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巻頭言

水辺こそ原点
・河川のビオトープ

認定NPO法人

環境パートナーシップいわて代表理事、
元小岩井農牧（株）代表取締役常務、
NPO法人

日本ビオトープ協会副会長・主席BA
野澤 日出夫
18世紀後半から19世紀にかけて起こった産業革命は、
化石エネルギーの開発により産業のみならず社会構造も
一変させました。その後ますます産業は発展を続け、特
にこの数十年世界の国々は化石エネルギーをベースに
経済を大発展させ、豊かな生活を享受して来ました。しか
し近年「短期経済優先」の中で、化石エネルギーを最大
限使いながらCO2削減と云う相反した取り組みは、地球
温暖化・海水温の上昇・海流の変化・海水面の上昇・生
態系変化などと共に、バクテリアや原虫の消長のような目
に見えない変化も、我々に厳しく警告を発しています。
協会が発足して四半世紀、協会誌「ビオトープ」の本号
は、多様な生態系を生み出してきた原点である「水辺」を
テーマにした特集として、常葉大学名誉教授山田辰美先
生による特別寄稿を掲載しました。
地球・・「水のある奇跡の星」、地球上の水の殆どは海
水（97.5％）であって、淡水の中でも70％以上が南極、一
部北極の利用できない水である事はご存知の通りです。
降雨量の多い日本においては、自然の状態で豊かな生
態系を生み出しますが、地球規模では、利用できる水の
0.62％が地下水、河川水は多い様に見えても、僅かに
0.0001％にも過ぎない貴重な淡水であり世界の生活圏に
おいては「渇水」の状況にあります。
その中でも、「仮想水：Virtual water」も問題になりま
す。日本で輸入する食糧において、農畜産物1kgを生産
するのに必要な仮想水は、米 3.6トン、大麦 2.6トン、 大
豆 2.5トン、 牛肉 20.6トン、 豚肉 5.9トンなどとなってい
て、米国からの全輸入物に伴なう仮想水は、390億トンに
も達しています。
協会誌41号でも取り上げましたが、SDGｓ（Sustainable
Development Goals:持続可能な開発の為の目標）の目標
6．「安全な水」について衛生面からも重要な施策として位
置付けられています。17の目標は、お互いに関連してい
て単独の目標はありえませんが、協会として大きくかかわ
るべき目標は、下記の様な7個の目標となるでしょう。

特に、SDGｓの「だれ一人取り残さない社会」の構築に
おいて、17の目標は、並列で存在するのではなく、最も
重要な根底を支える4つの目標が存在します。すなわ
ち、目標6．「安全な水」、目標14「海の豊かさを守ろう」、
目標15「陸の豊かさも守ろう」、そして目標13「気候変動
に具体的な対策を」、であり、まさに「生物圏を守る事」で
あります。これは私達の持続的な安定した生活を確保す
る上に於いて、水と食料を安定生産し心地よい社会を将
来にわたり確保して行く為に無くてはならない重要な取
り組みであります。
この様な視点からも、私達のビオトープ創生の活動は
不可欠であり、また次世代に引き継いでゆく為の教育と
しても、持続可能な社会を自ら考え、行動する子供たち
を育てるビオトープは最も優れた手段であります。日本
のユネスコ国内委員会が提唱して国連で採決された
ESD（Education for Sustainable Development:持続可能
な開発の為の教育）は、世界の先進国ではあらゆる教育
のベースとして位置付けられています。
我々の四半世紀にわたるビオトープ普及啓蒙の地道
な活動は、日本に於いて一般用語として広辞苑にも掲
載されるようになりましたが、いまだ国民の間に十分な理
解が得られているとは言えません。大きなツケを後代に
負の遺産として残す事のないように、世界に後れを取る
事無く、社会構造を変える大きな課題に真剣に向き合い
推進しなければなりません。
私達のビオトープ活動が経済を支える重要課題とし
て、真の豊かな社会に必須な生態系の確保を通じて社
会の根底を支える事が出来る様なgoalを目指して進めま
しょう。
今年刊行された「ビオトープづくりの心と技」（農文協）
は、今まで積み上げてきた全国のビオトープ協会会員の
思い、技術と実績の集大成であります。関わった多くの
皆さまのご尽力にこの場からも感謝を申し上げる次第で
す。この書は今まで発行されて来た多くのビオトープ誌と
は一線を劃して、ビオトープに興味を持つ一般市民か
ら、都市計画などの設計家、造園家、行政の専門家に
とっても参考になる全国の事例が多数鏤められて紹介さ
れています。将来の社会ニーズに対応するビオトープ活
動に取り組む、全国の協会会員・アドバイザーにとって
のバイブルとして活用され、ビオトープ創造をつうじて持
続的な心地よい豊かな社会づくりに貢献する事を期待
致しております。
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特別寄稿

河川の生態学
－伝統的河川工法・柳枝工を再考する－
日本人のおなまえっ？
「日本人のおなまえっ」というNHKのテレビ番組か
ら、突然、電話で出演を求められた。番組取材の趣旨
は、柳という植物を表す文字が苗字に使われている
謎を探るというものだった。保全生態学を専門とする
私にどうしてお鉢が回ってきたのだろうか。柳の同定も
おぼつかない私でいいの？という気持ちのまま番組
の構想やねらいをお伺いすると、それは河川の自然
環境保全に関わってきた者にとって実に意欲的で興
味深いものだった。私を紹介して下さったのは、静岡
県の土木事務所で先駆的に多自然川作りを実践さ
れ、日本の伝統的河川工法に関するご著書もある富
野章さんであったようだ。富野さんと私は共に、杉山
恵一先生のご指導の下で、河川の自然環境復元を静
岡県から発信した同志である。
番組では他に、松と杉という樹木のお名前につい
ても取り上げるという。コメディアンの松村邦洋やスギ
ちゃんが謎解き役として出演するという。柳がつく名字
の謎を探るのは、こちらもコメディアンの柳沢慎吾さ
ん。ロケは6月14日、授業を終えて向かったのは愛知
県を流れる矢作川である。長野県から三河湾に注ぐ
一級河川であり、かつて護岸工事として柳枝工が多
数施工された大きな川である。自らの名前の由来を尋
ねる柳沢さんが、人々の命を救う有難い柳があるとい
うことで、この川にたどり着いた設定。そこで柳の木が
川の護岸に用いられた事情を説明して欲しいというこ
とであった。
ロケ地は愛知県岡崎市日名本町付近の矢作川本
流。河原を走ってくる柳沢さんを「こっちだよー」と手を
振って川岸で待ち受ける。その場所に群生する柳と
いう木の特徴を解説して、人々の生命財産を守る土
手の強度を保障するために、現地で選び抜かれた優
れた素材として柳があることに気付かせるという役回り
であった。額に汗を浮かばせ、猛烈な勢いで鉄板の
ギャグを飛ばす柳沢さんに翻弄されながらも、柳に風
と受け流し（実際はたじたじとなりながら）、柳の魅力に
ついて熱を込めてお話しした。途中から、矢作川の柳
枝工護岸工事に施工管理者として長年、携わってお
られた菊地幸一さんにも加わっていただき、大いに盛
り上がった現場の様子から紹介したい。

常葉大学 名誉教授、
NPO法人 ふじ環境研究所 所長、
日本ビオトープ協会 特任顧問（静岡）
やまだ

たつみ

山田 辰美
れ柳を連想するようであるが、矢作川の水際沿い一
面に茂っていたカワヤナギは樹高2～3ｍの低木で、
地際からこんもりと株立ちした樹形である。径が4～
8㎜と細くて1mもある長い枝が、重なり合って四方に
伸びている。この木のどこに人々を救う力があるのだ
ろう。河原に生えていた実生と思われる高さ1mばかり
の1本立ちの小さなカワヤナギを指して、柳沢さんに
「引っ張って抜けるかな」と誘った。両手で小さい柳の
幹を掴み、うんうんうなって頑張ってくれたが、びくとも
しない。柳の根は水分の多い河原や湿地的な軟弱土
壌でもよく発根する。垂直に深く入った幹の随所から
四方に根が伸びていて、地面の土砂や岩石を掴み河
原と一体となっている感じである。こうして、まずは根
の強さを身体で実感してもらった。
強さはそれだけではない。細くて長い枝に付くすべ
ての葉の付け根に赤い脇芽を有していて、強い萌芽
力を持っているのだ。切り取った枝の一本一本を地
面に刺すだけで、地上部から芽が吹き、地下部から
は根を吹くのである。バケツの水に浸けておいた柳の
枝から数日の内に発根し、多数の赤い根をびっしりと
伸ばす様子を見たことが幾度もある。地面に刺したた
くさんの枝から伸びた根が、地表付近で網のように互
いに絡み合いながら、広い範囲に渡って地表を緊縛
していく様子がイメージされる。
日本の多くの川は梅雨や台風などの激しい降雨に
よって、一気に増水し洪水の危険が大きいと言われ
る。さらに、中部山岳地帯を水源とする河川は軒並み
急峻であり、急激に増水しやすい（河況係数が高い）
急流河川である。加えて、近年は気候変動によるゲリ
ラ豪雨の頻発も加わり、災害が懸念されている。これ
らの条件が重なり、川の水位と流速が増すと、堤防は
強い流れによって浸食を受け、破堤すると大きな洪水
被害を引き起こすことになる。特に矢作川のような花
崗岩質のいわゆる真砂土が河床を占める川では、河
床材料の移動が激しく、堤体も脆弱であると考えられ
る。そこでは、ヤナギ類が見せる河床や堤体法面を固
める力が頼りにされたのである。堤防の斜面に柳の枝
を一面に刺すだけで、増水に耐える強靭な土手に変
える技術は、鉄筋やコンクリートのない時代に限らず、
治水上かなり画期的なものだろう。

矢作川の柳
柳沢さんはたくさん生えている柳の木の前で、柳の
木がどれなのか分からなかった。一般の人々がイメー
ジしている柳の姿（樹形）と矢作川の岸辺を埋めるヤ
ナギとは、異なった印象であるようだ。多くの人は、柳
の木というと幽霊の出そうな雰囲気に欠かせないしだ
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つまり、土手の法面をカワヤナギやネコヤナギの
ような低木性のヤナギ類が覆うことで、強い流れや
増水に対して、堤体を強固に保護すると考えられ
る。その主な理由が、1本の柳の木が有する根の本
数が他の樹種と比べて圧倒的に多かったり、根張り
が特別に深く広く伸たりするという特性があれば、分
かりやすい。残念ながら、その特性を比較形態学的
に確認できている訳ではない。むしろ、1本の柳の木
から数十本以上の挿し木が容易に得られ、広範囲
にわたる施工が大した道具もなく短時間にできること
こそが、柳の木の優れた特性であると考えている。
柳枝工は様々な技術的展開を見せている。柳で

「しがら」を組めば、法面を幾重にも伸びた枝で覆
い、枝の各所から根を伸長させることができる。栗石
を置いた間に挿し木をすれば、根っこが岩石を抱き
込み、アンカーのように重みのあるカバーで堤体を
被覆することが出来る。共通するのは、数多くの柳
が地際で絡み合い重なり合い連結することで、巨大
なネットとして堤防法面を覆い尽くすことで、面的な
強さが発揮されるのだと考えている。また、地上部の
地際から立ち上がった細長い枝は、堤体に当たる
強い流れを、「柳に風」のごとくしなやかに屈撓（かが
みたわむ、しなうように曲がる）することで、受け流し
てくれる。

柳枝工について ※出典：下記写真は全て、国土交通省中部地方整備局豊橋河川事務所「柳枝工」パンフレットより

矢作川の柳枝工

矢作川

矢作川の柳枝工の構造

柵そだ、柳杭木等組立完了

柳枝工完了

1年経過した柳の成育状況

15年経過した柳の成育状況

3年経過した柳の成育状況
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柳が治水上有効であることは歴史的文献、いわゆ
る古文書にもよく知られた記載がある。三河地方の
農業技術を伝える1680年代（江戸時代前期）の文献
『百姓伝記』では、「洪水をふせぐ川よけには堤に柳
を植るにましたる事なし」とある。堤防に柳を植えるこ
とほど効果のある堤防保護はないというのである。柳
や榛の木などの自然素材の特性や取り扱い上の留
意点についても、個別に丁寧な記載がある。また、
鹿児島藩の島津重豪が江戸時代後期に著した『成
形図説』では、「堤ハ川表に柳をうゑべし、何れの木
にても上高きは堤の為にならず、柳は年々偃垂てよ
し、根を張て生付に柳ハ土を固めて堤の足堅くなる
ものぞ」とある。護岸の目的で柳を維持するのであれ
ば、繁茂のしすぎにより洪水時の流れを阻害しない
よう適度な剪定や間伐等の管理が必要となることに
まで、的確に言及していることには驚かされる。

一方で、気になることがあった。土手に近い河川
敷には太い幹を見せて緑の葉を茂らせた大型のヤ
ナギ類（アカメヤナギやジャヤナギ、コゴメヤナギ、イ
ヌコリヤナギなどの思われる）が、エノキやムクノキに
混じって結構生えていたことである。矢作川のような
増水による撹乱が多い川では、一般に遷移はあまり
進行しないと考えられているが、撹乱が減少し河川
が安定すると、10年程で中州などの河原に樹木が
生え始め、エノキ、ムクノキなどの大径木が育つとい
う植生遷移が進むようだ。ここで見られた大型のヤ
ナギ類は増水時に流れを阻むこと（土木では粗度が
上がると言う）や流木やごみをトラップして、河床の
洗堀や堤体を弱体化させ壊す要因になることが心
配される。同じ柳の仲間であっても、防災対策上、
同じようには扱えないのである。天竜川や大井川な
どの静岡県の大河川でも、河川敷の樹林化が進行
し、堤体への負荷など防災上の課題として懸念され
ている。取材地の様子を見た限りでは、矢作川も防
災のために伐採や間伐が必要な状況にあると考え
られる。いずれにしても、矢作川の中流部は、真砂
土の河原とたくさんの種類のヤナギ類が生い茂って
いる景観が印象的であった。

柳枝工の今日的評価と柳のお名前
柳枝工は水際に小さな緑の森や生態系を形成
し、懐かしいふるさとの原風景を作る点でも優れてい
る。国などで管理された屈強な連続堤防で守られた
無機的な景観の河川を想起すると、水面に緑陰を映
す河川景観は好ましいものに感じられる。柳がパイ
オニアプラントとして登場し、他の植物の生える土壌
基盤を作り、虫や小鳥たちの生息環境を作る。水面
や水中をカバー（被覆）することによって魚類やエビ
類などの水生生物のハビタット（生息環境）も増え
る。柳は水位の変動で、水没したり乾燥する河原の
環境に適応していて、安定した水辺のエコトーン（推
移帯）を形成する。そこはフナやモロコ類、水生昆虫
などの産卵や稚魚の育つ場所としても使われる生態
学上重要な環境を形成し、ナーサリースペース（保
育区）と呼ばれる。ニホンイシガメは緩やかな水際を
登り、砂の堆積した場所に産卵する。また、柳の枝や
根の絡みついた水中で冬眠をする姿も見られる。よ
く太ったウナギは夜間や雨の日に堤体の法面を上
陸しミミズをよく食べていることも分かっている。このよ
うに生き物のつながりの場である水辺のビオトープを
形成する上で柳は重要な役割をしている。
さて、まとめである。読み慣れない古文書を引き合
いに出したりしながら、日本各地でヤナギ類が川の
災害から人々の生命財産を守るために活躍してきた
ことを、柳沢慎吾さん相手にお話した。日本人の名
字 で、柳 沢 さ ん と か、柳 川 さ ん、柳 井 さ ん、柳 瀬 さ
ん、柳田さんなど、柳には水につながるものが多い
のは確かだ。湿気の多い水辺に適応し生えやすい
樹木であるというだけでなく、昔の人が安全への想
いを込めて積極的に植えた樹木であった。柳がつく
名字、それは、恐ろしい川の氾濫から暮らしを守って
くれる柳の力を讃える誇らしいお名前だったと考えら
れるのだ。

柳枝工の歴史
菊地さんは江戸時代までの堤防の作り方を再現
しようという国営の河川工事事務所の設計に従っ
て、30年ほど前に長野県から取り寄せたたくさんの
柳（種類は不明だという）を矢作川にたくさん植えた
と言う。土手に、雑木で編んだかごを敷き1～10㎏の
栗石を詰めた後、そのすき間に柳の枝を刺していく
伝統的河川工法であり、「柳枝工」と呼ばれる。しが
らを組んだ柵に土砂ではなく、石を詰める方法は、
矢作川・天竜川など日本中部の川で多く見られる。
柳枝工と呼ばれる技術は日本の様々な河川で、そ
れぞれの河川の特性に応じたやり方で行われてき
たようだ。ヤナギ類は根株を植栽することなく、切り
取った枝を地面に刺すだけで、発根して枝が茂る。
柳の根張りが特別に強いかは不明であるが、数多く
の柳の枝を用いて、根が地際で絡み合い連結する
ことで、堤防が固められると考えられる。「柳は植物
界のコンクリートのようなものである」と菊地さんは話
された。
戦国時代以降、川を治めることこそが国を治める
要であると考えた武将が、土木技術を研究する過程
で、堤防を固める素材として注目したのがヤナギ類
である。岡山県備中川には、戦国武将が堤防を固
めるために植えたと伝わるヤナギが、今も残っている
そうである。また、大雨で利根川や荒川が氾濫し、
江戸で5千人以上が犠牲になった江戸時代の天明
の大水害の後、幕府は、全国の堤防に柳を植えよ、
というお触れが出された記録が残っている。
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コンクリートなどの堅いものに頼るグレーインフラ
に対し、植物などの生命体に頼るグリーンインフラと
いう考えが近年注目されるようになった。東日本大
震災以来、国土を強靭化させる必要が社会的な課
題 で あ る が、地 震、津 波、豪 雨 など の災 厄 に 対 し
て、グリーンインフラと呼ばれる自然物・生命体・生
態系で自然の脅威を制する考えが新しい。柳枝工
は言わば「新しくて懐かしい」土木技術と言えるだろ
う。
私は柳の特性を見事に活かした伝統工法に改め
て感激しながら、「自然の生命力を使って自然の脅
威を制する知恵」と熱を込めて解説したのである。

このストーリーのあらすじはNHKの番組制作チー
ム（プロデューサーに限らず）が考えたものである。
着眼点が素晴らしく、今回の取材で改めて日本の
伝統的河川工法を学ぶことが出来た。ちなみに、川
や道を普請（保全したり建設したり）する工学的分野
を 日 本 で は「土 木 技 術」と 呼 ん で い る。英 語 で は
「Civil engineering」と言うが、日本人の暮らしを土や
木などの自然素材で構築してきたことと関連すると
思われる。自然環境を再生しようとする私たちにとっ
て興味深いことだ。土という文字は大地から芽生え
た実生の双葉を表し、大地の生命力を表現している
と言われる。土の持つ生命力や木という生命体を用
いる技術の体系が、土木工学であるとしたら嬉しい
ことだ。

NHK「日本人のおなまえっ！」（2019年7月11日）で放送された内容

1．名字の由来を尋ねる柳沢氏と、矢作川でカワヤナギを
観察。「これが人々の命を守るヤナギです。」

2．野生の生物である柳の特性が堤体を保護し、台風など
の豪雨から人々の生命財産を守る。

3．鉄やコンクリートではなく、自然を使って自然を制する
グリーンインフラの考え方を紹介。

4．柳枝工を施工した技術者（施工管理士）菊地さんが柳
の強さを語る。

5．地表を覆うように細かい根が密生する。水中でもよく伸
びて、水際の土砂をグリップする。

6．木枠に沿って柳の枝を刺すことで、根系が木柵や石に
絡みつき、一体化して堤体を守る。
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シリーズ連載

ビオトープのいきものたち －その30－
河川に生息するトンボたち
１．流水域と止水域のトンボ
トンボは様々な水域を生息環境としており、水域の環境
指標とされることも多くあります。トンボが生息する水域は大
きく分けて、流水と止水に区分することができます。一部の
トンボは流水と止水ともに生息することも知られています
が、多くのトンボはどちらかの水域に固執して生息していま
す。トンボが地球上に誕生した当時は、流水に生息してい
たのではないかと考えられています。そして流水に生息す
るトンボが新たな生息環境を求めて、溜め池や水溜まりな
どの止水に適応して生息範囲を広げたと推測されていま
す。そのため現在でも河川などの流水に生息するトンボは
古いタイプが多く、卵から成虫になるまで複数年かかる種
がほとんどです。一方、溜め池などの止水域は水が干上が
る危険性が高いせいか、止水に生息するトンボは卵から成
虫までの成長スピードが早くなるように進化しているという
説があります。

ひろしま自然の会 会長
神垣 健司
より下流で流れの穏
やかな川を好みま
す。成 虫 は 4 ～ 6 月
に 発 生 し、5 月 頃 が
最も個体数が多くな
ります。1世代に1～
2年を要します。
・ムカシトンボ
山間の森に囲ま
れた渓流の上流部
に生 息する日 本特
産種で、北海道・本
州・四 国・九 州 に 分
布します。清流にす
む た め、本 種 の 生
存が簡易水道の目
安になるといわれて
います。羽根はイトトンボで体はトンボの特徴を持つため、
「生きた化石」と呼ばれています。4～6月に発生し、5月頃
が最も個体数が多くなります。1世代に5～8年を要します。

２．河川（流水域）に生息するトンボ
今回は古いタイプといわれている河川に生息するトンボ
のうち、代表的な12種を紹介します。いずれも卵から成虫
（1世代）になるまで1～数年を要するトンボです。
・アオハダトンボ
平地から山地にか
けて、水生植物が繁
茂する清流に生息し
て い ま す。本 州 と 九
州に分布しています
が生息地は局地的
で、比較的稀な種で
す。5 月 中 旬 か ら 発
生して盛夏まで姿を見られますが、6月頃が最も個体数が
多くなります。1世代に1年を要します。

・ミヤマサナエ
幼虫は河川の中・
下流域に生息し、羽
化した個体は夏季
には高い山の山頂
付近で過ごし、秋に
なると再び河川の中
流域に戻ってくると
いうダイナミックな移
動をします。本州・四国・九州に分布していますが、いずれ
の地においても個体数は多くありません。初夏から秋にか
けて発生していますが、盛夏に山頂部で避暑中の個体を
見かけることが多いです。1世代に2～3年を要します。

・ミヤマカワトンボ
岸辺に水生植物
が繁茂するような河
川の上流域を主な生
息地とする大型のカ
ワ ト ン ボ で す。北 海
道・本州・四国・九州
に分布する日本特
産種で、渓流では比較的普通に見ることができます。成虫
は春から秋にかけて発生しますが、初夏から夏にかけてが
最も個体数が多いです。1世代に2～3年を要します。

・ホンサナエ
体がずんぐりとし
た 太 め の ト ン ボ で、
一見しただけで他の
種類と区別できま
す。平地から丘陵地
にかけての流れが緩
やかな河川中流域
に生息しています。

・ニホンカワトンボ
これまでニホンカワトンボはオオカワトンボやヒガシカワト
ンボと呼ばれていました。平地から山地にかけての清流に
生息しています。近縁種のアサヒナカワトンボに比べると、
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しかし近年では河川環境の悪化などによって、個体数が
減少しています。日本特産種で、北海道・本州・四国・九
州に分布し、春から初夏にかけて発生しますが5月頃が
最も個体数が多くなります。1世代に2～3年を要します。

す。北 海 道 か ら 九
州にかけて広く分
布し、個体数も少な
くありません。初夏
から秋にかけて発
生 し ま す が、盛 夏
の頃が最も個体数
が多くなります。1世
代に3～4年を要するため、安定した流水がある場所でな
いと生育できません。

・アオサナエ
体が黄緑色の
美 し い ト ン ボ で、
丘陵地や山地を
流れる河川の中
流域に生息して
います。幼虫は砂
地の中に潜って
生活するため、川
底が細かな砂地になっている河川を好みます。日本の
特産種で本州・四国・九州に分布し、成虫は4～７月に
かけて発生しますが、5～6月頃が最も個体数が多いで
す。1世代に2～3年を要します。

・コヤマトンボ
河川の上流域か
ら下流域にかけて
の流水域に広く生
息する大型のトン
ボ で す。成 熟 し た
雄が流れの上をパ
トロールする姿をよ
く見かけます。北海
道・本州・四国・九州に分布し、北海道産は別亜種になっ
ています。春から晩夏にかけて発生し、初夏の頃が最も
個体数が多いです。1世代に2～4年を要します。

・ナゴヤサナエ
大きな河川の
下流域に生息し、
汽 水 域の河 口で
も羽化が確認され
ています。日本特
産 種 で 本 州・四
国・九州に分布し
ていますが、産地
は限られています。初夏から夏にかけて河口付近で羽
化した未熟個体は山間などに移動して盛夏を過ごし、秋
になると羽化した場所よりも上流の河川に姿を見せて産
卵します。1世代に2～3年を要します。

・キイロヤマトンボ
川底が細やかな
砂地を好むトンボ
で、河川の上流域
から河口付近の汽
水域にかけて生息
しています。本州・
四 国・九 州 に か け
て分布しています
が、産地は局地的で個体数も少ないため、多くの地域で
絶滅危惧種に指定されています。初夏から盛夏にかけて
発生しますが、6～7月頃が最も個体数が多くなります。1
世代に2～3年を要します。

・コオニヤンマ
低山地などの
河 川 中流 域に生
息し、小さな河川
で も よ く 見 か けま
す。北 海 道・本
州・四 国・九 州 に
分布し、晩春から
秋にかけて姿を見
ることができます。一見するとオニヤンマによく似ていま
すが、オニヤンマにはできない地面に水平にとまること
ができます。1世代に2～4年を要します。

３．流水性のトンボは河川環境のバロメーター
オニヤンマが発生している細流や小渓流では、オニヤ
ンマの幼虫が3～4年を過ごしていることから、その間は水
の流れが絶えることがなく、また水質も悪化することがな
かったと推測できます。また最も成長に長い期間を要する
ムカシトンボが生息する渓谷では、7～8年にわたって水
環境が良好だったことが推測できます。このように河川に
生息するトンボは河川環境のバロメーターになるので、ビ
オトープに流水性のトンボ類が生息していれば、そのビオ
トープの流水環境は良好といえるでしょう。

・オニヤンマ
オニヤンマは大型種で、特に雌は日本最大のトンボ
になります。体の大きさに似合わず、幼虫は平地から山
地にかけての小川や小渓流、湿地の細流などで育ちま
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