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１．はじめに

1-1 行動計画策定にいたるまで

ダム直下流の区域では，河川生態系のバランスの悪化

が共通の現象と認識されているが，それが具体的にはど

のような現象となって表現されているのか．これを明ら

かにしたいというのが，本プロジェクトの取りあえずの

目的であり，また今後，河川環境の保全ならびに改善に

最も必要とされる事項である．

本プロジェクトの構想規模は大きく，この地における

自然要素とそこに住む人類の構成する社会と歴史の歩

み，そして営為によって引き起こされる河川生態系の変

化を広く予測し，調査は要素解析において抽出された諸

要因すべてを視野に入れている．生物相や生物群集生態

系の構造はその中の一要因にすぎないが，現象として把

握するにはかなり手法の確立した分野であり，真相を伝

えるに適した材料を提供できると考えられることが重要

な意味を持つ．

生物班の担当範囲は，全構想の中では小さな１分野に

すぎない．しかし，設定された調査地域全体にわたって

の面的な調査は，調査スタッフの総力で当たってもカ

バーしきれないほど過大である．これは比較的最近

（1996-2000）に実施した豊田市都市ブロック河辺環境の

動植物相調査での経験からも，予想される成行きであっ

た．それゆえ必然的に，生物班がこなせる範囲は限定的

で，かつ何らかの結論が把握しやすい計画に絞らざるを

得なかった．初期の計画は，こうした予測される難題を

如何に河川生態系の実態解明に結び付ける形にできるか

がまず問題であった．

検討の結果，河川生態系研究が従来とってきた手法は，

河川を流れの方向で見て，上・下流の構造とそこに生息

する動植物の移動をマクロの視点で明らかにするやり方

であったが，今回はこの手法をとらないことにした．古

鼡プロジェクトの調査地域は上・下流とする概念には収

まらぬ短距離内だからである．したがって，これを踏襲

することは避け，せっかく古鼡という限定された小地域

が調査舞台であるならば，これまで余り注目されたこと

のない横断面の生態系の構造を調査しようという結論に

達したのである．そうすれば堤内地における人の営為と

のつながりにも，ある程度関連した考察が可能と考えら

れる．こうして調査計画が以下に記すように定められた．

1-2 調査計画

１）目的

河川水辺（ここでは河川堤外地）に生息する生物の生

息環境としての利用実態が，水中・水際・陸上と移行す

るにつれてどのように変化して行くのかに視点を当てる

（可能な限りエコトーンの視点で調査する）．河川の流れ

を横断する代表的なベルトを設定し，食物連鎖を主眼と

した生態調査を実施する．そこから得られた結論を，取

りあえず古鼡地区の河川全体に敷衍した全体像を描き，

古鼡地区における望ましい矢作川の環境を考える基礎資

料とする．

２）調査期間

現地調査と報告書の作成を含め，1999年10月～2002

年３月の３年間にわたって実施した．全調査対象生物に

同じ期間が許容されたが，拘束性はなく，生物群によっ

て期間の長短がある．

３）調査地とその横断面図

全体的な調査範囲は越戸ダムから百々貯木場跡間の約

2.5kmであるが，実際面では安全上の観点から，現実的

に調査可能な範囲を古鼡水辺公園の延長約900m区間

とした．さらにこの中で，河口から約44.0km地点に幅

20mのベルトを対岸に延ばし，これを古鼡横断面（もし

33

矢作川研究 No.７：33～104，2003



くは横断面）とした（図1-1）．対岸は中州を挟んで越戸

公園の中間地点になっているが，調査対象は扶桑町側に

あるので，左岸側を選択し，どこまでの横断範囲をとる

のかは，各分野において有効に調査される範囲として任

せた（写真1-1および1-2）．横断面実測結果は図1-2の

とおりであるが，上下200mの結果も参考のため併記し

た．

この横断面の環境は，調査開始に先立ち図1-3のよう

にイラストとして概略描写された．調査で得られた情報

は，具体的には本図の上に逐一記入されてゆく設定で

あったが，蓄積された情報を総合して同一図上に記録し

ようとすれば記入スペースがなくなる．このスペースの

確保に加え，環境の区分によってデータが自動的に整理

されていく効果も付与する目的で，図1-3を模式化する

こととした．模式化の手順はまず図1-3上に図1-4のよ

うに線引きした上で，思い切った模式図に導こうとした．

さらにこれを用い，後記1-3の結果目標に沿う形で，最

終的に環境利用実態図を描くために効果的な横断面模式

図（図1-5）を作成した．ただし，中州の汀近くまでしか

作図されていない．

４）調査対象生物

生態系の構成要素を種々抽出してみたが，その中から

調査スタッフ（外部へ調査委託が可能な分野を含む）が

確保できる分野に限定して実施した．したがって，抽出

された下記の計画対象項目の中から太字で示した分野に

限定した．なお魚類については別に矢作川流域の魚類相

調査が行われているので，ここでは扱わなかった．

［植物］陸上：高等植物，菌類，蘚苔類

水中：沈水・挺水植物，付着藻類

［動物］陸上：土壌動物，クモ類，陸上昆虫（食植性

昆虫，食肉性昆虫等は別に扱う），両

性・爬虫類，鳥類，哺乳類

水中：底生動物

図1-2 各地点の横断面形状の経年変化．ａ）河口から43.8km地

点 ｂ）河口から44.0km地点 ｃ）河口から44.2km地

点
図1-1 横断面調査地（ ）および横断面測量位置図．
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図1-3 横断面景観概要図．

図1-4 横断面と模式化区分．

図1-5 横断面模式図．
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写真1-1 古鼡横断面の距離測定．（2000年５月12日） 写真1-2 中州側からみた横断面の左岸．（2000年５月24日）

写真1-3 洪水以前の汀線部のヤナギと林縁部の草地．

（1999年５月26日）

写真1-4 洪水後の汀線部のヤナギと林縁部の草地．

（2000年10月２日）

写真1-5 東海豪雨で冠水したマダケ林の中間層．

（2000年９月12日）

写真1-6 東海豪雨時に堆積した土砂の厚さ．

（2000年９月19日）

写真1-7 産卵後死骸となって岸に漂着したヒゲナガカ

ワトビケラ．（2000年５月12日）

写真1-8 洪水後に生残して花を咲かせたサナエタデ．

（2000年10月２日）
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５）観察の要点

ａ どこにどのような種が生息しているか

ｂ 何が何に食べられるのか…動植物間の関連をとら

える

ｃ 何が何に寄生されるのか…体内，体外寄生

ｄ 陸生の生物が，どれだけ水中に持ち込まれるか

ｅ 水生の生物が，どれだけ陸に上がるのか

ｆ どの環境が，どの生物に何のために必要か…植物

種と生育状態，栄養状態，採餌，縄張り，休息，

配偶行動，子育て，隠蔽，巣造り，etc.

ｇ その他

６）調査の原則

ａ 横断面内に，観察およびサンプリング地点を定め，

３年以内，原則四季の調査とする

ｂ １）の目的にそった調査方法を自由に採用できる．

具体的な調査方法は分野ごとに定める（本報の各

分野ごとに詳細を記載）

ｃ 中州側の調査はかなり重要と思われるが，調査担

当者の自主的判断で調査範囲とするか否かを決め

る

1-3 結果目標

横断面内で観察された生態系の中での諸現象を，広範

に把握する．最終的に，生息環境の利用実態と，それを

裏付ける諸要素が，生物同士の相互作用（卑近な例とし

ては食物連鎖関係における結果）として表現できるよう

に解析を行ない，環境利用実態図を作成する．

（田中 蕃）

２．陸上植物・光環境

2-1 調査地と方法

2-1-1 調査地

横断面の左岸側は，古鼡水辺公園の下流に位置してい

る．古鼡水辺公園周辺には本来は水害防備林として植栽

されたマダケ林が広がっている（洲崎・中坪，2000）．こ

のようなマダケ林では竹材を利用するために継続的な施

業が行われてきたが，近年はその経済価値がほとんど失

われたため放置され，稈数が増加し，分布も拡大してき

ている．

古鼡水辺公園周辺の植生は以下の通りである．上流部

には，1997～99年度にかけて砂利投入実験が行われたた

めに砂利が堆積し，ツルヨシ（Phragmites japonica）な

どが多少見られる場所があり，その下流には数十mに

渡って庭木などが植栽されている区間があった．その下

流は，樹高10m近いアカメヤナギ（Salix chae-

nomeloides）やコゴメヤナギ（Salix serissaefolia）など

が優占する疎林となっていた．更に下流はエノキ（Celtis
 

sinensis var.japonica），ムクノキ（Aphananthe aspera），

ヤマグワ（Morus bombycis），アラカシ（Quercus glauca）

などの高木が単木状に混交する，林冠高約10mのマダ

ケ（Phyllostachys bambusoides）林が続いていた．岸辺

の水制工の中には樹高約2mのネコヤナギ（Salix
 

gracilistyla）やイヌコリヤナギ（Salix integra）の群落が

見られた．

調査ベルトは左岸の堤防道路からマダケ林に入り，川

岸の幅約2mの道とネコヤナギの低木群を横切って矢

作川に入る（図2-1：写真2-1，2-2）．ベルト内のマダケ

林部分を10×10m の４つの方形区に分割し，北東，南

東，北西，南西の方形区をそれぞれNE，SE，NW，SW

として，陸上植物と光環境の調査を行った．

2-1-2 方法

1999年度から2001年度にかけて，マダケと樹高1.3

m以上の木本，林内の光環境，草本層（草本と樹高1.3m

未満の木本により構成される）の調査を行った．マダケ

は稈数と胸高直径を記録した．マダケの稈数は，林内の

光環境の指標となることが分かっている（Suzaki and
 

Nakatsubo,2001）．樹高1.3m以上の木本については樹

種と胸高直径を記録した．

光環境の調査としては各方形区内の中央部で全天写真

を撮影し，全天写真解析ソフト，HEMIPHOT（Steege,

1994）を用いて林冠植被率を算出した．マダケ林の林冠

植被率は林内の林外に対する相対的な明るさ，相対光量

子密度（林床植物の生活に大きく影響する散乱光量の指

標）と以下のような負の相関を示すことが分かっている

（Suzaki and Nakatsubo,2001）．

y＝－0.73x＋71.9

（ただしy：相対光量子密度，x：林冠植被率）

そこで上記の換算式を用いて林冠植被率の平均値から相

対光量子密度を算出した．

草本層の調査では，Braun-Blanquet（1964）の方法に

より各枠内に出現した全ての草本と，樹高1.3m未満の

木本の種，被度および高さを記録した．出現種は落葉木

本，常緑木本，在来一年生草本，在来多年生草本，帰化

草本（生態系への影響を考慮し，一年生・多年生を問わ

ず一括して帰化草本とした）などの生活型別に分類し，
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種数や種組成の変化について検討した．なお，調査期間

中に記録的な豪雨があり（2000年９月11-12日，東海豪

雨），川に流入した大量の砂が調査ベルトを含むマダケ林

に堆積し，その厚さは場所によって約1mに達した．そ

こで，2000年９月の東海豪雨以前と以後の調査結果を比

較し，豪雨後の砂の堆積が河畔のマダケ林内の植物に及

ぼす影響についても考察した．

それぞれの調査を行った時期は表2-1に示した．

2-2 結果と考察

2-2-1 マダケと光環境

2000年４月の時点では各方形区内のマダケの稈数（生

稈＋枯死稈）は72～150本/100m と方形区によるバラ

つきが大きく，平均では114.3本/100m となっていた

（表2-2）．しかし2001年７月には174～221本/100m

と方形区による稈数のバラつきが減少し，平均では193.

0本/100m と，約1.7倍に増加した．中でも方形区NW

の増加率は2.6倍に達していた．１年３ケ月でこれほど

稈数が増加した理由は不明である．堤防側のNE，SEよ

り川側のNW，SW で稈数の増加率が高かった．

2000年４月に測定したマダケの胸高直径の頻度分布

を図2-2に示した．マダケの平均胸高直径は3.9cm

だった．100m 当りの稈数が500本を超える京都のマダ

ケ林で稈の平均胸高直径が約3.0cmだったという報告

があり（渡辺・井上，1990），稈密度の高いマダケ林では

稈直径が細くなることが示唆されている．

林冠植被率は2000年４月には平均87.6％だったが，

2001年７月には稈数の増加に伴って平均90.8％とやや

増加した（表2-3）．同じ矢作川本流沿いの発達したマダ

ケ林では，100m 当りの稈数が400本近くに達する場合

があり（洲崎・中坪，2000），そのような林では夏期の林

冠植被率が97％以上となっていた（Suzaki and Nakat-

subo,2001）ことを考慮すると，この林は管理されていな

いマダケ林としては稈数密度が低く，林内も比較的明る

かったといえる．

2-2-2 マダケ林内の樹木

各方形区内の樹高1.3m以上の木本の本数を表2-4

に，胸高断面積を表2-5に示した．マダケ林内というこ

ともあり立木密度は平均8.3本/100m，胸高断面積は平

均747.1cm/100m（7.47m/1ha）と低かった．胸高

断面積ではエノキが全体の90.3％，本数ではムクノキが

全体の60.6％を占めていた．

西側（川沿い）のNW とSW の2つの方形区に，胸高

直径約40cm，樹高約10mのエノキの林冠木が1本ず

つあった．4方形区に出現した全調査対象木の胸高直径

の頻度分布（図2-2）を見ると，この2本の林冠木だけが

突出して大きく，あとは胸高直径10cm前後の木が数本

あり，80％以上は胸高直径6cm以下の低木だったこと

が分かる．これらの低木の殆どがムクノキであった．

聞き取り調査によると，調査地周辺はもともと採草地

図2-1 調査地の概況．

写真2-1 調査地（川岸の道から撮影）．

写真2-2 調査地（ベルト内）．
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であったが，利用されなくなってから上流にあったマダ

ケ林が拡大してきて，現在のような状況になったのだと

いう．2本のエノキの林冠木は，マダケ林が拡大してくる

以前から存在しており，その後はマダケ林によって被陰

されたため，後継樹の定着・成長が阻害されてきたと考

えられる．エノキとムクノキの林冠木（親木）はいずれ

も調査地周辺に多く見られたが，林内で稚樹が多く確認

されたのはムクノキだった．これは耐陰性の違いによる

現象であると推測される．

2-2-3 マダケ林の草本層

調査ベルト内では調査期間中に123種の維管束植物が

確認された（付表 古鼡横断面確認種リスト（以下付表

とする）参照，うち帰化種は12種）．このうち，マダケ

とネコヤナギを除く121種がマダケ林の林床で確認され

た．竹林としては多数の種が出現しているが，これは比

較的林内が明るいことと，林縁環境が含まれることによ

ると考えられる．

出現種数は春季と夏季に高く，秋季に減少する傾向が

あったが，年ごとに増加していた（図2-3）．123種の植

物の生活型組成を見ると，落葉木本が31種（25.6％），

常緑木本が15種（12.4％），在来一年生草本が18種（14.

9％），在来多年生草本が43種（35.5％），帰化草本が12

種（9.9％）などとなっていた．調査期間を通じて林床に

確認されたのは落葉木本のエノキ，ムクノキ，ノイバラ

（Rosa multiflora），ヤマウコギ（Acanthopanax
 

spinosus），アケビ（Akebia quinata）などと，常緑木本

のアラカシ，ヤブツバキ（Camellia japonica），ナンテン

（Nandina domestica），マンリョウ（Ardisia crenata），

テイカカズラ（Trachelospermum asiaticum），多年生草

表2-2 マダケ稈数の変化．

（本数/100m）

NE SE NW SW 合計 平均

2000．4 150 131 72 104 457 114.3

2001．7 221 189 188 174 772 193.0

表2-1 調査の時期．

99．10月 00．4月 00．11月 01．5月 01．7月 01．10月

マダケの稈数 ○ ○

マダケの胸高直径 ○

林内の光環境 ○ ○

樹高1.3m以上の樹木 ○

草本層 ○ ○ ○ ○ ○ ○

表2-3 マダケ林内の光環境の変化．

林冠植被率（％） 相対光量子

1 2 3 4 5 平均 SD 密度（％）

2000．4 88.0 84.8 90.2 87.2 87.6 2.2 8.3

2001．7 90.8 93.6 88.2 90.0 91.6 90.8 2.0 5.9

図2-2 マダケと立木の胸高直径分布．
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本のチヂミザサ（Oplismenus undulatifolius  var.

japonicus）であった．木本植物の多さは立地の安定性を

反映していると考えられる．

2000年９月の東海豪雨により河川敷に大量の砂が堆

積したことと（写真2-3，2-4），マダケの稈数の増加，そ

れに伴う林内の光環境の悪化にも関わらず，林床植物の

種数はずっと増加傾向にあった（図2-3）．これは主とし

て在来多年生草本の種数の増加によるものだった．豪雨

後に出現するようになった多年生草本としてはコボタン

ヅル（Clematis  Apiifolia var. biternata），スギナ

（Equisetum arvense），ドクダミ（Houttuynia cordata），

ヘビイチゴ（Duchesnea chrysantha），ヤブカンゾウ

（Hemerocallis fulva var. tomentosa）などが挙げられ

る．各調査時期の出現種の類似度をSo╲rensenのQSで比

較したところ（表2-6），調査期間を通じて出現種に大き

な変化はなく，豪雨が種組成に及ぼした影響も不明瞭

だった．豪雨直後に横断面付近の川岸でネコヤナギや一

年草のサナエタデ（Persicaria scarba）が生残しているの

が確認され，また，ヒガンバナやタマスダレ（Zephyr-

anthes candida）が堆積した砂から花茎を延ばして開花

しているのが観察されたが，豪雨の影響の小ささはデー

タによっても裏付けられたと言える．

聞き取り調査によると1959（昭和34）年の伊勢湾台風

の頃までは，増水時の堆砂によって毎年のように川の形

が変化していたという．新しくできた河原は，植生が発

達する前に次の洪水に洗われたのだろう．調査地周辺の

河川敷では1950年以降，広葉樹林や草地といった自然緑

地の面積が拡大してきたが，この現象は耕作地の放棄と

いう人為的攪乱の減少とともに，矢作ダムの建造（1971

年）後の氾濫の頻度の減少，規模の縮小といった河川の

自然攪乱の減少を反映している（洲崎，2001）．長い時間

をかけて立地が安定化した河畔では，大規模ではあって

表2-4 横断面ベルト内の立木の本数．

NE  SE  NW SW 合計 （％）

落葉広葉樹

エノキ 1 2 2 5 15.2

ムクノキ 7 8 2 3 20 60.6

ムラサキシキブ 1 1 3.0

ヤマウコギ 1 1 3.0

ヤマグワ 1 1 3.0

常緑広葉樹

アラカシ 1 1 3.0

チャノキ 1 1 3.0

ナンテン 1 1 3.0

ヤブツバキ 2 2 6.1

合計 11 8 7 7 33 100.0

100m 当りの本数 8.3

表2-5 横断面ベルト内の立木の胸高断面積．

（cm）

NE  SE  NW  SW 合計 （％）

落葉広葉樹

エノキ 2.7 1476.3 1219.0 2698.0 90.3

ムクノキ 25.3 8.7 1.1 120.7 155.7 5.2

ムラサキシキブ 0.1 0.1 0.0

ヤマウコギ 0.0 0.0 0.0

ヤマグワ 103.9 103.9 3.5

常緑広葉樹

アラカシ 0.6 0.6 0.0

チャノキ 0.4 0.4 0.0

ナンテン 0.1 0.1 0.0

ヤブツバキ 29.6 29.6 1.0

合計 28.5 8.7 1610.8 1340.4 2988.4 100.0

100m 当りの胸高断面積（cm） 747.1

写真2-3 東海豪雨後の調査地（川岸の道から撮影）．

写真2-4 東海豪雨後の調査地（ベルト内）．
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も１回の，そして短時間の洪水が植物に与えるダメージ

は小さく，群落の更新に寄与することも困難であり，今

回調査を行ったマダケ林では，その傾向がより顕著にあ

らわれたのだと考えられる．

（洲崎燈子）

３．付着藻類・底生動物

3-1 調査地点

横断面の水域部分に，左岸，中央，右岸，左岸と中央

の間，右岸と中央の間の計５ケ所を設定し調査地点とし

た．調査地点は左岸のヤナギを起点とし，2m沖を①（左

岸），9m沖を②（左岸と中央の間），18m沖を③（中央），

29m沖を④（右岸と中央の間），39m沖を⑤（右岸）と

した（図3-1，図3-2）．

3-2 調査方法

【付着藻類】

各地点でこぶし大から頭大の石を潜水により採取し，

石表面の付着藻類をハブラシを用いて採取した．採取面

積は5cm×5cm×2回を１サンプルとし，付着藻類組成

およびクロロフィル a量の分析に用いた．

付着藻類の種組成は試料の一定量を光学顕微鏡下で検

鏡し，種ごとに細胞数の計数を行った．クロロフィル a

量の分析はLorenzen（1967）の方法を用いた．

【底生動物】

各地点で50cm×50cmのコドラート枠を設置し，潜

水により枠内の底生動物をＤフレームネット（0.5mm

メッシュ）を用いて採取した．50cm×50cm×２回を１

サンプルとした．

サンプルは実験室に持ち帰りゴミや礫を除くソーティ

図2-3 横断面草本層における生活型別の出現種数の推移．

表2-6 各調査時期の出現種の類似度（QS）．

99．10月 00．4月 00．11月 01．5月 01．7月

01．10月 0.50 0.57 0.61 0.40 0.63

01．７月 0.44 0.52 0.54 0.37

01．５月 0.41 0.57 0.56

00．11月 0.48 0.58

00．４月 0.40
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ング作業をした後，種の同定および種ごとに個体数と湿

重量を計測した．

3-3 調査実施日

調査時における理化学的環境要因を表3-1に示した．

付着藻類および底生動物の現地調査は2000年５月から

2001年11月の間において，各季節に１回の頻度で調査

を行った．

調査実施日は次の通りである．

春季：2000年５月12日

夏季：2000年８月４日

秋季：2000年11月９日

冬季：2001年２月23日

春季：2001年５月17日

夏季：2001年８月17日

秋季：2001年11月７日 （地点③は欠測）

3-4 結果および考察

【付着藻類】

・出現状況

各調査日における主な出現種を表3-2に示した．藻

類の代表種については，出現細胞数だけでなく，各種

の細胞体積を考慮した．2000年５月は珪藻 Melosira
 

variansの他，緑藻 Cladophora glomerataや緑藻

Oedogonium sp.が，2000年８月は藍藻Homoeothrix
 

janthinaが代表種となっており，横断面の５地点でほ

ぼ同様の藻類相であった．2000年11月は左岸から中

央では M .variansが，右岸側ではH .janthinaが多く

出現した．2001年２月は各地点で M . variansが多く

出現した他，地点②，④，⑤で緑藻Ulothrix zonataが

顕著であった．2001年５月は左岸側の地点①から③で

M .variansが多く出現し，右岸側の④，⑤ではH .

janthinaが顕著であった．2001年８月は①を除いた②

から⑤でH . janthinaが代表種となった．①では M .

varians，珪藻Navicula属，珪藻Nitzschia属の他，珪

藻 Cymbella asperaやOedogonium sp.といったサイ

ズの大きな藻類が体積に反映した．2001年11月は各

地点で C.glomerataが出現し代表種となった．

古鼡横断面の付着藻類相の季節変化を大まかにみる

と（図3-3，3-4），夏季は藍藻のH .janthinaが，秋か

ら春には M. variansなどの珪藻類が卓越する傾向に

あった．

・付着藻類の現存量

付着藻類の現存量の指標となるクロロフィル a量

の変化を図3-5に示した．2001年２月や2001年11月

は地点間での差が大きく，2001年２月の②や2001年

11月の④では100mg/m を超える大きな値を示し

た．前者は緑藻U.zonata，後者は緑藻 C.glomerata

の現存量が反映されていると推察された．

・考察

古鼡横断面の付着藻類の季節変化を確認した結果，

横断面の各地点における付着藻類相は似通っている

が，左岸側の①では異なる場合が多かった．環境要因

の中で，①と他の地点で差が大きいものは流速であっ

た．各調査日における①での流速は最も小さい値を示

し，2000年５月を除くと10cm/s以下とかなり緩やか

であった（図3-5）．横断面における付着藻類群落の形

成には流速が大きく関与していると推察される．

付着藻類現存量が著しく突出した2001年２月の②

は糸状緑藻のU.zonataが，2001年11月の④は，同じ

く糸状緑藻の C. glomerataの出現が反映していると

推察される．ここで興味深いことは，U.zonataは流速

が40～80cm/s程度の場所で出現量が多く，流速が約

110cm/sの最速地点では出現量が著しく抑制されて

いたのに対して，C.glomerataやOedogonium sp.は

流速が10cm/sから100cm/s程度の様々な場所で確

認された．同じ糸状体であっても流れに対する適応は

種によって違いがあるとみられる．

本調査期間には，東海豪雨（2000年９月11日～12

日，最大流量は高橋（河口から40.4km地点）で約

図3-2 横断面拡大図．
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4,000m/sと推定）や河床の天地替え（2001年３月）

といった大規模な河床攪乱が起きているため，平常の

季節変化を把握したとはいえない．しかし，東海豪雨

後の付着藻類相の季節変化を豪雨前と比較しても構成

種および代表種に大きな違いはみられない．付着藻類

群落は1週間から2週間の短期間で更新されるため，

大きな河床攪乱が生じても比較的速やかに回復すると

推察される．

【底生動物】

・出現状況と現存量

各調査日，各地点において出現個体数および湿重量

の最も大きい種を表3-3-1，表3-3-2に示した．

2000年５月は左岸側の①や②でセトトビケラ属が

多く出現した．この種は個体サイズが小さく湿重量に

反映されなかった．②および④ではオオシマトビケラ

やヒゲナガカワトビケラ科など造網型トビケラ類によ

表3-1 理化学的環境要因．

2000/5/12

調査地点 ① ② ③ ④ ⑤

水深(cm) 90 106 91 78 48

流速(cm/s) 12.6 90.1 84.7 77.2 35.6

pH 7.0 7.2 7.5 7.3 7.5

電気伝導度(μS/cm) 49 52 49 49 49

濁度(度) 8 6 6 6 6

溶存酸素(mg/l) 7.0 7.8 7.7 7.9 7.7

水温(℃) 17.4 17.1 16.9 16.9 17.2

2001/5/17

調査地点 ① ② ③ ④ ⑤

水深(cm) 45 120 110 85 65

流速(cm/s) 6.0 86.2 77.9 58.6 60.2

pH 7.3 7.2 7.1 7.0 7.0

電気伝導度(μS/cm) 56 55 57 56 57

濁度(度) 10 7 7 8 7

溶存酸素(mg/l) 9.8 10.2 10.2 10.2 10.2

水温(℃) 18.4 18.3 18.1 18.1 18.1

2000/8/4

調査地点 ① ② ③ ④ ⑤

水深(cm) 48 114 94 75 58

流速(cm/s) 4.6 71.5 86.0 78.1 59.2

pH 7.2 7.2 7.2 7.3 7.1

電気伝導度(μS/cm) 56 52 54 54 55

濁度(度) 9 10 10 8 9

溶存酸素(mg/l) 8.5 9.0 8.8 6.8 7.0

水温(℃) 24.9 24.7 24.7 24.8 24.8

2001/8/17

調査地点 ① ② ③ ④ ⑤

水深(cm) 41 102 105 70 30

流速(cm/s) 4.6 68.5 67.5 46.7 38.9

pH 7.6 7.0 6.9 6.9 7.1

電気伝導度(μS/cm) 71 70 69 69 70

濁度(度) 14 14 13 13 12

溶存酸素(mg/l) 7.8 8.4 8.2 8.2 7.9

水温(℃) 27.4 27.0 26.9 26.9 26.9

2000/11/9

調査地点 ① ② ③ ④ ⑤

水深(cm) 32 102 119 79 30

流速(cm/s) 7.2 52.0 90.7 50.5 21.2

pH 7.3 6.6 7.1 7.3 7.5

電気伝導度(μS/cm) 75 75 76 75 71

濁度(度) 24 22 23 23 21

溶存酸素(mg/l) 10.2 10.7 10.5 10.5 10.7

水温(℃) 15.8 15.9 15.8 15.8 15.9

2001/2/23

調査地点 ① ② ③ ④ ⑤

水深(cm) 35 120 123 90 36

流速(cm/s) 9.8 73.2 113.8 77.4 37.8

pH 7.2 6.8 6.9 6.9 7.2

電気伝導度(μS/cm) 61 60 58 58 58

濁度(度) 7 7 7 7 7

溶存酸素(mg/l) 12.9 11.8 12.0 12.4 12.8

水温(℃) 6.9 6.8 6.7 6.7 6.8

2001/11/7

調査地点 ① ② ③ ④ ⑤

水深(cm) 64 140 ― 100 103

流速(cm/s) 6.5 49.7 ― 103.9 94.5

pH 6.7 6.7 ― 7.3 7.4

電気伝導度(μS/cm) 59 58 ― 58 58

濁度(度) 20 19 ― 19 19

溶存酸素(mg/l) 9.6 9.8 ― 9.5 9.7

水温(℃) 14.2 14.0 ― 14.0 13.7
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表3-2 付着藻類の代表種．

① ② ③ ④ ⑤

Melosira varians(珪藻) Melosira varians(珪藻) Melosira varians(珪藻) Melosira varians(珪藻) Melosira varians(珪藻)

2000年５月 Cladophora glomerate(緑藻) Oedogonium sp.(緑藻) Oedogonium sp.(緑藻) Synedra inaequalis(珪藻)

Cladophora glomerate(緑藻)

2000年８月 Homoeothrix janthina(藍藻) Homoeothrix janthina(藍藻) Homoeothrix janthina(藍藻) Homoeothrix janthina(藍藻) Homoeothrix janthina(藍藻)

Melosira varians(珪藻) Melosira varians(珪藻) Melosira varians(珪藻) Homoeothrix janthina(藍藻) Homoeothrix janthina(藍藻)
2000年11月

Oedogonium sp.(緑藻) Cymbella tumida(珪藻)

Melosira varians(珪藻) Melosira varians(珪藻) Melosira varians(珪藻) Ulothrix zonata(緑藻) Cymbella tumida(珪藻)

2001年２月 Cymbella tumida(珪藻) Cymbella tumida(珪藻) Ulothrix zonata(緑藻)

Ulothrix zonata(緑藻) Melosira varians(珪藻) Melosira varians(珪藻)

Melosira varians(珪藻) Melosira varians(珪藻) Melosira varians(珪藻) Homoeothrix janthina(藍藻) Homoeothrix janthina(藍藻)
2001年５月

Oedogonium sp.(緑藻) Oedogonium sp.(緑藻)

Cymbella aspera(珪藻) Homoeothrix janthina(藍藻) Homoeothrix janthina(藍藻) Homoeothrix janthina(藍藻) Cymbella turgidula v.nipponica(珪藻)
2001年８月

Oedogonium sp.(緑藻) Homoeothrix janthina(藍藻)

Melosira varians(珪藻) Cladophora glomerata(緑藻) Cladophora glomerate(緑藻) Cladophora glomerata(緑藻)

2001年11月 Cladophora glomerate(緑藻) Hydrosera triquetra(珪藻) 欠測 Hydrosera triquetra(珪藻) Oedogonium sp.(緑藻)

Oedogonium sp.(緑藻)

図3-3 横断面の付着藻類（夏）．

図3-4 横断面の付着藻類（秋～春）．
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図3-5 古鼡横断面における現存量および水理要因の変化．
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り湿重量は大きな値を示した．

2000年８月は②から⑤ではアカマダラカゲロウ，オ

オシマトビケラ，ヒゲナガカワトビケラ科の出現個体

数が多く，オオシマトビケラとヒゲナガカワトビケラ

によって湿重量も大きな値を示した．①ではこれらの

出現量は小さく，シロタニガワカゲロウ，セトトビケ

ラ属，マシジミなどが出現した．

2000年11月は各地点とも出現分類群数および現存

量は減少した．①ではセトトビケラ属，②から⑤では

エチゴシマトビケラの個体数が目立ったが，湿重量に

はカワニナやサナエトンボ類が反映した．

2001年２月は①，②，④，⑤でエリユスリカ類の出

図3-6 横断面の底生動物．

表3-3-2 底生動物の代表種（湿重量）．

① ② ③ ④ ⑤

2000年５月 チャバネヒガナガワカトビケラ オオシマトビケラ チャバネヒガナガワカトビケラ オオシマトビケラ チャバネヒガナガワカトビケラ

2000年８月 ヒゲナガカワトビケラ ヒゲナガカワトビケラ ヒゲナガカワトビケラ ヒゲナガカワトビケラ ヒゲナガカワトビケラ

2000年11月 ヘビトンボ オナガサナエ オナガサナエ ホンサナエ ホンサナエ

2002年２月 ヒラタドロムシ オオシマトビケラ ヒゲナガカワトビケラ エリユスリカ類 エリユスリカ類

2002年５月 ヒラタドロムシ オナガサナエ オナガサナエ オナガサナエ ヒゲナガカワトビケラ

2002年８月 セトトビケラ sp. オオシマトビケラ ヒゲナガカワトビケラ アミメカワゲラ科 sp. ヒゲナガカワトビケラ

2002年11月 ヒラタドロムシ オオシマトビケラ 欠測 ヒゲナガカワトビケラ オオシマトビケラ

表3-3-1 底生動物の代表種（個体数）．

① ② ③ ④ ⑤

2000年５月 セトトビケラ sp. セトトビケラ sp. アカマダラカゲロウ エリユスリカ類 アカマダラカゲロウ

2000年８月 シロタニガワカゲロウ アカマダラカゲロウ アカマダラカゲロウ アカマダラカゲロウ アカマダラカゲロウ

2000年11月 セトトビケラ sp. エチゴシマトビケラ エチゴシマトビケラ エチゴシマトビケラ エチゴシマトビケラ

2002年２月 エリユスリカ類 エリユスリカ類 ウスバヒメガガンボ sp. エリユスリカ類 エリユスリカ類

2002年５月 セトトビケラ sp. キイロカワカゲロウ コカゲロウ類 コカゲロウ類 ヒゲナガカワトビケラ

2002年８月 セトトビケラ sp. コガタシマトビケラ トビイロカゲロウ sp. エラブタマダラカゲロウ エラブタマダラカゲロウ

2002年11月 セトトビケラ sp. エラブタマダラカゲロウ 欠測 エラブタマダラカゲロウ ウスバヒメガガンボ sp.
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現個体数が顕著であったが，個体サイズが小さいため

湿重量にほとんど反映されなかった．これらの地点で

はユスリカ科以外に顕著な出現種はなく左岸の①でミ

ズミミズ科が目立つ程度であった．中央部の③は，出

現分類群数および現存量はいずれも小さな値であっ

た．

2001年５月は各地点とも一段と貧弱な出現状況で

あった．①でセトトビケラ属やユスリカ科の蛹が多く

出現したが，他の地点では顕著な出現種はみあたらず，

各種の出現個体数は数個体程度と極めて少なかった．

2001年８月は５月に比べるとやや回復し，②から⑤

では出現分類群数および現存量ともに増加した．これ

らの地点ではエラブタマダラカゲロウ，シマトビケラ

類などの出現個体数が増加した．⑤の湿重量はヒゲナ

ガカワトビケラによって他の地点を上回った．①は他

地点と異なり，個体数ではセトトビケラ属が多く，湿

重量にはチリメンカワニナが反映した．

2001年11月は各地点とも顕著な出現種はなく，出

現分類群数および現存量とも小さな値であった．地点

②，④，⑤でエラブタマダラカゲロウが目立つ程度で

あった．

・考察

各調査地点の底生動物相を比較すると，①は他地点

と異なっていた（図3-6）．①の流速は著しく小さく淵

的な環境となっていることが多く，②から⑤の瀬と異

なっている．また，瀬環境にあっても②から⑤の底生

動物相は同一でなく，種組成や現存量は微妙に異なっ

ている（図3-5）．これには水深や流速の違いが作用し

ていると推察される．このように横断面上に淵―瀬構

造が連続していることによって水生昆虫の生息場所の

多様性が高まっている．

生物多様性の維持機構として，攪乱の果たす役割は

重要であることが指摘されている（竹門，1999）．近年，

矢作川中流部では1999年６月の出水（河口から40.4

km地点の高橋における最大流量は2,500m/s），2000

年９月に起きた東海豪雨（同地点における最大流量は

4,000m/s），2001年３月の河床の天地替えなどによ

る攪乱の影響があったと推測される．これらによって

底生動物がどの程度の影響を受けたかをみるため，古

鼡横断面の調査結果を1995年から1997年の既存調査

（白金，1999）と比較し，図3-7に示した．

横断面調査の中で最も大きな現存量を示した2000

年夏の湿重量を既存調査の夏の値と比較すると，1/5

から1/10程度と著しく減少している．また，既存調査

で優占したオオシマトビケラの出現状況を比較する

と，1995年から1996年には，個体数による優占度は春

で37％，夏で38％であったが，横断面調査では，オオ

シマトビケラが最も多く出現した2000年８月の地点

③でも20％にとどまり，さらに東海豪雨後には数％と

小さい値となった．

古鼡横断面における底生動物相は1999年６月の出

水，東海豪雨，河床の天地替えといった複数の攪乱に

よる影響を受け，現存量の回復には時間を要している

ことが伺える．一方，出現分類群数は東海豪雨後，約

１年が経過した2001年８月には瀬の地点で24～27分

類群ほどに回復しており，種組成も豪雨前と類似した

図3-7 古鼡における底生動物の変化．

備考：2000年春～2001年秋の湿重量および確認分類群数は横断面の地点②～⑤の平均

値を用いた．
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ものとなった．矢作川中流部では大規模な攪乱が生じ

ても1年程度の短い期間で，攪乱前に生息していた種

類の多くが回復してくることが判明した．今回行った

横断面調査では，偶然に起きた大規模な出水や天地替

えによる複数の攪乱による影響を追跡したことにもつ

ながった．

（内田朝子）

４．土壌動物

4-1 調査

4-1-1 調査地点

横断面の左岸側を調査地点とした．この横断面内の

マダケ林のほぼ中央部をサンプル採取の定点とし，ほ

かに２年目以降水制工の上流側，最初のヤナギの被覆

のある場所をサンプル採取の追加地点とした．

4-1-2 調査方法

サンプリングは50cm×50cmのコドラートを設

け，枠内の土壌を移植ごてを用いてポリ袋に採取した．

深さはサンプリングの場所と時期によって調整した

が，概略下に記した基準によった．サンプル数は，１

地点１サンプルを原則とした．

なお現地での土壌採取は筆者が行ったが，土壌動物

の抽出と同定作業は環境科学株式会社（以下環境科学

㈱とする）に委託した．

マダケ林

A 層……2000年９月の洪水以前は落葉層の堆積が

見られたので，腐植層までをA 層とし

た．落葉層の厚みが薄いので概略5～7cm

であった．

洪水後は落葉層がなかったので，この層の

採取はせず，下記の堆砂Ａ層のみのサンプ

ルとした．

Ａ 層……上記のA 層の下，いわゆる「上層土」の

深さ5cmをこの層とした．

堆砂Ａ層…洪水後は，落葉層は消失し，ヘドロ含み

の堆砂が表面に出ていたので，単に地表

面から5cmの１層のみを採取し，これ

を「堆砂Ａ層」とした．

採取した上記の３種類のサンプルは，ツルグレン

ファンネル装置によって土壌動物を抽出し，検鏡・

同定した．

汀線部

Ａ 層……水位変動により採取地点が若干変更する

ことが多かったが，できるだけ汀に近い

地点のコドラートで深さは5cmとし

た．これを「汀線部Ａ層」とした．

なお汀線部におけるサンプル採取は，土壌の移行

帯（エコトーン）の観点から，水陸界の実態を把握

するために行ったものである．

汀線部におけるサンプルは，飽和に近い状態で水

分を吸着していて重く，かつ細かい砂礫で目づまり

を起こしやすく，ツルグレンファンネル装置が機能

しない．そのため，大型容器の中でサンプルに大量

の水を加えて攪拌し，その上澄み液を濃縮して土壌

動物を分別した後，検鏡・同定した．

4-1-3 調査時期

本稿において季節の表示は以下の通りとする．

３～５月 春季，６～８月 夏季，９～11月 秋季，

12～２月 冬季．

四季の調査を目指していたが，2000年９月の東海豪雨

の影響でマダケ林内のヘドロ混じりの堆砂がひどく，土

壌が締まって固まり，立ち入りに危険が無くなる時期を

待ったため，2000年秋と2001年冬は調査できなかった．

調査実施日は表4-1の通りである．

4-2 結果と考察

4-2-1 横断面の土壌動物相

土壌サンプルから抽出し確認した土壌動物は付表に示

した通りである．実際には土壌中の微小動物を種レベル

まで同定することは困難である．誤りを冒す惧れがある

ので，あえて深入りするのを避け，可能な限り細かく分

類するのを基本としながら，分類群によっては科レベル

の同定にとどめた場合が多い．また明らかに複数種が含

まれる事例も多く，それらは spp.表示で示し，種数計算

に際しては１種とした．したがって，実種数は表示した

表4-1 サンプル採取日．

実施日 マダケ林 汀線部

1999年10月22日 A，Ａ ―

2000年２月14日 A，Ａ ―

５月９日 A，Ａ ―

８月３日 A，Ａ ―

2001年５月11日 堆砂Ａ 汀線部Ａ

８月８日 堆砂Ａ 汀線部Ａ

10月26日 堆砂Ａ 汀線部Ａ
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合計値よりかなり多くなる．

古鼡横断面において確認された土壌動物は21目102

科136種であった．全体的に見るとダニ目が最も多く，

次いでコウチュウ目ハネカクシ科，ハチ目アリ科，トビ

ムシ目の順になった．ダニ目は優占種を多く含み，土壌

動物としても植物遺体の分解と腐植化，菌類の摂食，動

植物プランクトンや他の動物の捕食，さらに寄生生活を

営むなど，その生活行動を通じて健全な土壌形成に寄与

するところが大きい．横断面のダニ目は，１，２の例を

除き全滞在型の種で占められ，約半数種が植物遺体摂食

分解や藻類・菌類摂食をつかさどり，残る半数がトビム

シ目などの捕食者に色分けされ，寄生生活者は見られな

い．このことは，寄生対象となる土壌動物相が，かなり

乏しいことに関係があるものと思われる．

トビムシ目も土壌有機物の分解者であるが，多くの科

が生息しており，場合によってはダニ目以上に個体数の

多い優占種を見る．これにより，捕食性ダニ目を支えて

いるのがトビムシ目という食物連鎖構造を想定できる．

ハチ目アリ科は11種を数えるが，マダケ林内では１，２

種程度個体数が多いものの，トビムシ目には及ばない．

マダケ林は河川敷内にあるので，水辺付近に生息する

土壌昆虫の出現が期待されたが，汀線部と共通種は少数

が得られたのみで，全体的には湿度の高い土壌中の動物

相と認定することができなかった．しかも，通常の森林

の土壌動物相と比較すれば著しく貧相である．河辺のマ

ダケ林では堆積するリター量に限界がある上に，通常の

広葉樹もしくは針葉樹の供給するリターとは異質の成分

（タケ・ササ類は他の植物よりもケイ素分に富むと言わ

れる）の分解過程を経るとも考えられ，腐植に富む土壌

にはなりにくいのではないだろうか．

4-2-2 各サンプルにおける確認種数と個体数

付表に示された土壌動物を，全サンプルについて分類

群別に集計したのが表4-2である．

表4-2で明白なのは，次の諸点である．

ａ 攪乱の起こらない平常時においてA 層とＡ層を

比較すると，科・種・個体数ともA 層が多い．土壌

動物にとって，リターの豊富な層が重要であること

を示す．

ｂ 同じく平常時における季節差は，A 層では春＞

夏＞秋＞冬であり，Ａ層では春＞秋＞夏＞冬の順位

になる．これはタケ類の落葉期は春であり，土壌動

物の繁殖や摂食活動が春に活性化することとの相乗

効果を示しているものと思われる．

ｃ Ａ層における夏季の種・個体数の減少は，高温期

に表層に移動する傾向を示唆するものである．とく

に土壌中から羽化する昆虫のような非滞在型の生活

を送る種は，激減する可能性がある．

ｄ 逆に冬季のＡ層も個体数が激減している．高温期

とは反対に滞在型の種も寒冷期にはより深い地中に

移動している可能性が高い．

ｅ 洪水後にマダケ林のサンプル（堆砂Ａ）は，目立っ

た大きさのリターがわずかしか見られず，有機性の

ヘドロ混じりの細かい粒子の堆砂で，辛うじてツル

表4-2 サンプルの種類と土壌動物の分類群構成．

サンプリング時期 サンプルの種類 確認分類群数

マダケ林 汀線部 目 科 種 個体数

1999年10月22日 A 11 33 41 378

A 8 29 35 236

2000年２月14日 A 8 29 29 422

A 9 28 28 158

５月９日 A 15 44 56 860

A 11 30 35 323

８月３日 A 16 44 51 856

A 11 23 25 207

東海豪雨

2001年５月11日 堆砂Ａ 5 12 12 436

汀線部Ａ 4 8 8 232

８月８日 堆砂Ａ 9 26 33 542

汀線部Ａ 9 14 16 164

10月26日 堆砂Ａ 8 26 28 170

汀線部Ａ 1 2 2 3

原生動物についても確認（別記）．
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グレンファンネル装置での抽出が可能な程度であっ

た．平常時において最も土壌動物の豊富な春季に，

個体数は半減程度であったが種数は1/5程度とな

り，明らかに多様性の低下が起こっている．洪水の

影響はかなり大きいと言い得る結果である．他季に

おいても科・種レベルの回復は１年程度では困難な

ようである．

ｆ しかし，堆砂Ａにおける経時的な回復の様子を見

ると，平常時に最も多かった春季が最も貧相となり，

ダメージがしばらくは尾を引いている．洪水後８ケ

月を経過しても元に戻るには程遠いように思われ

る．

ｇ 洪水後，翌年の夏季には平常時よりも多くの個体

数に達した．しかし種数は，平常時の1/2以下であ

り，多様性の面からはいまだ回復していない．

ｈ 平常時には夏季よりも秋季の方が種・個体数とも

に多くなる傾向がある．しかし洪水の翌年の秋季は，

平常時の秋季に比し，種数では接近している傾向が

見られるものの，個体数は著しく少ない．すなわち，

いまだ回復には至っていない．これは洪水後の土壌

中に生活できる生態を持つ種が，限定されているこ

とを示すものとも考えられる．

ｉ 回復は，テンポは緩やかであるが，目・科・種数

の漸増傾向などから，着実に進行していることが想

定される．新たなリターの堆積が見られるまでこの

ような状況が続くのではなかろうか．

4-2-3 洪水の影響を受けた分類群

上述のように，土壌動物は予想以上に洪水の影響を強

く受けているように思われる．ただし洪水が長期間な

かった場合のデータが比較資料としてあるわけではな

く，多くは現実目の前にあるデータからだけの推測でし

かない．それでもこの推測を明白に示しておく作業は必

要なことと考える．

付表には示されていないが，表4-2のもとになった種

のサンプルごとの採取時期別の実態を，洪水前後の各種

の盛衰あるいは消長で追ってみたい．

盛衰あるいは消長のタイプを次の４つに分類してみ

た．

ａ 洪水前から少なかったが，洪水で消滅した．

ｂ 洪水前は多かったが，洪水で消滅あるいは大きく

衰退した．

ｃ 個体数の多少にかかわらず，洪水前後で生息状況

は変わらなかった．

ｄ 洪水前に生息しなかったか，あるいはわずかしか

生息が認められなかったが，洪水後に生息あるいは

勢力を増した．

次にこの４つのタイプに属する分類群を，振り分けて

羅列して見る．なお分類群名は，リストの種名欄記載内

容に準ずるものとするが，これには科・属・種の各レベ

ルが混在することをあらかじめ確認しておく．

タイプａ……55種 ミジンヤマタニシ・ウメムラシタ

ラガイ・ベッコウマイマイの一種・ヒメコハクガイ・フ

トミミズ・オウギツチカニムシ・コアカザトウムシ・キ

ツネダニ科の一種・テングダニ科類・コツメダニ科類・

タカラダニ科類・ナミケダニ科の一種・タテイレコダニ

科の一種・ヒワダニ科の一種・モンツキダニ科の一種・

ツキノワダニ科の一種・ヒワダニモドキ科の一種・ウズ

タカダニ科の一種・エリナシダニ科類・ツヤタマゴダニ

科の一種・イブシダニ科の一種・タマゴグモ科の一種・

ヒメグモ科の一種・イマダテテングヌカグモ・サラグモ

科類・フクログモ科の一種・オビヤスデ科の一種・イボ

トビムシ科類・マルトビムシ科の一種・ナミハサミコム

シ属の一種・アブラムシ科の一種・ハマカイガラムシ科

の一種・ヒメクビナガカメムシ・マルガタツヤヒラタゴ

ミムシ・ニセマルガタゴミムシ・コアカツブエンマムシ・

ムナビロムクゲキノコムシ・ムクゲキノコムシ科の一

種・メダカハネカクシ属の一種・クロズシリホソハネカ

クシ・ヤマトヒラタキノコハネカクシ・アナバラアリヅ

カムシ・コヤマトヒゲブトアリヅカムシ・モンチビヒラ

タケシキスイ・ホソクビアリモドキ・チビヒサゴゴミム

シダマシ・チビヒョウタンゾウムシ・イコマケシツチゾ

ウムシ・キイロシリアゲアリ・カドフシアリ・ウロコア

リ・アメイロアリ・チョウバエ科の一種・エリユスリカ

亜科の一種・ニセケバエ科の一種

タイプｂ……26種 チビコケカニムシ・マヨイダニ科

類・イトダニ科類・ヒサシダニ科の一種・ヘソイレコダ

ニ科類・ツツハラダニ科類・ハラミゾダニ科の一種・ア

ミメオニダニ科の一種・ジュズダニ科類・クモスケダニ

科類・ザラメタマゴダニ科類・イカダニ科類・コバネダ

ニ科類・フリソデダニ科類・コナダニ亜目の一種・サト

ヤマワラジムシ・タテジマコシビロワラジムシ・ハガヤ

スデ科の一種・イシムカデ科類・ナガスジムカデ科類・

ルイスセスジハネカクシ・アルマンオノヒゲアリヅカム

シ・ニセハリアリ・キイロヒメアリ・コツノアリ・トフ

シアリ
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タイプｃ……25種 ヒメミミズ類・ヤドリダニ科類・

ヤリダニ科類・ホコダニ科類・ハエダニ科類・トゲダニ

科類・ツブダニ科類・コソデダニ科類・オトヒメダニ科

類・ケヤスデ科の一種・ヒメトビムシ科の一種・シロト

ビムシ科の一種・ツチトビムシ科類・アヤトビムシ科類・

クシカマアシムシ科の一種・クダアザミウマ科類・クロ

ナガエハネカクシ・コメツキムシ科の一種・ジョウカイ

ボン科類・ミジンムシダマシ科の一種・オオハリアリ・

タマバエ科類・クロキノコバエ科の一種・ミズアブ科類・

ヒラタアシバエ科の一種

タイプｄ……24種 ツブトゲダニ科類・ウデナガダニ

科の一種・ハシリダニ科類・アギトダニ科類・オニダニ

科の一種・コナダニ科の一種・ニセアカムネグモ・サラ

グモ科の一種・シロハラヤスデ科の一種・ウスイロミズ

ギワゴミムシ・カクムネヨツメハネカクシ・オオシリグ

ロハネカクシ・アカバヒメホソハネカクシ・クロズマル

クビハネカクシ・ヤマトイクビハネカクシ・ツヤケシキ

バネチビハネカクシ・ハネカクシ科類・マルトゲムシ科

の一種・キイロセマルキスイ・アミメアリ・ヌカカの一

種・スミティア属の一種・アシナガバエ科類・ヤリバエ

科の一種

4-2-4 汀線部の土壌動物

本調査は環境移行帯に重点をおいている．この視点か

ら，水域に近い陸域の土壌動物に焦点を当て，汀線部土

壌の調査を行った．

汀線部Ａのサンプルにおいては，二つの動物群を抽出

した．

①マダケ林の土壌動物調査と同一レベルの動物群

②原生動物・輪形動物レベルの微小動物

ここでは①に類する土壌動物に関して述べる．①で確

認された種については，汀線部における調査が洪水後に

しか実施されなかったことを勘案し，便宜上次の２タイ

プの動物群に振り分けを行った．

ｅ 洪水前あるいは後のマダケ林と洪水後の汀線部の

双方に生息する．

ｆ 洪水後の汀線部のみに生息する．

タイプｅ……15種 ホコダニ科類・アトギダニ科類・

サラグモ科の一種・ヒメトビムシ科の一種・シロトビム

シ科の一種・ツチトビムシ科類・アヤトビムシ科類・マ

ルトビムシ科類・アカバヒメホソハネカクシ・ハネカク

シ科類・チョウバエ科の一種・ヌカカ科の一種・スミティ

ア属の一種・クロバネキノコバエ科の一種・アシナガバ

エ科類

タイプｆ……６種 マダラスズ・カワチマルクビゴミ

ムシ・セスジマルドロムシ・チビニセユミセミゾハネカ

クシ・トビイロケアリ・オドリバエ科の一種

上の２タイプの構成で注目されるのは，次の諸点である．

１）ダニ目は全41種中のわずか２種が汀線部に進出

しているだけで，かつ個体数も多くない．リターが貧弱

で湿潤な土壌環境は好まないように思われる．

２）トビムシ目は土壌動物調査で確認された６種中３

種が汀線部に生息する．しかもこの３種は，個体数優占

順位の４位以内にすべて入っており，湿潤土壌中にはト

ビムシ目が良く適応していることが分かる．

３）汀線部において見出だされた土壌動物は，ｅ，ｆ

両タイプを合わせても21種にすぎない．そのうちタイプ

ｆの６種（28.6％）が汀線部だけに見出だされたが，マ

ダラスズ（コオロギ科）・トビイロケアリ（アリ科）のよ

うな広汎に分布する種が，汀線部にしか見出だせなかっ

た．この事実については，湿潤環境よりも開放的環境が

重要な種があるという理解がマダケ林との対比でもっと

も妥当なところである．タイプｆの他の４種は生態的に

湿潤環境依存の種と考えられる．

４）マダケ林と双方に生息する21種は，確認土壌動物

136種のわずか14.4％にすぎない．最も昆虫の豊富なマ

ダケ林林縁部の草地でのデータ（本稿第６節参照）を当

てはめることが可能ならば，土壌動物の種の多様性の傾

向は，マダケ林から汀線部への単純な低下ではなく，そ

の間の林縁部にも高くなるポイントがありそうに思われ

る．

５）汀線部の10月の調査で得られた結果は，わずか２

種３個体である．低温期の汀線部土壌は，森林などに比

べ極めて厳しい環境になるのではないかと思われる．

4-2-5 汀線部土壌サンプル中の微小動物

ここでは，汀線部Ａのサンプル中に見出だされた原生

動物・輪形動物レベルの微小動物について記す．表4-2に

は②の結果は含めていない．別途表4-3に示すが付表に

は含まれない．

表4-3の結果から，汀線部土壌中には微小生物が生息

しているのが分かった．これらの土壌の利用実態は全く

明らかでない．しかし，アユを初めとする魚類・両生類・

昆虫類の幼生期の食料源となるワムシ類などの生活圏と

51

古鼡横断面の生物



表4-3 汀線部土壌Ａ中の微小動物．

（個体数/0.25㎡）

分 類 群 名 採取年月

目名 科名 種 名 01/05 01/08 01/10

全毛 ― 全毛目の一種Holotrichia gen.sp. 106

有殻糸状根足虫 ウロコカムリ エボシカムリの一種 Cyphoderia sp. 584 680

フセウロコカムリの一種Trinema sp. 584 680

遊泳 コガタワムシ カシラワムシの一種 Cephalodella sp. 506

(127)

ハオリワムシ ウサギワムシの一種 Lepadella sp. 73 85

(127)

チビワムシの一種 Colurella sp. 73 85

(42)

エナガワムシの一種 Monostyla sp. 219 255

(42)

備考：１ 分類については水野（1964）に従った．

２ 個体数は4-1-2の調査方法に従い，濃縮液の微量で検鏡した結果を，その濃縮倍率に戻

して計算した値で表示した．

３ （ ）内の個体数は，補充追加の１コドラートにおける結果である．
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Ao層
中気門亜目ホコダニ類
前気門亜目ヒサシダニ類
隠気門亜目ササラダニ類
トビムシ目
アリ類
アリヅカムシ

A層
Ao層に類似
全体に種、個体数減

堆砂A層（洪水後）
ホコダニ類減
寄生性ダニ類増
ササラダニ類激減
トビムシ目減
アリ類減

図4-1 土壌動物の生息状況．

汀線部A層
トビムシ目
トビイロケアリ
マダラスズ
※原生動物・輪形動物
（遊泳性）
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して，汀線部土壌が決して無視できないものであること

は明らかであろう．コンクリートと異なり，土壌は多孔

質である．その微細空間における生物界の水を利用した

動きは，研究例の少ない分野であろうと思われる．エコ

トーンの姿として，植生を考慮することに偏るばかりで

なく，水・陸界の移行帯としての視点を土壌に求めるこ

とも重要に思えてならない．

（田中 蕃）

５．クモ類

5-1 調査

5-1-1 調査地点

横断面の左岸側を調査地点とした．この横断面内で川

に沿って平行に，マダケ林・川沿い林縁部（以下林縁部

とする）・汀線部の環境の異なる３本の調査ベルト（小環

境と称する）を設け，それぞれに下記の方法による調査

を実施した．図5-1に示したように，３つの小環境はそ

れぞれに面積規模が大きく異なっており，マダケ林が図

抜けて広い．次いで草本と低木に富む斜面と遊歩道を含

む川沿い林縁部，2m以下の低いネコヤナギの単列に生

えた汀線部の順になる．

5-1-2 調査方法

サンプリングは，陸上昆虫類の調査と同じくベイトト

ラップとスィーピングの２方法によって，陸上昆虫類と

併用して実施した．

ａ ベイトトラップ：口径7cm，深さ9cmのプラス

チックコップを，調査地点の地中にコップの口が

ちょうど地面と同じ高さになるように埋めた．

コップの中には昆虫用の誘引餌が入っているが，

クモ類はトラップ中に落下させるだけが目的であ

る．一夜放置して回収した．仕掛けは，マダケ林・

林縁部・汀線部の３地点に，それぞれ12個ずつ，

計36個をセットした．１地点12個の誘引餌の内

容は，本稿第６節に記したとおりであるが，クモ

類に対する効果には若干疑問がある．同一地点に

おける各コップ中の捕獲個体は，まとめて１サン
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〔マダケ林／スィーピング〕
シロカネグモ属類
クロナンキングモ
ワカバグモ
アシナガグモ
アシナガグモ属類

〔マダケ林／ベイトトラップ〕
サラグモ科の１種
カミガタヤチグモ
ヒメグモ科の１種
シロカネグモ属類
ムラクモヒシガタグモその他

〔林緑部／ベイトトラップ〕
フジイコモリグモ
ムラクモヒシガタグモ
ハライロコモリグモ
ウヅキコモリグモ
スネクモオチバヒメグモその他

〔汀線部／ベイトトラップ〕
ナミコモリグモ
ウツキコモリグモ
ハラクロコモリグモ
ハリゲコモリグモ
イモコモリグモ

図5-1 クモ類の生息状況．

〔林緑部／スィーピング〕
クロナンキングモ
ササグモ
アシナガグモ
ハナグモ
アシナガカニグモ

〔汀線部／スィーピング〕
アシナガグモ
アシナガグモ属類
ウロコアシナガグモ
アシナガグモ科類
クロナンキングモ
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プルとした．サンプル中の個体はポリ袋の中で酢

酸エチルを用いて固定し，細かいメッシュの茶漉

しで濾取した残渣中から拡大鏡下で選別し同定を

行った．

ｂ スィーピング：草本・低木の枝葉に縄張りを作っ

ているクモ類を採集するため，調査小環境ごとに，

口径50cmの捕虫網を用いて無作為に20回振

り，網中に捕獲されたクモ類を昆虫類や枝葉とと

もにポリ袋に移し替え，酢酸エチルを用いて固定

し，拡大鏡下で選別し同定を行った．

5-1-3 調査時期

現地調査は1999～2001年の３年間に，表5-1に示した

時期に実施した．

毎年，四季の調査を行うのが望ましいが，調査開始の

準備と完了時期の制限から１，３年目は全季実施できな

かった．また２年目は全季実施の唯一の機会であったが，

2000年９月の東海豪雨により環境の変化ばかりか，調査

地に立ち入り困難となる事態が生じ（写真1-5および

1-6），秋，冬の調査を行えなかった．したがって表5-1に

記した調査期日を総合した形で，全季の調査を終えたこ

ととした．

5-1-4 調査担当者

本調査の現地サンプリングは筆者自身が，サンプルの

選別作業は筆者と環境科学㈱が，同定は環境科学㈱が

行った．

5-2 結果と考察

5-2-1 横断面の確認種数と個体数

本調査において確認されたクモ目は付表に記したよう

に，16科99種（不明種を含む最少種数）であった．分類

群別の内訳は，表5-2に示したとおりである．豊田クモ

談話会（1987）によれば，豊田市のクモ類の既知種は32

科129属220種で，不明種が20あるという．それに比較

すれば，横断面の狭い環境に不明種を含め99種以上の確

認がなされたことは，かなり注目される結果と考える．

5-2-2 横断面の優占種

横断面全体として両採集法で得られた累計種数の優占

上位５種の順位は，クロナンキングモ＞アシナガグモ＞

アシナガグモ属類＞ウロコアシナガグモ＞ワカバグモで

あった．ただ１種クロナンキングモ（サラグモ科）だけ

がベイトトラップでも捕獲されているが，わずかに４個

体である．それを差し引いても，上の順位には全く影響

しない．残る４種中２～４位の３種がアシナガグモ科，

５位の１種がカニグモ科で，すべて植物上に巣を張りあ

るいは待ち伏せする種で占められる．すなわちスィーピ

ングで得られる種の優占順位が，そのまま横断面のクモ

類の代表的な姿である．ベイトトラップの有効性に疑問

があるのは否定できないが，地表よりも植物上に生息す

る種の繁栄が顕著であると言える．

表5-3において明らかなことは次の諸点である．

１）ベイトトラップの方が採集種数・個体数とも桁違

いに少ない．数の上ではスィーピングがより有効で，格

段に多くのクモ類を得たことになる．ただし生息環境の

異なる分類群の捕獲を目的としているので，単純な優劣

比較はできない．

２）両採集法ともに，種数はマダケ林が最多であった．

マダケ林では種あたりの個体数が低くなっているのがう

かがえるが，ベイトトラップでは確認種数の絶対値が余

りにも少なく，直接多様性に結びつけて考察するのは逡

巡される．むしろスィーピングによるマダケ林での結果

をもって，他の小環境との差を見るのが妥当と思われる．

３）スィーピングで種数が最も少ないのは汀線部で，

林縁部はマダケ林と汀線部の中間を占め，環境による種

数の傾斜が明瞭である．ベイトトラップでは林縁部と汀

線部が拮抗した．いずれにしても，暗環境ほど種数が多

くなる結果は，昆虫類の場合とは逆になっていて，横断

面環境を検討評価する上で興味深い課題である．

４）最も種あたりの個体数が多いのは汀線部で，とく

にスィーピングで最高の値になる．その理由の一つは，

水際の植生を利用して巣を作り，極めて高い密度を保ち

ながら生息するアシナガグモ類の個体数が非常に多いこ

とに関連する．

５）種あたりの個体数を見ると，ベイトトラップで少

なく，スィーピングで多い．すなわち地表性の種は，種

数そのものも少ないが，個体数においても昆虫における

アリ類のように社会性をもつ大集団を形成しやすい種の

不在を物語り，クモ類群集そのものが貧弱な結果となっ

ていることは否めない．これは採集方法が昆虫類と兼用

で，クモ類には必ずしも適当でなかった面がかなり影響

していると思われる．

６）同じく種あたりの個体数に関し，採集法別に小環

境における数値を比較すると，ベイトトラップではマダ

ケ林≧林縁部＞汀線部となる．暗い環境ほど，同じ種の

個体数が少なくなり，換言すれば多様性が高いことを示
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すように見える．この事実は，マダケ林内の林床の地表

面構造や陸上植物の配置と深く関連しているのではない

かと考えられる．

７）同じくスィーピングにおいても，種あたりの個体

数はマダケ林＞汀線部≧林縁部の順で，やはり暗い環境

で低い．これは植物の配置が営巣などに適していること

に加え，鳥などの天敵によるインパクトを避けているこ

となどと関係があるように思われる．

８）昆虫類では生息種の大半を占める食植性の種の，

食物として利用できる植物の存否が影響する．これに対

し食肉性のクモ類では，食料を捕獲するに必要な巣網を

掛ける場所や，待ち伏せ場所の確保可能な植物の成育状

態（立体構造）に支配されているであろうことが推測さ

れる．

以上の結果から，クモ類の豊富な環境は植物の種多様

性よりも，植生の環境構造に直接的に支配されているこ

とは明白である．横断面という環境の移行状況下では，

光環境に変化を生み出す森林あるいは草地の立体環境

が，生息にとっては重要である．

表5-3 小環境別の採集種数と個体数．

採集法 小環境 個体数 種数 個体数/種数

マダケ林 24 14 1.7

ベイトトラップ 林縁部 15 9 1.7

汀線部 33 9 3.7

マダケ林 523 55 9.5

スィーピング 林縁部 669 51 13.1

汀線部 574 42 13.7

表5-1 調査時期．

調査年月
春

（３～５月）

夏

（６～８月）

秋

（９～11月）

冬

（12～２月）

1999/11

～2000/3
B3/21-22

B11/20-21

S11/10
S2/8

2000/4

～2001/3

B5/9-10

S5/9-10

B7/24-25

S8/3

2001/4

～2001/10

B5/5-6

S5/5

B7/29-30

S7/31

B10/27-28

S10/26

備考：Ｂはベイトトラップ，Ｓはスィーピングを示す

表5-2 東海豪雨前後の種数・個体数の変動．

種 数 個 体 数

ベイトトラップ スィーピング ベイトトラップ スィーピング

目 科 種数 前 後 前 後 前 後 前 後

クモ ハグモ 1 0 0 1 0 0 0 2 0

ウズグモ 3 0 0 2 1 0 0 2 6

ヒメグモ 14 3 0 9 7 5 0 45 40

サラグモ 5 4 2 3 2 9 3 117 147

センショウグモ 1 0 0 1 0 0 0 1 0

コガネグモ 13 0 0 11 8 0 0 53 19

アシナガグモ 11 2 0 9 8 2 0 532 244

タナグモ 6 3 0 1 2 7 0 2 2

キシダグモ 3 0 0 1 2 0 0 28 3

コモリグモ 10 8 3 2 3 32 9 2 5

ササグモ 1 0 0 1 1 0 0 75 9

フクログモ 7 2 0 5 2 3 0 71 27

シボグモ 1 1 0 0 0 1 0 0 0

カニグモ 8 0 0 5 7 0 0 168 130

エビグモ 6 0 0 4 3 0 0 33 9

ハエトリグモ 9 1 0 8 4 1 0 43 30

合計 16 99 24 5 63 50 60 12 1174 671

備考：東海豪雨前後における増減を矢印で示した．
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5-2-3 各小環境における優占種の構成

表5-4は各小環境ごとに優占上位５種を抽出したもの

である．採集方法によって得られるクモ類が異なるので，

方法による２分割を行った後に，小環境がクモ類にどの

ように利用されているのかを考察した．

１）マダケ林 全季を通してベイトトラップでの採集

種数が14，総個体数が24という少なさであり，冬季は

全く確認できなかった．これを詳細にみても，最高の

個体数は未同定のサラグモ科の一種の３季にわたって

の６個体であり，残り13種が少数ずつ得られたにすぎ

ない．季節的に区別比較するには，意味をもたない採

集データとなっている．全季で比較しても，確認され

た上位３種（５位は10種におよび，評価対象にならな

い）の生活形態がサラグモ・ヒメグモ・タナグモ各科

のような地表の落葉や小石の下，あるいは低茎草本の

小空間に小さく簡素な巣を作るもので占められてい

る．４位に明瞭な円網を作るアシナガグモ科のシロカ

ネグモ属類が捕獲されていることと，地表を徘徊する

コモリグモ類の捕獲が極めて少ないのが目立った特徴

である．シロカネクモ属類は，次に述べるスィーピン

グによる採集種で最上位に位置するが，マダケ林全体

では植物上にごく普通に生息するもので，その一部が

ベイトトラップで捕獲されたものであろう．コモリグ

表5-4 各小環境におけるクモ類の採集方法別優占種．

採集法 小環境 季節 優占上位５種

マダケ林 春 サラグモ科の１種＞カミガタヤチグモ＞ヤチグモ属の１種＞クロナンキングモ＝その他５種

夏 ムラクモヒシガタグモ＝サラグモ科の１種＝イタチグモ＝シボグモ ４種のみ

秋 サラグモ科の１種＝カミガタヤチグモ＞ヒメグモ科の１種＝シロカネグモ属類＝イタチグモ

冬 捕獲なし

全 サラグモ科の１種＞カミガタヤチグモ＞ヒメグモ科の１種＝シロカネグモ属類＞ムラクモヒシガタグモ他

10種

林縁部 春 フジイコモリグモ＞ハラクロコモリグモ＞クロナンキングモ＞フクログモ属類 ４種のみ

夏 ムラクモヒシガタグモ＝ウヅキコモリグモ＞スネグロオチバヒメグモ＞ハリゲコモリグモ他３種

秋 捕獲なし

ベ
イ
ト
ト
ラ
ッ
プ

冬 捕獲なし

全 フジイコモリグモ＞ムラクモヒシガタグモ＝ハラクロコモリグモ＝ウヅキコモリグモ＞スネグロオチバヒ

メグモ他３種

汀線部 春 ナミコモリグモ＞ハラクロコモリグモ＞イモコモリグモ＝クロナンキングモ ４種のみ

夏 ウヅキコモリグモ＞ナミコモリグモ＞ハリゲコモリグモ＞ヒメアシナガグモ＝コモリグモ科の１種

秋 キバラコモリグモ １種１個体のみ確認

冬 捕獲なし

全 ナミコモリグモ＞ウヅキコモリグモ＞ハラクロコモリグモ＞ハリゲコモリグモ＝イモコモリグモ

全環境 全 ナミコモリグモ＞ウヅキコモリグモ＞ ハラクロコモリグモ＞サラグモ科の１種＞フジイコモリグモ

マダケ林 春 シロカネグモ属類＞＞アシナガグモ＞アシナガグモ属類＞クロナンキングモ＞コガネグモ科類 他３種

夏 クロナンキングモ＞アシナガグモ＞フクログモ属類＞アシナガグモ科類＞ワカバグモ

秋 トガリアシナガグモ＞アシナガグモ属類＞ワカバグモ＞アズチグモ＝アリグモ

冬 捕獲なし

全 シロカネグモ属類＞クロナンキングモ＞ワカバグモ＞アシナガグモ＞アシナガグモ属類

林縁部 春 クロナンキングモ＞アシナガグモ＞ササグモ＞アシナガグモ属類＝ヤマトコマチグモ

夏 クロナンキングモ＞アシナガカニグモ＞ハナグモ＞アシナガグモ＞ワカバグモ

秋 クロナンキングモ＞アシナガグモ属類＞ワカバグモ＞ササグモ＞ハシリグモ属の１種
ス
ィ
ー
ピ
ン
グ

冬 捕獲なし

全 クロナンキングモ＞ササグモ＞アシナガグモ＞ハナグモ＞アシナガカニグモ

汀線部 春 アシナガグモ＞ウロコアシナガグモ＞クロナンキングモ＞ヤサガタアシナガグモ＞アシナガグモ属類

夏 アシナガグモ＞ウロコアシナガグモ＞アシナガグモ科類＞ハナグモ＞クロナンキングモ

秋 アシナガグモ属類＞クロナンキングモ＞ウロコアシナガグモ＞トガリアシナガグモ＞ヨツボシアシナガ

グモ

冬 捕獲なし

全 アシナガグモ＞アシナガグモ属類＞ウロコアシナガグモ＞アシナガグモ科類＞クロナンキングモ

全環境 全 クロナンキングモ＞アシナガグモ＞アシナガグモ属類＞ウロコアシナガグモ＞ワカバグモ
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モ類は，林縁部や汀線部ではベイトトラップで優占上

位種になっており，これが示す意味は，マダケ林の林

床の地表が生息に適していない可能性が考えられる．

スィーピングでは，種数個体数ともに詳細な検討に

耐える数が得られている．冬季（捕獲なし）を除く各

季の優占上位５種の構成が３科以上にまたがる構成に

なっている点で共通している．ただし，全季を通じア

シナガグモ科の優占状態は揺るがない．夏季の最上位

優占種がクロナンキングモ（サラグモ科）であるのが

目立ち，この種は全季を通じても２位を占める．林床

の草本上に小型の皿状の巣を作るが，スィーピング法

では最も効率良く採集される造巣位置にあることによ

る結果であろう．葉上で獲物を待ち伏せするカニグモ

科や徘徊して獲物を見つけだすハエトリグモ科，葉を

軽く巻いて産卵用の巣を作るフクログモ科など，

スィーピングで得られたのはほとんどが植物上の生活

者である．

２）林縁部 ベイトトラップでは秋・冬の２季で捕獲

が皆無であった．秋に捕獲できなかった理由は不明で

ある．わずかに９種15個体にすぎず，地表性のクモ類

を検討するには不十分なデータとなった．ただ明確な

傾向はマダケ林でほとんど得られなかった地表性のコ

モリグモ科が全季を通じ優占種としてあげられるこ

と，ヒメグモ科がこれに加わって優占上位を２科で占

めてしまうことである．コモリグモ科はやや湿度の高

い林床を好むようで，この傾向がより水辺に近い林縁

部で，マダケ林よりも多く捕獲されたのであろうと思

われる．ヒメグモ科は地表からあまり離れていない位

置で，葉上や窪みの小空間に，極めて不規則な目立た

ぬ巣を作るが，しばしば地表を移動する．その際にト

ラップに捕獲されたものと思われる．

スィーピングでは最多個体数669を捕獲した．種数

は51で，これも考察を進める上で支障はない．捕獲個

体がなかった冬季以外の３季で常にクロナンキングモ

（サラグモ科）が最上位を占めた．林縁部はあまり背

の高くない草本群落が主体で，これに若干の低木が混

じる．こうした中で混み合った植物間に，個体間の縄

張りを相互に侵害しない位置にびっしりと皿状の巣を

配置して造る習性が，本種の繁栄に寄与しているので

あろう．全季を通じ，林縁部において次に繁栄してい

るのはササグモ（ササグモ科）である．葉上を巣を造

らず歩き回り，獲物をジャンプしてつかまえる．アシ

ナガグモ科も優占上位５種の構成に参加しているが，

マダケ林ではアシナガグモおよび同属の複数種であっ

たのに対し，林縁部ではアシナガグモ１種である．こ

れはアシナガグモ科の減少を意味せず，カニグモ科の

ハナグモおよびアシナガカニグモ（夏季のみに大量捕

獲）の増加に押された相対的な結果である．カニグモ

科の大量生息は，この待ち伏せ型の非造巣性クモ類の

生息環境として，サラグモ・ササグモ両科同様の生息

に好適な環境が林縁部の植生とその構造配置にあるた

めと思われる．

３）汀線部 汀線部は予想に反し，ベイトトラップで

は捕獲された個体数が最も多かったが，種数・個体数

ともに検討に必要な規模に達していない．地表性のク

モ類を採集する目的のこの方法ではあるが，全季を通

し，見事に地表性のコモリグモ科が優占上位５種全部

を占めた．季節的にも，夏の調査でヒメアシナガグモ

（アシナガグモ科）が４位にランクされたのが例外で

ある．マダケ林とは種構成が一変しているのが注目さ

れる．砂地に石礫が転がり，低茎草本の疎らな被覆と

汀ぎりぎりに丈の低いヤナギの単列生で，日照も厳し

い．こうした環境がコモリグモ科の絶好の生息環境に

なっているようである．これは川の汀の地表面におけ

るクモ相の代表的な例と考えられる．

同じ汀線部でも，スィーピングの結果は全く異なる．

スィーピングの対象となる川面上に張り出した植物の

先端近くは，アシナガグモ科の優占域らしく，クモ類

が捕獲された３季において，すべてのケースでアシナ

ガグモ科が最優占となった．この科の多くが水辺に多

いことをよく表現している．全季を通してみても，優

占上位４位までをこの科が独占し，これに広範な環境

に適応するサラグモ科のクロナンキングモが追従する

という結果である．

上の３つの小環境をまとめた「全環境」において，

２つの採集法で得られたクモ相の特徴を概観すると，

表5-4に示したとおり地表性クモ類は優占種５種のう

ち４種を地表徘徊性のコモリグモ科で占め，これに地

上の落葉中に巣を造るサラグモ科の１種が混在するに

すぎない．逆に植物の繁茂状態に依存する造巣性ある

いは静止待ち伏せ型の種は，広範な環境に適応したサ

ラグモ科のクロナンキングモを個体数の頂点とする

が，水辺に勢力範囲をもつアシナガグモ科が種数の上

では君臨し個体数も多い．これに非造巣性で待ち伏せ

型のワカバグモ（カニグモ科）が混在するという，ク

モ類群集の環境利用の姿が浮き彫りになっていた．
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さらに考察を進めれば，調査地のクモ類相は環境傾

度がかなり明瞭である．地表性の群集では，マダケ林

では概してわずかな空𨻶を利用して小型の巣を造るサ

ラグモ・タナグモ・ヒメグモ科などで占められ，地上

徘徊性の種が少ないが，マダケ林の林縁部ではコモリ

グモ科（地表徘徊性）とヒメグモ科（地表近く小型の

造巣）の混在，汀線部に達すると完全にコモリグモ科

が独占する．また植物上の群集では，マダケ林から汀

線部の全域にサラグモ科のクロナンキングモが多くみ

られるが，基本的にはアシナガグモ科が小環境ごとに

種を変えて占有する形となり総合的に優勢となる構図

が形成される．この群集に加われるのは，造巣性をも

たないカニグモ科で，生活型の相違を根拠に微妙な棲

み分けが成立している．

5-2-4 洪水の影響

2000年９月に，「東海豪雨」と命名された局地集中豪雨

が調査地を襲った．未曾有の水位に達し，横断面調査地

点では，堤防を超えて水が居住域に達するほどで，河川

敷の様相は見たところでは一変した．このため調査は一

定期間中断し，欠測を余儀なくされた．中断は具体的に

は2000年秋季と2000～2001年にまたがる冬季，豪雨災

害以後約７ケ月間である．このあたりの事情は「６．陸

上昆虫」に詳しく述べたので，ここでは省略する．豪雨

前後のデータ比較から，洪水が与えた影響はクモ類の生

息状態をどう変えたのかを検討してみた．

表5-5は，ベイトトラップで捕獲される地表性クモ類

と，スィーピングで捕獲される植物上生活性クモ類の，

洪水前後での種数と個体数の変化をまとめて示したもの

である．まず地表性クモ類は個体数・種数ともにそれぞ

れ洪水前の20％と21％に激減したことが明らかになっ

た．個体数と種数は並行的に減少し，結局種あたりの個

体数はほとんど変化がなかったが，種が激減したダメー

ジは極めて大きく，復元が困難な状態になったものと推

定される．

これに対し植物上の生活者は，個体数は57％に減少し

たものの，種数の減少は少なく79％が残存し，ダメージ

は比較的軽く済んでいる．

生活型によるこのダメージの大きさの相違は，復元に

寄与する供給源が健在か否かの差によるものであろう．

同一傾向は昆虫類でもみとめられている．

洪水による冠水で，地表は完全に水面下にあった上，

事後の供給源となるであろう堤内地の周辺地域が，越水

による冠水で河川敷同様の影響を受けたことで，地表性

のクモ類は回復が遅れている様子がうかがえる．

植物上の生活者は，高木の樹冠が洪水時にも水面上に

あり，水没流亡を免れた個体が多いものと考えられる．

このような洪水という特殊な状況で，クモ類の各科は

どのように対応したのであろうか．それを推測するため

にまとめたのが表5-2である．ベイトトラップでは生息

種のすべてが減少または消滅しているのに対し，スィー

ピングでは15科中消滅したのはわずか１科にすぎない．

多くの科で種数が減少しているにかかわらず逆に増加し

ている科もあり，これらはすべて大きな巣を造らず，か

なりの歩行能力を持っている点が特徴的で，洪水の機に

他の生息域から流れついた可能性も想定される．

個体数においては，ベイトトラップ捕獲の科はすべて

減少したが，スィーピング捕獲では洪水後に個体数が増

加した科がある．注目されるのはコモリグモ科やサラグ

モ科のように地表徘徊性あるいは地表に近いミクロな環

境に造巣する種がスィーピングで捕獲され，これに該当

していることである．冠水後の時間経過が短い間は，流

水中で倒伏した植物上をスィーピングせざるを得なかっ

たが，このとき植物体上にまだ土砂が乗っていて地表性

種がここで生活していたことなどが，理由として考えら

れる．

以上述べたように洪水が横断面に生息するクモ類に与

えた影響は，地表生息種および植物上生息種の双方に対

して見られるが，とくに前者に対して顕著であった．こ

れらの回復は恐らく近隣地域からの供給がいかに早く行

なわれるかにかかっている．植物上生息種は，冠水から

免れて樹冠部に生き残った個体が供給源となるケースが

表5-5 地表および植物上生活クモ類の東海豪雨前後の種数・個体数の変動．

採集法 東海豪雨 個体数 種数 個体数/種数

ベイトトラップ 前 60 24 2.5

後 12 (20%) 5 (21%) 2.4

スィーピング 前 1174 63 18.6

後 671 (57%) 50 (79%) 13.4

備考：（ ）内は豪雨前に対する豪雨後の変動率を示す．
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かなり濃厚で，回復は若干早いものと考える．

（田中 蕃）

６．陸上昆虫

6-1 陸上昆虫調査

6-1-1 調査

6-1-1-1 調査地点

横断面の左岸側を調査地点とした．この横断面内で川

に沿って平行に，マダケ林・川沿い林縁部（以下林縁部

とする）・汀線部の環境の異なる３本の調査ベルト（小環

境と称する）を設け，それぞれに下記の方法による調査

を実施した．図6-1-1に示したように，３つの小環境は

それぞれに面積規模が大きく異なっており，マダケ林が

図抜けて広い．次いで草本と低木に富む斜面と遊歩道を

含む川沿い林縁部＞2m以下の低いヤナギ類の単列に生

えた汀線部の順になる．

6-1-1-2 調査方法

サンプリングは，ベイトトラップとスィーピングの２

方法によって行った．

ａ ベイトトラップ：口径7cm，深さ9cmのプラス

チックコップを，調査地点の地中にコップの口が

ちょうど地面と同じ高さになるように埋め，コッ

プの中に誘引餌を入れて一夜放置して回収した．

仕掛けは，マダケ林・林縁部・汀線部の３地点に，

それぞれ12個ずつ，計36個をセットした．ただ

し１地点12個の誘引餌は，以下に記したように年

度ごとに変化させた．

平成11（1999）年度：各地点12個すべて乳酸菌飲

料２倍希釈水溶液．

平成12（2000）年度：各地点において，12個中６

個には乳酸菌飲料２倍希釈水溶液，残り６個には

調査地付近で採取した魚（オイカワ）を１尾ずつ

入れた．

平成13（2001）年度：同上．

同一地点における同一誘引餌での捕獲個体は，ま

とめて１サンプルとした．サンプル中の個体はポ

草
地
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林
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〔マダケ林／ベイトトラップ〕
アリ類
マルトビムシ科
アヤトビムシ科
モリチャバネゴキブリ
ウスバキスイ

〔林緑部／ベイトトラップ〕
アリ類数種
アヤトビムシ科
モリチャバネゴキブリ

〔林緑部／スィーピング〕
タケウンカ
キモグリバエ科
ハモグリバエ科
クロヤマアリ
ヒゲユスリカ類
コマユバチ類

〔マダケ林／スィーピング〕
タケウンカ
アブラムシ科
オシマヒメテントウ
ホソヒメテントウ類
ヒゲユスリカ類

トビイロケアリ
アヤトビムシ科
タンボコオロギ
ツヅレサセコオロギ
クロヤマアリ
オサムシ科

〔汀線部／スィーピング〕
クサビヨコバイ
トビイロケアリ
キモグリバエ科類
アブラムシ科類
エリユスリカ属類

トビケラ類
swarming

トビケラ類
swarming

オオシマトビケラ
swarming

図6-1-1 陸上昆虫類の生息状況．

〔汀線部／ベイトトラップ〕
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リ袋の中で酢酸エチルを用いて固定し，細かい

メッシュの茶漉しで濾取した残渣中から拡大鏡下

で選別し同定を行った．

ｂ スィーピング：草本・低木の枝葉に休息あるいは

隠れている昆虫類を採集するため調査小環境ごと

に，口径50cmの捕虫網を用いて無作為に20回

振り，網中に捕獲された昆虫類を枝葉とともにポ

リ袋に移し替え，酢酸エチルを用いて固定し，拡

大鏡下で選別し同定を行った．

6-1-1-3 調査時期

現地調査は1999～2001年の３年間に，表6-1-1に示し

た時期に実施した．

毎年，四季の調査を行うのが望ましいが，調査開始の

準備と完了時期の制限から１，３年目は全季実施できな

かった．また２年目は全季実施の唯一の機会であったが，

2000年９月の東海豪雨により環境の変化ばかりか，調査

地に立ち入り困難となる事態が生じ，秋，冬の調査を行

えなかった．したがって表6-1-1に記した調査期日を総

合した形で，全季の調査を終えたこととした．

6-1-1-4 調査担当者

本調査の現地サンプリングは筆者自身が，サンプルの

選別作業は筆者と環境科学㈱が，同定は環境科学㈱が

行った．

6-1-2 結果と考察

6-1-2-1 確認種数と個体数

本調査において確認された昆虫類は，付表に記したよ

うに，19目149科408種であった．分類群別の内訳は，

表6-1-2の左端欄に示したとおりである．

ベイトトラップ，スィーピングの両採集法の累計種数

の優占順位は，コウチュウ目＞ハエ目＞カメムシ目＞ハ

チ目＞バッタ目となり，任意採集や灯火採集を含めた調

査とは，異なった傾向が出ている．これは一般的なファ

ウナの調査を目的としたものでなく，小環境の在り方を

測定する目的に添った結果として受け止められる．

採集方法別には，ベイトトラップでは11目116種

6674個体であるのに対し，スィーピングでは18目318

種4172個体で，後者の種数が2.74倍多かったが，個体

数は逆に0.63倍と少なかった．これは方法の優劣を判断

するものでなく，採集法の特徴が明瞭に現れていると見

るべきである．このことは，次項以下で明らかにされる．

6-1-2-2 小環境別の種・個体数

各小環境において，二つの採集方法でどれだけの種数

と個体数が得られたのかを，表6-1-3に示した．

表6-1-3に明らかなことは次の諸点である．

１）概してベイトトラップの方が採集個体数が多い

が，汀線部におけるベイトトラップは余り多くの

個体数が得られない．

２）両採集法ともに，採集個体数はマダケ林＞林縁

部＞汀線部の順になる．

３）種数は個体数とは逆に，スィーピングの方が２倍

以上多くなる．これは地表性の昆虫よりも，植物

上の昆虫の方が種としては多いことを示す．

４）種数は個体数のように一定の環境傾度は認められ

ないが，スィーピングでは林縁部で極めて種数が

多いのが注目される．

５）種あたりの個体数を見ると，ベイトトラップで多

く，スィーピングで少ない．すなわち地表性の種

は，少数種の大集団を形成しやすいことを物語る．

６）同じく種あたりの個体数に関し，採集法別に小環

境における数値を比較すると，ベイトトラップで

はマダケ林＞林縁部 汀線部となる．これは暗い

環境ほど，同じ種の個体数が極端に多い，すなわ

表6-1-1 調査時期．

調査年月
春

（３～５月）

夏

（６～８月）

秋

（９～11月）

冬

（12～２月）

1999/11

～2000/3
B3/21-22

B11/20-21

S11/10
S2/8

2000/4

～2001/3

B5/9-10

S5/9-10

B7/24-25

S8/3

2001/4

～2001/10

B5/5-6

S5/5

B7/29-30

S7/31

B10/27-28

S10/26

備考：Ｂはベイトトラップ，Ｓはスィーピングを示す．
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ち優占度が高いこと，換言すれば多様性が低いこ

とを示している．この事実は，マダケ林内の植物

多様性と深く関連していることも考えられる．

７）同じくスィーピングにおける優占度ではマダケ

林＞汀線部＞林縁部の順で，やはり植物の多様度

が高いほど低い値となる．すなわち植物と昆虫の

多様度が平行的な関係にあることを示している．

以上の結果から，昆虫の豊富な環境は植物多様性の高

い環境であることは明白であり，それは取りも直さず，

林縁部のような環境移行帯である点が指摘できる．また

汀線部のようにヤナギ類やわずかなツルヨシが生えてい

るにすぎない単純な植生であっても，光環境が適してい

れば多様性が維持される面が無視できない．通常であれ

ばトラップの設置対象にならない汀線部においてさえ，

ベイトトラップでは最多の種数が得られており，かつ種

あたりの個体数が少ないという多様性の高い昆虫相に

なっているのがその証左である．

6-1-2-3 各小環境における優占種の構成

表6-1-4は各小環境ごとに優占上位５種を抽出したも

のである．採集方法によって得られる昆虫群が異なるの

で，方法による２分割を行った後に，小環境が昆虫にど

のように利用されているのかを考察した．

１）マダケ林 川から最も遠い距離にある小環境であ

るが，横断面中の面積は最大である．ベイトトラップ

はその中心部において実施したので，ほぼ平均的な結

果が得られるであろうと考える．ベイトトラップでは

主に地表性昆虫の採集が目的であるが，一方では誘引

餌を使用しており，地表性以外の種が捕獲される可能

性も否定できない．結果的にはいずれの季節において

も，最上位優占種はアリ類でありかつ優占上位５種中

２種以上をアリ類が占めている．これに混じって多く

の個体が得られるのはトビムシ目のマルトビムシ科と

アヤトビムシ科で，ともに代表的な土壌昆虫である．

モリチャバネゴキブリとウスバキスイは落葉下で多く

発見される種で，これらの結果は地表もしくは土壌性

昆虫が予想通り多かったことになる．風変わりな存在

は春季５位のショウジョウバエ科で，これは誘引餌に

ひかれた結果を想定するが，マダケ林中の菌類や腐植

が発生源になっている可能性もある．全季を通じ，上

位５種中４種をアリ類が占めたが，アリ類が社会生活

を営む集団性の昆虫であることから，当然の結果とも

思われる．

スィーピングの結果は，アリ科は少なく，クロヤマ

アリが春夏にランク入りしているにすぎない．タケウ

ンカが３季にわたり上位を占め，全季を通じて１位に

入っているのは，これまで特徴をとらえきれなかった

マダケ林の指標種として注目される．またアブラムシ

科が上位を占めているが，同定ができていないので寄

主植物が不明で，マダケ林との関係には言及できない．

しかしタケ類を寄主植物としているアブラムシ科は数

種あるのでそのいずれかであろうと考えられる．そう

であれば，同時に得られるオシマヒメテントウやホソ

ヒメテントウ属の一種が優占種にランクされるのも，

餌となるこのアブラムシ科の多さの反映と思われ，マ

ダケ林の特徴となるのでアブラムシ科の同定が急がれ

るところである．一方，隠れ家あるいは休息場所とし

ては若干の水生昆虫（ヒゲユスリカ属類・ナガレトビ

ケラ属類・ガガンボ科類など）でかなり重要とみられ

る結果が出ている．水生昆虫各種の居場所として，汀

表6-1-3 小環境別の採集種数と個体数．

採集法 小環境 個体数 種数 個体数/種数

マダケ林 3008 56 53.7

ベイトトラップ 林縁部 2566 52 49.3

汀線部 1100 67 16.4

マダケ林 1522 148 10.3

スィーピング 林縁部 1355 173 7.8

汀線部 1295 144 9.0

表6-1-2 確認種の分類群内訳．

目 科数 種数

トビムシ 6 6

カゲロウ 2 2

トンボ 2 2

カワゲラ 4 6

ゴキブリ 1 1

カマキリ 1 2

バッタ 10 25

ナナフシ 1 1

ハサミムシ 1 1

チャタテムシ 6 8

アザミウマ 1 1

カメムシ 18 65

アミメカゲロウ 4 13

コウチュウ 30 122

ハチ 9 31

シリアゲムシ 1 1

ハエ 33 92

トビケラ 8 12

チョウ 11 17

合計 19 149 408
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線部からの距離はどの程度が必要かという点と，水辺

植生の在り方との双方が効いてくるので，今後はこの

視点からの研究でマダケ林の位置付けをはっきりさせ

ねばならない．キモグリバエ科類・ハモグリバエ科類・

モモアカアブラムシなどは恐らく林縁的な要素が林床

植物伝いに侵入しているものと思われる．林床の植生

の豊かさは，マダケ林内における環境改善に有効であ

ることを示唆するものである．

２）林縁部 ベイトトラップにおける結果は，全季を

通じて見事にアリ類に優占されている．季節での優占

種を見ても，夏季にアヤトビムシ科類が２位，秋季に

モリチャバネゴキブリが３位に入る程度にすぎない．

ただ表6-1-3に示したように，種数はマダケ林より少

ないが，種あたりの個体数はマダケ林よりも少なく，

多様性は高いものと考えられる．アリ類に限って確認

種数を比較すれば，マダケ林10種に対し，林縁部は８

種と少ないが，前者は確認１個体の種が４種もあり，

林縁部では最少個体数が36で，種間個体数較差が少な

い．多様性は高く，林縁部はアリ類の生息環境として

好適であることが推測される．

表6-1-3に見られるように，林縁部のスィーピング

では最も多くの種数が得られている．さらに種あたり

の個体数も最低で，多様性の高さが浮き彫りになって

いる．マダケ林同様，タケウンカが最も多く採集され

た．マダケ林の林縁部で，マダケの枝葉が掬い取りの

対象となり，林内からのはみ出し個体が林縁部に高い

密度で残っているためであろう．アリ類は，明るい草

表6-1-4 各小環境の採集方法別優占種．

採集法 小環境 季節 優占上位５種

マダケ林 春 キイロヒメアリ＞クロヤマアリ＞アメイロアリ＞マルトビムシ科の１種＞ショウジョウバエ科類

夏 トビイロケアリ＞アヤトビムシ科類＞モリチャバネゴキブリ＞クロヤマアリ＞アメイロアリ

秋 アメイロアリ＞クロヤマアリ＞モリチャバネゴキブリ＞ツヅレサセコオロギ＞ウスバキスイ

冬 捕獲なし

全 キイロヒメアリ＞トビイロケアリ＞アメイロアリ＞アヤトビムシ科類＞クロヤマアリ

林縁部 春 アメイロアリ＞キイロヒメアリ＞アミメアリ＞クロヤマアリ＞キイロシリアゲアリ

夏 アズマオオズアリ＞アヤトビムシ科類＞トビイロケアリ＞アメイロアリ＞キイロヒメアリ

ベ
イ
ト
ト
ラ
ッ
プ

秋 アメイロアリ＞キイロヒメアリ＞モリチャバネゴキブリ＞トフシアリ＞アミメアリ

冬 捕獲なし

全 アメイロアリ＞アミメアリ＝アズマオオズアリ＞トビイロケアリ＞キイロヒメアリ

汀線部 春 トビイロケアリ＞ヒメトビムシ科の１種＞カワチマルクビゴミムシ＞クロヤマアリ＞ショウジョウバエ

科類

夏 トビイロケアリ＞アヤトビムシ科類＞タンボコオロギ＞クロヤマアリ＞ツヅレササコオロギ

秋 ツヅレサセコオロギ＞モリオカメコオロ＞キベリマルクビゴミムシ＞クロヤマアリ＞トビイロケアリ

冬 捕獲なし

全 トビイロケアリ＞アヤトビムシ科類＞タンボコオロギ＞ツヅレササコオロギ＞クロヤマアリ

マダケ林 春 アブラムシ科類＞ヒゲユリスカ属類＞ナガレトビケラ属類＞クロヤマアリ＞モモアカアブラムシ

夏 タケウンカ＞オシマヒメテントウ＞キモグリバエ科類＞ハモグリバエ科類＞クロヤマアリ

秋 アブラムシ科類＞ホソヒメテントウ属の１種＞タケウンカ＞ホソクビアリモドキ＞ガガンボ科類

冬 ヒトツメヨコバイ＞タケウンカ＝アブラムシ科類＝エリユスリカ属類＞ホソヒメテントウ属の１種＝クロ

テントウ＝カタジロナガレツヤユスリカ

全 タケウンカ＞アブラムシ科類＞オオシマヒメテントウ＞ホソヒメテントウ属の１種＞ヒゲユリスカ属類

林縁部 春 ハモグリバエ科類＞ヒゲユスリカ属類＞フタスジツヤユリスカ＞コマユバチ科類＞ヒゲナガカワトビケラ

夏 タケウンカ＞クロヤマアリ＞キモグリバエ科類＞オシマヒメテントウ＞クサビヨコバイ

秋 キモグリバエ科類＞アブラムシ科類＞シマバエ科類＞コマユバチ科類＞トビイロケアリ
ス
ィ
ー
ピ
ン
グ

冬 エリユスリカ属類＞ビロウドエリユスリカ＝キモグリバエ科類 ３種のみ捕獲

全 タケウンカ＞キモグリバエ科類＞クロヤマアリ＞ハモグリバエ科類＞ヒゲユスリカ属類＞コマユバチ科類

汀線部 春 アブラムシ科類＞トビイロケアリ＞アカイネゾウモドキ＞ナガレオドリバエ属類＞エリユスリカ属類

夏 クサビヨコバイ＞トビイロケアリ＞クロヤマアリ＝モンキマキバスカシガメ＝キモグリバエ科類

秋 トビイロケアリ＞エリユスリカ属の１種＞キモグリバエ科類＞ナガウンカの１種＞シマバエ科類

冬 エリユスリカ属類＞ハネカクシ科類＝エリユスリカ亜科類＝キモグリバエ科類＝イエバエ科類＝クロカワ

ゲラ科の１種

全 クサビヨコバイ＞トビイロケアリ＞キモグリバエ科類＞アブラムシ科類＞エリユスリカ属の１種
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木上に登る習性のあるクロヤマアリと，樹幹に営巣す

ることの多いトビイロケアリが多く認められたが，全

季を通しての優占５位以内には前者がランクされたに

すぎない．キモグリバエ科・ハモグリバエ科など植物

の若い組織内で成長する種の多さは，林縁部の植生が

マダケ林内とはかなり異なり，多くの分類群の生息に

好適な環境であることを示しているものと思われる．

水生昆虫の成虫の隠れ家や休息場所としての評価も，

ヒゲユスリカ属類・フタスジツヤユスリカ・ヒゲナガ

カワトビケラ等が優占種にランクされており，汀線部

により近いことも手伝って，マダケ林よりも当然高く

なる．多くの食植性昆虫に寄生するコマユバチ科類の

多さも，環境が多様性に富んだものである証拠であろ

う．

３）汀線部 この小環境におけるベイトトラップで，

最も多種が確認されたのは，全く意外な結果であった．

個体数が最多だったのはトビイロケアリで，図抜けて

多い．事実汀近くの観察では，歩行中のアリはほとん

ど本種で，その他にクロヤマアリが少数見られるにす

ぎない．根が時に水中に没するヤナギ類の枝上でも多

くの個体が徘徊しており，根際に近い幹に営巣してい

る可能性が高い．全季を通しての優占２位のアヤトビ

ムシ科の１種は，マダケ林でも林縁部でも多数得られ

る普遍性の高い土壌昆虫である．しかも汀という過剰

な土壌水分の場に，この種が生息する意味合いは，安

定性に乏しい移行帯の環境を利用できる種を配置でき

る昆虫種群の存在を示すものであり，自然界の細緻な

構造を認識させる意味でかなり重要である．汀線部に

好んで生息すると思われるオサムシ科のコウチュウ類

が，春秋の２季に優占種としてそれぞれ１種ずつラン

クされている．カワチマルクビゴミムシとキベリマル

クビゴミムシで，後者は都市ブロックの河辺環境調査

（蟹江，2001）でも見出だされていなかった．意外で

あったのは，タンボコオロギとツヅレサセコオロギの

優占種ランク入りである．この両種はありふれた田園

環境に普通に見られるが，クロヤマアリ以上の個体数

が，ベイトトラップで捕獲されるとは予想できなかっ

た．誘引餌としてのオイカワのトラップにも捕獲され

ており，蛋白源が確保できる河辺に好んで出現する習

性があるものと思われる．

スィーピング可能な植生は，汀線部ではネコヤナギ

の木立ちとわずかなツルヨシ，それにタデ科やイネ科

の低茎草本があるのみである．全季１位のクサビヨコ

バイと春季３位のアカイネゾウモドキは明らかにヤナ

ギ類を寄主植物としているもので，ヤナギ類依存種の

個体数の多さを示している．優占２位のトビイロケア

リは上述のとおりネコヤナギの枝上での徘徊個体が極

めて多い．これは巣の存在とともにネコヤナギに寄生

するアブラムシ科類から採蜜している可能性もかなり

高く，未同定ながらアブラムシ科類の４位ランクと関

連しているものであろう．キモグリバエ科が多いのは

ツルヨシなどのイネ科草本を食する種が多いためと考

えられる．水生昆虫のこの小環境の利用は，羽化後の

休息場所であろうと思われる．エリユスリカ属類の利

用度は高いが，マダケ林や林縁部においてヒゲユスリ

カ属類が多く利用していたのに比較すると，汀線部に

近付くほどエリユスリカ属類に置き換わる様子がうか

がわれ，昆虫群による環境利用の変化実態はこの横断

面においても明確にみとめられる．春季のナガレオド

リバエ属類のランクは，このオドリバエが汀線部を離

れられない習性と，採餌活動の場としての小環境のた

たずまいの存在を示唆する．

6-1-2-4 洪水の影響

本調査期間のちょうど中間の2000年９月に，「東海豪

雨」と命名された局地集中豪雨が調査地を襲い，未曾有

の水位に達した．横断面調査の地点では，堤防を超えて

水が居住域に達し，河川敷の様相は見たところでは一変

した．このため調査は一定期間中断し，欠測を余儀なく

された．中断は具体的には2000年秋季と2000～2001年

にまたがる冬季，豪雨災害以後約７ケ月間である．

中断の理由は，主に次の２点である．

①ヘドロを含む堆砂が50～100cmに達し，とくにマ

ダケ林内においてはぬかるみ状態で，立ち入れば足

を取られる危険性があったこと（写真1-6）

②植物の地上部が減少．とくに流水に洗われたヤナギ

類や草本類の痛みがひどく，スィーピング調査に耐

える条件設定が困難であったこと

2001年春季から再開した調査は，３季で終了したが，

それらのデータを総括し，豪雨前後のデータ比較から，

洪水の前後において昆虫類の生息状態はどう変わるのか

を検討してみた．

表6-1-5および表6-1-6は，洪水の前後に横断面全体

で採集された昆虫類の種および個体数を，採集方法別に

比較して示したものである．これによって以下のような

はっきりした傾向が現れた．

１）種数，個体数ともに，ベイトトラップでは洪水後
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に減少するが，スィーピングでは増加する結果と

なった．

２）種あたりの個体数を比較してみると表6-1-6に示

したように，洪水前後でベイトトラップでは1.24

倍，スィーピングでは1.18倍増加した．

３）洪水後の種あたりの個体数の増加率は，採集法が

異なっても近似の値であるが，その内容は著しい

違いがある．すなわちベイトトラップの場合は，

個体数が洪水後0.79倍に減少し，種数はそれに輪

を掛けて0.64倍に減少した．これに対しスィーピ

ングでは，個体数が1.34倍に増加したものの，種

数が1.14倍の増加で，種あたりの個体数の顕著な

増加を抑制した．

４）二つの採集法は，それぞれ生息環境の異なった昆

虫類に対して採用している．このことは，洪水は

生息環境を異にする昆虫類に対し大きく影響する

とも言えるし，またあまり影響しない場合がある

とも言える．新しくできた環境に素早く適応し個

体数を増やすことに成功した例もあり，種の適応

性に応じて様相の変化がみられ，安定化の時期の

予測はつけがたい．

５）ベイトトラップで捕獲されるのは，主に地表性の

昆虫である．したがって地表性昆虫の減少は，冠

水の影響をまともに受けて流亡し，その補給は近

隣堤内地も冠水したことにより経路が乱されてい

るため，満足に行われなかったと推定される．と

くにコウチュウ目・ハエ目の減少が著しく，種数・

個体数とも半減した．またハチ目では，アリ類の

個体数が半減し，地表もしくは浅い土壌に繁殖す

る種が顕著なダメージを受けたように思われる．

表6-1-6 東海豪雨前後の種数・個体数．

採集法 東海豪雨 個体数(増加率) 種数(増加率) 個体数／種数(増加率)

ベイトトラップ 前 3728 94 39.7

後 2946(0.79) 60(0.64) 49.1(1.24)

スィーピング 前 1845 194 9.5

後 2478(1.34) 222(1.14) 11.2(1.18)

表6-1-5 東海豪雨前後の種数・個体数の変動．

種 数 個 体 数

ベイトトラップ スィーピング ベイトトラップ スィーピング

目 前 後 前 後 前 後 前 後

トビムシ 5 4 0 1 216 617 0 1

カゲロウ 0 0 1 2 0 0 4 2

トンボ 0 0 1 1 0 0 2 1

カワゲラ 3 1 5 1 9 1 12 1

ゴキブリ 1 1 0 1 15 312 0 1

カマキリ 0 0 1 1 0 0 5 1

バッタ 5 10 11 9 28 338 45 29

ナナフシ 0 0 1 0 0 0 2 0

ハサミムシ 0 1 0 0 0 1 0 0

チャタテムシ 0 0 5 4 0 0 12 11

アザミウマ 0 0 1 1 0 0 5 8

カメムシ 3 2 39 35 11 5 519 685

アミメカゲロウ 0 0 1 12 0 0 1 17

コウチュウ 36 17 49 55 162 79 344 444

ハチ 12 11 15 19 3150 1511 221 335

シリアゲムシ 0 0 0 1 0 0 0 2

ハエ 23 12 48 65 108 80 481 902

トビケラ 4 0 9 6 11 0 183 9

チョウ 2 1 7 8 18 2 9 29

合計 94 60 194 222 3728 2946 1845 2478

備考：東海豪雨前後における増減を矢印で示した．
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バッタ目は洪水後，種・個体数ともに増加したが，

これは主にコオロギ科の増加による結果である．

とくにヤチスズやモリオカメコオロギなどの洪水

後の出現と，タンボコオロギ・ヤチスズの個体数

の大幅な増加などが要因とみられ，トラップ設置

場所のマダケ林内の土壌が水分に富む水田周辺に

似た状態になったことによるものであろう．

６）スィーピングで捕獲される種は洪水後の方が多

かった．増加を支えたのはアミメカゲロウ目・コ

ウチュウ目・ハチ目・ハエ目で，後３者はベイト

トラップでは減少要因の主役となっている．しか

し同じ目でも二つの採集法で得られる種は，それ

ぞれ生活形態が異なるので，単なる数の比較だけ

では減少の実態は説明できない．また，種数増加

に主に寄与した目では，個体数も増加している．

これは洪水によって更新された環境に適応した種

の反映を示すものと考える．一方，バッタ目では

スィーピングで捕獲される種・個体数がともに減

少した．その原因は主に植物上に生活するキリギ

リス科・クマスズムシ科・ヒシバッタ科の種・個

体数減少によるもので，産卵前の成虫期に洪水が

起こったことの影響とみられる．トビケラ目も

種・個体数が減少した．これは洪水による幼生の

流下に加え，羽化盛期の春直前に，河岸補強工事

のための一時的な流路変更で横断面に流水がなく

なったこと，さらに生息場所の河床の耕転が行な

われたことで，羽化成虫が激減した影響と考えら

れる．因みに羽化して陸上にいる水生昆虫の成虫

はカゲロウ・カワゲラ・トンボの各目およびコウ

チュウ目のドロムシ科において減少している．

７）詳細にみれば，洪水後に姿を消した種もあり，ま

た新たに出現した種もある．これらはいずれ回復

するのか，絶滅という決定的なダメージを受けた

のかは長期のモニタリングを実施しなければ明ら

かにされないであろう．このことは横断面の生息

者に限らず，先に実施された都市ブロックの河辺

環境調査で記録された種（田中，2001）すべてに

対して，適用される考え方である．

８）以上の結果から概要をまとめると，洪水が横断面

に生息する昆虫類にあたえた影響は，地表生息種

に対しては厳しく，植物上生息種に対してはむし

ろ更新の好結果をあたえたようである．地表は洪

水によりリターが流されたばかりでなく，重厚な

堆砂に覆われてしまった．堆砂が新たな雨で浸食

されて次第に除去され，また新たなリターの補給

が行なわれて地表面を覆うまでにかなりの期間が

必要であることが，地表生息種には厳しい環境条

件になっているものと思われる．しかしコオロギ

科のように，高度に水分を含む土壌環境の出現に

より産卵と幼虫の孵化を促進され，幼虫の成育に

適した条件が保証されたため，むしろ繁殖が促進

された種群が混在する．一方河川敷内の植物は高

木の樹冠部を除き，冠水しかつ高い流速の下で傷

めつけられてきた．河川敷に自生する多くの植物

は，こうした天災に遭っても早期に回復する力を

内在しており，洪水を機に更新とさらなる成長を

見せる（写真1-8）．植物が昆虫の可食部を増産す

る結果，より多くの食植性昆虫の発生がそこで見

られるようになる．食植性昆虫の増加は，これの

捕食者もしくは寄生者となる昆虫を周辺から誘導

し，結果として総体的に種数・個体数を共に増加

させる結果となっている．以上のような種々雑多

な現象の混在は，横断面の昆虫群集構成要素の「乱

れ」あるいは「揺らぎ」の段階であり，いつ元に

復するのかはモニタリングにより明らかにされね

ばならない．

（田中 蕃）

6-2 環境移行帯の食植性昆虫

6-2-1 調査

6-2-1-1 調査地

横断面の左岸側に幅20m×長さ約25mのベルトを

設定した．長さを確定的な数値にしなかったのは，河川

の水位によって汀線は移行するので陸域は変動を余儀な

くされること，またこのベルトの範囲内に古鼡水辺公園

に９基設けられた巨石水制のうち上流から５番目のもの

が張り出しているが，これを陸域とするか否かに結論が

出せなかったためである．ここでは一応水制工基部まで

の距離を長さとした．調査地の位置を図1-1に，植物繁

茂状態を含む横断面の景観概要を図1-3に示した．図示

したように，この調査ベルトの大部分はマダケ林になっ

ている．

6-2-1-2 調査方法

野外における調査は，以下に示すａ～ｄの４つの方法

によった．いずれの方法においても，現地での同定は困

難な場合が多く，野外調査の後は実験室に持ち帰り，幼

生の場合は種の確認が可能な段階まで飼育を行い同定し
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た．

ａ 目視観察記録 見出だした昆虫の個体を目視追跡

し，その個体がどのような行動を取るかをフィールド

ノートに記録した．行動が生理的に植物依存の傾向を明

確に示した場合に，それが植物種との関連を示す具体的

な行動とした．例えば，ある植物種の花での吸蜜，葉を

摂食，樹液吸汁などである．また昆虫の種は同じでも，

発育段階のどの時点での行動かが問題となる．卵・幼虫

（可能なら齢期）・成虫などを区別して記録した．ただ

し，植物への依存が摂食を伴わず，単に植物の置かれた

条件が日当たり・日陰など休息・越冬場所，あるいは巣

造り材料として組織の一部を提供するに止まるような場

合は，これを無視した．

ｂ 見つけ採り ａにおいて記録すべき行動をとる昆

虫種の種名が分からない場合は，これを採集した後に同

定した．また植物組織の特定部分に食痕が認められる場

合には，その部分あるいは近くに原因となる昆虫が潜ん

でいることがある．これらは慎重に探して採集した．時

には明らかに食植性昆虫と見なされる種の成虫個体が飛

翔していることがあるが，その場合は捕虫網を用いて採

集し，調査域にある予測される食餌植物（以下木本も含

めて食草という）を与えて産卵させ，飼育するという，

実験的手法も検討した．

ｃ スィーピングによる採集 ａおよびｂは全く調査

者の肉眼に頼ることになるが，多くの昆虫は人目から隠

れているため，発見は容易ではない．とくに草本に依存

している食植性昆虫は，表面に出ない限り調査者の目線

の下にあって，見逃すことが多い．これを解消するため，

捕虫網を用いて，無作為に草本群落を掬い，網に入った

昆虫を採集した．掬いとる際の衝撃により，虫体が損傷

し，飼育できなくなる恐れがあるので，多回数連続的な

スィーピングは避け，小刻みに網の中に捕らえられた昆

虫をチェックし採集した．この方法では，同一植物種の

まとまった群落でない限り，得られた昆虫の食草は不明

確になる．その場合は文献等から食草となり得るであろ

う植物種を推定し，摂食の確認実験を行った．

ｄ ビーティングによる採集 肉眼に頼らないという

点においてｃと同様であるが，ｃが背丈の低い草本群落

に対して有利な採集法であるのに対し，腰の位置より高

い植物群落において，その下に受け網をおき上部の植物

を叩いて，網の上に落ちた昆虫を採集するという，木本

に用いるのには有利な方法である．この方法のメリット

は，単一種の植物を小刻みに調べることができる点と，

虫体に傷がつくほどの激しい衝撃がない点である．した

がって食草は別種の植物が絡んでいない限り確定的であ

り，飼育により種の確認を行うケースには無難な方法で

ある．ただし単に受け皿のような構造で，捕虫網のよう

な深さがないため，飛翔性の昆虫はかなり逃げることが

ある．

6-2-1-3 調査期間および調査回数

2000年４月～2001年10月まで野外調査を行った．調

査回数は昆虫の発生時期に応じて調整し，月間調査回数

は１～６回であった．2000年は年間19回，2001年は年

間23回，計42回調査を実施した．

野外で採集したサンプルの飼育は，野外調査と同じく，

2000年４月～2001年10月まで実施した．

6-2-2 結果

6-2-2-1 確認された食植性昆虫

本稿第２節によると，調査地で確認された植物は55科

123種に達する（付表参照）．筆者等の調査では，そのう

ち17科30種の植物を利用している昆虫，６目39科112

種を確認したにすぎない（表6-2-1）．ただしこの確認種

数は，複数の植物種を利用する昆虫を１種として整理し，

集計してある．

6-2-2-2 植物環境別に確認された食植性昆虫の多寡

調査地内の植物環境を，堤防側林縁から汀部にかけて

便宜上５段階に分け，それぞれに出現した食植性昆虫の

種数を算出してみたところ，次のような結果となった．

堤防側林縁 ……13種（９％）

マダケ林 …… 5種（３％）

エノキ・ムクノキ等の高木上 ……28種（20％）

低水敷斜面・散策路の草地 ……53種（37％）

汀部のヤナギ・ツルヨシ群落 ……44種（31％）

因みにこの種数合計は143種で，表6-2-1において集計

した確認種数112を上回るが，これは各環境で他環境に

おける食草と同一の植物種を摂食する昆虫種を重複し，

あるいは複数種の植物を利用する昆虫をそのままカウン

トしたためである．

6-2-2-3 食植性昆虫の環境利用度と環境の評価

上の結果から調査地約500m のうち，400m（80％）
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表6-2-1 2000～2001年度の豊田市内の矢作川の河辺林における食植性昆虫の調査結果．
個体数多寡 － 少ない，＋ 普通，＋＋ 多い E：卵，L：幼虫，P：蛹，A：成虫

植物

科 種

昆虫

科 和名 学名

20002001

確認確認

個体数

多寡

発生地点

堤防側林縁 マダケ林 エノキ等 草地 汀部

イネ科 ツルヨシ バッタ科 コバネイナゴ Oxya japonica ○ － A

アブラムシ科 モモコフキアブラムシ Hyalopterus pruni ○ ＋ L,A

カレハガ科 ヨシカレハ Euthrix potatoria ○ － L

マダケ アブラムシ科 タケノアブラムシ Melanaphis bambusae ○ ＋ L,A

ヘリカメムシ科 ツマキヘリカメムシ Hygia opaca ○ ○ ＋＋ A

カミキリムシ科 ベニカミキリ Purpuricenus temminckii ○ ○ ＋＋ A

セセリチョウ科 キマダラセセリ Potanthus flavus flavus ○ － L

ケチヂミザサ ジャノメチョウ科 ヒメウラナミジャノメ Ypthima argus ○ ○ ＋＋ L

メヒシバ バッタ科 イボバッタ Trilophidia annulata japonica ○ － A

セセリチョウ科 イチモンジセセリ Parnara guttata guttata ○ ○ ＋ A産卵

セセリチョウ科 チャバネセセリ Pelopidas mathias oberthueri ○ ＋ A産卵 A産卵

ヌカキビ バッタ科 イボバッタ Trilophidia annulata japonica ○ － A
 

gen.sp. ジャノメチョウ科 コジャノメ Mycalesis francisca perdiccas ○ ○ ＋ A産卵

ジャノメチョウ科 ヒメジャノメ Mycalesis gotama fulginia ○ ○ ＋ A産卵

ジャノメチョウ科 ヒメウラナミジャノメ Ypthima argus ○ ○ ＋＋ A産卵

ヤナギ科 ネコヤナギ セミ科 アブラゼミ Graptopsaltria nigrofuscata ○ － A

アブラムシ科 ヤナギクロケアブラムシ Chaitophorus saliniger ○ ＋ L,A

メクラカメムシ科 ヒョウタンメクラガメ Pilophorus setulosus ○ ＋ A

コガネムシ科 コフキコガネ Melolontha japonica ○ － A

コガネムシ科 コイチャコガネ Adoretus tenuimaculatus ○ ○ ＋ A

コガネムシ科 ドウガネブイブイ Anomala cuprea ○ ＋ A

コガネムシ科 ハンノヒメコガネ Anomala puncticollis ○ ○ ＋＋ A

コガネムシ科 コガネムシ Mimela splendens ○ ○ ＋＋ A

コガネムシ科 マメコガネ Popillia japonica ○ ＋ A

コガネムシ科 カナブン Rhomborrhina japonica ○ － A樹液

コガネムシ科 カブトムシ Allomyrina dichotoma ○ － A樹液

カミキリムシ科 アトジロサビカミキリ Pterolophia zonata ○ － A

カミキリムシ科 ゴマダラカミキリ Anoplophora malasica ○ ○ ＋＋ A

カミキリムシ科 クワカミキリ Apriona japonica ○ － A

ハムシ科 ヤナギハムシ Chrysomela vigintipunctata ○ ＋ L,A

ハムシ科 ヤナギルリハムシ Plagiodera versicolora ○ ○ ＋＋ L,A

ゾウムシ科 アカイネゾウモドキ Dorytomus roelofsi ○ ＋ A

ゾウムシ科 フタキボシゾウムシ Lepyrus japonicus ○ ＋＋ A

ハマキガ科 オオヤナギサザナミヒメハマキ Saliciphaga caesia ○ ＋ L

メイガ科 オオキノメイガ Botyodes principalis ○ － L

タテハチョウ科 コムラサキ Apatura metis substituta ○ ○ ＋ E,L,A樹液

タテハチョウ科 ヒオドシチョウ Nymphalis xanthomelas japonica ○ ○ ＋ L,P,A樹液

タテハチョウ科 ゴマダラチョウ Hestina japonica ○ ＋ A樹液

シャクガ科 フユシャクの一種 Inurois sp. ○ － L

ヤママユガ科 ヤママユ Antheraea yamamai ○ － L

スズメガ科 ウチスズメ Smerinthus planus ○ － L

シャチホコガ科 セグロシャチホコ Clostera anastomosis ○ － L

シャチホコガ科 ナカグロモクメシャチホコ Furcula lanigera ○ ＋ L

シャチホコガ科 シャチホコガ Stauropus fagi ○ － L

シャチホコガ科 ニセツマアカシャチホコ Clostera curtuloides ○ － L

カレハガ科 ホシカレハ Gastropacha populifolia ○ － E,L

ドクガ科 マイマイガ Lymantria dispar japonica ○ ○ ＋＋ L,P

ドクガ科 カシワマイマイ Lymantria mathura ○ ○ ＋ L

ドクガ科 モンシロドクガ Euproctis similis ○ ＋＋ E,L

ヒトリガ科 アメリカシロヒトリ Hyphantria cunea ○ ＋＋ L

ヒトリガ科 クワゴマダラヒトリ Spilosoma imparile ○ ＋ L

ヤガ科 クロスジキノカワガ Nycteola asiatica ○ － L

ヤガ科 アカマエアオリンガ Earias pudicana ○ ＋ L

ヤガ科 アカバキリガ Orthosia carnipennis ○ ＋ L

ヤガ科 シロヘリキリガ Orthosia limbata ○ － L

ヤガ科 ハガタキリバ Scoliopteryx libatrix ○ － P,A

ブナ科 アラカシ ドクガ科 マイマイガ Lymantria dispar japonica ○ ○ ＋＋ L

ヒトリガ科 クワゴマダラヒトリ Spilosoma imparile ○ ＋ L

ヤガ科 キバラモクメキリガ Xylena formosa ○ － L
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表6-2-1 2000～2001年度の豊田市内の矢作川の河辺林における食植性昆虫の調査結果（続）．

植物

科 種

昆虫

科 和名 学名

20002001

確認確認

個体数

多寡

発生地点

堤防側林縁 マダケ林 エノキ等 草地 汀部

ニレ科 エノキ セミ科 アブラゼミ Graptopsaltria nigrofuscata ○ － A

セミ科 ツクツクボウシ Meimuna opalifera ○ － A

タマムシ科 ヤマトタマムシ Chrysochroa fulgidissima fulgidissima ○ ○ ＋ A

タマムシ科 ヒシモンナガタマムシ Agrilus discalis ○ － A

キバチ科 ヒラアシキバチ Tremex longicollis ○ － A

コンボウハバチ科 ホシアシブトハバチ Agenocimbex jucunda ○ － L,A

イラガ科 クロシタアオイラガ Parasa sinica ○ － L

テングチョウ科 テングチョウ Libythea celtis celtoides ○ ○ ＋＋ L,A

タテハチョウ科 ヒオドシチョウ Nymphalis xanthomelas japonica ○ ○ ＋ L,P,A

タテハチョウ科 ゴマダラチョウ Hestina japonica ○ ○ ＋ L,A

ドクガ科 マイマイガ Lymantria dispar japonica ○ ○ ＋＋ L,A

ヒトリガ科 ヒトリガの一種 Spilosoma sp. ○ － L

ヤガ科 アカバキリガ Orthosia carnipennis ○ ○ ＋ L

ヤガ科 シマキリガ Cosmia achatina ○ ＋ L

ヤガ科 モクメクチバ Perinaenia accipiter ○ － L

ムクノキ タマムシ科 ヒシモンナガタマムシ Agrilus discalis ○ － A

メイガ科 ツマグロシマメイガ Arippara indicator ○ － L

イラクサ科 カラムシ ヘリカメムシ科 ツマキヘリカメムシ Hygia opaca ○ ○ ＋

マルカメムシ科 マルカメムシ Megacopta punctatissima ○ ○ ＋ A

カミキリムシ科 ラミーカミキリ Paraglenea fortunei ○ ○ ＋＋ A  A

ハムシ科 クワハムシ Fleutiauxia armata ○ ＋＋ A

タテハチョウ科 アカタテハ Vanessa indica ○ － L

ヒトリガ科 クワゴマダラヒトリ Spilosoma imparile ○ ＋ L

ヤガ科 フクラスズメ Arcte coerula ○ ○ ＋＋ L  L

ヤガ科 クロキシタアツバ Hypena amica ○ － L

クワ科 ヤマグワ マルカメムシ科 マルカメムシ Megacopta punctatissima ○ ○ ＋ A

タマムシ科 ミツボシナガタマムシ Agrilus trinotatus ○ － A

カミキリムシ科 キクスイモドキカミキリ Asaperda rufipes ○ － A

カミキリムシ科 キボシカミキリ Psacothea hilaris hilaris ○ － A

ハムシ科 クワハムシ Fleutiauxia armata ○ ＋ A

ヒトリガ科 クワゴマダラヒトリ Spilosoma imparile ○ ＋ L

タデ科 ギシギシ アブラムシ科 ギシギシアブラムシ Aphis rumicis ○ ＋ L,A

スイバ ヘリカメムシ科 ツマキヘリカメムシ Hygia opaca ○ ○ ＋

ハムシ科 イタドリハムシ Gallerucida bifasciata ○ － A

シジミチョウ科 ベニシジミ Lycaena phlaeas ○ ○ ＋ A産卵

ヤガ科 アヤモクメキリガ Xylena fumosa ○ － L

ヒトリガ科 カクモンヒトリ Spilosoma inaequale ○ － L

ヒユ科 イノコズチ ハムシ科 ヒメカメノコハムシ Cassida piperata ○ ＋ L,A

アブラナ科 タネツケバナ シロチョウ科 ツマキチョウ Anthocharis scolymus ○ ○ ＋ A産卵

イヌガラシ ハバチ科 セグロカブラハバチ Athalia infumata ○ ＋ L

クチブサガ科 コナガ Plutella xylostella ○ ＋ L

シロチョウ科 スジグロシロチョウ Pieris melete melete ○ ○ ＋＋ A産卵

シロチョウ科 モンシロチョウ Pieris rapae crucivora ○ ○ ＋＋ A産卵

シジミチョウ科 ヤマトシジミ Zizeeria maha argia ○ ○ ＋＋ A吸蜜

セイヨウカラシナ シロチョウ科 モンシロチョウ Pieris rapae crucivora ○ ○ ＋＋ L

バラ科 ミツモトソウ ハナアブ科 ヒメヒラタアブ Sphaerophoria menthastri ○ ＋ A吸蜜

シジミチョウ科 ツバメシジミ Everes argiades hellotia ○ ○ ＋ A吸蜜

シジミチョウ科 ヤマトシジミ Zizeeria maha argia ○ ○ ＋＋ A吸蜜

シジミチョウ科 ヒメウラナミジャノメ Ypthima argus ○ ○ ＋＋ A吸蜜

ノイバラ アブラムシ科 イバラヒゲナガアブラムシ Macrosiphum rosae ibarae ○ ＋ L,A

ハムシ科 クワハムシ Fleutiauxia armata ○ ＋＋ A

オトシブミ科 ヒメケブカチョッキリ Involvulus pilosus ○ － A

ミフシハバチ科 アカスジチュウレンジ Arge nigrinodosa ○ － L,A

マメ科 クズ ヘリカメムシ科 ホシハラビロヘリカメムシ Homoeocerus unipunctatus ○ ＋ A

マルカメムシ科 マルカメムシ Megacopta punctatissima ○ ○ ＋＋ A  A

タマムシ科 クズノチビタマムシ Trachys auricollis ○ ○ ＋＋ A  A

ゾウムシ科 コフキゾウムシ Eugnathus distinctus ○ ＋ A

ゾウムシ科 オジロアシナガゾウムシ Mesalcidodes trifidus ○ ＋ A

シジミチョウ科 ウラギンシジミ Curetis acuta paracuta ○ － A産卵

メドハギ シロチョウ科 キチョウ Eurema hecabe ○ ○ ＋ A産卵

68

田中 蕃・内田 朝子・洲崎 燈子・小沢 康彦



を占めるマダケ林における昆虫の利用率が極めて低いこ

とが注目される．マダケ林が優占する矢作川の河川敷は，

食植性昆虫類にとってかなり単調な環境条件にあると言

えそうである．

汀部から一歩控えた散策路とそれに沿った草地斜面

は，最も食植性昆虫にとって好適な環境となっている．

ここはマダケ林の河川側の林縁であり，低茎・高茎草本

類が豊富であるほか，蔓性植物や木本類の幼木が草本に

混じり，エコトーンの本来的な在り方に最も近い．吸蜜

に適した花が多いのもこの環境の特徴である．

次いで利用度の高い環境は，汀部のヤナギ・ツルヨシ

群落で，一見単純な小規模の植生だが，これを利用する

食植性昆虫がかなり多いことを示している．とくにネコ

ヤナギの利用度は高く，これが本来の河辺環境の豊富な

昆虫群集の基幹となっているものと思われる．ヤナギ類

は，その伸長部に常に新しい生葉があって，季節を問わ

ず摂食に適しているほか，樹液を分泌し，これに誘引さ

れる昆虫類もかなり多い．

6-2-2-4 食植性昆虫によく利用される植物種

種々の利用され方があるが，その区別を問わず，最も

多くの食植性昆虫種が確認された植物の上位８種を掲げ

ると次のようになった．

ネコヤナギ（ヤナギ科木本） 41種

エノキ（ニレ科木本） 15種

カラムシ（イラクサ科草本） ８種

ヤマグワ（クワ科木本） ６種

クズ（マメ科，蔓性，多年生草本） ６種

セイタカアワダチソウ（キク科，外来種高茎草本） ６種

イヌガラシ（アブラナ科草本） ５種

スイバ（タデ科草本） ５種

いずれも河辺の植物を代表するものばかりであるが，

ネコヤナギの利用度の高さは注目に値する．ただしヤナ

ギ類は，食草としての重要性に加え，その樹液が多くの

昆虫の食料源となっている側面を無視し得ない．これに

対し，エノキは幼虫期の食草としての利用が極めて顕著

で，昆虫の生産性の高い樹種であるが，樹液を分泌しな

い．

上位８種の中に外来種ではセイタカアワダチソウが含

まれる．この植物は，在来植物を駆逐する有害な存在で

ある．しかし花蜜は多くの昆虫を誘引し，これに代わる

蜜源となる花が少なくなってきている昨今では，吸蜜性

の昆虫にとって貴重な存在になりつつあるといえよう．

望むことではないが，他の虫媒花が減少していることと

の関連で，外来種の存在感が高まるのは深刻な事態であ

る．

上位種中にはイネ科草本が含まれていないことが注目

される．マダケの利用者の少なさに相通じるところがあ

るように思われるが，比較的よく利用されるイネ科のス

スキが，この調査域には貧弱であることも一因と思われ

表6-2-1 2000～2001年度の豊田市内の矢作川の河辺林における食植性昆虫の調査結果（続）．

植物

科 種

昆虫

科 和名 学名

20002001

確認確認

個体数

多寡

発生地点

堤防側林縁 マダケ林 エノキ等 草地 汀部

カタバミ科 カタバミ シジミチョウ科 ヤマトシジミ Zizeeria maha argia ○ ○ ＋＋ A産卵 L,A

シャクガ科 フタナミトビヒメシャク Pylargosceles steganioides ○ － L

モクセイ科 イボタノキ ハバチ科 クロハバチ属の一種 Macrophya sp. ○ － L

トウダイグサ科 アカメガシワ ミノガ科 チャミノガ Eumeta minuscula. ○ － L

ドクガ科 マイマイガ Lymantria dispar japonica ○ － L

シソ科 カキドオシ コシブトハナバチ科 ニッポンヒゲナガハナバチ Tetralonia nipponensis ○ － A吸蜜

シロチョウ科 キチョウ Eurema hecabe ○ ○ ＋ A吸蜜

シロチョウ科 ツマキチョウ Anthocharis scolymus ○ ○ ＋ A吸蜜

ウリ科 カラスウリ ハムシ科 ウリハムシ Aulacophora femoralis ○ ○ ＋ A

ハムシ科 クロウリハムシ Aulacophora nigripennis ○ ○ ＋ A

ハキリバチ科 ハキリバチ属の一種 Megachile sp. ○ － A

キク科 セイタカア
ワダチソウ

アブラムシ科 セイタカアワダチソウヒ
ゲナガアブラムシ

Uroleucon nigrotuberculatum ○ ＋ L,A

ツチバチ科 ヒメハラナガツチバチ Campsomeriella annulata annulata ○ ＋ A吸蜜

ハナアブ科 ホソヒラタアブ Episyrphus balteatus ○ ＋ A吸蜜

ハナアブ科 オオシマハナアブ Sericomyia sachalinica ○ ＋ A吸蜜

ハナアブ科 アシブトハナアブ Helophilus virgatus ○ ＋ A吸蜜

シロチョウ科 スジグロシロチョウ Pieris melete melete ○ ＋ A吸蜜

ヒメジョオン ジャノメチョウ ヒメウラナミジャノメ Ypthima argus ○ ○ ＋ A吸蜜

ヨモギ カミキリムシ科 キクスイカミキリ Phytoecia rufiventris ○ ＋ A

ゾウムシ科 エゾヒメゾウムシ Baris ezoana ○ ＋ A

17科 30種 6目 39科 112種
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る．イネ科はまた風媒花であることにおいても，蜜源植

物としての利用度がない．

6-2-2-5 植物の食物としての在り方

種の生態によって様々であるが，調査域内の食植性昆

虫の植物利用の方法は，次のような分類をすることがで

きる．

ａ 葉・茎・花・蕾など植物体の一部を直接嚙み砕い

て体内に取り入れるもの（大部分のチョウ目とハバ

チ類の幼虫，ハムシ類の成・幼虫，カミキリムシ類

成虫など）

ｂ 花の蜜を成虫期の個体維持のための食物源として

利用するもの（ハナアブ・ハナバエ類，チョウ・ガ

類など）

ｃ 花の蜜あるいは花粉を成虫個体維持だけでなく，

次世代のための養育食・保存食として集めるもの（ハ

ナバチ・ミツバチ類など）

ｄ 発酵樹液を蜜源として利用するもの（カブトムシ，

カナブン，タテハチョウ科など）

ｅ 植物の生体液を吸汁するもの（アブラムシ類，セ

ミ類，カメムシ類など）

ｆ 樹木の枯死部の中でこれを摂食して成長するもの

（コメツキムシ類，タマムシ類，キバチ類など）

6-2-2-6 確認された食植性昆虫の分類群別の利用度

目単位の分類で，確認できた食植性昆虫を集計すると，

上位３位はチョウ目53種（47％），コウチュウ目33種

（29％），カメムシ目12種（11％）であった．これは豊

田市都市ブロックの河辺環境の昆虫調査（田中，2001）

で得られた種数順位に合致する．食肉性昆虫の多い中で，

小面積の横断面における食植性昆虫の活動傾向が，大勢

としてファウナの種数結果を反映しているのは，結果的

に広域の植生とのつながりとその影響が計り知れない重

みをもつものと思わざるをえない．

6-2-2-7 幼虫の飼育によって確認した種

表6-2-1に記したＬ（幼虫）表示の個体は，幼虫その

ものの形態的特徴で種の判別ができる場合以外は，実験

室に持ち帰り，飼育して種を確認した．採集時のわずか

な傷や，他の動物による寄生を受けたり，病気にかかっ

て死亡した個体が多かったが，確認できなかった場合は

データとして記録していない．

採集された幼虫の多くはチョウ目であり，食草は大部

分がヤナギ類とエノキであった．これは意識的にこれら

の食草を多く調査したからではなく，現実に多く利用さ

れていた結果である．採集される種・個体数は新芽・新

葉の豊かな春（５月中旬）にピークが現れた．

6-2-2-8 豪雨の影響

2000年9月11～12日の東海豪雨で，調査地一帯では

堤防からの越水がみられるほどの水位上昇があった．調

査地の植物は，堤防の高さから上に梢を延ばしている部

分以外は，完全に水没した．大量の流砂があり，流速の

低下したマダケ林内では50～100cmの堆砂があった．

高流速の汀部寄りの部分は礫の移動などがあり，全体的

に外観上植物の損傷は各所で目立ち，繁茂状態はかなり

のダメージを受けたように思われた．

植物体上あるいはその周辺に生活している食植性昆虫

も，洪水の影響から免れえなかったことは容易に想像で

きる．減水後の調査では，見出だされる食植性昆虫が，

種・個体数ともに減少したように思われた．しかし翌

2001年春の調査では，個体数で見れば前年と変わりはな

かった．ただし，種構成に変化が見られた．その顕著な

例は，2000年に個体数の多かったモンシロドクガ・アメ

リカシロヒトリ・ナカグロモクメシャチホコは2001年に

は確認できなかった．逆に2000年に確認されなかったク

ワゴマダラヒトリが，2001年には多く発生した．ただこ

れは，洪水の前後各１年のみの調査結果であって，単な

る年次消長の断片を見ているにすぎないという可能性も

ある．

6-2-3 考察

6-2-3-1 食植性昆虫による利用度の高い植物

食植性昆虫の最も多く見出だされた植物種はネコヤナ

ギで，次いでエノキ，カラムシ，ヤマグワ，クズ，セイ

タカアワダチソウ，イヌガラシ，スイバが上位８種であっ

た．８種のうち木本は３種，草本が５種で，河辺環境に

おける草本利用度の高さがうかがい知れた．これは河川

が元来氾濫を伴う不安定な環境で，世代の更新が早い草

本群落が植生の主体であること，そこに生息する昆虫は，

草本食の種が主体であることを示すものと理解される．

これにひきかえ木本の利用は圧倒的にヤナギ類が多

く，次いでエノキである．これも河辺環境に優占する樹

種であり，河辺の自然の本質を強く残した歴史的な色合

いが濃く現れている．

ただしダムの建設による治水管理から，河畔植生は氾

濫原的な環境に依存する種が衰退し，相当安定的な植生

に変化しているので，自然度の高い河川に期待されるよ
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うな個性的な食植性昆虫は見られない．

6-2-3-2 食草としてのマダケおよびマダケ林の価値

調査域の約80％の面積を占めるマダケ林における食

植性昆虫は，極めて少なく，河辺の昆虫相形成について

は強い負の影響力を持つように思われた．

これはイネ科植物で最もよく食草として利用されるス

スキ類が周辺にあまりなく，かつ食草としてタケ類との

互換性が高いササ類の中間介在もなく，マダケの利用に

つながる昆虫側のアプローチを断絶していることが影響

しているのではなかろうか．

したがって，6-2-2-3で明らかなように，マダケの単相

林には食植性昆虫は極めて貧弱であった．ただし，こう

した鬱閉的な環境を逃げ場や隠れ家にしている昆虫があ

り，存在価値が全面的に否定されるものではない．

6-2-3-3 食植性昆虫の多い環境

横断面における代表的な食植性昆虫の生息状況は図

6-2-1に示した．

古鼡横断面におけるエコトーンは，全体的規模が小さ

い上に，移行帯構成の要素にさほど複雑さがあるわけで

はない．調査の結果，食植性昆虫によって利用されやす

い環境は，6-2-2-3に述べた通りである．

汀部のヤナギとマダケ林の間にある散策路とそれに

沿った草地斜面の部分は，最も食植性昆虫にとって好適

な環境となっている．ここはマダケ林の河川側の林縁と

いうこともでき，低茎・高茎草本類が豊富であるほか，

蔓性植物や木本類の幼木が草本に混じり，エコトーンの

持つ多様な植物の混在が許される環境である．食草の種

類も豊かで，吸蜜に適した花が多いのもこの環境の特徴

である．

この位置にはエノキ・ムクノキ・ヤマグワなどが亜高

木程度の状態で生えているが，マダケ林内に存在する成

木は非常に高く林冠が突出する高さになる．高木の林冠

部は調査がしにくいという条件もあるが調査に臨んでみ

ると，実際には林縁の中・低木の方に多くの食植性昆虫

が見出だされた．また，マダケ林内には，背丈以下のム

クノキ・エノキの幼木が少なからず認められるが，この

ような場所の食草は日当たりが良くないためか，ほとん

ど利用されていない．このことからも，エコトーンの植

物の配置と構造は，本質的に利用されやすいということ

が明らかである．

ネコヤナギは水際にあって，食植性昆虫が最もよく利

用しているが，その生育条件は汀部に限定される．当該

調査地の場合は，ネコヤナギは汀部に１列に並木状に生

えている（一部２，３本の低木が上の低水敷斜面直下に，

草
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クワゴマダラヒドリ
アメリカシロヒトリ

ウチスズメ
ヤナギハムシ
ヤナギルリハムシ
コガネムシ
ハンノヒメコガメ
コムラサキ

ナカグロモクメシャチホコ
マイマイガ
モンシロドクガ
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クロスジキノカワガ

図6-2-1 食植性昆虫の生息状況．
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例外的に生えているにすぎない）．ただ根元は多少の水位

変動で水面から出たり入ったりし，土壌の表面は草本の

繁茂も薄く裸地に近いので，ネコヤナギの樹上で生活を

完了するか，一時的に樹液摂取に訪れる種の賑わいだけ

で，生態的に複雑さや深みのある現象は見られない．

また，全体の約80％が高水敷に生えるマダケ林である

が，マダケそのものがほとんど食草として利用されてい

ないし，林の構造が変化に乏しいため利用されないとい

う，嗜好性と環境構造の両面から好まれないということ

が判明した．

6-2-3-4 古鼡横断面と広域（都市ブロック）河辺環境と

の類似性

確認された食植性昆虫の目別順位は，多い方からチョ

ウ目＞コウチュウ目＞カメムシ目で，都市ブロック全体

の昆虫の集計結果と同一傾向が認められた．これは食植

性昆虫の広がりが，地域のファウナの根幹にあることを

示しているように思われ，調査域の面積の大小にかかわ

らず原則として認め得る現象であろう．また，食肉性昆

虫がかなり存在していても，植物が生産した有機物の一

次消費者は基本的に昆虫であり，食物生態ピラミッドの

位置づけを明確にしていると考えて良い．

河川環境を見る際に，上流から下流への縦断的な環境

の評価を与えたくなる傾向を廃し，あえて横断面を調査

対象に選んだ考えは，案外汎用性を持った結論を得る手

がかりになるのかもしれない．しかし大局的な結論は共

通であっても，別の地点での個々の断面の特徴は，内容

的に決して同等にはならないのも事実であろう．

6-2-3-5 洪水の影響

東海豪雨という500年に一度の確率とされる未曾有の

大雨は，偶然にも本研究の調査期間の中間に襲ってきた．

研究方針そのものを狂わせる天災であり，研究結果に統

一性を欠く事態が生じたが，考え方によっては，川の自

然を研究する際には千載一遇の機会でもある．洪水前後

の比較は，それなりに意義あることと考える．

植物に対する洪水のダメージは，基本的には一過性現

象であったことが，本稿第２節に論じられている．食植

性昆虫の場合も同様な一過性現象と見るのが妥当であろ

う．植生の回復に少し遅れて，旧状に戻る可能性が高い．

モンシロドクガ・アメリカシロヒトリ・ナカグロモク

メシャチホコの消滅とクワゴマダラヒトリの大発生とい

う洪水前後の目立った変化は，洪水の影響が種の盛衰に

少なからず影響していることを如実に示す現象と考えた

い．

洪水のような自然現象による環境の変化は，実際には

「破壊」とは言えないのかもしれないが，仮に破壊とい

うことにしておく．青木（1977）は「環境の破壊と生物

群集の変化を見てゆくときに，最初に種数の減少が起こ

り，ついで個体数の減少がやってくるという二段階の前

に，まずまっ先に優占種の明らかな交替が起こるという

ことをつけ加える必要がある．そして，このことは環境

破壊のごく初期の診断に使えそうである」との考えを，

土壌動物調査の結果から提唱している．上記の優占種の

交替はこの青木の説の裏付けとすることができるが，そ

れがどのように回復してゆくのかは調査できなかった．

人工的な破壊と異なり，自然現象としての破壊は，環

境の復元が可能な一時的現象と考えるべきである．いず

れ自然のままに修復される望みがある．その修復過程に

関与できる供給源が付近にない（孤島的な）場合は悲観

的であるが，古鼡横断面は周辺に丘陵地など洪水の影響

を免れた環境もあるので，遠からず旧状に復するものと

考える．

（小沢康彦・田中 蕃）

７．両生・爬虫類

7-1 調査

7-1-1 調査地点

横断面の左岸側を調査地点とした．横断面内の植生は

本稿第２節に詳しく記述されている．概観的な環境構造

は，川に平行して高水敷の平坦部分にマダケ林があり，

横断面の最大面積を占める．これから低水敷にいたる斜

面は狭く急勾配で草本と幼木からなる林縁植生がみられ

る．さらに踏圧でできた幅１～２mの遊歩道を挟み，水

際近くにツルヨシとヤナギ類が狭い幅で生えている．低

水敷は若干の増水があれば容易に水没する．

7-1-2 調査時期

現地調査は1999～2001年の３年間に，表7-1に示した

表7-1 調査時期．

年 月/日

1999 10/21～22

2000 1/24～25，8/2～3，9/1～3

東海豪雨

10/10～13，11/13～16，12/11～14

2001 1/16～18，2/13～14，3/6，8～9
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時期に実施した．この期間中に東海豪雨があり，河川の

環境がかなり変化したため，豪雨後は６か月にわたり最

低毎月１回の調査により，生息状態の変化と回復状況を

重点的に調査した．

7-1-3 調査方法

１）両生類

調査地を任意に歩き回り，直接観察された生息種を

記録した．

２）爬虫類

同上の方法により調査した．

7-1-4 調査担当者

現地調査はすべて環境科学（株）に委託して行なわれ

たが，千々岩ほか（2002）の記録から横断面に該当する

箇所の記録を抜粋し，また一部筆者の陸上昆虫調査の際

の確認種を追加した．

7-2 結果と考察

7-2-1 確認種と生息状況

調査により確認された両生・爬虫類は，表7-2に示し

たように両生類は１目１科１種，爬虫類は２目２科４種

にすぎなかった．

１）両生類は川岸においてトノサマガエルが確認され

ているだけである（図7-1）．窪地にできた水溜まりに確

認された幼体も，すべてトノサマガエルだけであった．

植物上に登り生活する普通種のアマガエルも確認されて

いない．

水辺でありながら，両生類の種・個体数の少ないのは

何に由来するのかは不明である．流水環境では幼生期の

生活が困難であり，一時的にできた窪地の水溜まりは，

止水であるが短期間のうちに干上がったり，逆に増水時

には流水になったりで，安定した環境にはなり得ないた

めと思われる．

しかし河川においても，岸辺に近い緩流部では，しば

しばウシガエル（主に幼体）が多数確認されることがあ

る．今回はこのウシガエルも確認されなかった．

千々岩ほか（2002）は横断面を含む矢作川中流域河川

敷の両生・爬虫類を広く調査しているが，１目３科５種

を記録しているにすぎない．この記録にはウシガエルが

表7-2 確認種および確認内容．

目名 科名 種名 確認年月 確認内容

カエル アカガエル トノサマガエル 2000/7 ＊＊成体１（汀線部）

2000/8 幼体２（河原の止水）

2000/9 成体１（河原の止水）

カメ イシガメ イシガメ 2000/5 成体１（川岸）

2000/8 成体１（川岸）

アカミミガメ 2000/9 幼体１（川岸）

トカゲ カナヘビ カナヘビ 1999/9 ＊＊成体６（林縁部）

1999/10 成体数個体（林縁部）

2000/8 成体２（林縁部）

2000/9 成体３（林縁部）

2001/9 ＊成体１（林縁部）

トカゲ トカゲ 1999/9 ＊＊成体１（林縁部）

＊は千々岩ほか（2002），＊＊は筆者の任意観察による．いずれも表7-1に示した調

査時期以外．

図7-1 両生類・爬虫類の横断面上出現位置．
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含まれ，さらにニホンヒキガエル・アマガエル・ヌマガ

エルの３種，計４種の追加があるが，当該横断面での追

加記録を完全に欠いている．

このように横断面の環境は，両生類の生息には適して

いないものと思われる．

２）爬虫類は２目３科４種が確認された．表7-2に示

したように，各種の確認個体数は極めて少ない．その中

で最も多いのはカナヘビである．

カナヘビは林縁部の草むらで見掛け，昆虫類を捕食し

ているようである（図7-1）．林縁部は斜面になっており，

産卵床を掘りやすい堅さの土質であるので，発生源にも

なっているものと考えられる．

7-2-2 洪水の影響

１）洪水がもたらす河川敷の両生類への影響は，洪水

後１ケ月で開始され，月１回の割合で行なわれた回復調

査で，確認が皆無という結果に終わった．しかし，これ

が洪水の影響であるという確証はない．だが回復調査の

時期は両生類にとって冬眠の準備期と，それに続く寒冷

期間の到来で冬眠に入っており，調査時期として不適切

であった可能性がある．千々岩ほか（2002)の広域の調査

でも，他地域に生息が確認された種の横断面における確

認はなかった．このことから，横断面は本来的に両生類

に乏しい環境であることは当たらずとも遠からじの感が

ある．恐らくそれは真実ではなかろうかと考える．

２）両生類と同じく，爬虫類においても洪水の影響は

あるように見えるが明瞭ではない．表7-2によれば洪水

前のカナヘビは確認種が比較的多いが，洪水後の記録は

1個体のみで，しかも他種の確認はない．しかし中流域の

他所を含めた回復調査では，10月にカナヘビはもちろん

トカゲやシマヘビが確認されていることから，調査季節

は適切ではなかったにせよ，確認不可能な時期ではな

かったはずである．したがって，両生類同様，横断面の

環境はカナヘビを除く爬虫類の生息に対して好適ではな

いと思われるし，洪水の影響も幾分大きいのではないか

と考えられる．

（田中 蕃）

８．鳥類

8-1 調査

8-1-1 調査地点

横断面と，横断面から望遠鏡で見える範囲の地上・水

面・水中および上空を調査地点とした．

8-1-2 調査方法

横断面内とその周辺から観測しやすい地点において，

横断面内で活動する鳥類の種判定・個体数計測と，その

行動観察を通じて，横断面の鳥類による利用実態を把握

することに努めた．この調査は鳥類調査で通常行われる

ルートセンサスとは異なる定点観測によるものである

が，近距離の場合は観察するための視野の確保に観察者

が移動することが多く，そのために鳥類に警戒感を与え

た面は否定できない．

なお，横断面は決して大きくはないが，いろいろな環

境が混在している．そこに現れる鳥類の環境利用習性の

基準とするため，図8-1および8-2に示したように，林

縁・水域・草地・上空の４つに環境を分類した．

定点観測調査は環境科学㈱に依頼した．また，本プロ

ジェクトに参加した調査員が，他の動植物調査時に観察

した行動の記録も，調査の一部とした（以下，付随的観

察と記す）．

8-1-3 調査時期と時間

定点観測調査は，1999年10月21日（以下秋季調査と

記す）および2000年１月25日（以下冬季調査と記す）

の２回実施した．調査時間は，それぞれ夜明けから正午

までとした．

上の調査方法において記した付随的な観察は，当然時

期時間の拘束を設けていない．

8-2 結果と考察

8-2-1 出現種

秋季調査で9目16科30種，冬季調査では11目19科

31種，以上の２季で11目20科40種の鳥類の出現を確

認した．この種数は真野・横山（2002）が，本調査の横

断面を含む平戸橋～岩本川合流点（環境区分R1R5）で

確認している84種にははるかに及ばない．それは本調査

が秋と冬のわずか２回の調査であったこと，調査域が横

断面という小面積内に限定されていること，さらに矢作

川中流域の鳥類の30％強を占める冬鳥の滞在しやすい

淵などの環境が横断面内になかったことによるものであ

る．

8-2-2 優占出現種

秋季調査の確認個体数はイカル Eophona personata

（留鳥・木の実食）・ヒヨドリHypsipetes amaurotis（留

鳥・雑食）・セグロセキレイ Motacilla grandis（留鳥・昆

虫食）・コシアカツバメHirundo daurica（夏鳥・昆虫
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図8-1 横断面上の鳥類出現種．（1999年10月）

図8-2 横断面上の鳥類出現種．（2000年１月）
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食）・キセキレイ Motacilla cinerea（留鳥・昆虫食）が多

く上位５位までを占めた．また，冬季調査ではイカル・

イワツバメ Delichon urbica（夏鳥・昆虫食）・カワウ

Phalacrocorax carbo（留鳥・魚食）・ドバト Columba livia

（留鳥・雑食）・ヒヨドリ・ツグミ Turdus naumanni（冬

鳥・雑食）が優占的に出現した（いずれも確認個体数の

多い順に羅列してある）．

夏鳥であるコシアカツバメとイワツバメが，それぞれ

秋季と冬季に優占種として出現しているが，最近の気候

温暖化傾向により南への渡りの出発時期が遅れたり，あ

るいは後者は越冬している可能性をうかがわせた．

8-2-3 鳥類の出現環境

環境別の出現種数は，

秋季……上空 水域＞林縁＝草地

冬季……上空＞草地＞林縁＞水域

であり，２季とも上空を飛翔する種が最も多く観察され

ている．

また，環境別出現個体数は，

秋季……上空 水域≧林縁＞草地

冬季……上空 草地 林縁≧水域

で，種数同様上空での観察個体が最も多い．

これらの事実は横断面における鳥類のほとんどは，こ

こを単なる通過地点として利用していることを示してい

る．ただしツバメ類などは，飛翔しながら餌となる昆虫

類を捕食する習性があり，すべてが通過目的にしている

わけではないと思われる．

秋季および冬季の定点観測で主要な出現種がどこで確

認されたかを図8-1および8-2に示した．

8-2-4 横断面環境における鳥類の生活

定点観測で確認された鳥類は，調査地やその周辺の環

境を反映して，ごく普通に見られる種が多かった．すな

わち横断面の植生の最大面積を占めるのはマダケ林であ

り，周辺に小面積に存在する他の植生では，鳥類の餌と

なる花・果実・新葉などや昆虫類などの小動物が乏しい

ことと関連があると考えられる．

ただ猛禽類のオオタカAccipiter gentilisの確認が注

目される．これは単なる上空通過個体と考えられるが，

視界が開ける中州や河岸が狩猟の対象となる動物を発見

しやすい環境との見方は否定できない．

最も望ましいのは，この横断面内で繁殖が毎年行われ

ることであろう．調査時期が適当でなかったことも手

伝って，定点観測では調査地内で営巣し，繁殖の場とし

ている例を確認できなかった．また横断面内にねぐらを

形成している種も見出だされていない．したがって前述

の通り，鳥類の通過地点としての評価が最も妥当なとこ

ろであろうが，その中でも単なる通過経路ではなく，採

餌の拠点の一部として，日常的に寄り道している例がか

なりあるものと思われる．

河川とその周辺の水辺においてはカイツブリ

Podiceps ruficollis・イカルチドリ Charadrius placidus・

セグロセキレイなどがいつも出現し，潜水あるいは歩行

して餌を啄んでいる姿を見ることができる．

周辺の平地，低山地に普通のヒヨドリ・ホオジロ Em-

beriza cioides・ムクドリ Sturnus cineraceusなどは河川

敷内のどこにでも姿を現し，場あたり的な採餌行動が見

られる．

一方河辺の植物が多い環境では，イカルやキジバト

Streptopelia orientalisなど13種の採餌場所としての利

用が見られた．イカルは好んでエノキ・ムクノキの実を

食べることから，河川敷内には最も個体数の多い種であ

る．

川は餌となる昆虫類の生産場所としての価値が高い．

これを重要な食料として生活している種がいることはい

うまでもない．コシアカツバメとイワツバメの両種とも

に昆虫食であり，河川環境で大量に発生する餌となる昆

虫が確保されるゆえに，季節外れのこの時期にも多く集

まっているものであろう．

付随的観察であるが，1999年９月８日14時頃，横断面

左岸側河辺のヤナギ類に止まっていたと思われる無数個

体のオオシマトビケラが，突然ネコヤナギの水面方向へ

突き出た梢周辺でスォーミング（群飛）を始めた．まも

なくこの群れを狙って数個体のツバメHirundo rustica

が飛来し，２～３分の間群れを襲い，スォーミングは解

消した．オオシマトビケラは全個体が食い尽くされたの

ではなく，個体数低下とともにスォーミングの活性が消

失して，捕食を免れた個体は周辺の植物に身を隠したも

のと思われる．川の水面近くに生活する昆虫は，ツバメ

にとって貴重な食料源となっているものと思われる．こ

のツバメは上記のコシアカツバメやイワツバメとは異な

り早期に南へわたる種であるため，秋季以降の定点観測

では見出だされなかった．

また，セグロセキレイの行動観察では，河辺の草本や

岩礫に這い上がって羽化するカワゲラ類・サナエトンボ

類の羽化期の５・６月頃，水際でこれらの昆虫を漁って

いるのが観察されている．これらは河辺で得られる昆虫

類としても大型で，繁殖期の食欲旺盛な幼鳥の餌として
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は，効率的な獲物となっているものと思われる．

（田中 蕃）

９．哺乳類

9-1 調査

9-1-1 調査地点

横断面の左岸側を調査地点とした．横断面内の植生は

本稿第２節に詳しく記述されている．概観的な環境構造

は，川に平行して高水敷の平坦部分にマダケ林があり，

横断面の最大面積を占める．これから低水敷にいたる斜

面は狭く急勾配で草本と幼木からなる林縁植生がみられ

る．さらに踏圧でできた幅1～2mの遊歩道を挟み，水際

近くにツルヨシとネコヤナギが狭い幅で生えている．低

水敷は若干の増水があれば容易に水没する．

9-1-2 調査時期

現地調査は1999～2001年の３年間に，表9-1に示した

時期に実施した．この期間中に東海豪雨があり，河川の

環境がかなり変化したため，豪雨後は６ケ月にわたり最

低毎月１回の調査により，生息状態の変化と回復状況を

重点的に調査した．

9-1-3 調査方法

次に記すような方法で確認調査を実施した．

１）フィールドサイン調査

調査区内および周辺において，生息種を直接観察す

るほか，足跡・糞・食痕・坑道等の生活痕跡により，

該当する生息種を記録した．

２）トラップ調査

調査区内に下記のトラップを設置し，ネズミ類など

の小型哺乳類の捕獲を試みた．

ａ．圧殺式トラップ（パンチュートラップ：誘餌に

ピーナッツおよびペットフードなどの固形餌を

使用したもの各20個ずつ．計40個）約2m間

隔で地上に設置．

ｂ．弾きワナ（ビクタートラップ：誘餌にソーセー

ジを使用したもの20個）約2m間隔で地上に

設置．

ｃ．かごワナ（シャーマントラップ：誘餌にピー

ナッツ，ペットフード，ソーセージ等を使用し

たもの20個）．環境に合わせて適当間隔で設置．

捕獲された場合は種名，性別，年齢の区分を記

録した後，捕獲地点で放逐する．この方法は豪

雨後の調査で実施した．

ｄ．モールトラップ（坑道の径に近い口径の，戻り

防止装置付のパイプ）．モグラの坑道や塚が見出

だされた場合，坑道の途中に設置．近似の形態

をもつモグラの種の正確な同定のために捕獲す

るのを目的とした．

３）写真撮影調査

赤外線センサーによる写真撮影．中型哺乳類を対象

に誘餌を用いて赤外線センサー感応域におびき寄せ，

写真撮影を行なった．豪雨後の調査で使用した．

9-1-4 調査担当者

現地調査はすべて環境科学（株）に委託して行なわれ

た．

9-2 結果と考察

9-2-1 確認種と生息状況

調査により確認された哺乳類は，表9-2に示したよう

に３目４科４種であった．モグラの一種，イタチ，タヌ

キの確認例が多く，ネズミ類の確認はアカネズミが１例

だけであった．このことから横断面に出現する哺乳類は

前３種によって特徴づけられる．ただし，これら３種の

出現は，横断面内に巣をもって定住しているという根拠

はかなり薄く，他所に巣を持ち，採餌などの生活行動範

囲における確認にすぎないと思われる．もっと多くの個

体が確認できると思われたネズミ類は，極めて少ない．

これは他の中型哺乳類による捕食圧が高いこと，巣造り

に適しない横断面河川敷内の地形や，林分密度が比較的

低いことによる外敵からの隠蔽性不足などが原因として

考えられる．

なお，矢作川中流域における過去の調査では（平林，

2001），４目５科８種の哺乳類が記録されている．

9-2-2 洪水の影響

洪水がもたらす河川敷の哺乳類への影響は，一般的に

は良く分かっていないようである．東海豪雨では，堤内

表9-1 調査時期．

年 月/日

1999 10/21～22

2000 1/24～25，8/2～3，9/1～3

東海豪雨

10/10～13，11/13～16，12/11～14

2001 1/16～18，2/13～14，3/6，8～9
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外地の冠水により，横断面では土砂堆積による林床植物

の埋没（とくにマダケ林内では50cm～1mの堆積が

あった），草本・低木の倒伏による植物の損傷や外見上の

変化，河原の石礫の浸食や移動などがあった．こうした

変化は多少なりとも，生息環境の在り方を左右したであ

ろうし，場合によっては退避して後，他へ移動した場合

も考えられる．また一時的退避の後，再度戻ってくるケー

スも考えられる．これらを明らかにするため，洪水後は

調査回数を増やして，多くのデータの収集に努めた．実

際には東海豪雨後の調査は対岸を含む上・下流にも調査

範囲を拡大し，哺乳類の生息状況と分布の実態を，地域

の被害状況に対応して比較できる配慮をしている．本稿

では，この拡大調査のうち，古鼡横断面に関する部分を

切り取る形で，調査の結果として採用した．拡大調査の

結果は，いずれ別稿において記録することにしたい．

洪水前後における生息種の生息状態の変化は，次のよ

うな諸点があげられる．

１）モグラ属の一種の坑道は，洪水前には林縁部に最も

多く見られた．洪水後も１ケ月を経ずして坑道のた

くさんあるのが見られ，活動は極めて活発であるこ

とが分かった．しかし微妙な距離の差であるが，林

縁部に多かった坑道は，洪水後はより汀線部に近

寄った形で数多く発見された．モグラ類は地中に坑

道を掘りながら，土壌動物や昆虫類の幼生などを捕

食することが知られる．マダケ林内には土壌動物調

査（本稿第４節）で餌となるフトミミズなどが生息

していたが，洪水後は確認されていない．この土壌

動物調査に際しコドラートを切り取る時に，洪水前

は必ず坑道にぶつかったが，土砂が厚く堆積してか

らは坑道に当たらなくなった．このように新しい土

砂の層に馴染むには時間がかかるのではなかろう

か．林縁部は土砂が堆積してもわずかな雨ですぐに

崩れ，洪水前の地肌が短期間に現れた．また汀線部

との間の遊歩道は，土砂堆積がほとんど見られな

表9-2 哺乳類の確認種および確認内容．

（確認内容の“近隣”の表示は横断面から近距離はなれた場所を示す）

目名 科名 種名 確認年月 確認内容

モグラ モグラ モグラ属の一種 1999-10 坑道（林縁部）

2000-01 坑道（林縁部），堤防側林縁，坑道（マダケ林）

2000-08 坑道（林縁部），堤防側林縁

2000-09 坑道（林縁部）

2000-10 坑道（林縁部～汀線部，多数）

2000-11 坑道（林縁部～汀線部，多数）

ネズミ ネズミ アカネズミ 2000-08 捕獲（林縁部；ピーナッツ餌）

ネコ イヌ タヌキ 1999-11 糞（マダケ林）

2000-01 糞（マダケ林），足跡（汀線部）

2000-11 足跡（汀線部），写真（近隣マダケ林）

2000-12 足跡（汀線部）

イタチ イタチ 2000-01 目撃（林縁部）

2000-10 足跡（汀線部）

2000-11 足跡（汀線部），糞（下流側近隣汀線部）

2000-12 足跡（汀線部 多数）

2001-02 足跡（近隣汀線部），糞（近隣林縁部）

図9-1 横断面上の哺乳類出現種．
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かった．こうした物理的に安定した土壌中には，モ

グラ類の復帰も早いものと思われる．

２）アカネズミは洪水前に１個体が捕獲されたのみであ

る．余りにも生息密度が低く，横断面はもともと生

息環境として好適であったとは言えない．このため

洪水の影響を判断できる材料がない．ただし洪水後

の拡大調査では，他所でしばしば確認されており，

洪水後も生息していることは確実である．

３）タヌキは洪水後１ケ月にして林縁部での写真に明瞭

に写し出された．その後も汀線部での足跡が見出だ

され，早々に復帰したことが分かる．洪水前にはマ

ダケ林で糞が見出だされているが，洪水後のマダケ

林では糞はもちろん足跡も発見されていない．陸上

昆虫，土壌動物の調査は，未固化の堆積土砂への嵌

まりこみが危険で中止したが，同様の危険はタヌキ

においてもあったのかもしれない．

４）イタチは日常的に最も多く見られる哺乳類である．

確認の多くは汀線部で，濡れた砂質地表面に明瞭な

足跡が見られ，大型の石の上に糞が落ちていた．洪

水前よりも，後に多くの足跡が見出だされた．汀線

部を中心に餌捜しを行なっているものと思われる．

５）洪水後の拡大調査で，厳冬期の1～3月の確認記録が

全種で少なくなっている．この原因は明確ではない

が，洪水との直接的な関連はなく，落果が減り，魚

などの餌となる生き物が不活発で，食物の確保が河

辺では困難になったことが推測される．この場合は

より人家に近い場所が，餌捜しの好適地となってい

る可能性がある．

（田中 蕃）

10．総合考察

10-1 考察における視点

古鼡プロジェクト生物班が実施した横断面の生物調査

では，1-2の４）に示したように９項目にわたる動植物群

が取り上げられている．それぞれの調査は内容的に多く

のデータを集積しておりながら，ページ数の制約により，

著しく凝縮して報告せざるを得なかった．しかもどの報

告も，各生物群集生態系の核心に迫る，まとまりの良い

結論には至っていない，というのが偽らざる現実である．

それはこれまでの比較的安定した環境を基準に研究計画

をたてたにもかかわらず，期間中に突然襲った東海豪雨

による大きな攪乱が加わり，実施内容が実質的に２分割

したのが大きな理由である．導き出される結論は豪雨前

後のそれぞれ短期間のデータと，これらを統合した平均

的な内容が根拠となった．したがって，既知の関連した

知見を援用し，多くの推測に頼らざるを得なかった．終

局的には短期間調査でのデータ不足が，焦点をぼかせた

不満足感は拭えない．

それでも古鼡の現場におけるフィールドワークにおい

て，何も分からなかった生態系の現実の姿は，少しずつ

だが解きほぐされてきている，という実感が伴うのも確

かである．やればやっただけのことがあった，というこ

とは明らかであろう．

そこから，古鼡プロジェクトの目的にそって，どのよ

うな結論が導き出せるであろうか．少ない結果から，効

率的に多くの結論に到達するには，まず考察の方向付け

が重要である．観察あるいは調査結果の解析に際して，

実際には多方向からの絞り込みができるし，また多方向

への発展的な考察も可能である．

場合によっては，狭隘な横断面におけるデータ量の限

界を打破するために，調査の範囲を広げてみて，逆に横

断面を客観的に評価する作業も必要になった．これは必

要な対照データを得るための広域調査として別個に扱

い，本報の横断面調査には取り上げていない．これらは

より良い調査と研究を求めた必然的な行動であるが，調

査期間の制限によって完結せず，やはり不満足感の伴う

成果が残った．しかし考察を行なうに際し，多くの論拠

となる背景を植え付けたものと思われる．そのような作

業を経て，一段階高い総合化の作業が，古鼡プロジェク

トでは最も必要なことなのであろう．

この調査においては，本稿の序論に述べたように当初

から大きな悩みを抱えてきた．河川という縦に長く，地

理的かつ時空的に異なる環境を調査するに当たって，た

とえ「ダム直下流」という地域限定を設けても，多地点

の調査を同時一斉に実施することは人員的制限のみなら

ず，物理的にもできないのである．河川は水という流体

が主役になって創造された環境で，いつも同じ形態に収

まっていない．それがたとえ扶桑町地区の限定された範

囲の中にあったとしても，わずかな距離，例えば数メー

トル離れたら，決して同じ環境にはならない．狭い範囲

で集中的に調査することから始めるのを良しとし，そこ

から得た結果をいかにうまく広範に敷衍していくかの手

法開発が必要である．その技術を手中のものとするには，

新たな観点からの研究が今後開発されねばならない．

東海豪雨前後に分断したデータの考察作業を余儀なく

され，まとまりを欠く結果になったのは残念であるが，

あえて不十分なままでもデータを比較することにより，
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河川生態系の氾濫による攪乱の実態に迫り得る視点が与

えられた．これは当初計画外の貴重な結末であったこと

を，あえて述べておきたい．

10-2 生態系を支える諸要素

本特集の序論において，洲崎（2003）が記した各調査

項目間関係図（図2）が，いかにうまく説明できるであろ

うか．この図には生態系の中身と，それを支える諸要素

が示されている．河川環境であるからには生態系の中心

テーマはなんといっても陸上生態系と水中生態系の相互

作用の現状認識が当面の課題である．生物班では２つの

生態系の構成要素を分解し，各要素に関して個別に現状

調査を行なった上で，陸―陸，水―水，陸―水の相互関

係に目を向けるという一連の研究を優先的に実施した．

各構成要素に関し，そのすべてに付いて漏れなく関連考

察に必要なデータを取り得たとは到底思えない．それど

ころか，より気掛かりな多くのテーマに直面し，それら

を放置し得ず，問題点の焦点がぼやけてきたのではない

かとの感がある．その最大のものは東海豪雨による河川

の攪乱であった．これは考え方によっては滅多に起こる

ことのない事態への遭遇であったし，新しい研究への目

を開かせた効果は大きかった．しかし当初描いた調査日

程を，多くの面で覆す事件でもあった．こうしたトラブ

ルはあったにせよ，とにもかくにも，計画段階で予定さ

れた調査手法にしたがって各構成要素の中身の検討が開

始された．洪水による影響に関しては各調査項目ごとに，

その記述の中で何らかの形で特別に考察されている．

以下各調査項目にしたがって，得られた結論と考察の

主要な論点を抽出して列記してみる．

１）陸上植物・光環境

ａ）調査ベルトの約80％を占めるマダケ林に焦点を合

わせ，マダケ稈数と胸高直径を調べ，2000年４月のマダ

ケ稈数は平均114.3本／100m，2001年７月はそれぞれ

193.0本/100m であった．15ケ月間で平均1.7倍の稈

数増加があり，とくに川側（西側）での稈数増加が目立っ

たが，この理由は不明である．現実的に把握されたのは，

短期間でかなり大きな変化が部分的に起こっているとい

う事実である．

ｂ）マダケ林の林冠植被率から相対光量子密度が測定

され，2000年４月の8.3％が，2001年７月の5.9％に低

下した．稈数密度の増加に伴い林冠植被率も増加したこ

とを示している．ただし，矢作川本流沿いの発達したマ

ダケ林のそれに比べると，管理されていないマダケ林と

しては林内は比較的明るかった．

ｃ）林内の樹高1.3m以上の木本樹種，本数および胸

高直径が調査された．立木密度，胸高断面積ともにマダ

ケ林内であるため低かった．木本の胸高断面積は，エノ

キが全体の90.3％，本数はムクノキが全体の60.6％で，

マダケの林冠から突出しているのがエノキで，林内の多

くがムクノキの稚樹であることが特徴的で，これは両種

の耐陰性の違いが原因と推測された．

ｄ）ベルト内マダケ林での草本層調査で確認された維

管束植物は123種．これらのうち木本は落葉が25.6％，

常緑が12.4％，草本は在来多年生35.5％，在来１年生

14.9％，帰化草本9.9％であった．この結果により特徴的

なのは，マダケ林内における木本植物の多さで，立地の

安定度を反映していることと，帰化植物の少なさはマダ

ケ林のような被陰性の高い植物群落が侵入防止効果を

持っているとみられることである．

ｅ）東海豪雨による影響も検討された．主に河川敷に

堆積した大量の砂の影響が心配されたが，マダケ稈数の

増加，それにともなう林内光環境の悪化にかかわらず，

林床植物種数は在来多年生草本を主体に増加傾向を示し

た．また類似度（QS）は全調査期間を通じて大きな変化

はなく，豪雨が種組成に及ぼした影響は不明瞭であった．

豪雨による増水時に激しい流水にさらされた川岸の植物

も，直後の減水時に植物体に傷みは認められたが生残し

ているのが確認されている．これらの事実は豪雨の影響

は余り認められないとすることができる．

ｆ）増水攪乱に対する安定性についての理由は，近来

の流量減少や氾濫規模の縮小という河川の自然攪乱減少

が長い時間をかけて河畔の立地を安定化し，頻度の低い，

あるいは短時間の洪水が植物に与える影響を抑制し，群

落の更新には寄与しにくいと見られる．

２）付着藻類

ａ）調査回数７回中５回が東海豪雨以後に行なわれて

いるため，豪雨前後の比較は明確にできないが，豪雨後

の付着藻類相の季節変化を豪雨前の同じ季節の結果と比

較してみて，構成種や代表種に大きな差異はなかった．

その理由として，付着藻類群落は1～2週間の短期間で更

新が可能なため，大きな河床攪乱が生じても速やかに回

復すると思われる．すなわち豪雨による影響はほとんど

ないと見てよい．

ｂ）現存量に過大な値が現れる場合は，大型糸状緑藻

の大量発生が関与している．

ｃ）横断面の付着藻類相の季節変化の一般的な特徴と
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して，夏季に藍藻のHomoeothrix janthinaが，秋～冬季

には Melosira variansなどの珪藻類が卓越する傾向を

認めた．

ｄ）横断面の５地点でサンプル採取が行なわれたが，

左岸巨石水制前の地点のみが毎回異なった結果を示し

た．場所的に最も流速の小さな地点で，水量によっては

淀み状態になる．これに対し比較的高流速の他地点は淀

みをつくることなく，横断面の付着藻類群落の形成には，

流速が大きく関与していることが判明した．

ｅ）大型糸状緑藻は複数種あるが，下記のように流速

選好性が種によって異なることが判明した．

Urothrix zonata
 

Cladophora glomerata
 

Oedogonium sp.

⎫
⎬
⎭

40～80cm/s，110cm/sで抑制

10～100cm/s，範囲内の随

所に発生

３）底生動物

ａ）横断面５地点で調査したが，付着藻類と同じく，

最も流速の低い水制工前は他地点とは異なった底生動物

相になった．他の瀬の部分でも，水深や流速により種組

成や現存量は微妙に異なる．淵と瀬が横断面に沿い混在

していることにより，横断面全体の生息場所の多様性が

高まった．

ｂ）白金（1999）による1995～1997年の調査結果に比

べ，優占種の１種オオシマトビケラは，往時の優占度（春，

37％；夏，38％）に比べ，この横断面調査では最高でも

20％にとどまり，東海豪雨後には数％に激減した．これ

は河床の状態が近年徐々に変化してきていたことを示し

ているが，東海豪雨はさらにこの傾向を一時的に高めた

可能性がある．

ｃ）出現分類群数は，東海豪雨後半減し，さらに水制

修復時に行なった人為的な河床の天地替えによりまた半

減するという大きな影響を受けた．豪雨後１年経過時点

での瀬の出現分類群数は約80％に回復し，種組成も豪雨

前と類似してきた．したがって洪水などの大規模な攪乱

が一時的に生じても，約１年程度の比較的短期間で攪乱

前に生息していた種の多くが回復した．

４）土壌動物

ａ）マダケ林と汀線部の２地点で，土壌中の生息種を

調査した．いずれの調査地点も，通常は調査対象になら

ない環境と思われ，文献上の類似環境での調査事例を見

出だせなかった．したがって，結果がどうあれ注目すべ

き調査であった．

ｂ）前者は通常の広葉樹林あるいは針葉樹林の土壌に

比べ，確認された種・個体数ともに著しく貧弱であった．

優占的に生息するのはダニ目で，ほとんどが全滞在型の

生活型を持ち，その半数種は植物遺体の摂食分解や藻類，

菌類食で，残り半数種がトビムシ目など捕食者で，寄生

生活者は少なかった．寄生対象となる大型の土壌動物が

乏しい特徴が認められた．同じくマダケ林内でしばしば

優占的に生息するトビムシ目も土壌有機物の分解者であ

る．他の土壌動物は多くないので，これが捕食性ダニを

支えている食物連鎖が想定された．

ｃ）マダケ林は河川敷内にあるが，全般に土壌水分が

豊富な環境の土壌生物相とは認めがたい．堆積するリ

ター量に限界がある上に，広葉樹や針葉樹の供給するリ

ターとは異なり腐植化しにくく，これが土壌動物相の貧

弱な原因と思われる．

ｄ）東海豪雨後のマダケ林には有機性ヘドロ混じりの

細砂が厚く堆積し，平常時に最も土壌動物の豊富な春季

でさえ個体数は半減，さらに種数は1/5程度に激減し，

多様性の低下を引き起こした．他季でも科・種の回復は

困難な様子が見られ，洪水の影響は大きく，かつ尾を引

きそうである．しかし，テンポは緩やかであるが，回復

は着実に進行している様子がうかがえる．

ｅ）洪水によって消滅あるいは大きく衰退した土壌動

物は81種に達し，洪水の影響を受けなかったもの51種

を大きく上回った．土壌動物は洪水の影響を大きく受け

ることが判明したが，回復の早さについては調査期間中

に明瞭に確認できなかった．

ｆ）汀線部の水分に富む土壌中の動物が調査された．

概してマダケ林より格段貧弱であるが，それなりの特徴

が認められた．ダニ目は極めて貧弱であるが，トビムシ

目は記録された３科すべてが個体数優占順位４位内に入

り，湿潤土壌中によく適応している．また微小動物７種

も見出だされ，４種の遊泳型のワムシ類が含まれていた．

これらのプランクトンは時に水中に移行して遊泳する可

能性があり，また魚類・両生類・昆虫類の幼生期の食料

として重要である．汀線部の土壌動物に関しては，その

存在を生態系の主要な一員として見直してみる価値があ

るものと思われた．植生に限らず，水・陸界移行帯とし

ての汀線部の土壌も重要であり，土壌が直接水と接して

いることに重要な意味があると考えられる．

５）クモ類

ａ）マダケ林・林縁部・汀線部の３調査区において調

査し，16科99種（不明種を含む最少種数）を確認した．

豊田市のクモ類既知種32科220種（他に不明種20種あ
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り：豊田クモ談話会,1987）に比較すれば，横断面のクモ

相は面積の割にはかなり豊富である．

ｂ）クモの生活型からみると，全般的に地表よりも植

物上で生活する種がより繁栄している．

ｃ）生息環境からみると，横断面という水～陸間の環

境移行状態の中で，光環境の変化および営巣に好適な状

況を生み出す森林あるいは草地の立体配置が生み出す多

様な環境が，生息にとって重要である．

ｄ）横断面のクモ類相は，地表およびその近くの生活

者，あるいは植物上生活者いずれをとっても，明瞭な環

境傾度がみられる．これはそれぞれの生息に適した微環

境に，棲み分けをしているからだと考えられる．

ｅ）東海豪雨による洪水のダメージは，地表性クモ類

においては極めて大きく，復元に時間を要すると判断さ

れる．これに対し，植物上生活者は受けるダメージが少

なかった．

ｆ）洪水の影響からの回復には，補給個体の供給源が

距離的に近いかどうか，種個体の移動が時間的にいかに

早く行なわれるかが注目される．河川敷内環境とともに，

住民居住区を含む周辺環境も，供給源の所在として注目

される．

６-１）陸上昆虫

ａ）ベイトトラップおよびスィーピングの２採集法に

より調査が行なわれ，19目149科408種の昆虫が確認さ

れた．採集法のうち，前者は地表性昆虫および糖類もし

くは蛋白質性の食物に誘引される種をねらい，これに11

目116種6674個体が捕獲された．また後者は，植物上で

休息，摂食している種の個体を採取するもので，有翅昆

虫を主体に18目318種4172個体が捕獲された．

ｂ）マダケ林・林縁部・汀線部の三つの小環境におい

て調査が行なわれた．２採集法ともに，採集個体数はマ

ダケ林＞林縁部＞汀線部であったが，種数はこのような

一定傾向はなく，採集法の差が大きく現れ，スィーピン

グ法の方が概略2～3倍の種数になった．

ｃ）種あたりの個体数を，厳密な意味でなく，優占度

を示す簡単な目安とした（的確でないが優占度が低い場

合を多様性が高いとみなす）場合，植物多様性が高いほ

ど昆虫の多様性も高くなるという，深い関連が示唆され

た．また光環境が余り暗くなく，適度に明るさがみられ

るほど優占度が低く抑えられていた．

ｄ）優占種は，小環境ごとに次のようになった．

・マダケ林…ベイトトラップではアリ類が圧倒的に

多かった．アリは社会性昆虫で，集団行動をとることか

ら当然の結果で，それ以外の昆虫の顔触れの方が特徴を

表すと見る．土壌昆虫のマルトビムシ科・アヤトビムシ

科，落葉下で生活するモリチャバネゴキブリやウスバキ

スイがマダケ林の地表で得られる代表的な昆虫で，格段

の特徴はない．スィーピングではタケウンカが圧倒的に

多く，マダケ林の指標種とすることができる．アブラム

シ類は同定不可能であったが個体数が多く，おそらくこ

れを捕食すると考えられるオシマヒメテントウとホソヒ

メテントウの関係もこの環境の特徴を示す．水生昆虫の

隠れ家もしくは休息場所としても評価される結果が得ら

れた．また林縁部の結果との比較から，林床植生の豊か

さがマダケ林内の多様性改善にあたえる影響が大きいと

思われた．

・林縁部…ベイトトラップでは，マダケ林と類似の

優占種構成となった．アリ類が優占順位５位までを独占

したが，マダケ林に比べ種間の個体数格差は小さく，優

占度は低い．各小環境のスィーピングで，林縁部は最も

多くの種数を得た上，種あたりの個体数が少なく，優占

度は最も低かった．すなわち昆虫の多様性が高い．マダ

ケ林林縁であるのでやはりタケウンカが最優占種である

が，アリ類はベイトトラップほどに多くなく，他の昆虫

に優占種の座を譲っている．植物組織内で成長するキモ

グリバエ科・ハモグリバエ科が極めて多く，林縁部の特

徴を示した．水生昆虫の成虫の隠れ家あるいは休息場所

としてもよく活用されていて，川岸に近いことがその理

由であろうが，マダケ林とは少し種組成が異なるのが注

目される．食植性昆虫に寄生するハチ類の多さも，環境

が多様性を生む構成になっていることを示している．

・汀線部…３つの小環境のうちで，ベイトトラップ

で最も多種の昆虫を捕獲した．アリ類（トビイロケアリ）

とアヤトビムシ科の1，2位は，他の小環境との共通性が

見られるが，続く優占種がコオロギ類２種で，汀の環境

に関し予想しなかった結果となった．誘引餌としてのオ

イカワのトラップにも捕獲されており，蛋白源が確保で

きる河辺での摂食活動が注目される．スィーピングでは

汀線部に特徴的な植物のヤナギ類とツルヨシに依存する

種が生息する．優占１位のクサビヨコバイは完全にヤナ

ギ類依存タイプで，マダケ林のタケウンカに匹敵する指

標種と見ることができる．トビイロケアリはアリ類の中

でも突出して多く，ヤナギの枝上を往来し，優占４位の

アブラムシ類からの採蜜行動と見られる．キモグリバエ

科の多いのはおそらくツルヨシなどのイネ科草本の発達

に依存した結果と思われる．水生昆虫は，エリユスリカ

属類が多く，マダケ林や林縁部がヒゲユスリカ属類で占
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められていたのとは少し異なる隠れ家を提供している．

ｅ）洪水の影響はさまざまな形で現れる．特徴的な現

象は，種・個体数ともにベイトトラップでは減少するが，

スィーピングでは増加したことだった．大ざっぱには地

表性昆虫に影響が大きく，植物依存性の昆虫には小さ

かったと考えられた．

ｆ）詳細に見れば洪水後に消滅した種があり，新たに

出現した種もある．種の生活史において，攪乱による新

環境に素早く適応し個体数を増加する種もあり，ダメー

ジを長く引きずり復元が難しい種もある．攪乱の影響の

理解は，単純ではない．

ｇ）攪乱が生じた時期が，種や個体数の増加にも，減

少にもつながる．移動力の弱い幼生期などには死亡率が

高いが，すでに成虫期にあり飛翔や跳躍により非冠水部

分への逃避が可能な種では生残する率が高い．本稿第２

節で述べているように，洪水が植物に与えた影響は比較

的小さいという．事実植物の回復の過程では時季外れに

より多くの新枝葉が伸長し，昆虫の可食部量が増加する．

これは食植性昆虫にとって，攪乱をプラスの面に活用で

きる要素となる．このように生物間の相互作用も，攪乱

の余韻の長期化や回復時間の短縮に影響する．

ｈ）攪乱による初期的な環境インパクトの篩
ふるい

に掛けら

れた後において，新環境への適応ができるか否かの次段

階の篩を通過せざるを得ない．産卵の場が失われた（あ

るいは逆に整った）などは，その後の回復がどの程度進

行するかに大きく影響する．こうしたインパクトの多段

階メッシュを，時間的にも場所的にもうまくすり抜けら

れるかどうかで，環境復元の早さは決まるが，種個々の

適応性の差を埋め，攪乱前の生態系と同じ出発点に立つ

までに必要となる期間の判断は難しい．

ｉ）攪乱の発生が常に東海豪雨と同規模で同時期に起

こるとは限らず，さまざまな攪乱の形が時期や規模を違

えて生ずるであろう．ダメージの規模や形態はさまざま

に変化する．今回の調査は，特別に洪水を意識した組み

立てにはなっていないが，攪乱の影響を調査するための

手段について，多くの示唆を与えた．

６-２）食植性昆虫

ａ）17科30種の植物を食物源としている昆虫，６目

39科112種が確認された．

ｂ）植物環境を５段階に分けて，食植性昆虫の出現種

数を算出した．利用度の高さは以下のようになった．低

水敷斜面・散策路の草地（37％）＞汀部のヤナギ・ツルヨ

シ群落（31％）＞エノキ・ムクノキ等の高木上（20％）＞

堤防側林縁（９％）＞マダケ林（３％）．このように低水

敷斜面・散策路の草地を最も多くの昆虫が利用し，マダ

ケ林はもっとも利用率が低かった．河川堤外地の多様性

を高めるビオトープは，草地と，タケ類を除く河畔林が

重要な構成要素であることが明らかである．

ｃ）食植性昆虫の利用度の高い植物上位８種を掲げた

が，内訳は木本３種，草本５種で，河辺環境における草

本利用度の高さが確認された．河川は本来氾濫をともな

う不安定な環境で，世代更新が早い草本群落が植生の主

体である．利用度の圧倒的に高かった木本はヤナギ類で

あり，ついでエノキ，いずれも河辺環境に優占する樹種

で，河辺の自然の歴史を示すものとして評価の対象にな

る．しかしダム建設と河川水利用度の高さから水量が減

り，このような状態が長期にわたると植生が安定し，そ

のために氾濫原的な環境を好む植物は衰退し，さまざま

な遷移段階に富む自然度の高い河川に期待される個性的

な食植性昆虫は見られなかった．

ｄ）横断面の約80％の面積を占めるマダケ林で，食植

性昆虫の種数は最低であった．マダケそのものを食草と

する昆虫が少ないことが決定的に影響したほか，林内の

光条件が好適でないために，林床の草本や低木も利用さ

れることが少ないという面もある．マダケ林の面積が大

きい分だけ，河辺の食植性昆虫相形成には強い負の影響

力を持つように思われる．

ｅ）マダケ林を除く小環境は狭いが，その中で結果的

にマダケ林の河川側の林縁部が食植性昆虫に好まれるよ

うである．植物の種構成と配置，さらに斜面という地形

的な環境構造が，全般的に単純な河辺の植生の中ではや

や複雑な環境移行帯と認められる唯一の地点であったこ

とは，極めて有用な知見であった．

ｆ）水際にあるネコヤナギは，最も多くの食植性昆虫

が見出だされた樹種であるが，ヤナギ林ではなく汀線部

にツルヨシやタデ類などを下草にして単列に生えた状態

で，小数種の植物が作り出す植生が昆虫の生息環境とし

ての多様さを欠き，林縁部の昆虫相より見劣りする結果

となった．しかし，氾濫の有無にかかわらず河辺の基本

的な植生で，多くの食植性昆虫が依存していた．

ｇ）食植性昆虫の目別の種数順位は，先に実施された

都市ブロックの河辺環境調査における集計結果と同一傾

向にあった．食植性昆虫の広がりの根幹は地域のファウ

ナの中に強く潜在しており，植物が生産した有機物の第

一次消費者は基本的に昆虫であり，生態ピラミッドにお

いて，動物界の底辺に位置付けられる．

ｈ）洪水による攪乱を，自然が引き起こす「破壊」現
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象と見れば，青木（1977）が土壌動物の研究成果から提

唱した「環境破壊が起こった時には，真っ先に優占種の

交替が起こる」という説に該当する現象が，食植性昆虫

においても生じている事実が注目された．

ｉ）一時的かつ一過性現象として洪水のダメージはあ

るものの，植生の回復に少し遅れて，種による遅速の差

はあるものの食植性昆虫の回復が着実に進行しているこ

とが推測された．

７）両生・爬虫類

ａ）水辺でありながら，両生類の種・個体数が少なく，

トノサマガエル１種が確認されただけであった．当然生

息すると見られたアマガエルも，確認されていない．川

が流水環境であり水位の変動が激しいなど，両生類に

とって好ましい安定した水環境でないのが原因と思われ

るが，確かな理由は不明である．結果からは，横断面の

環境は両生類の生息には適していないと断定できる．

ｂ）爬虫類は２目３科４種が確認されたが，個体数と

してはカナヘビが図抜けて多かった．その生息は林縁部

が主で，草むらによじ登り，昆虫類を捕食しているよう

である．他種に関しては，確認個体数も少なく，安定的

な生息環境にはなっていない．

ｃ）洪水が両生類に与えた影響は，横断面がもともと

生息を確認しがたい地点であり，明確にそれと指摘でき

るような結果が得られなかったことから不明である．

ｄ）爬虫類においてもカナヘビの確認個体数の減少か

ら，洪水の影響なしとは言えないが，本来生息の好適環

境ではないので，明瞭な調査結果は得られなかった．

８）鳥類

ａ）他の動物群と異なり，横断面左岸側の定点から望

遠鏡の機能する対岸の越戸公園の低水敷までが調査範囲

となった．

ｂ）秋冬２季の定点観測調査で，11目20科40種が確

認された．確認個体数上位５種は，秋季：イカル・ヒヨ

ドリ・セグロセキレイ・コシアカツバメ・キセキレイ 冬

季：イカル・イワツバメ・ウ・ドバト・ヒヨドリ・ツグ

ミであった．概して調査地とその周辺環境を反映し，平

地と丘陵地に普通に見られる種が多かった．

ｃ）鳥類の出現環境は，種・個体数とも上空が最も多

い．河川から羽化，飛翔する昆虫を捕食するツバメ類を

除けば，上空での確認種にとって横断面は単なる通過地

点となっているケースが多いと見られる．

ｄ）横断面内に塒
ねぐら

をつくっている種は見出だされてい

ないことから，上空通過個体は別として，横断面は定まっ

た採餌のコースにすぎないというのが評価として相応し

いと考えられた．

９）哺乳類

ａ）３目４科４種が確認された．モグラの一種・イタ

チ・タヌキの３種によって横断面の哺乳類は特徴づけら

れる．ただしモグラの一種以外は，横断面に巣をもって

定住しているのでなく，採餌などの生活行動圏であるに

すぎない．

ｂ）多くの個体確認が期待されたネズミ類は，意外に

も稀であった．中型哺乳類による捕食圧が高いことが原

因と推測された．

ｃ）洪水の際には，高等動物であるために災難からの

一時的避難を行なったものと思われる．個体の消滅には

至っていないようである．

ｄ）モグラの一種の坑道は，洪水の前後において林縁

部に多かったが，洪水後はより汀線部に近寄っているよ

うに観察された．マダケ林とその周辺は洪水時の土砂堆

積が厚く，最も堆積の少なかったのは汀線近くである．

このことから一番土壌条件の安定した部分へ活動域を移

したものと考えられる．土砂堆積の激しかったマダケ林

では，洪水後嵩上げされた新土壌層表面近くに再び行動

が見られるようになるには，相当期間が必要であった．

ｅ）タヌキは洪水後１ケ月で林縁部の赤外線感応写真

に撮影され，減水後早々に復帰したことが確認された．

一時的な退避で難を逃れただけで，洪水の影響は軽微で

あったと思われる．

ｆ）イタチ類についても洪水の影響は軽微であったら

しく，洪水後さらに多くの足跡が見られるようになった．

汀線部を中心に頻繁に餌捜しをしているものと思われる

が，個体数が増加したのかどうかは分からない．

ｇ）洪水後の厳冬期の調査で，確認種のすべてで記録

が減少した．これは洪水の影響とは無関係に，餌となる

落果等が減り，魚などが低水温期になって深い場所に潜

み，食物の確保が困難になったためと思われる．そして，

より人家に近い場所が，餌確保の好適地となっている可

能性がある．哺乳動物にとっては行動圏の中に，住民居

住区を加える必要があり，堤内地を含むより大きな視野

で環境の在り方を考えねばならない．

10-3 横断面における動植物間の相互関係

１）マダケの繁茂の圧力

ａ）帰化植物の侵入を防止する効果が認められる．
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ｂ）リターの量は少なく，質的に腐植しにくい．腐植

の堆積が薄い．したがって，土壌動物は貧弱である．

ｃ）陸上昆虫は個体数が多いが，種数は少ない．多様

性が低い．

ｄ）総体的に食植性昆虫にとって，マダケの存在は重

要ではない．

ｅ）マダケ林の指標種はタケウンカである．ただし，

他種のタケ類でも同様の可能性がある．

ｆ）光環境は悪く，林内の草本，低木層の植物が疎ら

で，陸上昆虫や水生昆虫の成虫の隠れ家にもなりにくい．

２）林縁部の草本群落

ａ）植物の多様性は最も高く，昆虫の多様性も追従関

係にある．

ｂ）昆虫が最も多く見出だされるが，単に食植性昆虫

の食草の存否のみでなく，隠れ家（複雑な構造），光環境

（適度の明るさ），吸蜜植物の存在など生息条件が整って

いる．

ｃ）環境移行帯（エコトーン）形成．食植性昆虫が多

様で，それらに寄生する昆虫，捕食するクモ類も多様で

ある．食虫目（モグラの一種）の坑道も多い．

ｄ）昆虫を捕食する爬虫類のカナヘビも，草上に多い．

３）汀線部のネコヤナギ・ツルヨシ群落

ａ）横断面で食植性昆虫によって最も良く利用されて

いる植物はヤナギ類．河辺の陸生昆虫の生産量を支えて

いる．

ｂ）ネコヤナギに代表される河辺のヤナギ林の指標昆

虫はクサビヨコバイと見られる．

ｃ）水生昆虫（カワゲラ・カゲロウ・トンボ類等）の

羽化場所提供．主にセキレイ類の採餌場所となる．

ｄ）羽化した水生昆虫の隠れ家を提供．周辺にアシナ

ガグモ類の造網が多く見られる…クモ類の絶好の餌場．

ｅ）河川水面上に張り出した枝は，水生昆虫の成虫の

スウォーミングの場．ツバメ類の餌場として重要．

ｆ）水分に富む土壌内には，水生とくに遊泳型動物プ

ランクトンの往来がある．水生動物の食物（餌）生産の

場なのかが注目され，コンクリート護岸との差が今後の

研究課題である．

４）水中の生産力と生物間相互関係

ａ）付着藻類全体の生産力は低くない．大型糸状緑藻

類の繁茂は避けられない状況下にあるが，種により流速

選好性が認められ，水中での住み分けがあるかもしれな

い．

ｂ）その最も代表的な例として，横断面における巨石

水制前の淀みでは，明らかな流速差による種構成の相違

が現れる．

ｃ）水生昆虫の生産量は著しく大きい．とくにヒゲナ

ガカワトビケラは個体数，重量ともに大きく，河床の造

巣空間と食物となるリターや腐植の流下が豊富なことを

推測させる．

ｄ）河川敷内の食肉性動物は，陸生の他種のほかに，

水生昆虫の幼生期および成虫期を捕食する生活を生存戦

略としていると見られる．

ｅ）水中産卵の後のヒゲナガカワトビケラ♀成虫の死

亡個体の数は膨大で，生産量の多さが分かる（写真1-7）．

死体多数が岸辺に漂着．この蛋白源を魚類は利用せず，

スィーパーとして活躍するのは，水辺に住むオサムシ科，

シデムシ科，ハネカクシ科の可能性が高く，これらが生

態系の重要な一員と思われる．

ｆ）動物プランクトンのニッチの一つとして，汀線部

の土壌を考慮すべきである．ただし，土壌がプランクト

ン生産に関与する場であるかどうかは不明である．

ｇ）水位変動が頻繁な流水であるためか，両生類の確

認が少なく，水中の生産性に寄与していない．

ｈ）鳥類で横断面に定着しているカイツブリとカルガ

モは，いずれも流水環境のためか数は少なく，中州側の

ツルヨシの茂みに生息している．食肉性の前者は，魚類

や水生昆虫を摂食している確認例はないが，食物の量は

豊富であろうと思われる．食植性の後者が，藻類を摂食

している観察例もなく，多分汀の陸生植物を食べている

ものと思われる．サギ類などの水辺の鳥は，定点的に流

木や石の上に縄張りを構え，水中の魚類，昆虫類などの

餌を啄むのが観察される．

５）食植性動物

ａ）マダケに依存的な昆虫は少なく，指標性を持つ種

としてタケウンカと同定不能なアブラムシ類が認められ

る程度で，きわめて貧弱である．

ｂ）河川敷の植生を代表するネコヤナギ等のヤナギ類

は，指標性種クサビヨコバイが多いほか，食植性昆虫の

確認種数としては最も多くが利用していた．さらにエノ

キ・ムクノキも河岸から少し距離をおくが河川敷内の主

要樹種で，食植性昆虫の利用が多く認められた．これら

は河辺環境の基本的な群落を形成する植物であり，河辺

環境における昆虫相形成の基盤になっている．

ｃ）これに加え，河辺では水位変動による諸段階の規
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模の攪乱が定常的に起こり，世代更新の速い草本群落で

の生活者と思われる昆虫が，林縁部に多く見られる．

ｄ）ムクノキ・エノキ・ヤマグワ等の実を好んで摂食

するイカル・ヒヨドリ等が，河辺林で多く確認され，横

断面の鳥類の代表的な種となっている．

ｅ）哺乳類は雑食性のネズミ類とタヌキが落果等を摂

食しているらしい．ただし，季節的に供給が十分ではな

い時期があるので，行動範囲は広く，とくにタヌキは堤

内地の民家にも出没している可能性がある．

６）食肉性動物

ａ）底生動物のうちの食肉性昆虫（カワゲラ類・ヘビ

トンボ類・トンボ類）は，水中で藻類やプランクトンを

摂食する昆虫あるいは他の小動物を捕食することが知ら

れている．横断面でもこれらの関連種は多く確認されて

おり，同様の捕食関係が実在するものと思われる．

ｂ）マダケ林内で多量に発生しているアブラムシ類は

同定されていないが，その発生期にはオシマヒメテント

ウや他のヒメテントウ類が必ず確認されており，これは

明らかに捕食関係にあると見られる．

ｃ）アブラムシ類はほとんど同定できなかったが，林

縁部や汀線部の植物のスィーピングでも多数確認されて

いる．同時にこれらの捕食性天敵と思われるハナアブ類

の幼虫も観察されており，ハナアブ類成虫の吸蜜源とな

る草花の併存が，この場所の昆虫相を豊かにしている様

子がうかがえた．ナナホシテントウなどのテントウムシ

類もこのアブラムシ群落へ依存しているが，アブラムシ

の排泄する糖類に好んで集まるアリ類を含む複雑な食物

連鎖関係については，全く整理できなかった．

ｄ）食植性昆虫で大きな生産量を持つのは，チョウ目

やハバチ類幼虫であるが，アシナガバチ類の捕食にさら

されていた．さらにヒメバチ類によって狩られ，かつ寄

生を受けていることが飼育によって明らかになってい

た．寄生にはヤドリバエ類等も盛んに関与しており，大

型のチョウ目の幼虫は大きな被害を受けていた．

ｅ）鳥類は子育ての時期に多くの昆虫・クモ類を捕獲

し，幼鳥の餌にする．その場合は時期的に若葉の季節に

当たり，多くの昆虫が幼生期で盛んに摂食し，最大の昆

虫生産量に達する時期と一致する．

ｆ）本特集では魚類に関しての報告は行なっていない

が，内田朝子（未発表）によれば，横断面で得られたカ

ワムツ・オイカワの胃内容物中には，恐らく樹上から落

下したと思われるアリやハエ類の存在が確認されてい

る．

ｇ）水面上の空域は，川面から羽化し，あるいは産卵

などに飛翔中の無数の昆虫が見られる．これらは捕食性

動物の絶好の餌となる．比較的小型のユスリカ類などは，

水面上を徘徊中のトンボ類（コオニヤンマやサナエトン

ボ類が多い）に捕らえられ，やや大きなトビケラ類やカ

ゲロウ類などはトンボよりやや上空でツバメ類が捕食す

る．ツバメ類は，種によって活動高度が少し異なり，最

も低い位置でツバメが，ついでコシアカツバメが，さら

に上空にはイワツバメというように複層的に配位してい

るようである．

10-4 東海豪雨後における生態系の回復

１）河岸植生は，洪水によって一時的に倒伏や損傷は見

られるが回復も早く，総体的にダメージは少ない．

林床植物は草本主体に短期間に回復する傾向があ

る．

２）水中生態系の中で，付着藻類の回復は極めて早い．

河床攪乱の影響で大型糸状緑藻類の繁殖状況や種組

成の若干の変化は見られるが，生産量そのものは短

期に回復する．

３）付着藻類の回復に引き続き，底生動物も一時的に変

化したが，洪水後１年ぐらいで約80％程度の生産量

と種組成を回復．攪乱によるダメージは少ない．

４）土壌動物は洪水により腐植を含む表層土壌が流失

し，さらに厚い土砂の堆積があり，大きなダメージ

があった．この変化過程を見ると，回復は相当遅れ

るものと思われるが，これが河川敷土壌の定常的な

変化形態と考えてもよく，水中系との回復時差を一

般認識しておくのが良いのであろう．

５）クモ類においては地表性の種ほど大きなダメージを

受けるようで，植物上の生活者は影響が比較的少な

い．これは樹上等への一時的退避の可否によるもの

かもしれない．

６）陸上昆虫の洪水による攪乱の影響は，種の生活形態

により様々である．クモ類と同様，地表性の種はダ

メージが大きく，植物上生活者は余り影響を受けな

い．

７）食植性昆虫への洪水の影響は，ダメージを受けた時

期の成長段階などによって異なると思われるが，植

生回復が先行し，追従する形で回復して行くと見ら

れる．

８）両生類は貧弱なため，回復を確認できる観察例がな

いが，爬虫類では陸生のカナヘビで明らかな減少が

見られる．冠水を受けなかった地域からの補給速度
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によって回復の遅速があるが，決して早くはない模

様である．

９）哺乳類はもともと横断面に塒があった証拠はなく，

洪水直後から多数の生活痕が見られた．ただしモグ

ラの坑道は堆砂の厚い場所では数ケ月以上も回復が

見られず，堆砂の少ない地点でも若干の位置移動が

見られた．これらの点から哺乳類は冠水によって一

時的に安全な場所に避難し，減水とともに元の生活

圏に戻ったものと思われる．

10）以上東海豪雨の影響を総括すると，河川敷の植生は

洪水によるダメージに対し強い抵抗力を持ち，水中

生態系の回復も極めて早い．これに対し，下等動物

群では地表近くの生活者ほど大きなダメージを受

け，植物上に生活基盤を持つ種の回復の早さが目立

つ．また高等動物では，攪乱に巻き込まれないよう

な一時的避難を自ら取り，減水後に素早く生活圏へ

の復帰をしている可能性が強い．

10-5 河川横断面から見た動植物の河川利用実態の概念

と未来要素

10-4までの動植物の生息活動状況を簡略化して示し

たのが図10-1である．またより良好な河川環境を創造す

るために配慮しなければならない要素を図10-2に示し

た．

10-6 物理的・人為的環境をどう見るか

洲崎（2003）による本特集の前書きの図1-2（以下図1-2

とする）には，中央に陸上・水中両生態系がおかれてい

る．この二つの生態系の現状について上述のように調査

結果を記述したが，図には両生態系を取り囲む諸要因が

周縁に描かれている．この周縁の諸要因を，ここでは「物

理的・人為的要因」と呼ぶことにしておこう．これらは

他の３班（河川工学，生物・工学，人文・環境）によっ

て，横断面以外の広範囲で多くの研究，解明がなされて

いる．

物理的・人為的要因には，横断面調査で生物班はほと

んど手をつけていない．しかし生物班が得た結果を考察

する上で，他班の調査結果が全く無関係であるはずはな

く，ましてやダム直下流における生態系の不健全さを解

明するのが，本プロジェクトの主要命題である以上，そ

のことに触れずにはいられない．だがここで他分野の

データすべてに目を通す機会はないし，不確かなことを

論述することもはばかられる．したがって，この横断面

の生物の実態調査に関し，そこから得られた情報を理解

する上で，生物班として関連づけたい情報あるいは生物

班が自ら調査すべきであるが為し得なかった事項等を，

物理的・人為的要因と結びつけようとしている姿勢を示

すことで，図1-2の概念の中での位置づけをさらに明確

にしておきたい．

１）河川内の環境

７項目が図1-2に掲げられている．順を追って陸上・

水中生態系との関係に迫ってみたい．

ａ）水温，水質，流量，流速

これらは，水生生物調査において常に測定される項目

である．現地で劇的な異常値が見られればともかく，通

常は後日生物の採集種数や個体数・生産量等が調べられ

る際，異常が認められる場合はノートを振り返ってみて，

そこで測定値との因果関係の追究を行なう．現地調査の

時点で，このような試験項目にメスを入れることはない．

それゆえに，遡って異常な状態が発生した時点の特定は

極めて難しい．

長期連続的な水質調査が公共の管理機関で行なわれる

場合でも，場所はずっと下流の少数定点に特定されてお

り，われわれの現地調査地点からは遠く離れている．し

たがって，公共の機関で測定した水質データを，実際に

横断面の小さな環境に適用できるのかは疑問である．

たとえそれらが利用できても，異常と判断できる根拠

となる正常時の測定値が，明確ではないのである．この

ような状況での生物調査の結果は，物理的・化学的要因

が数字の上でどのように表現され，生物生息との具体的

な関係として現象面に表れているかの指摘を困難にさせ

ている．

物理的・化学的要因は確かに生態系の存続と保全に大

きな影響を及ぼしている．しかしこれは一方通行だけで

はないのではなかろうか．生態系が充実していれば，物

理的・化学的側面での河川環境もまた優れたものになる

という視点を見過ごしてはなるまい．横断面の状況だけ

でそのすべてを理解し，現状の改善を図れるであろうは

ずはない．

しかし横断面から言えることは少しはあるように思わ

れる．「この川のこの規模，この河川環境からすれば，こ

れだけの質的内容を持つ生態系が存在してもよいはず

だ」ぐらいの目安をのべることはある程度可能なのでは

ないか．河川内環境を調べている間に，ある着眼点に，

いつかどこかで，何度となく気がつくはずである．ただ

気がついても，データを持っていない段階では，それを

口にするのは「科学的」観点からは憚られるということ
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高 空 域
ハシボソガラス・ハシブトガラス・トビ・ドバト

高 空 域

イカル・ヒヨドリ・シメ
コゲラ・シジュウカラ
マダケ林中間層

マダケ・ムクノキ

中低木層
鳥類の定着 塒・営巣
マダケ林の全・間伐・縮小
中・低木層の多様化
帰化種、都市種の侵入防止
光環境改善

マダケ林土壌

河辺林土壌高分解性腐植層
土壌動物多様化

林縁
土壌

林縁
土壌 汀部

土壌

汀部
土壌

- ．
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はあるようで，はなはだ残念である．

考えてみれば，「昔は…」の類いの話は，こと生き物に

関しては山ほどある．これに対して物理・化学的な水質

項目と測定法は，ここ40年ほど前に確定したにすぎな

い．近代的手法で川の健康状態を分析し始めてから，す

でに40年近くもたってはいるが，まだそれくらいしか

たっていないともいえる．河川の健康度のバロメーター

とされる水質国家基準制定の背景は，川が汚染されてき

たという現実問題への緊急対応策として立てられたもの

で，それ以前の川が美しかった頃のこの川に特徴的（個

性的）な具体的数値が基準になっているものではない．

したがって，川に密着した生活をしていた人々が，日々

見つめ，触れてきた経験の質と量に比べれば，近代科学

的データの蓄積は取るに足りないものだ．ただ主観を排

するという科学の基本的な姿勢の強力な押しの前では，

いかに貴重な経験といえどもそれが尊重されないで来て

いるのである．この点のバランスは，もう一度問い直し

てもよいのではないか．共通概念として「数値」で語れ

ることが前提でも，それは普通は流域住民の庶民感覚の

外の「ご無理ごもっとも」程度に終わりそうである．生

き物以上に抽象的データとして扱われる可能性が，水質

においては存在するおそれがある．共通の話ができる材

料が検討されねばならない．

例えば魚については，往時生息していた種は衰亡著し

く，種数は激減しているという記録がある．一方，いさ

さか古びてはいるが，体験に基づくその頃の川の記憶を

持つ人はまだ健在である．写真の普及に合わせて，横断

面そのものではないが，そこから遠くない河辺でのス

ナップの背景などでも，確かに状況を読み取れる．だか

ら，これぐらいの生き物が河川環境の中に生息できるよ

うにすることを保証する条件は，生物班から提起できそ

うに思えるのである．

「今となっては…」「昔に戻すことは不可能だから…」

と，環境破壊をもたらしている現代生活の容認を継続す

るのは如何にも悲しい．環境の復元放棄が，抵抗もなく

余りにも安易に受け入れられてしまうのは如何なもので

あろうか．

ｂ）氾濫の規模・頻度，河床構造，ダムの運用

河川敷の生物は，もともと不安定な環境，とくに水に

洗われる機会の多い条件下で生活し，独特の適応を果た

してきたものである．その条件が外されれば，通常の陸

地と何ら変わりない，いわゆる（安定した環境）生態系

の一員になってしまうであろう．そうなりつつあるのは，

わずか40kmの間に７基もあるダム群による河川水の

寸断にあるのは明らかである．名目は住民の生命財産を

守り，近代的生活を保証する治水・利水である．この大

義には何らかの犠牲を流域住民に強いる無言の重圧が潜

んでいる．それが環境悪化との引き換えとなっているの

は残念である．

ダムの運用こそは，現在の矢作川において最も困難な

課題にあげられる．氾濫の規模と頻度，さらに河床構造

の変化も，今はただダムの運用如何に支配されていると

いって良い．

歴史的に矢作川は暴れ川であった．現在の落ち着きか

らは想像もつかない規模で氾濫し，平野を造ってきた．

現在の岡崎平野は，矢作川の氾濫によって運ばれた土砂

が堆積してできたという．農耕経済が発達し，人の生活

が川の水供給を必要とし，平坦な地盤の上が活動に好ま

しく，かつその近接地での居住を望むようになった．平

野部は絶好の場であったが，人の生命と財産を川の洪水

被害から守る活動がますます必要となり，主として堤防

強化の形で解決すべく為政者の掛け声で工事が進められ

てきた．この長い歴史的時間経過の後に，近代を迎え，

新たにダムという巨大な貯水機能の構築物が築造される

に至ったのである．

こうして今は東海豪雨のような500年に一度ともいわ

れる降水があっても，大被害には至っていない．被害が

少なく終わったのは，治水能力のあるダムが目的どおり

に機能したおかげだとダム管理者はいう（田中，2002a）．

その論理・主張を否定するものではないが，一方では過

去の洪水経験に照らして，逐次強化してきた堤防の防災

効果をかなり是とする考えも筆者は持っている．さらに

予期せぬ効果は，ダム自身が果たしてきた河床低下によ

る河積（河道の断面積）の増大がある．

ダムが河床材料の供給を阻止した結果生ずる河床の洗

掘は，低粒度の砂礫を河床から除去するのみであり，残

留した高径の石礫が，ダム湖水中の濁りの原因とされる

浮遊性シルトの付着を被り，もしくは河床下で露出した

古い地層への嵌まり込みなどで，固定化（アーマ化）し

てしまうという連鎖的な波及をもたらした．慢性的なカ

ワシオグサの大発生は，このようなアーマ化を人が体感

的に意識しはじめた頃と軌を一にして問題化した．カワ

シオグサの異常な繁殖は，この河床状況が原因で本当に

起こったのであろうか．河川工学班も，その追究に着手

した．生物班でも調査が進められ，古鼡プロジェクトの

活動期間中の東海豪雨における河床変化とカワシオグサ

の発生状態は，発生を抑えるには至らなかったが，発生

量の低下には有効であったとされている（内田ほか，
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2002）．

氾濫による河川敷内の現生動植物の生息状況や生態系

の乱れはたしかに認められるが生物の生命力は，必ずし

も壊滅を招かぬ仕掛けに満ちているようである（田中，

2002b）．一時的には認められても，いずれ回復するとい

う見込みは，各項目の報告でも明らかである．小川ほか

（2003）も底生動物に関し同様の見方を示している．洪

水の回数や規模が，多少増加拡大しても生態系破壊には

つながらないばかりか失われつつある本来の河川の生態

系への回帰への機会ともなる．この結論は，古鼡プロジェ

クト生物班が導き出した一つの成果である．

調査結果を尊重するならば，河川内環境の改善を図る

には，洪水はかなりの頻度で起っても容認すべきだし，

規模も管理可能な限度いっぱいに大きくする決断が必要

であろう．河川を如何に自然状態に近くするか，すなわ

ち如何に矢作川を本来の姿らしく保つかは，本質的な環

境の保全を目的の一つとしたダム運用を行うかどうかに

かかっている．

ｃ）光環境

河川内環境のうちの光環境は，実際には水質として評

価される項目のうちに当てはまるものがあるであろう

が，これは水中の光線量を阻害する物質の発生源に行き

着く問題でもある．

光合成を営みながら成長する付着藻類は，光エネル

ギー如何で成長速度や生産量などに大きな影響を受ける

ので，光環境が無視できないことは容易に想像できる．

連鎖的に水生植物を食料源とする水生動物の生産に，た

ちまち影響が表れる．こうした水生生物の増加は，河川

内での栄養塩の組成と濃度を，ある程度まで極めてバラ

ンスのよい状況に導く効果がある．

光合成が盛んなことは，溶存酸素の量を高める．それ

は水質項目に表現される水生動物の生息環境の改善であ

り，特に呼吸量の多い動物の収容力を高める効果が期待

される．

古鼡地区に限らず，矢作川全体としての問題点は，濁

度もしくは透視度として表現される水質がどのように改

善されるかであろう．光が水深のある河床の奥深くまで

届くように改善される必要がある．それは矢作川が水質

基準をクリアーしていることで解決しているわけでな

い．卑近な例では，潜水調査での見通しがほとんどきか

ない，あるいは水中カメラで撮影対象を鮮明に捕らえら

れない実情が，決して水質基準に準拠していない不整合

さを示す根拠となっている．

２）陸上の環境

気温・降水量・土壌条件・光環境の４項目がここで取

り上げられている．いずれも陸上生態系を考えるに欠か

せない環境要素である．ここでは一括して考えたい．

河川内の陸上環境といっても，陸域と水域の境界領域

に明確な一線を画することは，あくまでも人為的な便宜

であって，生物界全体からすれば一連の環境のグラデー

ションにすぎず，その全般が重要である．

自然条件としての気温は，陸上生態系の活性を付与す

る一大要因である．近年気候の温暖化が進行しているこ

とが，地球規模で大問題になっている．また降水量も，

年々減少気味だというが，気温と降水量に相関関係があ

れば大いに懸念されるところである．

降水を伴わなければ生物の活性が正常でなくなる．降

水は自然頼みで人工的には何ら解決しない．とくに降水

量の変化は，過剰であればそれだけ多く河川水として流

下するが，過少で人の生業に影響をもたらす場合は河川

からの取水に頼るという逆の流れを来す．その正逆の機

能を総合的に高め拡大したのがダムであろう．

自然の恵みとしての気温の季節的推移安定と，土壌水

分を枯渇させないだけの安定した降水が，良質の土壌を

生み出すのはもちろんである．しかし，それには保水性

に富んだ腐植の発達を生み出す植生の健全さも大きく加

味されるべきであろう．健全な森林あるいは草地を生み

出す条件は，基盤となる地質と，その地の気候に特徴的

な植物種の構成であり，植生に対し人の経済一辺倒の配

慮が働き過ぎると，結果的に不健全さを曝すことになる．

そして植物の成長に欠かせないのは，光環境の在り方で，

昼なお暗い常緑針葉樹の広域一斉植林の林床の，植被の

ない地表の脆さは，植物の成長に不可避な光環境の大切

さを思わざるを得ない．この点の指摘は，東海豪雨が見

事に実証してくれた（田中，2002a）．

このような陸上環境の河川の外における健全さが守ら

れているならば，それは河川に良質の水を供給する働き

をするのみならず，河川の陸上生態系の健全な維持に貢

献するものである．氾濫によるダメージの修復は，事後

に供給源が近くに存在することと強く関係する．堤内・

堤外ともに生態系が乱れている場合は，修復不能な事態

に陥る．陸上の環境との関係を河川生態系と結び付ける

には，堤内の環境構造をしっかりと把握しておく必要が

ある．その中では，人の堤内地の居住，農・工・商業や

その他の営みの環境への影響も，要因として視野に入っ

ていなければならない．
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３）人による河川の利用

この「物理的・人為的要因」として図1-2には，河畔

の植物の利用と漁業の２項目が取り上げられているが，

いずれも河畔が人の生業の掛け替えのない場である

（あった）という点で一致する．

河川利用の歴史的な関心事として，この２項目は確か

に大きな痕跡を今に残している．

昭和中期までの自給自足の経済下では，河川敷の持つ

広大な土地空間は，貴重な生活資源生産の場であったと

同時に，常に洪水の危険をはらんだ恐ろしい場であった．

しかし，人はここを積極的に利用しようとしてきた．家

畜飼料の採草地であったが，一部には耕作地に利用され

ていたであろう．護岸目的で河岸に狭く植栽されたマダ

ケは，竹材としても活用されたし，タケノコの採取の場

にもなった．

流域が工業の町として繁栄し，高賃金で雇用が促進さ

れる時代が到来すると，低効率の河川敷での人の営みは

廃れ，河畔の植物は人の管理を離れ，大きく様変わりを

した．これが昨今の河川の陸上生態系の基盤になってい

る．扶桑町では，人は川から離れるだけでなく，それま

で生活を支えた養蚕業から撤退するようになった．それ

とともに川への関心が急速に薄れ行くようになったこと

が，河川の汚濁の状態に無関心な状況を培った一因であ

る．

一方漁業は汚濁が進行しても，地元の釣り人によって

細々と続いていたと見られる．漁業が自然からの採取に

頼るのみでなく，放流養殖事業による 果が期待できる

ようになったことも，緩衝材料にはなったであろう．ま

た，汚濁が緩和された昭和50年代以降，矢作川漁業共同

組合が，稚アユの放流量拡大やＰＲ活動をすすめたこと

で，各地から多くの釣り客を川に呼び込み，アユ漁は続

けられてきた．しかしダムの被害は竣工後，一定期間を

おいて顕著になってきた．加えて下流域の工業の発展，

農業の拡大，人口増加は飛躍的に水需要をもたらした．

ダム群による総合的な水利用は河川流量のほぼ50％

に達するほどで（新見，1997），下流に至っても河川を流

れる水量は増加しないどころかむしろ減少する．ダムの

容量を維持していくためには，河床からの絶え間ない砂

利浚渫が必要であった．その河床人工攪乱による濁りが

慢性汚濁の一因となり，牧畜等の汚染源の山間部移転が

新たな汚濁を生んで今日に至っている．同時現象として

は水量低下に加え，大地の形成に寄与した砂利も流下し

なくなった．大型糸状緑藻類の異常繁殖などは，清澄な

川の印象を遠ざけた．カワシオグサの繁殖防止は本プロ

ジェクトの研究課題として最重要であり，この横断面調

査でも取り上げられているが，正常化の決め手は河川全

域の総合的な調査でなければ見出だされないであろう．

かくして中下流域の河川は，いつしか人の川離れを定

着させる結果となっている．レジャー色の濃い行為をの

ぞき，人による河川の利用の営みは，過去のものとなり

つつある．すべてはダムに蓄えられた水を利用すること

が，河川の利用という表現に置き換えられてしまいそう

な現実がそこにある．

それゆえに通常われわれの見る河川は，矢作川ではダ

ムとダムに挟まれた短距離区間の一地点でしかない．古

鼡プロジェクトが選んだ区間は越戸ダムから下流の2.5

kmであるが，地形的な条件からその中の半分程度しか

調査の対象にならない．また本稿の横断面は，そのまた

わずか20m区間だけのことである．しかし上にのべた

「人の川離れ」要因の多くがここに凝縮されていると感

じるのは，調査担当者間だけの共通項ではないであろう．

４）ダムの問題

上記１）～３）で「物理的・人為的要因」に関し，図1-2

の外周を構成する項目について，横断面調査から言える

ことを述べてきた．最後にダムをどう見るかということ

だが，その影響は全流域に及んでおり，１）～３）でかな

り突っ込んで関連したことに触れたので，新たに記すこ

とはない．もし矢作川に良く似た個性の，ダムのない自

然河川が現実に存在すれば，比較調査を実施してもっと

明確にダム直下流の不健康な実情を明らかにできたであ

ろうが，それは望むべくもない夢である．

ダムを造るには人類の経済生活にかかわる直接もしく

は間接的な要求があったわけである．歴史的な人類活動

の功罪を，事後に論じても始まらない．ただ罪の部分を

埋め合わせる手段を講じることは，叡智の創出と行動の

意思によって可能である．これは洲崎（2003）による本

特集の前書きの図1-3に記されている古鼡プロジェクト

組織の各調査の総合化で明らかになるはずであり，それ

を期待するものである．

10-7 環境改善に寄与する未来創造要素

以上横断面の生物調査結果から，現状の解析とその原

因を追及し，また図1-2で想定された諸要因に連関させ

て考察を展開してきた．その過程で，ダム直下流のモデ

ルと設定した扶桑町地域の河川環境を改善するために，

留意しなければならない項目が浮き彫りになってきた．

これを一括して示したのが図10-2である．
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この図には現在起こっている現象の認識とその活性化

志向性，さらに背景として将来取るべき施策が概略取り

込んである．個々に説明しなくても，字面からおおよそ

のことが理解されると思われる．ただ個々に断片として

大方理解されていたとしても，ここではそれらが大きな

視野の下で有機的に深いつながりを持っていることに理

解を進め，深めていただきたい．ダム直下流の環境バラ

ンスの不健全性を改良するに際し，配慮すべき事項とし

て重視され，新しい健全な河川の未来が開かれることを

願っている．

（田中 蕃）
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待に沿えるような，役立つ知見となることを願っている．

念頭にある多くの方々は，横断面調査以外で本プロ

ジェクトに参加していただいているので，プロジェクト

全体としては改めて謝意を表する立場にないかもしれぬ

が，横断面担当者としての立場から，名を掲げて深謝の

意をお伝えしたい（順不同，敬称略）．

名古屋大学大学院の辻本哲郎博士，北村忠紀博士（現・

パシフィックコンサルタンツインターナショナル㈱），田

代喬氏，愛知工業大学の四俵正俊博士，内田臣一博士，

甲南高校の恩地実氏，景生保全研究所の千々岩哲氏，矢

作川漁業協同組合専務理事の新見幾男氏，関西学院大学

の古川彰博士，矢作川天然アユ調査会の梅村 二氏，豊

田市矢作川研究所所長の松武義聰氏，㈱西日本科学技術

研究所の福留脩文氏からは，日頃の交流を通じて見識に

富んだ多くの情報提供とご意見を賜った．

また，名城大学の有田豊博士，小野寺慎吾氏，南山大

学の江田信豊博士，平林孝夫氏，真野徹氏をはじめとす

る環境科学㈱の方々，豊田野鳥の会の深見弘氏，矢作新

報の新見克也氏，豊田市矢作川研究所の白金晶子氏，山

本敏哉氏には調査の面で，環境科学㈱，新潟日本青陵女

子短期大学の佐藤力夫博士，国立科学博物館の篠原明彦

博士には同定の面でご支援を賜った．

また，本プロジェクトの進行を支え，バックアップに

配慮していただいた豊田市役所河川課，国土交通省豊橋

工事事務所，愛知県河川課，同豊田加茂建設事務所，中

部電力株式会社，矢作川漁業協同組合，枝下用水土地改

良区，古鼡水辺公園愛護会（会長：村山秀夫氏）および

豊田市扶桑町地区区民の皆さんに対して，深甚の謝意を

表するものである．
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付表 古鼡横断面確認種リスト．

陸上植物調査

科名 種名

シダ植物

トクサ スギナ Equisetum arvense

イノモトソウ イノモトソウ Pteris multifida

チャセンシダ トラノオシダ Asplenium incisum

オシダ ヤブソテツ Cyrtomium fortunei

種子植物

被子植物

双子葉植物・離弁花類

クルミ オニグルミ Juglans ailanthifolia

ヤナギ ネコヤナギ Salix gracilistyla

コゴメヤナギ Salix serissaefolia

ブナ クリ Castanea crenata

アラカシ Quercus glauca

シラカシ Quercus myrsinaefolia

コナラ Quercus serrata

アベマキ Quercus variabilis

ニレ ムクノキ Aphananthe aspera

エノキ Celtis sinensis var.japonica

クワ カジノキ Broussonetia papilifera

クワクサ Fatoua villosa

ヤマグワ Morus australis

イラクサ クサマオ(カラムシ) Boehmeria nivea ssp.nipononivea

カテンソウ Nanocnide japonica

タデ ミズヒキ Antenoron filiforme

オオイヌタデ Persicaria lapathifolium

イヌタデ Persicaria longisetum

イシミカワ Persicaria perfoliata

ママコノシリヌグイ Persicaria senticosa

ミゾソバ Persicaria thunbergii

スイバ Rumex acetosa

ギシギシ Rumex japonicus

ヤマゴボウ ヨウシュヤマゴボウ Phytolacca americana

ナデシコ ノミノツヅリ Arenaria serpyllifolia

オランダミミナグサ Cerastium glomeratum

ウシハコベ Stellaria aquatica

コハコベ(ハコベ) Stellaria media

ヒユ イノコズチ Achyranthes bidentata var.japonica

モクレン サネカズラ Kadsura japonica

クスノキ ヤマコウバシ Lindera glauca

クロモジ Lindera umbellata

キンポウゲ コボタンヅル Clematis apifolia var.biternata

センニンソウ Clematis terniflora

メギ ナンテン Nandina domestica

アケビ アケビ Akebia quinata

ミツバアケビ Akebia trifoliata

ツヅラフジ アオツヅラフジ Cocculus orbiculatus

ドクダミ ドクダミ Houttuynia cordata

センリョウ フタリシズカ Chloranthus serratus

ツバキ ヤブツバキ Camellia japonica

アブラナ タネツケバナ Cardamine flexuosa

ジャニンジン Cardamine impatiens

ベンケイソウ コモチマンネングサ Sedum bulbiferum

バラ キンミズヒキ Agrimonia japonica

ヘビイチゴ Duchesnea chrysantha

ヤマブキ Kerria japonica

ヤマザクラ Prunus jamasakura

ノイバラ Rosa multiflora

マメ コメツブウマゴヤシ Medicago lupulina

クズ Pueraria lobata

フジ Wisteria floribunda

カタバミ カタバミ Oxalis corniculata

トウダイグサ アカメガシワ Mallotus japonicus

ニシキギ ツルウメモドキ Celastrus orbiculatus

マサキ Euonymus japonicus

マユミ Euonymus sieboldianus

ブドウ ツタ Parthenocissus tricuspidata

スミレ ツボスミレ Viola verecunda

グミ ツルグミ Elaeagnus glabra

アカバナ チョウジタデ Ludwigia epilobioides

メマツヨイグサ Oenothera biennis

ミズキ アオキ Aucuba japonica

ウコギ ヤマウコギ Acanthopanax spinosus

タカノツメ Evodiopanax innovans

ヤツデ Fatsia japonica

キヅタ Hedera rhombea

セリ ヤブジラミ Torilis japonica

オヤブジラミ Torilis scabra

双子葉植物・合弁花類

ヤブコウジ マンリョウ Ardisia crenata

ヤブコウジ Ardisia japonica

エゴノキ エゴノキ Styrax japonicus

モクセイ イボタノキ Ligustrum obtusifolium

ヒイラギ Osmanthus heterophyllus

キョウチクトウ テイカカズラ Trachelospermum asiaticum var.intemedium

アカネ ヤエムグラ Galium spurium var.echinospermon

ヘクソカズラ Paederia scandens

クマツヅラ ムラサキシキブ Callicarpa japonica

クサギ Clerodendron trichotomum

シソ カキドオシ Glechoma hederacea var.grandis

ヒメオドリコソウ Lamium purpureum

ナス ヒヨドリジョウゴ Solanum lyratum

スイカズラ ウグイスカグラ Lonicera gracilipes var.glabra

スイカズラ Lonicera japonica

ウリ アマチャヅル Gynostemma pentaphyllum

カラスウリ Trichosanthes cucumeroides

キク ヨモギ Artemisia princeps

ノコンギク Aster ageratoides ssp.ovatus

アメリカセンダングサ Bidens frondosa

ノアザミ Cirsium japonicum

オオアレチノギク Conyza sumatrensis

ダンドボロギク Erechtites hieracifolia

ハハコグサ Gnaphalium affine

ニガナ Ixeris dentata

ヨメナ Kalimeris yomena

セイタカアワダチソウ Solidago altissima

ヒメジョオン Stenactis annuus

ヒロハタンポポ Taraxacum longeappendiculatum

オニタビラコ Youngia japonica

単子葉植物

ユリ ホウチャクソウ Disporum sessile

ヤブカンゾウ Hemerocallis fulva var.kwanso

オモト Rohdea japonica

サルトリイバラ Smilax china
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シオデ Smilax riparia var.ussuriensis

ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris radiata

ヤマノイモ トコロ Dioscorea tokoro

ツユクサ ツユクサ Commelina communis

イネ アオカモジグサ Agropyron racemiferum

トボシガラ Festuca parvigluma

ネズミムギ Lolium multiflorum

ススキ Mischanthus sinensis

チヂミザサ Oplismenus undulatifolius var.japonicus

ヌカキビ Panicum bisulcatum

シマスズメノヒエ Paspalum dilatatum

ツルヨシ Phragmites japonica

マダケ Phyllostachys bambusoides

メダケ Pleioblastus simonii

ヤシ シュロ Trachycarpus fortunei

カヤツリグサ クグガヤツリ Cyperus compressus

注）科名・種名の配列と学名は原則として「植物目録」（環境庁，1987）

に従った．種名の後に＊のついているものは帰化植物であることを

示す．

付着藻類調査

科名 種名

藍藻綱

Chroococcaceae  Merismopedium sp.

Chamaesiphonaceae  Chamaesiphon sp.

Rivulariaceae  Homoeothrix janthina
 

Homoeothrix sp.

Nostocaceae  Anabaena sp.

Oscillatoriineae  Oscillatoria sp.

Phormidium sp.

Lyngbya sp.

紅藻綱

Batrachospermaceae  Batrachospermum sp.

珪藻綱

Coscinodiscaceae  Melosira distans
 

Melosira granulata
 

Melosira varians
 

Melosira spp.

Cyclotella stelligera
 

Cyclotella spp.

Diatomaceae  Diatoma hyemalis v.mesodon
 

Diatoma vulgaris
 

Meridion circulare v.constrictum
 

Fragilaria crotonensis
 

Fragilaria pinnata
 

Fragilaria sp.

Hydrosera triquetra
 

Asterionella formosa
 

Synedra acus
 

Synedra inaequalis
 

Synedra rumpens v.familiaris
 

Synedra ulna
 

Synedra sp.

Ceratoneis arcus v.recta
 

Eunotia sp.

Achnanthaceae  Achnanthes clevei
 

Achnanthes exigua
 

Achnanthes japonica
 

Achnanthes lanceolata
 

Achnanthes lanceolata v.rostrata
 

Achnanthes laterostrata
 

Achnanthes minutissima

 

Achnanthes subhundosonis
 

Achnanthes sp.

Rhoicosphenia abbreviata
 

Cocconeis pediculus
 

Cocconeis placentula
 

Naviculaceae  Gyrosigma sp.

Stauroneis japonica
 

Stauroneis sp.

Frustulia rhomboides v.amphipleuroides
 

Frustulia vulgaris
 

Caloneis spp.

Navicula acceptata
 

Navicula capitata
 

Navicula contenta f.biceps
 

Navicula cryptocephala
 

Navicula elginensis
 

Navicula decussis
 

Navicula geoppertiana
 

Navicula gregaria
 

Navicula heuflerii v.leptocephala
 

Navicula minima
 

Navicula mutica
 

Navicula mutica v.ventricosa
 

Navicula neoventricosa
 

Navicula pupula
 

Navicula radiosa
 

Navicula radiosa f.nipponica
 

Navicula radiosa v.tenella
 

Navicula salinarum v.intermedia
 

Navicula schroeterii
 

Navicula viridula
 

Navicula viridula v.rostellata
 

Navicula spp.

Pinnularia braunii v.amphicephala
 

Pinnularia gibba
 

Pinnularia sp.

Amphora ovalis v.pediculus
 

Amphora sp.

Cymbella aspera
 

Cymbella minuta
 

Cymbella sinuata
 

Cymbella turgidula v.nipponica
 

Cymbella tumida
 

Cymbella sp.

Gomphonema angustum
 

Gomphonema clevei
 

Gomphonema gracile
 

Gomphonema helveticum
 

Gomphonema olivaceum
 

Gomphonema quadripunctatum
 

Gomphonema parvulum
 

Gomphonema pseudoaugur
 

Gomphonema sp.

Epithemiaceae  Epithemia sp.

Bacillariaceae  Hantzschia amphioxys
 

Bacillaria paxillifer
 

Nitzschia acicularis
 

Nitzschia amphibia
 

Nitzschia dissipata
 

Nitzschia frustulum
 

Nitzschia linearis
 

Nitzschia palea
 

Nitzschia paleacea
 

Nitzschia sp.

Surirellaceae  Surirella angusta
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Surirella linearis v.helvetica
 

Surirella ovata
 

Surirella sp.

ミドリムシ藻綱

Euglenaceae  Euglena sp.

Trachelomonas spp.

緑藻綱

Chlamydomonadaceae  Chamydomonas sp.

Ulotrichaceae  Klebsormidium klebsii
 

Ulothrix zonata
 

Chaetophoraceae  Stigeoclonium sp.

Cladophoraceae  Cladophora glomerata
 

Oocystaceae  Ankistrodesmus falcatus
 

Hydrodictyaceae  Pediastrum spp.

Scenedesmaceae  Crucigenia tetrapedia
 

Scenedesmus spp.

Oedogoniaceae  Oedogonium sp.

Zygnemataceae  Spirogyra sp.

Desmidiaceae  Closterium sp.

Cosmarium sp.

注）種名および配列は原則として「淡水藻類入門：内田老鶴圃」（1999）

に従った．

底生動物調査

科名 種名

ウズムシ目

Dugesiidae ナミウズムシ Dugesia gonocephala

ニナ目

カワニナ カワニナ Semisulcospira libertina

チリメンカワニナ Semisulcospira libertina reiniana

ハマグリ目

シジミ マシジミ Corbicula leana

ナガミミズ目

ミズミミズ ミズミミズ科の一種 Naididaegen.sp.

イトミミズ イトミミズ科類 Tubificidaegen.spp.

カゲロウ目

チラカゲロウ チラカゲロウ Isonychia japonica

ヒラタカゲロウ エルモンヒラタカゲロウ Epeorus latifolium

ナミヒラタカゲロウ Epeorus ikanonis

ヒラタカゲロウ属の一種 Epeorus sp.

ヒメヒラタカゲロウ属の一種 Rhithrogena sp.

コカゲロウ コカゲロウ属類 Baetis spp.

フタバコカゲロウ属の一種 Pseudocloeon sp.

トビイロカゲロウ ヒメトビイロカゲロウ Choroterpes trifurcata

トビイロカゲロウ属の一種 Paraleptophlebia sp.

マダラカゲロウ エラブタマダラカゲロウ Ephemerella japonica

オオクママダラカゲロウ Ephemerella okumai

シリナガマダラカゲロウ Ephemerella longicaudata

アカマダラカゲロウ Ephemerella rufa

ヒメカゲロウ ヒメカゲロウ属の一種 Caenis sp.

カワカゲロウ キイロカワカゲロウ Potamanthus kamonis

モンカゲロウ フタスジモンカゲロウ Ephemera japonica

アミメカゲロウ アミメカゲロウ Ephoron shigae

トンボ目

サナエトンボ ホンサナエ Gomphus postocularis

ヤマサナエ Asiagomphus melaenops

アオサナエ Nihonogomphus viridis

オナガサナエ Onychogomphus viridicostus

ダビドサナエの一種 Davidius sp.

カワゲラ目

カワゲラ フタツメカワゲラ属の一種 Neoperla sp.

カミムラカワゲラ属の一種 Kamimuria sp.

クラカケカワゲラ属の一種 Paragnetina sp.

カワゲラ科の一種 Perlidaegen.spp.

カメムシ目

ナベブタムシ ナベブタムシ Aphelocheirus vittatus

アミメカゲロウ目

ヘビトンボ ヘビトンボ Protohermes grandis

トビケラ目

ヒゲナガカワトビケラ ヒゲナガカワトビケラ Stenopsyche marmorata

チャバネヒゲナガカワトビケラ Stenopsyche sauteri

クダトビケラ クダトビケラ属類 Psychomyia spp.

イワトビケラ イワトビケラの一種 Plectrocnemia sp.

シマトビケラ オオシマトビケラ Macronema radiatum

ナカハラシマトビケラ Hydropsyche nakaharai

ウルマーシマトビケラ Hydropsyche orientalis

シマトビケラ属の一種 Hydropsyche sp.

コガタシマトビケラ Cheumatopsyche brevilineata

エチゴシマトビケラ Cheumatopsyche echigoensis

ナガレトビケラ ムナグロナガレトビケラ Rhyacophila nigrocephala

ナガレトビケラ属の一種 Rhyacophila sp.

ヤマトビケラ コヤマトビケラ属の一種 Agapetus sp.

ヤマトビケラ属の一種 Glossosoma sp.

ヒメトビケラ ヒメトビケラ属の一種 Hydroptila sp.

カクスイトビケラ マルツツトビケラ Micrasema quadriloba

エグリトビケラ ニンギョウトビケラ属の一種 Goera sp.

コエグリトビケラ属の一種 Apatania sp.

ケトビケラ グマガトビケラ Gumaga okinawaensis

アシエダトビケラ コバントビケラ Anisocentropus immunis

トビケラ目

ヒゲナガトビケラ セトトビケラ属の一種 Setodes sp.

クサツミトビケラ属の一種 Oecetis sp.

ヒゲナガトビケラ類 Ceraclea spp.

センカイトビケラ属の一種 Triaenodes sp.

アオヒゲナガトビケラ属の一種 Mystacides sp.

ヒゲナガトビケラ科の一種 Leptoceridaegen.sp.

ハエ目

ガガンボ ウスバヒメガガンボの一種 Antocha sp.

クロヒメガガンボの一種 Eriocera sp.

ガガンボ科の一種 Tipulidaegen.sp.

ユスリカ モンユスリカ亜科類 Tanypodinaegen.spp.

エリユスリカ亜科類 Orthocladiinaegen.spp.

ユスリカ亜科類 Chironominaegen.spp.

ナガレアブ コモンナガレアブ Atrichops morimotoi

コウチュウ目

ヒラタドロムシ マスダドロムシ属の一種 Psephenoides sp.

ヒラタドロムシ Mataeopsephus japonicus

マルヒラタドロムシ属の一種 Eubrianax sp.

ヒメドロムシ ヒメドロムシ亜科類 Elminaegen.spp.

注）種名および配列は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成

11年度河川版」（財団法人リバーフロント整備センター，2000）に

従った．

土壌動物調査

科名 種名

ニナ目

ヤマタニシ ミジンヤマタニシ Nakadaella micron

マイマイ目

ベッコウマイマイ ウメムラシタラガイ Sitalina japonica

ベッコウマイマイ科の一種 Helicarionnidaegen.sp.

コハクガイ ヒメコハクガイ Hawaiia minuscula

フトミミズ目

フトミミズ フトミミズ属の一種 Pheretima sp.

イトミミズ目

ヒメミミズ ヒメミミズ科類 Enchytraeidaegen.spp.

付表 古鼡横断面確認種リスト．
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カニムシ目

ツチカニムシ オウギツチカニムシ Allochthonius opticus

コケカニムシ チビコケカニムシ Microbisium pygmaeum

ザトウムシ目

アカザトウムシ コアカザトウムシ Proscotolemon sauteri

ダニ目

ヤドリダニ ヤドリダニ科類 Parasitidaegen.spp.

キツネダニ キツネダニ科の一種 Veigaiidaegen.sp.

ツブトゲダニ ツブトゲダニ科類 Ologamasidaegen.spp.

マヨイダニ マヨイダニ科類 Ascidaegen.spp.

ウデナガダニ ウデナガダニ科の一種 Podocinidaegen.sp.

ヤリダニ ヤリダニ科類 Eviphididaegen.spp.

ホコダニ ホコダニ科類 Parholaspididaegen.spp.

ハエダニ ハエダニ科類 Macrochelidaegen.spp.

トゲダニ トゲダニ科類 Laelapidaegen.spp.

イトダニ イトダニ科類 Uropodidaegen.spp.

ヒサシダニ ヒサシダニ科の一種 Scutacaridaegen.sp.

ハシリダニ ハシリダニ科の一種 Eupodidaegen.sp.

アギトダニ アギトダニ科類 Rhagidiidaegen.spp.

テングダニ テングダニ科類 Bdellidaegen.spp.

コツメダニ コツメダニ科類 Tarsocheylidaegen.spp.

タカラダニ タカラダニ科類 Erythraeidaegen.spp.

ナミケダニ ナミケダニ科の一種 Trombidiidaegen.sp.

タテイレコダニ タテイレコダニ科の一種 Oribotritiidaegen.sp.

ヘソイレコダニ ヘソイレコダニ科類 Euphthiracaridaegen.spp.

ヒワダニ ヒワダニ科の一種 Hypochthoniidaegen.sp.

ツツハラダニ ツツハラダニ科類 Lohmanniidaegen.spp.

ハラミゾダニ ハラミゾダニ科の一種 Epilohmanniidaegen.sp.

アミメオニダニ アミメオニダニ科の一種 Nothridaegen.sp.

オニダニ オニダニ科の一種 Camisiidaegen.sp.

モンツキダニ モンツキダニ科の一種 Trhypochthoniidaegen.sp.

ツキノワダニ ツキノワダニ科の一種 Nanhermanniidaegen.sp.

ヒワダニモドキ ヒワダニモドキ科の一種 Eniochthoniidaegen.sp.

ウズタカダニ ウズタカダニ科の一種 Liodidaegen.sp.

ジュズダニ ジュズダニ科類 Belbidaegen.spp.

クモスケダニ クモスケダニ科類 Eremobelbidaegen.spp.

エリナシダニ エリナシダニ科類 Ameridaegen.spp.

ツヤタマゴダニ ツヤタマゴダニ科の一種 Liacaridaegen.sp.

ザラメタマゴダニ ザラメタマゴダニ科類 Xenillidaegen.spp.

イブシダニ イブシダニ科の一種 Carabodidaegen.sp.

イカダニ イカダニ科類 Otocepheidaegen.spp.

ツブダニ ツブダニ科類 Oppiidaegen.spp.

コソデダニ コソデダニ科類 Haplozetidaegen.spp.

オトヒメダニ オトヒメダニ科類 Scheloribatidaegen.spp.

コバネダニ コバネダニ科類 Ceratozetidaegen.spp.

フリソデダニ フリソデダニ科類 Galumnidaegen.spp.

コナダニ コナダニ科の一種 Acaridaegen.sp.

－ コナダニ亜目の一種 Astigmataina fam.gen.sp.

クモ目

タマゴグモ タマゴグモ科の一種 Oonopidaegen.sp.

ヒメグモ ヒメグモ科の一種 Theridiidaegen.sp.

サラグモ ニセアカムネグモ Gnathonarium exsiccatum

イマダテテングヌカグモ Oia imadatei

サラグモ科の一種 Linyphiidaegen.sp.

サラグモ科類 Linyphiidaegen.spp

フクログモ フクログモ科の一種 Clubionidaegen.sp.

ワラジムシ目

トウヨウワラジムシ サトヤマワラジムシ Nagurus nishimurai

コシビロダンゴムシ タテジマコシビロダンゴムシ Sphaerillo russoi

オビヤスデ目

ヤケヤスデ ヤケヤスデ科の一種 Paradoxosomatidaegen.sp.

オビヤスデ オビヤスデ科の一種 Polydesmidaegen.sp.

シロハダヤスデ シロハダヤスデ科の一種 Cryptodesmidaegen.sp.

ハガヤスデ ハガヤスデ科の一種 Pyrgodesmidaegen.sp.

イシムカデ目

イシムカデ イシムカデ科類 Lithobiidaegen.spp.

ジムカデ目

ナガスジムカデ ナガスジムカデ科類 Mecistocephalidaegen.spp.

トビムシ目

ヒメトビムシ ヒメトビムシ科の一種 Hypogastruridaegen.sp.

イボトビムシ イボトビムシ科類 Neanuridaegen.spp.

シロトビムシ シロトビムシ科の一種 Onychiuridaegen.sp.

ツチトビムシ ツチトビムシ科類 Isotomidaegen.spp.

アヤトビムシ アヤトビムシ科類 Entomobryidaegen.spp.

マルトビムシ マルトビムシ科の一種 Sminthuridaegen.sp.

カマアシムシ目

クシカマアシムシ クシカマアシムシ科の一種 Acerentomidaegen.sp.

コムシ目

ナミハサミコムシ ナミハサミコムシ属の一種 Parajapyx sp.

バッタ目

コオロギ マダラスズ Dianemobius nigrofasciatus

アザミウマ目

クダアザミウマ クダアザミウマ科類 Phlaeothripidaegen.spp.

カメムシ目

アブラムシ アブラムシ科の一種 Aphididaegen.sp.

ハマカイガラムシ ハマカイガラムシ科の一種 Ortheziidaegen.sp.

クビナガカメムシ ヒメクビナガカメムシ Hoplitocoris lewisi

コウチュウ目

オサムシ カワチマルクビゴミムシ Nebria lewisi

ウスイロコミズギワゴミムシ Paratachys pallescens

マルガタツヤヒラタゴミムシ Synuchus arcuaticollis

ニセマルガタゴミムシ Amara congrua

マルドロムシ セスジマルドロムシ Georissus granulosus

エンマムシ コアカツブエンマムシ Bacanius mikado

ムクゲキノコムシ ムサビロムクゲキノコムシ Acrotrichis lewisi

ムクゲキノコムシ科の一種 Ptiliidaegen.sp.

ハネカクシ カクムネヨツメハネカクシ Olophrum vicinum

ルイスセスジハネカクシ Anotylus lewisius

チビニセユミセミゾハネカクシ Carpelimus exiguus

メダカハネカクシ属の一種 Stenus sp.

オオシリグロハネカクシ Astenus suffusus

クロナガエハネカクシ Ochthephilum densipenne

アカバヒメホソハネカクシ Neobisnius pumilus

ヤマトイクビハネカクシ Mycetoporus discoidalis

クロズマルクビハネカクシ Tachinus nigriceps

クロズシリホソハネカクシ Tachyporus celatus

ヤマトヒラタキノコハネカクシ Gyrophaena niponensis

ツヤケシキバネチビハネカクシ Nehemitropa sordida

ハネカクシ科類 Staphylinidaegen.spp.

アリヅカムシ アナバラアリヅカムシ Batriscenellus similis

アルマンオノヒゲアリヅカムシ Bryaxis harmandi

コヤマトヒゲブトアリヅカムシ Diartiger fossulatus

マルトゲムシ マルトゲムシ科の一種 Byrrhidaegen.sp.

コメツキムシ コメツキムシ科の一種 Elateridaegen.sp.

ジョウカイボン ジョウカイボン科類 Cantharidaegen.spp.

ケシキスイ モンチビヒラタケシキスイ Haptoncus ocularis

キスイムシ キイロセマルキスイ Atomaria lewisi

ミジンムシダマシ ミジンムシダマシ科の一種 Discolomidaegen.sp.

アリモドキ ホソクビアリモドキ Formicomus braminus

ハムシダマシ チビヒサゴゴミムシダマシ Laena rotundicollis

ゾウムシ チビヒョウタンゾウムシ Myosides seriehispidus

イコマケシツチゾウムシ Trachyphloeosoma advena

ハチ目

アリ オオハリアリ Brachyponera chinensis

ニセハリアリ Hypoponera sauteri

キイロシリアゲアリ Crematogaster osakensis

キイロヒメアリ Monomorium triviale

カドフシアリ Myrmecina graminicola

コツノアリ Oligomyrmex sauteri
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アミメアリ Pristomyrmex pungens

トフシアリ Solenopsis japonica

アロコアリ Strumigenys lewisi

トビイロケアリ Lasius japonicus

アメイロアリ Paratrechina flavipes

ハエ目

チョウバエ チョウバエ科の一種 Psychodidaegen.sp.

ヌカカ ヌカカ科の一種 Ceratopogonidaegen.sp.

ユスリカ スミティア属の一種 Smittia sp.

エリユスリカ亜科の一種 Orthocladiinaegen.sp.

ニセケバエ ニセケバエ科の一種 Scatopsidaegen.sp.

タマバエ タマバエ科類 Cecidomyiidaegen.spp.

クロバネキノコバエ クロバネキノコバエ科の一種 Sciaridaegen.sp.

ミズアブ ミズアブ科類 Stratiomyiidaegen.spp.

オドリバエ オドリバエ科の一種 Empididaegen.sp.

アシナガバエ アシナガバエ科類 Dolichopodidaegen.spp.

ヤリバエ ヤリバエ科の一種 Lonchopteridaegen.sp.

ヒラタアシバエ ヒラタアシバエ科の一種 Platypezidaegen.sp.

注）種名および配列は「日本産野生生物目録―本邦産野生動植物の種の

現状―（無脊椎動物Ⅰ，Ⅱ）」（環境庁編，1993，1995）に従った．

陸上無脊椎動物調査

科名 種名

クモ目

ハグモ アシハグモ Dictyna arundinacea

ウズグモ マネキグモ Miagrammopes orientalis

カタハリウズグモ Uloborus sybotides

ウズグモ属の一種 Uloborus sp.

ヒメグモ ツリガネヒメグモ Achaearanea angulithorax

コンピラヒメグモ Achaearanea kompirensis

オオツリガネヒメグモ Achaearanea tabulata

シロカネイソウロウグモ Argyrodes bonadea

オナガグモ Argyrodes cylindrogaster

ヤリグモ Argyrodes saganus

オダカグモ Chrysso argyrodiformis

ヤホシサヤヒメグモ Coleosoma octomaculatum

ムラクモヒシガタグモ Episinus nubilus

スネグロオチバヒメグモ Stemmops nipponicus

バラギヒメグモ Theridion chikunii

ムナボシヒメグモ Theridion sterninotatum

コケヒメグモ Theridion subadultum

ヒメグモ科の一種 Theridiidaegen.sp.

サラグモ クロナンキングモ Hylyphantes graminicola

ヘリジロサラグモ Linyphia oidedicata

サラグモ属の一種 Linyphia sp.

ヒナサラグモ属の一種 Meioneta sp.

サラグモ科の一種 Linyphiidaegen.sp.

センショウグモ ハラビロセンショウグモ Mimetus japonicus

コガネグモ コゲチャオニグモ Araneus punctiger

コガタコガネグモ Argiope minuta

ギンメッキゴミグモ Cyclosa argenteoalba

ゴミグモ Cyclosa octotuberculata

ヨツデゴミグモ Cyclosa sedeculata

メガネドヨウグモ Metleucauge yunohamensis

ドヨウオニグモ Neoscona adianta

ワキグロサツマノミダマシ Neoscona mellotteei

ヤマシロオニグモ Neoscona scylla

サツマノミダマシ Neoscona scylloides

ジョロウグモ Nephila clavata

ズグロオニグモ Yaginumia sia

コガネグモ科類 Araneidaegen.spp.

アシナガグモ ヨツボシアシナガグモ Dyschiriognatha quadrimaculata

ヒメアシナガグモ Dyschiriognatha tenera

チュウガタシロカネグモ Leucauge blanda

キララシロカネグモ Leucauge subgemmea

シロカネグモ属類 Leucauge spp.

トガリアシナガグモ Tetragnatha caudicula

ヤサガタアシナガグモ Tetragnatha maxillosa

アシナガグモ Tetragnatha praedonia

ウロコアシナガグモ Tetragnatha squamata

アシナガグモ属類 Tetragnatha spp.

アシナガグモ科類 Tetragnathidaegen.spp.

タナグモ クサグモ Agelena limbata

クサグモ属の一種 Agelena sp.

ヒメヤマヤチグモ Coelotes michikoae

カミガタヤチグモ Coelotes yaginumai

ヤチグモ属の一種 Coelotes sp.

タナグモ科の一種 Agelenidaegen.sp.

キシダグモ イオウイロハシリグモ Dolomedes sulfureus

ハシリグモ属の一種 Dolomedes sp.

キシダグモ科の一種 Pisauridaegen.sp.

コモリグモ フジイコモリグモ Arctosa fujiii

ハラクロコモリグモ Lycosa coelestis

ウヅキコモリグモ Pardosa astrigera

ハリゲコモリグモ Pardosa laura

キクヅキコモリグモ Pardosa pseudoannulata

イモコモリグモ Pirata piratoides

キバラコモリグモ Pirata subpiraticus

ナミコモリグモ Pirata yaginumai

アライトコモリグモ Trochosa ruricola

コモリグモ科の一種 Lycosidaegen.sp.

ササグモ ササグモ Oxyopes sertatus

フクログモ ヤマトコマチグモ Chiracanthium lascivum

コマチグモ属の一種 Chiracanthium sp.

ハマキフクログモ Clubiona japonicola

ヒメフクログモ Clubiona kurilensis

フクログモ属類 Clubiona spp.

イタチグモ Itatsina praticola

フクログモ科の一種 Clubionidaegen.sp.

シボグモ シボグモ Anahita fauna

カニグモ コハナグモ Diaea subdola

アシナガカニグモ Heriaeus mellottei

ヒメハナグモ Misumena vatia

ハナグモ Misumenops tricuspidatus

ワカバグモ Oxytate striatipes

アズチグモ Thomisus labefactus

セマルトラフカニグモ Tmarus rimosus

カニグモ属の一種 Xysticus sp.

エビグモ キンイロエビグモ Philodromus auricomus

シロエビグモ Philodromus cespitm

キエビグモ Philodromus flavidus

キタエビグモ Philodromus rufus

ヤドカリグモ Thanatus miniaceus

エビグモ属の一種 Philodromus sp.

ハエトリグモ ネコハエトリ Carrhotus xanthogramma

ヤサアリグモ Myrmarachne inermichelis

アリグモ Myrmarachne japonica

アリグモ属の一種 Myrmarachne sp.

マガネアサヒハエトリ Phintella difficilis

ヤマトハエトリグモ属の一種 Phintella sp.

デーニッツハエトリ Plexippoides doenitzi

カラスハエトリ Rhene atrata

ハエトリグモ科の一種 Salticidaegen.sp.

トビムシ目

ヒメトビムシ ヒメトビムシ科の一種 Hypogastruridaegen.sp.

ツチトビムシ ツチトビムシ科の一種 Isotomidaegen.sp.

トゲトビムシ トゲトビムシ科の一種 Tomoceridaegen.sp.

アヤトビムシ アヤトビムシ科類 Entomobryidaegen.spp.
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ヒゲナガトビムシ ヒゲナガトビムシ科の一種 Paronellidaegen.sp.

マルトビムシ マルトビムシ科の一種 Sminthuridaegen.sp.

カゲロウ目

ヒラタカゲロウ ヒラタカゲロウ科類 Heptageniidaegen.spp.

カワカゲロウ キイロカワカゲロウ Potamanthodes kamonis

トンボ目

カワトンボ ハグロトンボ Calopteryx atrata

トンボ マユタテアカネ Sympetrum eroticum

カワゲラ目

クロカワゲラ クロカワゲラ科の一種 Capniidaegen.sp.

アミメカワゲラ コウノヒメカワゲラ Tadamus kohnonis

アミメカワゲラ科の一種 Perlodidaegen.sp.

カワゲラ カワゲラ Kamimuria tibialia

ヤマトフタツメカワゲラ Neoperla nipponensis

ミドリカワゲラ ミドリカワゲラ科の一種 Chloroperlidaegen.sp.

ゴキブリ目

チャバネゴキブリ モリチャバネゴキブリ Blattella nipponica

カマキリ目

カマキリ コカマキリ Statilia maculata

オオカマキリの一種 Tenodera sp.

バッタ目

コオロギ ハラオカメコオロギ Loxoblemmus campester

ミツカドコオロギ Loxoblemmus doenitzi

モリオカメコオロギ Loxoblemmus sylvestris

オカメコオロギ属の一種 Loxoblemmus sp.

タンボコオロギ Modicogryllus siamensis

ヒメコオロギ Nemobiodes nipponensis

シバスズ Polionemobius mikado

ヤチスズ Pteronemobius ohmachii

ツヅレサセコオロギ Velarifictorus micado

マツムシ アオマツムシ Truijalia hibinonis

クマスズムシ クマスズムシ Sclerogryllus punctatus

カネタタキ カネタタキ Ornebius kanetataki

アリツカコオロギ アリツカコオロギの一種 Myrmecophilus sp.

カンタン カンタン Oecanthus longicauda

キリギリス セスジツユムシ Ducetia japonica

ツユムシ Phaneroptera falcata

ササキリモドキ Xiphidiopsis suzukii

ササキリ Conocephalus melas

ササキリ属の一種 Conocephalus sp.

クビキリギス Euconocephalus varius

オンブバッタ オンブバッタ Atractomorpha lata

バッタ コバネイナゴ Oxya yezoensis

イボバッタ Trilophidia annulata japonica

ヒシバッタ ハラヒシバッタ Tetrix japonica

ヒメヒシバッタ Tetrix minor

ヒシバッタの一種 Tetrix sp.

ナナフシ目

ナナフシ ナナフシモドキ Baculum irregulariterdentatum

ハサミムシ目

ハサミムシ ヒゲジロハサミムシ Gonolabis marginalis

チャタテムシ目

ケチャタテ キモンケチャタテ Caecilius oyamai

ケチャタテ科の一種 Caeciliidaegen.sp.

ケチャタテ科類 Caeciliidaegen.spp.

ホソチャタテ ホソチャタテ Stenopsocus aphidiformis

ケブカチャタテ ウスベニチャタテ Amphipsocus rubrostigma

マドチャタテ クリイロチャタテ Ectopsocopsis cryptomeriae

スカシチャタテ スカシチャタテ Hemipsocus chloroticus

ニセケチャタテ ニセケチャタテ科の一種 Pseudocaeciliidaegen.sp.

アザミウマ目

クダアザミウマ クダアザミウマ科の一種 Phlaeothripidaegen.sp.

カメムシ目

ウンカ エゾナガウンカ Stenocranus matsumurai

ナガウンカの一種 Stenocranus sp.

タケウンカ Epeurysa nawaii

ゴマフウンカ Phyllodinus nigropunctatus

ハゴロモ ベッコウハゴロモ Orosanga japonicus

セミ アブラゼミ Graptopsaltria nigrofuscata

ツクツクボウシ Meimura opalifera

コガシラアワフキ コガシラアワフキムシ属の一種 Euscartopis sp.

アワフキムシ ハマベアワフキ Aphrophora maritima

モンキアワフキ Aphrophora major

ヒメモンキアワフキ Aphrophora rugosa

ヨコバイ ハトムネヨコバイ属の一種 Macropsis sp.

シダヨコバイ Japanagallia pteridis

オヌキシダヨコバイ Onukigallia onukii

ズキンヨコバイ Podulmorinus vitticollis

クサビヨコバイ Athysanopsis salicis

オオヨコバイ Cicadella viridis

マエジロオオヨコバイ Kolla atramentaria

アカヒメヨコバイ Alebroides rubicunda

ヒトツメヒメヨコバイ Ishiharella polyphemus

シロズヒメヨコバイ Aguriahana triangularis

ミドリヒメヨコバイ Edwardsiana flavescens

ヨツモンヒメヨコバイ Empoascanara limbata

ヨモギヒメヨコバイ Eupteryx minuscula

アカシヒメヨコバイ Paracyba akashiensis

ヒメヨコバイ亜科類 Typhlocybinaegen.spp.

カスリヨコバイ Balclutha punctata

ヨツテンヨコバイ Macrosteles quadrimaculatus

トバヨコバイ Alobaldia tobae

ヒトツメヨコバイ Phlogotettix cyclops

ヨコバイ科類 Cicadellidaegen.spp.

キジラミ オビキジラミ Aphalara fasciata

ハンノキジラミ Psylla alni

ウコギトガリキジラミ Heterotrioza ukogi

キジラミ科の一種 Psyllidaegen.sp.

アブラムシ ヤナギクロケアブラムシ Chaitophorus saliniger

イバラヒゲナガアブラムシ Macrosiphum rosae ibarae

モモアカアブラムシ Myzus persicae

セイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシ

Uroleucon nigrotuberculatum

ギシギシアブラムシ Aphis rumicis

モモコフキアブラムシ Hyalopterus pruni

タケノアブラムシ Melanaphis bambusae

アブラムシ科類 Aphididaegen.spp.

タイコウチ ヒメタイコウチ Nepa hoffmanni

カスミカメムシ カワヤナギツヤカスミカメ Deraeocoris claspericapilatus

シロテンツヤカスミカメ Deraeocoris punctulatus

ムモンミドリカスミカメの一種 Lygocoris sp.

マキバカスミカメ Lygus rugulipennis

マダラカスミカメ Lygus saundersi

モンキマキバカスミカメ Orthops sachalinus

ケブカカスミカメ Tinginotum perlatum

オオクロトビカスミカメ Ectmetopterus micantulus

ヒョウタンカスミカメ Pilophorus setulosus

カスミカメムシ科の一種 Miridaegen.sp.

ハナカメムシ ヤサハナカメムシ Amphiareus obscuriceps

ハナカメムシ科の一種 Anthocoridaegen.sp.

グンバイムシ ヤナギグンバイ Metasalis populi

サシガメ マダラカモドキサシガメ Empicoris rubromaculatus

サシガメ科の一種 Reduviidaegen.sp.

イトカメムシ ヒメイトカメムシ Metacanthus pulchellus

イトカメムシ Yemma exilis

ナガカメムシ ヒメナガカメムシ Nysius plebejus

オオメカメムシ Piocoris varius

ヒゲナガカメムシ Pachygrontha antennata

オオモンシロナガカメムシ Metochus abbreviatus

コバネヒョウタンナガカメムシ Togo hemipterus
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メダカナガカメムシ メダカナガカメムシ Chauliops fallax

ホソヘリカメムシ ホソクモヘリカメムシ Leptocorisa acuta

ヒメクモヘリカメムシ Paraplesius unicolor

ヘリカメムシ ホシハラビロヘリカメムシ Homoeocerus unipunctatus

ツマキヘリカメムシ Hygia opaca

マルカメムシ マルカメムシ Megacopta punctatissima

カメムシ ブチヒゲカメムシ Dolycoris baccalum

シラホシカメムシ Eysarcoris ventralis

クサギカメムシ Halyomorpha picus

アミメカゲロウ目

コナカゲロウ アトコバネコナカゲロウ Conwentzia pineticola

シロコナカゲロウ Semidalis albata

ヒメカゲロウ ヤマトヒメカゲロウ Hemerobius japonicus

シロタエヒメカゲロウ Micromus dissimilis

ホソバヒメカゲロウ Micromus multipunctatus

チャバネヒメカゲロウ Micromus numerosus

ホソバヒメカゲロウの一種 Micromus sp.

クサカゲロウ ヤマトクサカゲロウ Chrysoperla carnea

ヒメニセコガタクサカゲロウ Pseudomallada alcestes

イツホシアカマダラクサカゲロウ Pseudomallada cognatellus

アミメクサカゲロウ Nacaura matsumurae

クサカゲロウ科の一種 Chrysopidaegen.sp.

ウスバカゲロウ ホシウスバカゲロウ Glenuroides japonicus

コウチュウ目

オサムシ カワチマルクビゴミムシ Nebria lewisi

キベリマルクビゴミムシ Nebria livida

ツマキミズギワゴミムシ Bembidion semilunium

キアシルリミズギワゴミムシ Bembidion trajectum

ヨツモンコミズギワゴミムシ Tachyura laetifica

キアシヌレチゴミムシ Patrobus flavipes

アシミゾナガゴミムシ Pterostichus sulcitarsis

セアカヒラタゴミムシ Dolichus halensis

マルガタツヤヒラタゴミムシ Synuchus arcuaticollis

ニセマルガタゴミムシ Amara congrua

ナガマルガタゴミムシ Amara macronota

イグチマルガタゴミムシ Amara macros

コマルガタゴミムシ Amara simplicidens

コクロヒメゴモクムシ Bradycellus subditus

アトボシアオゴミムシ Chlaenius naeviger

コガシラアオゴミムシ Chlaenius variicornis

フタモンクビナガゴミムシ Archicolliuris bimaculata

オサムシ科の一種 Carabidaegen.sp.

ガムシ ケシガムシ属の一種 Cercyon sp.

シデムシ オオヒラタシデムシ Eusilpha japonica

ハネカクシ カクムネヨツメハネカクシ Olophrum vicinum

チビクロセスジハネカクシ Anotylus latiusculus

ルイスセスジハネカクシ Anotylus lewisius

ユミセミゾハネカクシ Thinodromus sericatus

ヤマトシリグロハネカクシ Astenus chloroticus

ツマグロアカバハネカクシ Hesperus tiro

アカバヒメホソハネカクシ Neobisnius pumilus

ヘリアカバコガシラハネカクシ Philonthus solidus

ツヤグロシリホソハネカクシ Tachyporus suavis

クロズシリホソハネカクシの一種 Tachyporus sp.

ズグロアカチビハネカクシ Atheta weisei

ヒゲブトハネカクシ亜科の一種 Aleocharinaegen.sp.

ハネカクシ科類 Staphylinidaegen.spp.

コガネムシ ホソケシマグソコガネ Trichiorhyssemus asperulus

コフキコガネ Melolontha japonica

コイチャコガネ Adoretus tenuimaculatus

ドウガネブイブイ Anomala cuprea

サクラコガネ Anomala daimiana

ハンノヒメコガネ Anomala puncticollis

ヒメコガネ Anomala rufocuprea

コガネムシ Mimela splendens

マメコガネ Popillia japonica

コアオハナムグリ Oxycetonia jucunda

カナブン Rhomborrhina japonica

カブトムシ Allomyrina dichotoma

マルトゲムシ シラフチビマルトゲムシ Simplocaria bicolor

ヒラタドロムシ チビヒゲナガハナノミ Ectopria opaca

マルヒラタドロムシ Eubrianax ramicornis

マスダチビヒラタドロムシ Psephenoides japonicus

タマムシ ヤマトタマムシ Chrysochroa fulgidissima fulgidissima

ヒシモンナガタマムシ Agrilus discalis

ミツボシナガタマムシ Agrilus trinotatus

クズノチビタマムシ Trachys auricollis

コウゾチビタマムシ Trachys broussonetiae

ヤナギチビタマムシ Trachys minuta

アカガネチビタマムシ Trachys tsushimae

コメツキムシ サビキコリ Agrypnus binodulus

ホソサビキコリ Agrypnus fuliginosus

ウストラフコメツキ Selatosomus vagepictus

クチブトコメツキ Silesis musculus

チャバネクシコメツキ Melanotus seniculus

ヨツモンミズギワコメツキ Migiwa quadrillum

ホタル オバボタル Lucidina biplagiata

ジョウカイボン セボシジョウカイ Athemus vitellinus

ホッカイジョウカイ Wittmercantharis vulcana

ジョウカイボン科の一種 Cantharidaegen.sp.

ジョウカイモドキ ヒロオビジョウカイモドキ Laius historio

ジョウカイモドキ科の一種 Melyridaegen.sp.

ケシキスイ モンチビヒラタケシキスイ Haptoncus ocularis

アカマダラケシキスイ Lasiodactylus pictus

マルキマダラケシキスイ Stelidota multiguttata

キベリチビケシキスイ Meligethes violaceus

ヒメハナム キイロアシナガヒメハナムシ Heterolitus nipponicus

トビイロヒメハナムシ Olibrus consanguineus

アカボシチビヒメハナムシ Stilbus bipustulatus

ホソヒラタムシ ホソヒラタキスイ Silvanoprus inermis

キスイムシ ヨツモンキスイ Cryptophagus callosipennis

ウスバキスイ Cryptophagus cellaris

クロモンキスイ Cryptophagus decoratus

ウスイロキスイ Cryptophagus dilutus

ナガマルキスイ Atomaria punctatissima

コメツキモドキ キムネヒメコメツキモドキ Anadastus atriceps

ミジンムシ ナカグロミジンムシ Arthrolips lewisii

ムクゲミジンムシ Sericoderus lateralis

ミジンムシ科の一種 Corylophidaegen.sp.

テントウムシダマシ ヨツボシテントウダマシ Ancylopus pictus

テントウムシ オシマヒメテントウ Nephus oshimensis

ホソヒメテントウ属の一種 Nephus sp.

ハレヤヒメテントウ Pseudoscymnus hareja

ババヒメテントウ Scymnus babai

クロヘリヒメテントウ Scymnus hoffmanni

クロヒメテントウ Scymnus japonicus

コクロヒメテントウ Scymnus posticalis

クロテントウ Telsimia nigra

ムーアシロホシテントウ Calvia muiri

ナミテントウ Harmonia axyridis

テントウムシ科の一種 Coccinelidaegen.sp.

ヒメマキムシ クロオビケシマキムシ Corticaria ornata

ウスチャケシマキムシ Cortinicara gibbosa

ハナノミ カグヤヒメハナノミ Mordellina kaguyahime

アカヒメハナノミ Mordellistenoda aka

アリモドキ ケオビアリモドキ Anthelephila cribriceps

ホソクビアリモドキ Formicomus braminus

ヨツボシホソアリモドキ Pseudoleptaleus valgipes

ニセクビボソムシ チャイロニセクビボソムシ Aderus grouvelli
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ハナノミダマシ ハヤシフナガタハナノミ Anaspis hayashii

クロフナガタハナノミ Anaspis marseuli

ゴミムシダマシ スジコガシラゴミムシダマシ Heterotarsus carinula

カミキリムシ ベニカミキリ Purpuricenus temminckii

キクスイモドキカミキリ Asaperda rufipes

アトジロサビカミキリ Pterolophia zonata

ゴマダラカミキリ Anoplophora malasica

キボシカミキリ Psacothea hilaris hilaris

クワカミキリ Apriona japonica

ラミーカミキリ Paraglenea fortunei

キクスイカミキリ Phytoecia rufiventris

ハムシ ドロノキハムシ Chrysomela populi

ヤナギハムシ Chrysomela vigintipunctata

ヤナギルリハムシ Plagiodera versicolora

ウリハムシ Aulacophora femorsalis

クロウリハムシ Aulacophora nigrotuberculatum

ハラグロヒメハムシ Calomicrus cyaneus

キバラヒメハムシ Exosoma flaviventre

クワハムシ Fleutiauxia armata

イタドリハムシ Gallerucida bifasciata

アトボシハムシ Paridea angulicollis

カミナリハムシ Altica cyanea

ニホンカミナリハムシ Altica nipponica

ヒサゴトビハムシ Chaetocnema ingenua

ミドリトビハムシ Crepidodera japonica

カメノコハムシ Cassida nebulosa

ヒメカメノコハムシ Cassida piperata

ハムシ科の一種 Chrysomelidaegen.sp.

ヒゲナガゾウムシ マダラヒゲナガゾウムシ Opanthribus tessellatus

スネアカヒゲナガゾウムシ Autotropis distinguenda

オトシブミ ヒメケブカチョッキリ Involvulus pilosus

ホソクチゾウムシ マメホソクチゾウムシ Apion collare

ケブカホソクチゾウムシ Apion griseopubescens

ホソクチゾウムシ属の一種 Apion sp.

ゾウムシ コフキゾウムシ Eugnathus distinctus

アルファルファタコゾウムシ Hypera postica

オジロアシナガゾウムシ Mesalcidodes trifidus

ヤナギイネゾウモドキ Dorytomus rectinasus

アカイネゾウモドキ Dorytomus roelofsi

イネミズゾウムシ Lissorhoptrus oryzophilus

イチゴハナゾウムシ Anthonomus bisignifer

エゾヒメゾウムシ Baris ezoana

フタキボシゾウムシ Lepyrus japonicus

ハチ目

ミフシハバチ アカスジチュウレンジ Arge nigrinodosa

チュウレンジバチ Arge pagana

コンボウハバチ ホシアシブトハバチ Agenocimbex jucunda

ハバチ セグロカブラハバチ Athalia infumata

クロハバチ属の一種 Macrophya sp.

ゼンマイハバチ Strongylogaster osmundae

ハバチ科の一種 Tenthredinidaegen.sp.

キバチ ヒラアシキバチ Tremex longicollis

コマユバチ コマユバチ科類 Braconidaegen.spp.

ヒメバチ シロテントガリヒメバチ Agrothereutes lanceolatus

ヒメバチ科類 Ichneumonidaegen.spp.

アシブトコバチ キアシブトコバチ Brachymeria lasus

コバチ上科 コバチ上科類 Chalcidoidea fam.& gen.spp.

カマバチ ニホンカマバチ Neodryinus japonicus

ツチバチ ヒメハラナガツチバチ Campsomeriella annulata

アリ オオハリアリ Brachyponera chinensis

ヤマトアシナガアリ Aphaenogaster japonica

キイロシリアゲアリ Crematogaster osakensis

ムネボソアリ Leptothorax congruus

キイロヒメアリ Monomorium triviale

コツノアリ Oligomyrmex yamatonis

アズマオオズアリ Pheidole fervida

アミメアリ Pristomyrmex pungens

トフシアリ Solenopsis japonica

トビイロシワアリ Tetramorium caespitum

シベリアカタアリ Dolichoderus sibirica

ヒラフシアリ Technomyrmex gibbosus

ヒラズオオアリ Camponotus nipponicus

ヨツボシオオアリ Camponotus quadrinotatus

ウメマツオオアリ Camponotus tokioensis

クロヤマアリ Formica japonica

トビイロケアリ Lasius japonicus

アメイロアリ Paratrechina flavipes

サクラアリ Paratrechina sakurae

ハキリバチ ハキリバチ属の一種 Megachile sp.

コシブトハナバシ ニッポンヒゲナガハナバチ Tetralonia nipponensis

シリアゲムシ目

シリアゲムシ ヤマトシリアゲ Panorpa japonica

ハエ目

ガガンボダマシ ガガンボダマシ属の一種 Trichocera sp.

ガガンボ キイロホソガガンボ Nephrotoma virgata

マドガガンボ Tipula nova

ホソヒメガガンボ Pseudolimnophila inconcussa

ヒメガガンボ亜科類 Limoniinaegen.spp.

ガガンボ科類 Tipulidaegen.spp.

チョウバエ チョウバエ科の一種 Psychodidaegen.sp.

カ ヒトスジシマカ類 Aedes spp.

イエカの一種 Culex sp.

ヌカカ ヌカカ科類 Ceratopogonidaegen.spp.

ユスリカ ダンダラヒメユスリカ Ablabesmyia moniliformis

ウスギヌヒメユスリカ Rheopelopia maculipennis

カモヤマユスリカ Potthastia longimana

ニイガタユキユスリカの一種 Potthastia sp.

ユキユスリカ属の一種 Syndiamesa sp.

ナガイオオヤマユスリカ Prodiamesa nagaii

ハダカユスリカ Cardiocladius capucinus

コナユスリカ属の一種 Corynoneura sp.

フタスジツヤユスリカ Cricotopus bicinctus

ツヤユスリカ属の一種 Cricotopus bimaculatus

ナカオビツヤユスリカ Cricotopus triannulatus

ミツオビツヤユスリカ Cricotopus trifasciatus

ツヤユスリカ属の一種 Cricotopus sp.

エリユスリカ属の一種 Orthocladius glabripennis

エリユスリカ属類 Orthocladius spp.

ケボシエリユスリカ属の一種 Parakiefferiella bathophila

クロツヤエリユスリカ Paratrichocladius rufiventris

カタジロナガレツヤユスリカ Rheocricotopus chalybeatus

ビロウドエリユスリカ Smittia aterrima

エリユスリカ亜科類 Orthocladiinaegen.spp.

ヒシモンユスリカ Chironomus flaviplumus

ウスイロユスリカ Chironomus kiiensis

セスジユスリカ Chironomus yoshimatsui

シロスジカマガタユスリカ Cryptochironomus albofasciatus

スジカマガタユスリカ属の一種 Demicryptochironomus vulneraus

クロユスリカ Einfeldia dissidens

ヒカゲユスリカ Kiefferulus umbraticola

ユミガタニセコブナシユスリカ Parachironomus arcuatus

シロアシユスリカ Paratendipes albimamus

アサカワハモンユスリカ Polypedilum asakawaense

ソメワケハモンユスリカ Polypedilum pedestre

キミドリハモンユスリカ Polypedilum convictum

ウスイロハモンユスリカ Polypedilum cultellatum

スルガハモンユスリカ Polypedilum surugense

ハモンユスリカ属の一種 Polypedilum sp.

ハムグリユスリカ属の一種 Stenochironomus sp.

アキズキユスリカ Stictochironomus akizukii
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アシマダラユスリカ Stictochironomus pictulus

ヒゲユスリカ属類 Tanytarsus spp.

ケバエ ハグロケバエ Bibio tenebrosus

ニセケバエ ニセケバエ科の一種 Scatopsidaegen.sp.

タマバエ タマバエ科の一種 Cecidomyiidaegen.sp.

キノコバエ キノコバエ科の一種 Mycetophilidaegen.sp.

クロバネキノコバエ クロバネキノコバエ科類 Sciaridaegen.spp.

ミズアブ エゾホソルリミズアブ Actina jezoensis

トゲナシミズアブ Allognosta vagans

ミズアブ科の一種 Stratiomyiidaegen.sp.

オドリバエ オドリバエ属の一種 Empis sp.

ナガレオドリバエ属類 Hilara spp.

ホソオドリバエ属の一種 Rhamphomyia sp.

オドリバエ科の一種 Empididaegen.sp.

アシナガバエ マダラアシナガバエ Mesorhaga nebulosus

アシナガバエ科類 Dolichopodidaegen.spp.

ヤリバエ ヤリバエ科の一種 Lonchopteridaegen.sp.

ノミバエ ノミバエ科類 Phoridaegen.spp.

ハナアブ ホソヒラタアブ Episyrphus balteatus

ホソヒメヒラタアブ Sphaerophoria macrogaster

ヒメヒラタアブ Sphaerophoria menthastri

ホシツヤヒラタアブ Melanostoma scalare

キアシマメヒラタアブ Paragus haemorrhous

オオシマハナアブ Sericomyia sachalinica

アシブトハナアブ Helophilus virgatus

ハナアブ科の一種 Syrphidaegen.sp.

ミバエ チャイロハススジハマダラミバエ Anomoia vulgaris

ハルササハマダラミバエ Paragastrozona japonica

ヒロクチバエ ダイズコンリュウバエ Rivellia apicalis

シマバエ ヤブクロシマバエ Minettia longipennis

シマバエ科類 Lauxaniidaegen.spp.

クチキバエ クチキバエ科の一種 Clusiidaegen.sp.

ハモグリバエ ハモグリバエ科類 Agromyzidaegen.spp.

キモグリバエ キモグリバエ科類 Chloropidaegen.spp.

ミギワバエ ハマダラミギワバエの一種 Scatella sp.

ミギワバエ科の一種 Ephydridaegen.sp.

ショウジョウバエ ショウジョウバエ属類 Drosophila spp.

ショウジョウバエ科類 Drosophilidaegen.spp.

トゲハネバエ トゲハネバエ科の一種 Heleomyzidaegen.sp.

ハヤトビバエ ハヤトビバエ科の一種 Sphaeroceridaegen.sp.

ハナバエ タネバエ Delia platura

ヒメイエバエ ヒメイエバエ属一種 Fannia sp.

イエバエ ヤマトハナゲバエ Dichaetomyia japonica

ヤマトトゲハナバエ Phaonia japonica

イエバエ科類 Muscidaegen.spp.

クロバエ キンバエ Lucilia caesar

ニクバエ シリグロニクバエ Sarcophaga melanura

ヤドリバエ ヤドリバエ科の一種 Tachinidaegen.sp.

トビケラ目

ヤマトビケラ ヤマトビケラ属の一種 Glossosoma sp.

ヒゲナガカワトビケラ ヒゲナガカワトビケラ Stenopsyche marmorata

クダトビケラ クダトビケラ属の一種 Psychomyia sp.

シマトビケラ コガタシマトビケラ Cheumatopsyche brevilineata

ウルマーシマトビケラ Hydropsyche orientalis

オオシマトビケラ Macarostemum radiatum

ナガレトビケラ ヤマナカナガレトビケラ Rhyacophila yamanakensis

ナガレトビケラ属類 Rhyacophila spp.

ヒメトビケラ ヒメトビケラ属の一種 Hydroptila sp.

アシエダトビケラ コバントビケラ Anisocentropus pallidus

ヒゲナガトビケラ アオヒゲナガトビケラ Mystacides azurea

ヒゲナガトビケラ科の一種 Leptoceridaegen.sp.

チョウ目

ハマキガ オオヤナギサザナミヒメハマキ Saliciphaga caesia

ミノガ チャミノガ Eumeta minuscula

ハモグリガ ハモグリガ科類 Lyonetiidaegen.spp.

スガ コナガ Plutella xylostella

イラガ クロシタアオイラガ Parasa sinica

メイガ オオキノメイガ Botyodes principalis

クロモンキノメイガ Udea testacea

ツマグロシマメイガ Arippara indicator

メイガ科の一種 Pyralidaegen.sp.

トリバガ トリバガ科の一種 Pterophoridaegen.sp.

セセリチョウ イチモンジセセリ Parnara guttata guttata

チャバネセセリ Pelopidas mathias oberthueri

オオチャバネセセリ Polytremis pellucida

キマダラセセリ Potanthus flavus flavus

シロチョウ ツマキチョウ Anthocharis scolymus

キチョウ Eurema hecabe

スジクロシロチョウ Pieris melete melete

モンシロチョウ Pieris rapae crucivora

シジミチョウ ツバメシジミ Everes argiades hellotia

ベニシジミ Lycaena phlaeas

ヤマトシジミ Zizeeria maha argia

ウラギンシジミチョウ ウラギンシジミチョウ Curetis acuta paracuta

テングチョウ テングチョウ Libythea celtis celtoides

タテハチョウ コムラサキ Apatura metis substituta

ゴマダラチョウ Hestina japonica

ヒオドシチョウ Nymphalis xanthomelas japonica

アカタテハ Vanessa indica

ジャノメチョウ コジャノメ Mycalesis francisca perdiccas

ヒメジャノメ Mycalesis gotama fulginia

ヒメウラナミジャノメ Ypthima argus

シャクガ フユシャクの一種 Inurois sp.

フタナミトビヒメシャク Pylargosceles steganioides

シャクガ科類 Geometridaegen.spp.

カレハガ ヨシカレハ Euthrix potatoria

ホシカレハ Gastropacha populifolia

ヤママユ ヤママユ Antheraea yamamai

スズメガ ウチスズメ Smerinthus planus

シャチホコゴ ニセツマアカシャチホコ Clostera curtuloides

セグロシャチホコ Clostera anastomosis

ナカグロモクメシャチホコ Furcula lanigera

シャチホコガ Stauropus fagi

ドクガカ モンシロドクガ Euproctis similis

マイマイガ Lymantria disparjaponica

カシワマイマイ Lymantria mathura

ヒトリガ アメリカシロヒトリ Hyphantria cunea

クワゴマダラヒトリ Spilosoma imparile

カクモンヒトリ Spilosoma inaequale

ヒトリガの一種 Spilosoma sp.

ヒトリガ科の一種 Arctiidaegen.sp.

コブガ コブガ科の一種 Nolidaegen.sp.

ヤガ アカバキリガ Orthosia carnipennis

シロヘリキリガ Orthosia limbata

キバラモクメキリガ Xylena formosa

アヤモクメキリガ Xylena fumosa

シマキリガ Cosmia achatina

ハスモンヨトウ Spodoptera litura

クロスジキノカワガ Nycteola asiatica

アカマエアオリンガ Earias pudicana

ウリキンウワバ Anadevidia peponis

フクラスズメ Arcte coerula

モクメクチバ Perinaenia accipiter

ハガタキリバ Scoliopteryx libatrix

クロキシタアツバ Hypena amica

アミメアツバ Zanclognatha reticulatis

ヤガ科類 Noctuidaegen.spp.

注）種名および配列は「日本産野生生物目録―本邦産野生動植物の種の

現状―（無脊椎動物Ⅰ，Ⅱ）」（環境庁編，1993，1995）に従った．
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付表 古鼡横断面確認種リスト．



鳥類調査

科名 種名

カイツブリ目

カイツブリ カイツブリ Podiceps ruficollis

ペリカン目

ウ カワウ Phalacrocorax carbo

コウノトリ目

サギ ダイサギ Egretta alba

コサギ Egretta garzetta

アオサギ Ardea cinerea

カモ目

カモ マガモ Anas platyrhynchos

カルガモ Anas poecilorhyncha

タカ目

タカ トビ Milvus migrans

オオタカ Accipiter gentilis

チドリ目

チドリ イカルチドリ Charadrius placidus

ハト目

ハト ドバト Columba livia

キジバト Streptopelia orientalis

アマツバメ目

アマツバメ ヒメアマツバメ Apus affinis

ブッポウソウ目

カワセミ ヤマセミ Ceryle lugubris

カワセミ Alcedo atthis

キツツキ目

キツツキ コゲラ Dendrocopos kizuki

スズメ目

ツバメ ショウドウツバメ Riparia riparia

コシアカツバメ Hirundo daurica

イワツバメ Delichon urbica

セキレイ キセキレイ Motacilla cinerea

ハクセキレイ Motacilla alba

セグロセキレイ Motacilla grandis

ヒヨドリ ヒヨドリ Hypsipetes amaurotis

モズ モズ Lanius bucephalus

ヒタキ ノビタキ Saxicola torquata

アカハラ Turdus chrysolaus

ツグミ Turdus naumanni

ウグイス Cettia diphone

シジュウカラ シジュウカラ Parus major

ホオジロ ホオジロ Emberiza cioides

カシラダカ Emberiza rustica

アオジ Emberiza spodocephala

アトリ アトリ Fringilla montifringilla

カワラヒワ Carduelis sinica

イカル Eophona personata

シメ Coccothraustes coccothraustes

ムクドリ ムクドリ Sturnus cineraceus

カラス カケス Garrulus glandarius

ハシボソガラス Corvus corone

ハシブトガラス Corvus macrorhynchos

注）種名および配列は「日本産野生生物目録―本邦産野生動植物の種の

現状―（脊椎動物編）」（環境庁編，1993）に従った．

両生類・爬虫類調査

科名 種名

両生綱

カエル目

アカガエル トノサマガエル Rana nigromaculata

爬虫綱

カメ目

イシガメ イシガメ Mauremys japonica

アカミミガメ Chrysemys scripta

トカゲ目

カナヘビ カナヘビ Takydromus tachydromoides

注）種名および配列は「日本産野生生物目録―本邦産野生動植物の種の

現状―（脊椎動物編）」（環境庁編，1993）に従った．
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