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はじめに

河川は地域に分布する昆虫相に大きな影響を与えている．河川敷の河辺林や草地は昆虫た

ちの移動や拡散に重要な足場となっている．特に平野部の市街化や耕作地の拡大による森林

の破壊と分断が進行した現代では山地と平野を結ぶ回廊として非常に大きな役割を持ってい

る．山地性の種が河辺林に沿って低地に進出し，低地性や暖地性の種が河川沿いに山地まで

侵入する例が良く知られている．特に矢作川のような南北に流れる河川では南からの暖かい

風の影響を受けやすくこの傾向がより顕著に表れる．また河川敷という特殊な環境から特有

の昆虫相を形成するが，今まで河川環境が調査される機会が少なく未解明な部分を多く有し

ている．多くの稀少種や愛知県初記録種の発見がそのことを証明している．

豊田市の市街地を掠めて流れる矢作川は，都市部を流れる他の河川に比べ比較的きれいな流

れを保っているように思われる．きらきら光輝く水が流れ，河川敷には夏草が生い茂り，うっ

そうとした古木が緑陰を作り，のどかな緑の堤が続いたり時には広々とした緑地公園であっ

たり，また散策する人や釣り人など，人によく出会う川でもある．そして昆虫をはじめ多く

の生き物によく出会える川でもある．５年間を通じての調査を終え，膨大な量の資料を解析

しながら改めて矢作川の豊かさ，懐の深さを認識させられた．これらの資料が人と生き物が

より良い共存を目指す一助となれば幸いである．

特集・中流域の河辺環境
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コウチュウ分布相からみた河川敷の特性

１．回廊としての河川

矢作川では予想をはるかに越える65科607種におよぶコンチュウ類の生息が確認された．

低地性の種はもちろんのこと通常では山地にしか分布しない種や森林性の種が見られ，局所

的な分布をする暖地性の種や西南日本を中心に分布する種が見つかっている．また全国的に

も分布域が限られる種や希少種が少なからず発見されるなど，改めて河川敷という環境の奥

深さや特殊性に驚かされた．

山地性種の進出

矢作川は恵那山系の大川入山を源流にもち，ほぼ南に流れ三河湾に注ぐ．河川は平地と山

地をつなぐ回廊といわれるが，矢作川もその例外ではなく多くの山地性種や森林性の種が河

辺林に沿って進出する例が見られた．河川は多くの土砂や砂礫を運搬するとともに山地の植

物や種子を川の流れに乗せて下流域まで運ぶ．そして植物に依存するコウチュウ類も植物を

頼りに分布域を広げることができた．またカミキリムシ科など枯れ木に幼虫が食い入るコウ

チュウ類は直接洪水を利用して流域に生息地を拡大することができた．

１．クロナガオサムシ（オサムシ科）

おもに低山地以上の山間部に生息し低地にも見られるが平野部に分布することは稀．

２．ハラグロオオテントウ（テントウムシ科）

三河山間部では時々見られるが平野部での記録は少ない．

３．カラカネチビナカボソタマムシ（タマムシ科）

幼虫はオニグルミの枯れた部分を食べて育ち，成虫は７月ころオニグルミの生葉上に見

られる．矢作川には各地にオニグルミが見られるがいずれも上流域から種子が流されて

きたものと推測される．

４．ミゾアカハネムシ（アカハネムシ科）

春季山地に現れるが個体数は多くない．

５．セスジヒメハナカミキリ（カミキリムシ科）

比較的低山地にも分布する優占種だが通常平野部には分布しない．幼虫の加害木が流さ

れてきて発生したものか河辺林づたいに飛来したものと思われる．

６．ヨツスジハナカミキリ（カミキリムシ科）

本種も低山地以上に分布するが平野部には分布せずおそらく上流域の山地から飛来した

ものと思われる．

７．クビジロカミキリ（カミキリムシ科）

山地性のカミキリで成虫は６月ころツルウメモドキの枯れ蔓に集まる．

８．ヘリグロリンゴカミキリ（カミキリムシ科）

山地の草原に比較的普通な種である．周辺の山地から飛来したものと思われる．
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森林性の種

不連続ながら河川敷に残る河辺林には思いのほか多くの森林性のコウチュウが見られた．

河川敷に生息するコウチュウ類の多くは比較的小さな規模の生息地でも，遺伝子交換が可能

な範囲の連続性があれば種の存続が可能で，各調査地ともわずかな樹林があると何らかの森

林性の種を見ることができた．現在では上流域から下流域への一方向の流れだが，いくつか

の支流を通じて周辺の丘陵地や森からも移動できるような河辺林の連続があれば一層多様性

が増すものと思われる．

１．コキノコゴミムシ（オサムシ科）

比較的少ない種で好菌性のゴミムシ．倒木のキノコなどに見られる．

２．マメダルマコガネ（コガネムシ科）

体長３mmと小さいながらも日本産唯一のタマオシコガネで，成虫は森林下の落葉層に

ほぼ一年中見られる．ベイトトラップに誘引されるがお釣土場では個体数が多い．

３．クロツツマグソコガネ（コガネムシ科）

森林性のマグソコガネで林床の古い倒木下に見られる．竹林内のエノキ倒木より多数が

採集された．愛知県初記録．

４．ヒゴムネビロオオキノコ（オオキノコムシ科）

本種は稀な種でおもに山地の自然林などに局所的に分布し，矢作川のような低地の河辺

林に生息しているのは非常に興味深い．愛知県初記録．

オオキノコムシ科の甲虫は和名のようにすべて集菌性のコウチュウで，古い朽木やキノ

コ類に集まる．河辺林の林床は比較的湿度が高く，枯れ木にキノコ類が生じやすいため

普段は山地の雑木林に見られる種が多く記録された．他にミツボシチビオオキノコ，ル

リオオキノコ，アカハバビロオオキノコ，ヒメエグリオオキノコ，カタボシエグリオオ

キノコなどが見られた．

５．ホソアカクチキムシ（クチキムシ科）

比較的個体数の少ないクチキムシで山地の暖温帯林で採集されている．幼虫は広葉樹の

枯れ木を食べて育つ．低山地にも分布するが平野部の小さな林から得れることは珍しい．

６．カバイロニセハナノミ（ナガクチキムシ科）

古い朽木やそれに付着したキノコ類に見られる．低山地にも見られるが小規模な雑木林

では少ない．

その他の森林性の種としてはナガゴマフカミキリ，イカリモンテントウダマシ，キマワリ，

ユミアシゴミムシダマシなど多数が上げられる．

暖地性の種，南方系の種の進出

山地性の種が河辺林にそって低地に侵入するのとは逆に低地性および暖地性の種がずいぶ

ん上流の山地まで侵入する例が見られた．特に矢作川では三河湾から北に延びており，南か

らの暖かい風の影響を受けやすくこの傾向がより顕著に表れる．

１．チビクワガタ（クワガタムシ科）

小型のクワガタムシで大きな牙（大あご）もなく，樹液にくることも少なく目立たない

クワガタムシである．本種は中部以西の本州から四国，九州に分布し，おもに低地の暖
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帯林に生息する．愛知県では豊橋市周辺と矢作川流域に分布し，上流域の足助町付近ま

で記録がある．豊田市では特に個体数が多く社寺林や河辺林のアベマキやサクラなど広

葉樹の朽木に見られる．

２．ミツノエンマコガネ（コガネムシ科）

北九州と愛知県を中心とした東海地方に分布．知多半島や三河湾沿岸部の低地に広く分

布．特に河川に沿って北上傾向があり矢作川では上流部の旭町笹戸まで分布する．

３．ヒラタアオコガネ（コガネムシ科）

西日本には比較的普通のコガネムシだが中部地方では稀な種．愛知県からは豊川市の１

例が知られていたのみ．成虫は４月下旬から５月にかけて現れ河川敷の草地や林縁を飛

翔する個体がしばしば採集されている．

４．ニホンホホビロコメツキモドキ（コメツキモドキ科）

西南日本の低地に分布．メダケ林に生息する．成虫は枯れたササの幹部に嚙み傷をつけ

て産卵し，孵化した幼虫はササの内空に侵入し内壁を食べて成長する．秋期に羽化し新

成虫となり，そのまま越冬し翌春に野外へ出る．成虫の脱出口はほぼ正方形でよく目立

ち本種を探すときのよい目安となる．

５．ササセマルヒゲナガゾウムシ（ヒゲナガゾウムシ科）

前種と同様枯れたササ類に見られるが前種は倒れた枯れササを好み，本種は直立した枯

れササの根際付近に産卵する．また，同所から得られるハイイロヤハズカミキリは林縁

部の枯れササを好むなど生態的な住み分けが見られる．本種は沖縄から本州にかけて分

布しおもに低地のササ原に生息する．

６．ナガフトヒゲナガゾウムシ（ヒゲナガゾウムシ科）

中部日本以西の暖帯林に分布する．以前は非常に稀な種とされていたがここ20年ほどの

間急速に増え各地で得られるようになった．成虫は６月ころ低地や低山地の暖帯林に現

れ，新しい伐採木によく集まり，灯火にもよく誘引される．矢作川流域では猿投山や旭

町でも採集された．

７．カノコサビカミキリ（カミキリムシ科）

九州から本州の低地に分布し，中部地方では稀な種となる．愛知県では豊橋市やその周

辺地，南知多町が知られていた．成虫は７月から９月にかけてカラスウリの蔓に見られ

幼虫もこれを食べる．矢作川では堤防上や河辺林の林縁にカラスウリの蔓が多く見られ，

広く分布すると思われる．

河川敷に特有な種

近年では河川敷，とりわけ都市周辺の河川における河川敷の人為的な環境の改変が著しい．

矢作川では緑地公園や球技場が多くの面積を占有し，河辺林や草地を分断し単調化を招き生

息する生物に少なからぬ影響を及ぼしている．また越戸ダムをはじめ矢作川には多くのダム

が存在し洪水や氾濫を制御しているが，本来河川敷は氾濫という「撹乱」と「更新」を前提

とした独特なサイクルを持ち，当然そういった不安定な環境に適応した種群も存在し大きな

影響を受けている．一方河川改修や草刈など新たな撹乱による遷移が見られ興味深い知見も

得られた．
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水辺や水中に生息する甲虫はゴミムシ類やゲンゴロウ，ガムシなど非常に多い．ここでは

矢作川を特徴付けるものや河川環境の改変に影響を受けやすい種，稀少な種を中心に取り上

げた．

１．カワチマルクビゴミムシ（オサムシ科）

水辺の砂礫地に生息する．かつては河川の中流域に普通の種であったが河川の汚れや堤

防の改修などにより生息地は少なくなってきた．矢作川では古鼡水辺公園，お釣土場周

辺の水際に生息する．

２．アトスジチビゴミムシ（オサムシ科）

河川敷の草間に見られる小型のゴミムシだが稀な種のようで愛知県からは名古屋市南区

大高町に次ぐ２例目の記録となる．

３．ヨツボシツヤナガゴミムシ（オサムシ科）

河川の中流域の河辺林林床に生息する全国的にも少ない種である．矢作川ではライトト

ラップでしばしば得られている．愛知県では一宮市の木曽川から記録がある．

４．クロモンヒラナガゴミムシ（オサムシ科）

河川敷や溜池のヨシ原などに生息し，葉上の小昆虫などを捕食する．体型は扁平でスス

キやヨシの密生した株に見出される．

５．アイヌケシマグソコガネ（コガネムシ科）

北海道から九州まで分布域は広いが産地は局地的．河川の中下流域の砂地に生息し，砂

中の植物の根際などから見つかる（愛知県初記録）．同様の生態を持つコケシマグソコガ

ネ，ホソケシマグソコガネ，セマルケシマグソコガネも得られている．

６．ヒゲコガネ（コガネムシ科）

大型のコガネムシで幼虫は河川敷の土中に生息し植物の根を食べる．成虫は７・8月ころ

現れ夕刻活発に飛び回り灯火にもよく誘引される．

７．ジュウサンホシテントウ（テントウムシ科）

テントウムシ科には河川敷を生息地にする種が少なからず知られている．本種は河川敷

のヨシ原に生息する．ほかに河川敷を代表する種としてクロスジチャイロテントウ，バ

バヒメテントウなどが確認された．

８．ホソツツタマムシ（タマムシ科）

成虫は春～秋まで見られ，堤防上や荒地のススキ葉上に見出される．幼虫もススキを食

べる．次種とともに頻繁に草刈が行われるような堤防法面や改修直後の堤防など乾燥し

た草地が生息地となっており，放置された背丈の高い草むらからは採集されにくい．こ

れらのことから本種は氾濫原が洪水によって撹乱され，荒地から草地に遷移する過程の

環境を生息域としているものと推察される．

10．ミカワサビキコリ（コメツキムシ科）

愛知県と岐阜県南部に分布し，おもに河川敷の草地や林縁部に見られる．個体数は少な

い．

11．ホッカイジョウカイ（ジョウカイボン科）

河川敷に特有のジョウカイで成虫は４～５月に現れ草地に多い．

12．ヤマトヒメメダカカッコウ（カッコウムシ科）
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河川の河口域や沼地のヨシ群落に生息する．調査地のような中流域での記録は珍しい．

成虫は６月ころ現れ，ヨシの葉上に見られる．

避難所としての河川敷

平野部の市街化にともない生息地を追われた種が河川敷の中で遺存的に生息し，河川が避

難所としての機能も持っていることが確認された．平野部の開発が進み森林や草地が消失し

た近年では河川敷が唯一連続性のある自然環境となっており，その意味においても重要であ

る．

このように河川敷の自然環境はコウチュウ類ばかりではなく，流域に生息する生物すべて

にとって個体の移動や集団の遺伝子的な交流に非常に重要な意義をもつものである．近年の

河川改修や無秩序な緑地公園化が自然植生の連続性とそれがつくる回廊を分断してしまい残

念である．

１．ヒラタクワガタ（クワガタムシ科）

ヒラタクワガタは低地の雑木林を代表するコウチュウだが，最近ではオオクワガタとと

もに生息地が減少し，個体数も少なくなっている．主な生息地の社寺林は手入れが行き

届き，枯れ木や倒木が放置されないことなどが減少の原因と思われる．ヒラタクワガタ

は幼虫が地中に埋没した朽木を好むため，流木などが推積する河川敷は本種の生息に適

しているものと思われる．

２．クワカミキリ（カミキリムシ科）

養蚕が盛んなころには桑の害虫として知られていたが，養蚕がおこなわれなくなり，桑

の栽培も減少した．河川敷にはヤマグワが多く本種をはじめ桑の木につくコウチュウの

避難場所となっている．

希少種

矢作川の河川敷からは愛知県初記録をはじめ多くの希少種が見出されているが，河川敷と

いう特殊な環境が今まであまり調査されたことがなく，新しい知見が豊富に得られたことに

も一因がある．しかし矢作川は同じ都市近郊にある庄内川などに比して明らかに良好な環境

を保持しており，決して未調査ゆえの好結果ばかりではない．矢作川河川敷の植生が在来種

を多く温存していることからも固有な種をいくらか温存していることは容易に想像できるも

のである．

１．ヨコミゾドロムシ（ヒメドロムシ科）

国のレッドデータブック（環境庁編，1991）の絶滅危惧種に指定されている水生甲虫．

平野部の湧水のある水草の多く生える池などに生息し，近年生息地が減少している．お

釣土場においてベイトトラップに誘引されたが，生態的にも興味深い知見である．

２．ツマアカマルハナノミダマシ（マルハナノミダマシ科）

全国的にも稀な種でおもに河川流域のライトトラップなどで得られている．生態につい

ては不明．荒井公園のライトトラップおよび市木川堤防のベイトトラップに誘引された．

３．クロケシタマムシ（タマムシ科）

非常に稀なタマムシで，生態なども不明とされている．堤防上や荒地のスイーピング採
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集で得られる．矢作川では背丈の低いイネ科植物を食べているようで，生息環境ととも

に今後の研究課題としたい．

移入種

近年の人や物資の移動は交通手段の飛躍的進歩で非常に速くなり，それに伴って多くの昆

虫も世界中に拡散する機会を得た．ほとんどの種は生息条件が満たされず定着することはで

きないが時には条件を満たし世代を繰り返すことに成功する例も見られる．いったん定着す

ると天敵がすぐにいないこともあって爆発的に分布を広げ一躍優占種の地位を得ることも珍

しくない．一般的に太平洋岸沿いに分布を広げ内陸部へは河川沿いに北上することが多く興

味深い．

１．コルリアトキリゴミムシ（オサムシ科）

体長５-６mmの小型のゴミムシで，全身に緑青色の金属光沢があり美しい．1997年に

関東地方で最初に記録された後，太平洋岸で急速に分布域を広げ愛知県からは1998年に

豊田市の矢作川で確認された．現在では上流域の旭町や，豊橋市などで記録されている．

２．ブタクサハムシ（ハムシ科）

本種も関東地方で最初の記録があり，その後太平洋岸伝いに分布を広げ関西地方に達し

ている．矢作川では安城市や旭町で多数の個体が採集されている．豊田市内ではどうい

うわけかそれほど多くはない．成虫は河川敷のブタクサやオナモミに見られ，葉を食べ

る．

その他移入種としてラミーカミキリ，イネミズゾウムシがあげられる．

環境による生息種の特徴

河川敷を幾つかの環境要素に分類し，そこに生息する代表的な種をとりあげた．

矢作川は恵那山系の南部山塊をはじめ風化花崗岩地帯に源流域を持ち，大量の砂礫を流域

に運ぶ砂の川といえる．近年では多数のダムや砂利の採取により運ばれる砂の量が大幅に

減ってきているが，流域には広大な砂浜や中洲が点在し，その面影を色濃く残している．調

査地域内の河川敷地表の多くが砂地に覆われ，水際や草地に砂地特有の種が多く見出されて

いる．河辺林は面積も狭く樹相も単調で河川特有な種は少なく，むしろ周辺の丘陵地から進

出した種や低地の森林性種が温存される形で生息している．

１．水生甲虫

全般的に流速のある地域が多いためゲンゴロウ類など止水性の種は少なく，ヒメドロムシ

やヒラタドロムシなどに興味深い種が得られている．
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２．水際・砂地

水際に近寄れなく未調査の地域もあるがミズギワゴミムシ類はじめ砂地性のゴミムシ類な

どが多く見られた．

オサムシモドキ，カワチマルクビゴミムシ，ヨツボシツヤナガゴミムシ，トゲアトキリゴ

ミムシなどのゴミムシ類，アイヌケシマグソコガネおよびケシマグソコガネ類，ヒメサビキ

コリ，マダラチビコメツキ，ヒメスナゴミムシダマシなど．

３．草地

水際にはツルヨシ群落が見られ，ヨシ類に依存するテントウムシ科などのコウチュウが見

られた．またヨシ類の株が繁茂したところでは秋季から冬季にかけて小コウチュウのよい隠

れ家や越冬場所になっており，多数のコウチュウ類が見られる．堤防法面はヨモギ，イタド

リ，ススキなどのイネ科植物が多くハムシ類をはじめ草地性の種が多い．堤防法面は改修工

事や草刈など人為的な影響を受けやすく調査時期などによって結果に極端な差が出ている．

クロモンヒラナガゴミムシ，ミズギワアトキリゴミムシ，マメコガネ，ホソツツタマムシ，

ホッカイジョウカイ，ババヒメテントウ，クロスジチャイロテントウ，キイロセマルキスイ，

ケオビアリモドキ，ハスジカツオゾウムシ，ゴボウゾウムシ，ヨモギハムシなど多くのハム

シ類など．

４．河辺林

河辺林の構成樹種は単調で，多くの地域にマダケが密生し調査に入ることも困難な状態で

ある．水際にはヤナギ類が散在し，エノキ，ムクノキを中心に高木が茂り，ヤマグワ，ヤブ

ツバキが混じる．林縁部にはミツバアケビ，フジ，ツルウメモドキなどの蔓植物が巻きつき

マント群落を形成する．一般的に樹林内は暗く，立ち枯れ木や枯れ枝に森林性の種が見られ，

上流域の丘陵地から進出した種や低地の森林性の種が市街化による生息地の喪失のため遺存

的に生息している．これらの種は上流域の山地に近い地域ほど多く，下流域に下るにつれ減

少する．また河辺林自体下流域ほど規模が貧弱になり不連続となり，生息するコウチュウの

種類数・個体数ともに減少する．しかしながら，わずかな規模であっても何らかの森林性種

が見出されており，その意味において河辺林の持つ重要性が注目される．

密生した樹林内

立ち枯れ木や枯れ枝に朽木性や，好菌性の種が見出される．

オオアオモリヒラタゴミムシ，ヤマトタマムシ，キマワリ，ユミアシゴミムシダマシ，モ

ンキゴミムシダマシ，クチキムシ類，ナガゴマフカミキリ，オオシロカミキリ，クビジロカ

ミキリ，キノコヒゲナガゾウムシ，アシナガオニゾウムシなど．
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林床

湿度が高く腐葉土層が形成されている．倒木や落ちた枯れ枝には朽木性，集菌性の種が多

く見られる．

ミカワオサムシ，マメダルマコガネ，クロツツマグソコガネ，チビクワガタ，マルキマダ

ラケシキスイ，オオキノコムシ類など．

林縁部

アカメガシワ，ヤマグワなどの低木とカラムシなどの背丈の高い草本が見られる．また高

木に絡みつくツル植物も豊富である．

キクビアオアトキリゴミムシ，ジュウジアトキリゴミムシ，ムネアカチビナカボソタマム

シ，コウゾチビタマムシ，ツマキアオジョウカイモドキ，ヒシカミキリ，キクスイモドキカ

ミキリ，ラミーカミキリ，スネアカヒゲナガゾウムシなど．

マント群落

河辺林や竹林の林縁部にはクズ，ミツバアケビ，フジなどの蔓植物が絡みつきマント群落

を形成している．単調な河辺林を立体的に複雑化しておりコウチュウ類は非常に多い．水際

や草地とともに河川敷に特有な種が多く見られる．

クズノチビタマムシ，トラフコメツキ，サビキコリ，ヒロオビジョウカイモドキ，キアシ

オビジョウカイモドキ，ケシコメツキモドキ，チャバネクビボソムシ，アシマガリクビボソ

ムシ，カッコウメダカカミキリ，コブスジカミキリ，カノコサビカミキリ，ハムシ類など．

竹林

河辺林の大半はマダケの密生林で林縁部にタケを食べるベニカミキリが時折見られるほか

林床にアオゴミムシ類が散見できる程度でコウチュウ類はほとんど見られない．特殊なもの

としてはメダケにつくハイイロヤハズカミキリ，ニッポンホホビロコメツキモドキ．ササセ

マルヒゲナガゾウムシがあげられる．

各調査地域の特性

調査地域は上流部から下流部に向けて行なわれ調査個所は大別して12ケ所におよび，記録

された甲虫は65科607種にのぼった．各年度の調査地はおよそ４-10ケ所に及び，場合に

よっては１日で全ての調査地域を回れないことも少なくなかった．調査方法も見つけ採りや

たたき網，スイーピングによる任意採集のほかベイトトラップ，ライトトラップを合わせて

表１ 各調査地の甲虫類生息種数

調査地 St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 St.7 St.8 St.9 St.10 St.11 St.12

科数 37 23 9 43 36 32 30 43 36 43 39 28

種数 147 58 21 212 176 97 114 208 151 189 176 109
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河川敷に生息する甲虫類

１）砂礫質の川を代表するカワチマルクビゴミムシ

２）朽木上のチビクワガタ

３）葉上で交尾するコウゾチビタマムシ

４）羽化した後葉上で休息するヤマトタマムシ

５）枯れたメダケの材内で越冬するニホンホホビロコメツキモドキ

６）竹垣に産卵するタケトラカミキリ

７）カラムシ葉上に止まるラミーカミキリ

８）新成虫のまま材内で越冬するササセマルヒゲナガゾウムシ

１

３

５

７ ８

６

４

２
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行なったが，全ての調査地で行なうことは事実上不可能であった．本来はすべて同じ調査時

間，調査方法を用いて定量的な調査結果を得たかったのだが，調査日時や調査時間，気象条

件，あるいは調査地域の現況によっても大きな誤差が生じることは避けられず，むしろ調査

地の生息種をできる限り確認することを優先し，調査地の環境に合わせた採集法を選択した．

幸いにも５年間にわたる調査から河川敷のコウチュウ相に関し，環境別にどのようなコウ

チュウが生息し，またどんな環境が生息に適さないか，大まかな傾向をつかむことができた．

次に各調査地を環境によって大別し多様性の高い部分を模式図で示し，河川敷の整備や利用

を考える上での方向性を示した．

P.58以下に各調査地の環境を模式図で表し，多様性の高い部分を矢印で示した．

１．山林を中心にした地域

越戸ダム下流右岸（St.1）

山地から平地への開口部にあたり河川両側は山の斜面が迫り河川敷は存在しない．斜面は

コナラ，アベマキなどの落葉広葉樹林が被い，自然度の高い地域である．生息するコウチュ

ウ類は一般的に山地性や森林性の種が多く，草地性の種は局所的に分布する．種類数が他地

域に比べやや少ないのは河川敷に生息するゴミムシ類や草地性のハムシ類が少ないことが原

因である．ハナカミキリ類やオトシブミなど山地性の種が目に付く．道路沿いに植栽された

カエデやサツキはハナムグリやコガネムシ，ハナカミキリなど訪花性コウチュウのよい蜜源

となっている．

越戸ダム下流左岸（St.2）

古いレクリエーション施設の跡地で斜面に駐車場や通路が配置され植生もマダケやエノ

キ，ヤマグワなどを除き庭園として植栽されたものとなっている．本来このような人工的な

環境が独立して存在した場合ほとんど何も生息しないのが普通だが，予想に反し多くの種が

得られた．周辺に良好な自然林があり飛来するコウチュウが多く，また通路や広場が適度な

空間を作りだし立体的にも平面的にも変化に富むことから休息地としても利用されている．

鵜の首橋上流右岸（St.11）

St.1と同様に丘陵地が川岸まで迫り，コナラ，アベマキの雑木林となっている．林内は古

い倒木や立ち枯れ木が多い．生息するコウチュウ類も森林性，山地性のものが多く一般的な

河川敷の甲虫は少ない．特に林床の朽木にゴミムシダマシ，オオキノコ，テントウダマシな

ど集菌性の種が多く，林縁部の樹葉上にはタマムシ類や樹上性のアトキリゴミムシ類が多く

見られた．
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越戸ダム下流両岸の雑木林（下流から上流側をのぞむ）
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２．河辺林と水辺に砂礫地帯を持つ地域

古 水辺公園（St.4）

公園内はヤナギの大径木を残し下草や低木を刈り込んだため乾燥化しコウチュウは少な

い．砂礫質の水辺にはカワチマルクビゴミムシやミズギワゴミムシなどのゴミムシ類が多い．

また堤防上の大きなエノキにはナミガタチビタマムシが多い．コウチュウが多いのはむしろ

公園よりやや下流の地域で，マダケとエノキ，ムクノキ，ヤブツバキなどの高木による河辺

林と林縁に覆い被さるマント群落に多種類のコウチュウが生息している．たまたま大きなエ

ノキが立ち枯れて伐採されたことにより枯れ木を好むカミキリムシ類や朽木やキノコに集ま

るオオキノコやゴミムシダマシ類が非常に多くみられた．またライトトラップには水生甲虫

やコガネムシ類が多く誘引された．全調査地域中最も多くの種が確認された．

古鼡水辺公園汀部 古鼡水辺公園堤防上道路

古鼡水辺公園（St.4)
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お釣土場（St.5）

マダケとエノキ，ムクノキの高木を中心にした河辺林で，マダケを間引きし林内に遊歩道

を通したため適度の空間ができ林床に低木や草本が育ち生息する虫の種類は増大した．遊歩

道を作るときに伐採された枯れ枝からカミキリムシ類や朽木性のコウチュウ類が得られた．

また林内の下草や低木上には休息する昆虫類がよく見られた．林縁にあたる堤防上ではエノ

キやクワの低木とカラスウリやフジのツルが絡み林縁に生息する森林性小コウチュウが多

い．遊歩道より下流の草地ではハムシ類やゴミムシ類が見られ，ヤナギやノイバラの花には

訪花性のハナカミキリやコガネムシ類が見られた．

３．人為的改変が加わった地域

都市部に近い地域では，河川敷を球技場や芝生の緑地公園が広い面積を占有している．河

辺林は幅が狭く取り残され形となったり分断されたりして乾燥化が進行している．森林性の

種は減退し種類も個体数も減少している．一方低水敷の草地はまったく放置されてままに

お釣土場の林内遊歩道 お釣土場の堤防上道路

お釣土場（St.5)
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なっており，ハムシ類やコガネムシ，ゴミムシ類などが多く見られた．しかしながらわずか

に残された河辺林からは稀少種がいくらか発見されており，同じような公園化を施されなが

らも河辺林と芝地の配置を工夫するだけで豊かな生物相と共存できる可能性を指し示す興味

深い資料が得られた．

川端公園（St.7）

堤防下の広い高水敷はサッカーグランドとして利用され乾燥が目立つ．低水敷との境界に

エノキ，ヤマグワ，ヤナギ類からなる河辺林があるが幅は狭く，かろうじてミツバアケビな

どのツル植物に覆われた部分にカミキリムシなどの森林性コウチュウがわずかに見出され

る．低水敷の草地は夏場には踏み込むことを躊躇するほど繁茂し，ハムシやテントウムシな

どの草地性のコウチュウが多く，ライトトラップやベイトトラップではゴミムシ類が多く得

られた．

寺部町市木川合流点付近（St.8）

市木川合流点付近の広大な河川敷の大半はゴルフ場の芝生となっており，調査はおもに低

水敷の草地とヤナギ，エノキの小径木の河辺林を対象に行なった．森林性，草地性種ともに

満遍なく採集され208種が記録された．森林性の種は河辺林の規模に比べて多く，ヤナギに

川端公園のグラウンドと堤防道路

川端公園（St.7)
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寺部町のゴルフ練習場 市木川．合流点のやや上流

堤防上より見た野見公園 同左

寺部町市木川合流点付近（St.8)
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はゴマダラカミキリやボクトウガが傷つけ樹液が染み出しクワガタムシやカナブンが集まっ

ていた．なかでもヒラタクワガタは低地の雑木林の喪失とともに減少しており河辺林が本種

の温存に適しているようだ．また市木川堤防にクロナガオサムシが生息し平野部に本種が進

出した珍しい例として興味深い．低水敷の草地や河辺林の林縁には草地性のハムシやテント

ウムシなどが多く，ススキやヨシの茂みは小コウチュウの格好の隠れ場所となり，それらを

捕食するゴミムシ類などが見られた．希少種ではツマアカマルハナノミダマシやクロケシタ

マムシが採集されている．

野見公園 久澄橋下流左岸（St.10）

マダケの密生林，エノキ，ムクノキの大径木，芝地，ヨシ群落，ヤナギの河辺林．調査地

の全環境が一通りそろった地域で，コウチュウ類の個体数も多く希少種も得られている．こ

れは図示したように河辺林と芝生の緑地帯を平面的に入り組んだ形で配置してあるため，風

の吹き溜まりや空間が程よく作られコウチュウばかりでなく多くの昆虫にとって生息しやす

い条件を作り出している．あまり役に立たないと思われていたタケの密生林も使い方次第で

非常に有用なものとなることを示している．

４．孤立した河辺林

調査地域も下流に下るにつれ周辺の環境は市街化や耕作地の影響を受け，昆虫の生息環境

としての厳しさを増す．河辺林も上流域ほど面積が広く下流域に下るにしたがい線状からや

がて分断され点線状となり孤立化するところもでてくる．森林性の種は一層減少するととも

に，環境が単純化することから草地性の種まで単調となりわずかな優占種のみが個体数を増

す．しかしながら飛翔力のある種が近隣の河辺林や丘陵地から飛来する例も見られ，人工的

に樹林を植栽することである程度の再生は困難なことではないと思われる．

鵜の首橋上流左岸（St.12）

低水敷はヨシやセイタカアワダチソウの群落が被いつくし調査に入ることさえ困難な状態

である（2000年にはきれいに草刈が行なわれ地表が露出する状態になっていた）．河辺林はエ

ノキ，オニグルミの独立木とマダケの林が孤立した状態であるが，クルミにつくカラカネチ

ビナカボソタマムシが得られたくらいで森林性種はほとんど見られない．また堤防法面は改

修工事が終わった直後でススキやメリケンカルカヤなどイネ科植物が見られる程度で甲虫類

はほとんど見られないが，ホソツツタマムシ，クロケシタマムシの生息が目を引く．両種と

も希少種であるが，前者は河川敷のススキにつく生態が分かり，各地で得られるようになっ

た．クロケシタマムシは全国的にも採集例が少なく生態も不明であるが，矢作川では背丈の

低いイネ科植物につくものと思われる．本種は対岸にあたる竜宮町堤防上や寺部町ゴルフ場

の荒地からも採集されており，本来は河川氾濫が繰り返し起きるような荒れた河川敷に生息

する種と思われる．近年ダムなどにより洪水が起きにくくなり，代わって草刈や改修工事後

の荒れた草地に生息するようになったものと思われる．

63矢作川研究 No.５：47～67，2001



竜宮橋上流左岸（St.12）

堤防上は背丈の低いイネ科植物が見られる程度で乾燥している．堤防法面から河川敷にか

けてエノキ，ヤマグワ，アカメガシワの小径木とセイタカアワダチソウなど背丈の高い草本

に被われている．林縁はヤブガラシやカラスウリの蔓植物が目立ちハムシ類やカノコサビカ

ミキリが採集されている．ヤマグワにはキボシカミキリに混じってクワカミキリも生息し，

ホソアカクチキムシなど山地性種もわずかに得られている．

河川敷環境によるコウチュウ類の多様性について

一般に上流ほど山地性の種や森林性の種の割合が高い．下流側ではこれらの種が減少し，

草地性の種が多くなる．上流側では周辺の山地から移動してくる種が多く，それを受け入れ

る自然度の高い河辺林が温存されていることによる．下流側に下り，市街化や公園などの人

為的影響が強くなるに従い，河辺林は規模が縮小し単調なものとなり，森林性の甲虫は減少

し，代わって草地性の種が多くなる．

最も多様性の高い地域は自然度の高い上流側ではなく，十分な河辺林が存在し適度な人為

鵜の首橋上流左岸の堤防道路 竜宮橋上流左岸の堤防道路
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的改変が加わり，河辺林，草地が入り混じった環境であることがうかがえる．また稀少種や

河川敷固有種が生息する割合も高い．河辺林が著しく孤立するところでは草地性の種も減少

し優占種が占める割合が多くなる．このように河辺林の存在が地域のコウチュウ相の多様性

に大きな影響をもつことが分かった．

多様性の認められる環境

１．地形的に凹凸の変化に富む場所

・水際にワンドや中洲による流速や水深に変化がある

水生甲虫が多い

・堤防を含め高低の段差がある

風当たりを和らげ乾燥化を防ぎ，垂直の変化にともない植生が豊かになる

２．植物相の多様性が高い場所

・植生の豊かな河辺林が存在し連続性を持つ

周辺の山地や森林から誘引される種が増える

・草地と河辺林が混在する

平面的，立体的な変化に富み豊かな植生により生息種の多様性が増す．

・コウチュウを誘引する花や枯れ木がある

河辺林が分断されていても大きな誘引効果がある（立ち枯れ木や倒木は特に危険性が

ないかぎり放置することが望ましい）

３．適度の人為的な改変

・岸辺に大小の石を投入することで人工的な河原を造り水生甲虫やゴミムシ類が生息し

やすくなる（古鼡水辺公園）

・球技場や芝地の広場はバッタ類など一部の種を除きほとんどの昆虫類にとって生息に

適さないが河辺林との有効な組み合わせにより良好な環境を作り出すことができる

（久澄橋下流右岸・野見公園）

・密生した河辺林内に遊歩道を造成し適度な空間を作る（お釣土場）

・草刈は複数回に分け虎刈り状態に刈ることにより残された草地へ避難することがで

き，荒地に生息する種の維持にもつながる．低水敷の密生した草地は越冬や隠れ場所

として有用な存在であり，また地表面の乾燥を防ぎゴミムシ類などの地表生息種の多

様性に大きく貢献しているため配慮が必要である．

河川敷の利用と再生

都市周辺の河川敷がレクリエーションの場として利用されることはある程度やむを得ず，

全てを自然に戻すことは現実的な選択ではない．むしろ積極的に自然と人とが直接ふれあい

その重要性を学習する場として捉えるべきである．一見自然と開発が相反する要素を持つよ

うに思われがちだが，「里山」と同じように共生は十分に可能なことと思われる．とは言え，

現在の矢作川の現状はかなり厳しく市街地に最も近い高橋～久澄橋間は危機的状況であり対
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応策が最も必要とされる地域である．炎天下のグランドに木陰が恋しいのは人も昆虫も同じ

である．

提言

１．河辺林の分断を植栽により再生補完する．植栽する樹種は原則として本来の植生に準じ，

植栽面積が少ない場合は堤防法面も利用する．サッカー場のような広い芝地は各コートの

周縁に沿って植栽し，網目状につなぎ連続性を補完する．

２．マダケ密生林の処理

１）間伐することにより，本来そこにあった植生を回復することができることはお釣土場

の例を見ても明らかであり，林内に在来の植生が残っていれば回復は容易と思われる．

２）皆伐し，人工的に新たな植生を作り出す．あるいは放置し自然の植生が回復するのを

待つ（現在平井公園において実験中）．

３）現在多くのマダケ林が堤防に沿った直線状の林縁を形成しているが，部分的に切り開

き凹凸のある林縁を作ることによりマント群落が発達し多様性ができる．

S ummary

．The River As a Corridor
 

River systems heavily influence the character of local beetle fauna, and serve as
 

important corridors for migration and distribution of beetle species. A total of 607

species of 65families of beetles were confirmed in the environs of the Yahagi River in
 

Toyota City. Various cases were observed in which the river served as a corridor for
 

distribution of beetle species from one type of environment to another. For example,

mountain and forest beetles from the hilly areas upstream were recorded in the down-

stream plain, having migrated along the riverside woodland. Conversely, we also
 

encountered cases of lowland species generally found in warmer regions spreading to the
 

upstream area. In other cases,the riverside area served as a refuge for species driven
 

out of their original habitat by urbanization. Additionally, numerous rare species
 

specific to riverside environments were also recorded.

．Characteristics of Species According to Environment
 

The riverside area was divided into four categories of environment(water,waterside,

grassland,riverside woodland),and the fauna of each type of environment was inves-

tigated.

．Characteristics of Each Survey Site
 

Survey sites were classified into the following 4basic groups : 1)hilly woodland,

2)areas with good riverside woodland, 3)artificially coppiced or“improved”areas, 4)

isolated riverside woodland. Diversity of beetle species at each site was investigated.
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The greatest diversity in species was found in areas to some extent coppiced or artifi-

cially“improved”,with a mixture of woodland and grassland.

．Use and Regeneration of the River Margins
 

It is inevitable that the riverside area will be used to some extent for recreation,and
 

therefore returning the area to a completely natural state is not a realistic choice.

Rather, the area is best understood as a place to enjoy and learn the importance of
 

positive direct interaction between humans and nature. While nature and development
 

tend to be seen in opposition to one another,there is considerable scope for coexistence
 

of the two,as in the case of coppiced woodland.

Nevertheless,the current state of the Yahagi River environment is severely degraded.

Particularly, the area between Takabashi Bridge and Kyuchobashi Bridge, the site
 

nearest the center of the city,is now facing an environmental crisis,and countermeasures
 

are urgently needed.

Suggestions were made regarding ways to achieve balance between urban develop-

ment and conservation of natural environment around rivers running through built-up
 

areas.
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