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はじめに

　幹線流路延長118 km，流域面積1,830 km2の一級河川
である矢作川は，本流の河口から34～80 km地点の区間
に7つのダムが建設され，その範囲には，現在竹林を中
心にヤナギ類，ケヤキ，エノキ，オニグルミ，ヤマグワ，
アベマキ，コナラ，アラカシといった広葉樹からなる河
畔林が発達する．
　今回，水辺の自然環境保全や改善に役立ち，環境に配
慮した河川整備のための提言に生かせる基礎データを蓄
積することを目的とし，2006年7月～2007年8月にかけて
動植物調査が実施された．　
　河口から50 km付近から69 km付近の矢作川河畔林の
昆虫類調査は，これまでほとんどなされていない．今
回その区間において昆虫類の生息調査を実施し，その
多くは，前号で発表されたが（近藤ほか，2009；高橋，
2009；矢崎，2009；間野，2009；須磨・間野，2009；吉田，
2009；蟹江・戸田，2009），いくつかの分類群は未発表
のままであった．近年生物多様性の重要性が叫ばれてい
るが，その基礎となる生息情報は必ずしも多くなく，特
に種数の多い昆虫類については，生息基礎情報の極めて
少ないグループが多く見られる．特にハチ目（アリ科を
除く）とハエ目については，国内ではそれぞれ4,500種（平

嶋，1998）と5,300種（諏訪，1997）と，非常に多くの
種が判明しているが，愛知県下の記録は地元に専門家の
いるグループ（例えばユスリカ科）を除けば非常に少な
い（山岸，1990；山田，1990；近藤ほか，1990）．特に
矢作川流域に限れば，極めて限定された種のみのわずか
な記録しか見られないのが現状である．今回の調査で得
られた昆虫のうちトビケラ目，ハチ目，ハエ目について
は，専門家による同定が行われた．その記録は，アリ類
を除くハチ目とハエ目では，わずかな種類にとどまって
いるが，上述のように地域にとっては貴重な生息情報と
なるため，トビケラ目やアリ類と共に一調査記録として
報告する．また全国的ないしは地域における分布上希少
な種についても特記した．

調査場所・調査方法

調査場所
　調査地は，河口から約50～約69 kmの範囲（標高は70 
～170 m）の河畔植生地（堤外地）で，矢作川中～上流
域の代表的な河畔林や，整備の際に配慮が必要と考えら
れる竹林，河川敷の草地や雑木林からなる場所5地点を
調査地として選定した（表1・図1）．
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要　　約
1） 矢作川上中流域の河畔林5カ所においてトビケラ目20科64種，ハチ目20科91種，ハエ目14科42種を記録した．
2） 確認種は中部地方の平地から丘陵地の河川沿いの草地環境などに普通に見られる種が大部分であったが，アリ類で

は樹林環境に特有な種も多く見られ，河川の氾濫がなく，動かなくなった河畔林の林床状況を反映したものと考え
られた．

3） 希少種 Leptocerus moselyi（和名なし，ヒゲナガトビケラ科），ウマノオバチ，ノコバウロコアリ，ヒラタウロコア
リが確認された．
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調査方法
　今回の調査は，ライトトラップ（ボックス法），フラ
イト・インターセプト・トラップとベイトトラップの3
つのトラップと，カーテン法夜間調査などの任意調査を
併用して実施した．
・ライトトラップ（ボックス法）（以下LTと略す，図2）
　①地点から⑤地点まで各地点に，1カ所ずつ縦横各26 
cm，高さ37 cmの直方体の塩化ビニール箱に，高さ23 
cm，開口部1辺45 cm，閉塞部1辺17 cmの塩化ビニール

製四角錐を逆に載せたライトトラップを設置し，その上
に光源（10 wブラックライト1本）を灯し，5地点同時
に日没後から日の出まで連続自動照明を行った．殺虫剤
として酢酸エチルを使用した．2006年7月27日から2007
年8月23日まで12回（2006年12月から2007年3月までをの
ぞく）①地点から⑤地点まで同一日に点灯し翌日回収し
た．トビケラ目と一部のハチ目の記録を得るのに効果的
であった．　
・フライト・インターセプト・トラップ（以下FITと略す，

間野隆裕

図１　河畔林調査地の位置．

地点 地名 主な植生 備考 河口からの距離
（km）

標高
（m）

①

②

③

④

⑤

小渡町小柳（左岸）

榑俣町榑俣川合流点
付近（右岸）
百月町百月発電所上
（右岸）
西広瀬町西前地内
（右岸）
東広瀬町ヲゴソ地内
（左岸）

ケヤキ林

草地とマダケ林，
雑木林

モウソウチク林

ケヤキ林とマダ
ケ林
草地とマダケ林，
ブナ科雑木林

ケヤキの大径木の林と川沿いにヨシ群落がある

河川敷の川側に低木をまじえた草地，陸地側に竹林，スギ林，
アベマキ林が見られる

モウソウチク林と川側に草地

エノキやヤナギなど広葉樹の大木が竹林内に混交．地元の水
辺愛護会による竹林の伐採が行われている

河川敷の川側に草地，陸地側に竹林と雑木林が発達している
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50. 2

表１　調査地点．

図４　ベイトトラップ．図３　フライト・インターセプト・トラップ．

図２　ライトトラップ.
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図3）
　縦30 cm×横40 cm×高さ5 cmのトレーを地面に直接
置き，トレーの真ん中に，縦30 cm×横45 cmの透明ア
クリル板を垂直に立てた．飛行中の昆虫はアクリル板に
ぶつかり，トレー内に落ちる．昆虫誘引と昆虫の腐敗防
止のために，トレーには酢酸20 %液を薄く底面が隠れ
る程度入れた．設置環境として，下草がなく獣道がつい
ているような風の通り道を選んだ．多くのハチ目と一部
のハエ目の記録はこの方法による．
・ベイトトラップ（以下BTと略す，図4）
　口径78 mm，深さ95 mmのプラスチックコップを使
用し，誘引及び腐敗防止として酢酸20 %液を20 mlずつ
入れた．そのプラスチックコップの口が地面から隠れる
程度に埋め込み，一調査地点に10個を約2 m間隔で川に
向かい垂直に一列に並べて設置した．したがって河川敷
の状態により，砂地から草地，林内といくつかの河川敷
環境に設置した．ハチ目のうちアリ類と一部のハエ目は
この方法によって記録した．
　FITとBTの調査は2006年7月8日から2007年7月26日ま
での約1年間に10回の調査を実施し，いずれも設置して
から2日後に回収した．
・任意調査
　カーテン法による灯火採集や見つけ採り法による調査
を行った．カーテン法は比較的開けた場所で，1.6 m×2.0 
m白布に水銀灯100 w型2灯，蛍光灯100 w型3灯，ブラッ
クライト15 w型2灯を薄暮～薄明期まで点灯し，そこに
集まる昆虫を任意に見つけ採りした．

結果および考察

○記録したトビケラ目
　トビケラは今回の3種類のトラップ調査のうちLT
でのみ得られた．LTは5地点で各15回の延べ75回行わ
れ，総計17科41種3,315個体が誘引された（表2）．地点
別の種数は地点②の25種，個体数では地点④の1,914個
体が最も多くなった（表2）．地点④が最も多くなったの
は，2006年8月10日に1,105個体（そのうちオオシマトビ
ケラが1,058個体）誘引されたためである．調査日別でも，
2006年8月10日が最も多く，5地点合計の全体の53.9 %に
あたる1,788個体が1日で誘引された．
　任意採集は主に夜間カーテン法による記録であるが，
全地点で計57種を記録し，LTで得られた種数よりも多
かった．これは比較的開けた光の通る場所で，しかも
LTに比べ圧倒的に大きな光源によって実施したことに

よって，より広範囲から誘引，飛来したことによると考
えられる．その任意調査による結果も含めると20科64種
を記録した（表4）．愛知県内のトビケラのまとまった記
録は見られないが，この記録数は旧豊田市から記録され
た73種の87.7 %である．今回のような成虫のみの記録と
しては，かなり充実したものといえる．

○記録したハチ目
　ハチ類はLT，BT，FITいずれの調査方法でも得られ
たが，微小種を中心に同定できない種が多数見られ，同
定できた種は19科55種にとどまった（表5）．ウマノオバ
チを除いてほとんどの種は平地から丘陵地の普通種で
あった．
　アリ類は約1,800個体が誘引され，36種を記録した

（表6）．これは旧豊田市域で記録された63種（田中ほか，
2005）の約57 %にあたる．乾燥地には少ないオオハリ
アリ・キイロシリアゲアリ・アメイロアリなどの個体数
が多かったのは，調査地が河畔であったためかもしれな
い．
　愛知県初記録のクサオオアリと丘陵地性のムネアカオ
オアリを確認した．希少なノコバウロコアリとヒラタウ
ロコアリ（後述）はいずれも照葉樹林の林床に生息し，
腐朽木中や落葉下に営巣する（アリ類データベース作成
グループ2008，2009）．その他朽木等で営巣するオオハ
リアリやトビムシ類を捕食するウロコアリが記録された
ことからも，河畔林が本来の氾濫環境とは異なり，林床
が安定して動かなくなった森林環境になったことを裏付
けるものと考えられる．

○記録したハエ目
　今回実施した各種トラップ調査と任意調査から14科42
種を記録したが（表7），微小種を中心に多くの未同定種
が残っている．特に地点③で得られた種はわずかで，全
て同定が出来なかった．
　同定できた確認種は概ね中部地方の平地から丘陵地の
河川沿いの草地環境や樹林環境などに普通に見られる種
で，河畔林としての特徴は，そこから読み取ることは難
しい．その中で，Microchrysa japonicaは比較的良好な湿
性草地などで見られるとされ，ジョセフニクバエは中部
地方ではあまり多くないと思われる（伊東憲正氏私信）．

○分布上特筆すべき種
和名なし　Leptocerus moselyi（Martynov）（ヒゲナガト
ビケラ科）

矢作川上中流域のトビケラ目，ハチ目，ハエ目



20

　アムールから記録された種で，日本では，矢作川から
西本・森田（2001）で初めて記録され，西本（2002）に
解説がある．その後茨城，広島，三重でも記録されてい
る（森田久幸氏私信）．今回は地点②から地点④で得ら
れた．
ウマノオバチ　Euurobracon yokohamae（Dalla Torre）（コ

マユバチ科）（図5）
　愛知県内ではこ
れまで3カ所の記録
しかなく，宿主であ
るシロスジカミキリ
が少なくなったこと
によって生活の場を
失い，本来少ない個
体数が極端に少な
くなった．愛知県
RDBでは準絶滅危
惧に指定されている

（愛知県，2009）．今
回は地点⑤で2007年
6月9日に1個体が得
られた．
ノコバウロコアリ
　Pyramica incerta

（Brown）（アリ科）
　希少種で，愛知県では岡崎市（有田，1990）と豊田市
平井（田中ほか，1997）の記録が見られる．今回は地点
⑤で得られた．
ヒラタウロコアリ　Pyramica canina（Brown et Boisvert）

（アリ科）
　希少種で，関東地方では時に珍しく，千葉市ではレッ
ドリストに掲載されている．豊田市内では豊田市御内平

（有田，1990），および豊田市平井（田中ほか，1997）で
すでに記録されている．今回は地点①と地点③でわずか
な個体が得られた．
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表２　トビケラ目地点別記録種（LT）．
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表３　トビケラ目地点別記録種（任意）．
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矢作川上中流域のトビケラ目，ハチ目，ハエ目

表４　トビケラ目地点別記録種（LT＋任意）．
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表５　ハチ目（アリ類を除く）地点別記録種．
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矢作川上中流域のトビケラ目，ハチ目，ハエ目

表６　アリ類地点別記録種数．
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表７　ハエ目（ユスリカを除く）地点別記録種．


