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〔寄 稿〕 

 

神戸女学院大学人間科学部 動物生態学研究室紹介 
 

遠藤知二* 

 
1．環境・バイオサイエンス学科の中の動物生態学研究

室 

神戸女学院大学人間科学部は，もともと人間科学科

という一つの学科で出発しましたが，サイエンスの分

野を明確にするため，2005 年に心理・行動科学科と環

境・バイオサイエンス学科という 2 つの学科に再編さ

れました。私たちの研究室が所属する環境・バイオサ

イエンス学科は，英語では Department of Biosphere 

Sciences と言います。そのまま日本語に訳すと，「生物

圏科学科」ということになるでしょうか。 

生物圏科学なる学問は，あまり耳慣れないものかも

しれませんが，日本のいくつかの大学には生物圏科学

という名を冠した学部や学科があります。生物圏とは，

地球という惑星の中で生物が活動する領域全体を指し

ます。それは，地球の表層を何でできているかに着目

して区分した水圏，岩石圏，大気圏といった用語に関

連しており，そのうち生物が存在する領域を指してい

ます。もちろん，生物圏は，水圏にも，岩石圏にも，

大気圏にも重なっていることは言うまでもありません。

生物圏という用語は，出自としては地球科学や生態学

のものですが，私たちの学科は必ずしもそのような分

野だけで構成されているわけではありません。細胞や

分子レベルの研究をしている研究室があったり，科学

教育や情報科学の研究室もあったりする，かなり多様

な分野をカバーしています。それは，生物圏で起こっ

ていることの多くがいまや人間の活動の影響を受けて

いるという事実を反映しています。人間が変えてしま

った生態系やそれを基盤としている人間社会を将来に

わたって支えるために，自然科学は何ができるのか。

私たちの学科はこのような課題に取組むため，環境科

学や生態学など，純粋に生物圏科学に関連の深い学問

領域だけでなく，ずっと広い分野からこの問題にアプ

ローチをしています。 

わが動物生態学研究室は，生物圏の中でも陸上生態

系を構成する生物，とくにもっとも多様性の高いグル

ープである節足動物をおもな対象として研究を展開し

ています。ここでは，武庫川流域と市民の科学を切り

口にしながら，動物生態学研究室の活動を紹介するこ

とにしましょう。 

 

2．自然から人間へ 

地球上の氷に覆われていない陸域のうち，人間の影

響をほとんど受けていない原生的自然はわずか4分の1

未満であり，残り 75%は何らかのかたちで人間の影響を

受けた土地であると言われています 1)。大自然の中で研

究を行うといったロマンチックな時代に乗り遅れた現

代の生態学者は，人間をとりまく生態系で仕事をしな

ければならないのかもしれません。 

そういえば，かつて私が学部学生だった頃，研究対

象の生物がどのような環境に適応し，生活史をはじめ

とする生態的特性を進化させてきたのかを理解するた

めに，できるだけ人為的な影響を排除できる調査地を

選んで研究すべきであると言われたことがあります。

その生物が今あるような性質をもっているのは，近縁

種との生態的分離を促進した環境を見定めることが肝

要で，人為的かく乱が及んでいる環境でそれを調べた

のでは，その性質が何に対する適応であるかを見誤る

おそれがあるというわけです。人間活動による自然へ

の干渉はたかだか数千年，それも人間が著しく自然を

改変したのはここ数十年なので，われわれの身のまわ

りにいる生物の多くは，変化しつつある環境に対応し

きれておらず，種間関係そのものも歪んでいるかもし

れません。したがって，そう言われれば，なるほどそ

の通りです。しかし，だからといって，どこで調査を

したものか，当時の私には見当がつきませんでした。 

その後私は河原の近くに調査地を見つけ，どっぷり

とフィールドに浸かって野外研究に明け暮れました 2)。

もちろん，そこは人間の影響を大いに受けた場所では

あったのですが，私の興味がかなりシフトしていたこ

ともあり，とくに人間活動の影響に目を向けることも

ありませんでした。 

しかし，生態学をとりまく状況は，次第に人間の活

動を視野に入れざるをえなくなっていきました。私が

最初に職を得た自然系博物館の開設準備室は，「自然史

博物館」ではなく，「人と自然の博物館」という正式名

称になりました。博物館構想の経緯があったにせよ，

人間を抜きにした自然だけを語ることはもはやありえ

ないという認識のもとで出発したのです。そして，博
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物館から移ってきたのが人間科学部でした。当時，人

間科学とはなんぞやと真面目に議論されていました。

ともあれ，人間を視野に入れて生態学をすることは，

幸か不幸か当たり前に必要なことと考えられるように

なってしまいました。 

 

3．武庫川流域の管住性ハチ類の生息状況 

博物館にいた頃から始めた研究の一つに，管住性ハ

チ・アリ類を生物指標として用いた地域環境評価があ

ります。管住性ハチ類とは，中空の植物の茎や木材に

開いた昆虫の脱出孔など，管状の閉鎖空間に巣をつく

るカリバチやハナバチのことです。このようなハチを

誘引して，巣をつくらせる仕掛けを竹筒トラップと呼

んでいます。片側が節で閉じた竹筒を束ねたり，すだ

れ状に編んだりしたトラップを春に取り付けておくと，

夏の間にさまざまなハチが巣をつくります。秋に回収

して，竹筒を割って中の巣を改めると，どんなハチが

巣をつくったかがわかるという訳です。 

このようなトラップを利用する代表的な管住性ハチ

類 ， オ オ フ タ オ ビ ド ロ バ チ （ Anterhynchium 

flavomarginatum）は，竹筒の中に産卵したあと，ハチ

の幼虫の餌として麻酔したメイガやハマキガの幼虫を

貯え，ハチの幼虫が育つのに十分な餌を貯えると，泥

の仕切り壁で個室を閉じます。この個室が 1 匹のハチ

のための育室で，1本の竹筒中にいくつもの仕切り壁で

隔てられた育室がつくられます（図１）。一方，竹筒に

はアリもよく巣をつくります。アリはハチ目昆虫なの

で広い意味でいえばハチなのですが，アリは営巣性の

ハチにとって手強い相手であり，アリが営巣するとハ

チの利用率は下がると言われています 3)。竹筒中に見ら

れるアリの巣は，個別の育室がなく，複数の竹筒にま

たがっていることも多いようです。 

竹筒トラップのおもしろいところは，これらのハチ

類には，カリバチやハナバチ，アリなど，さまざまな

資源利用様式をもった種がいるということです。同じ

カリバチでも，クモバチやジガバチモドキなどクモ類

を獲物とするもの，上に挙げたオオフタオビドロバチ

のように食植性のチョウ目幼虫を狩るものなど，ハチ

によって栄養段階の位置も違っています。また，ハナ

バチの仲間は重要なポリネーターでもあります。この

ような資源利用の異なる生物群（採餌ギルド）を１つ

のトラップで集められるのが大きな特徴です。さらに，

これらのハチには天敵として多くの捕食寄生性の昆虫

がいます。これらの天敵は，さまざまやり方で育室の

中に侵入し，ハチの親が貯食した餌を消費したり，あ

るいは育ったハチの幼虫を消費したりして成長します。

したがって，回収した巣の中にはこれらの天敵も含ま

れているので，私たちは食う食われる関係にある 2 つ

の栄養段階の生物のデータを同時に得ることもできる

のです。陸上の環境指標とか生物指標として，チョウ，

地表性甲虫，アリなどいろいろな昆虫群が研究の対象

となっていますが，異なった採餌ギルドや食う食われ

る関係を分析できる生物指標として管住性ハチ・アリ

類は有望なのです。 

さて，私たちは，兵庫県を流域単位に 9 つの区域に

分け，2002 年から 1 年に 1 地域ずつ竹筒トラップで調

査し，全体を一巡するプロジェクトを始めました。各

河川の流域全体をカバーして管住性ハチ・アリ類の多

様性マップを作成するため，第 2次メッシュ（2万 5千

分の 1地形図 1葉）の 4分の 1（約 5km 四方）を調査単

位とすることにし，その地域の中から任意に１か所の

調査地点を選んで竹筒トラップをかけることにしまし

た。それまでの試行錯誤で，4種類の口径サイズを各 5

本，合計 20 本の 20cm 長の竹筒を用い，すだれ状に編

んだ竹筒トラップを使うことに決めました。1調査地点

には 5つのトラップを設置することしたので，1地点に

100 本の竹筒を置くことになります。 

2002 年の最初の調査域には，もっとも身近な武庫川

流域を選びました。上述したやり方で流域を分割する

と，41 メッシュになりました。つまり，およそ 4,100

本の竹筒を割ったことになります。そのうち，3分の 1

の竹筒（1,356 本）にハチとアリの巣が見いだされ，総

計で 5,187 の育室がありました。それらの巣をつくっ

たアリは 14種，ハチは 22 種，合計で 36 種の管住性ハ

チ・アリ類が記録されました。さらに，これらの育室

からは少なくとも 12 種の捕食寄生者が得られました。

図 1 オオフタオビドロバチの巣 

巣を解体したときのスケッチとともに示す。竹筒の奥から 6つの育室があり，それぞれに幼

虫（前蛹）が育っている。 



武庫川市民学会誌 Vol.2 No.1 2014 

14 

 

武庫川流域は，下流から上流にかけて人口の集中する

都市域から都市近郊を経て山間部にいたる，多様な土

地利用を示しており，生息するハチの多様性もそのよ

うな人間活動による環境改変の影響を受けていること

がデータから読み取れます。このときの成果の一部は

人と自然の博物館との共同研究として報告しています
4,5)。 

共同研究者である西本 裕先生（元小林聖心女子学院

教諭）や本研究室の多くの学生が卒業研究として取組

んでくれたおかげで，2009 年に最後に残った淡路島と

猪名川流域の調査を終えて，8年間にわたる兵庫県の竹

筒トラップ調査はひとまず完了しました（図 2）。その

データは膨大なものになっており，まだ完全に資料の

整理が終わっていませんが，西本先生のご尽力により，

かなり先が見えてきました。なんとか早く結果をまと

めたいと考えています。 

 

4．管住性ハチ類の生態研究 

竹筒トラップの調査が進むにつれて，それぞれのハ

チの興味深い生態も明らかになってきました。竹筒ト

ラップは手法としては昔からあるもので，管住性ハチ

類の営巣行動や生態を研究するために，多くは家の軒

下などにかけられて研究されてきました。私たちはト

ラップを森林内の樹木にかけたので，人家の周辺では

あまり個体数が多くないと思われていた種も，意外に

たくさんいることがわかってきました。たとえば，ア

ルマンアナバチ（Isodontia harmandi）という種はた

いへん興味深い営巣生態をもっていることが知られて

いるもかかわらず，長い間ほとんど研究されていませ

ん。竹筒に営巣するハチは育室という個室をつくると

述べましたが，管住性ハチ類だけでなく，地中営巣性

の種でも，泥などの可塑剤を使って空中に巣をつくる

種でも，あるいは多くのカリバチやハナバチのように

単独性の種でも，アシナガバチやミツバチのように社

会性の種でも，それぞれの幼虫が１つの育室内で発育

を完了させる「個室制」は広く行き渡っています。そ

の大きな例外がアリなのですが，単独性カリバチの中

で例外的に「個室」を廃止して「大部屋制」をとって

いるのがこのアルマンアナバチなのです。本種は，コ

ケを使って巣を閉鎖する特徴をもっており，青々とし

たコケを竹筒の口からあふれるように詰めます。冬の

前に回収したトラップから得られる本種の巣には，多

いときには 7 から 8 個の繭が一つの育室にぎっしり詰

まっているのが見られます。どうして，アルマンアナ

バチは大部屋をつくるのでしょうか。逆に言えば，大

部分のハチが個室制にこだわっている理由は何で，ア

ルマンアナバチがそのしばりから解放された理由は何

だったのでしょうか。 

私たちが調査を始めてみると，アルマンアナバチは

オオフタオビドロバチに次いで竹筒をよく利用する優

占的な種であることがわかりました。ただし，本種が

出現するのは，低山地の広葉樹林とスギ，ヒノキの植

林地が混在するような場所で，平地には出現しません。

武庫川流域でいえば，三田市から篠山市にかけての中

上流域です。そこで，篠山市南部を調査地とし，本種

の活動期である夏に限定して竹筒トラップをかけ，巣

を集めるために通うことにしました。この研究は，現

在大学院生の今崎 唯さんを中心に，卒業研究に取組む

学部生とともに現在進行中です。今まで研究室ではも

っぱらフィールドワークによる研究を行っていました

が，この研究では野外調査に加え，餌量とハチの幼虫

数を変えた飼育実験を行っています。その結果，大き

な育室に大量の餌を貯え，巣を完成させるまでに時間

がかかり，幼虫の発育や貯食量，閉鎖栓の有無などに

大きなばらつきが生じていることがわかりました 6)。ま

た，実験によって，本種の幼虫の興味深い行動が明ら

かになりつつあります。 

また，竹筒トラップ研究から派生してきたテーマと

して，ヒゲクモバチ類（Dipogon）の仲間であるナガセ

ヒゲクモバチ（Dipogon (Nipponodipogon) nagasei）

とイワタヒゲクモバチ（D. (N.) iwatai）の労働寄生

があります。この 2 種の小さなクモバチは，野外で採

集することはきわめて難しいのですが，竹筒トラップ

からは，しばしばみつかります。しかし，その出現の

仕方が奇妙で，ほぼいつも他のヒゲクモバチとともに

採れるのです。このことを合理的に説明するためには，

2種が労働寄生種，つまり鳥でいえばカッコウのように，

図 2兵庫県における竹筒トラップの調査地点 

8年間で 376 地点に竹筒トラップを設置した。○は武庫川

流域の調査地点を示す。 
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他種の巣に忍び込んで産卵したり，あるいは巣に運ば

れつつある獲物に産卵したりして，自分では巣づくり

をせずに子孫を残す種だと考えることです。しかし，

直接にその行動を観察することはきわめて難しいため，

クモバチ類の系統分類学と生態を研究されている首都

大学東京の清水 晃先生が中心になって，全国の竹筒ト

ラップデータからヒゲクモバチ類の出現パターンを分

析してみました 7)。その結果，これら 2種が必ず他のク

モバチとともに出現するというだけでなく，2種の出現

した巣の仕切り壁にはしばしば穴が開いており，何も

のかが巣の中に侵入した痕跡がある上に，その穴の大

きさはこれらのハチの頭の大きさにぴったりであるこ

と，またハチの触角には労働寄生種であることの判明

している他のハチとよく似た感覚受容器が備わってい

ることなどがわかりました。もう一つ，きわめて興味

深いことに，ナガセヒゲクモバチでは，一つの育室に

複数の繭が見られることがありました。今まで知られ

ているクモバチ類は，すべてクモ狩りで，すべてクモ 1

匹に対して 1 卵を産みつけます。ナガセヒゲクモバチ

がこのクモバチの「ルール」を破る産卵習性をもって

いることは，西本 裕先生が１匹のクモの腹部に複数の

卵が産みつけられている写真を撮影され，はっきりし

ました。このことも，労働寄生であることから可能に

なったと考えられます。 

その他，研究室では竹筒トラップを使ってオオフタ

オビドロバチの営巣生態を調べたり，山火事跡の回復

過程を調べたり，さまざまな生態学的研究に利用して

います。今後，私たちの研究室では，農地生態系の生

物多様性の指標にも利用していこうと考えています。

竹筒トラップによる研究は，ハチの巣が多くの生態情

報を含んだ記録媒体のような存在で，しかも誰でも簡

単に調査できるので，大きな可能性をもっています。 

 

5．西宮をフィールドにした研究 

大学院の頃に河原で研究をしたことは先に述べまし

た。その研究は，河原の砂地に巣穴を掘るクモバチを

対象にしたものでしたが，野外で研究を始めて数年経

ったとき，クモバチ個体群が局所的にほぼ絶滅に近い

状態になってしまいました。もともと，メスの個体数

だけでいえば10個体未満ほどの細々とした個体群だっ

たので，ちょっとした気候の変動で個体数がゼロに落

ち込んでしまったのです。その夏，調査地でデータの

取れる見込みがなくなったため，私は仕方なく，ハチ

の営巣場所になりそうな砂地を探し求めて近くの河原

を歩きまわりました。結局，他の場所でハチの個体群

を見つけることはできませんでしたが，翌年元の調査

地でハチの個体群が復活しました。当時はまだ河原に

沿って砂地があちこちに点々と散在しており，どこか

で生き延びた子孫が移入してきたのでしょう。生物の

存続には，いくつかの生息場所に分かれて存在する複

数の個体群が個体の行き来によって結びつけられたメ

タ個体群構造を維持することが重要と言われています。

私の遭遇した出来事は，それを示す貴重な経験だった

のかもしれません。 

時代の要請もありますが，保全生物学に目を向ける

ようになったきっかけには，このような背景がありま

した。研究室では，稀少種の保全や生息場所の保全と

いう観点から，西宮市内をフィールドにした研究も行

っています。キシノウエトタテグモ（Latouchia typica）

という地中に巣穴を掘って生活するクモは，環境省の

レッドデータでは準絶滅危惧種，兵庫県のレッドデー

タでは A ランクに指定されています。このクモはどち

らかというと都市部に残された自然林や公園などにし

がみついて生き延びている種です。研究室でこのクモ

を研究した大家理絵さんは，西宮市南部における生息

分布を調査しました 8)。このクモは巣穴に巧妙な蓋をつ

けるため，巣穴を見つけるのは容易なことではありま

せん。まして森の中で地面に這いつくばって巣を探す

には並々ならぬ気力と体力を必要としますが，地道な

努力のおかげでその分布が明らかになってきました。 

西宮市の海岸部は今やほとんどが人工海岸ですが，

その中に甲子園浜や御前浜，香櫨園浜などの海浜が存

在しています。砂浜はカリバチやハナバチにとって重

要な生息場所であり，またこれらの昆虫は海岸植物の

ポリネーターとしても大事な役割を果たしています。

カリバチなどでは，このような海浜と河川に沿って内

陸部にある砂地に共通して生息する種も少なくなく，

本来は二次元的にメタ個体群を構成していたと思われ

ます 9)。しかし，生息場所が縮小し，分断化され，その

環境が変わってしまったことで，海浜の生物の存続は

きわめて厳しい状況におかれています。研究室では，

西本先生の協力のもと学生たちと2010年に甲子園浜で

の昆虫相調査を行うことができました。その結果，海

岸植物のハマゴウとの結びつきが強いとされるコウベ

キヌゲハキリバチ（Megachile kobensis）の生息が確

認されるなど，貴重な生物が残存していることがわか

りました 10)。 

その他にも，コープこうべが 2008 年から西宮市社家

郷山に企業の森づくりとして進めている「コープの

森・社家郷山」では，生物多様性の保全をめざした市

民活動を展開しています。研究室では，この取組みに

参画して，動物相の調査を進めたり，市民とともに生

物調査をする企画に協力したりしています。現在まで，

学生による卒業研究として，チョウ群集の調査，いの

しし池の生物調査，いのしし池周辺の赤外線センサー

カメラによる哺乳動物相の調査，長谷のカエル類の分

布調査，長谷における石の下生物群集の調査など，さ

まざまなテーマに取組んできました。 

生物多様性の保全には，生物の生息情報など基礎的

な資料の集積が不可欠です。そのためには，より多く

の人が関心をもち，その知見をまとめあげていく市民

科学が大きな役割を担うでしょう 11)。研究室ではその
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ような活動にも積極的に関わっていきたいと考えてい

ます。 
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