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日本の淡水生態系における蚊の生態

～特に身近な蚊の仲間たち～

大庭伸也＊

〔キーワード〕 ：ボウ フラ，分類天敵メダカ，

ゲンゴロウ，ビオトープ，水田

蚊とは

蚊とは昆虫の中のハエ目 (Diptera) の力科

(Culicidae)に属す体長 10mm以下の細長く 小さな

昆虫である．世界から約 3000種以上，日本からは

112種で，その内訳はハマダラカ亜科で 12種，ナミ

カ亜科で 98種，オオカ亜科で 2種が知られる（上

村 2017など） ．蚊は吸血によってアレルギー症状を

起こさせて激しいかゆみや腫れをもたらすだけで

なく，感染症の原因となるウィルスや原虫を媒介す

るため，衛生害虫として古くから研究が行われてき

たマラ リアやフィラリア症，日本脳炎ウェスト

ナイル熱，セントルイス脳炎，デング熱，ジカ熱，

チクングニア熱，黄熱など，世界で年間に 100万人

もの尊い命を奪う恐ろしい存在でもある．そのため，

我が国における蚊の研究は各地の保健所や医学部，

日本衛生動物学会関係者などが中心 となって古く

から分類や生態に関する研究が進められてきた．

本稿では蚊の専門家と名乗るのは恐れ多い筆者

が，身近な蚊について解説しつつ，自身の研究等を

紹介したい

身近な蚊

我々日本人が普段何気なく生活しているときに

遭遇し，何らかの相互作用がある蚊は 10種程度で

あろうか．昼間草取りや農作業中に吸血に来るの

はヒトスジシマカ Aedesalbopictusやヤマトヤプカ

Aedes japonicusであり ，夜になるとアカイエカ Cu/ex

pipiens pal/ensやチカイエカ Cx.pipiens moles/usが活

発になり ，“イエカ”の名のごとく ，人家にやって

くる ．夏の夜，耳元に蚊が飛んできて寝付けなく

なったことはないだろうかあの蚊はイエカの類で，

夜間に吸血のため，穴のあいた網戸やドアの開閉時

にちゃっかりと人家に忍び込むのであるまた蚊は

＊長崎大学教育学部生物学教室 (Shin-yaOhba) 

周辺の環境や幼虫の発生源となる水場の有無でも

個体数が変動するので，これらの蚊がやってくると

いうことはきっと近くに発生源があると考えて良

い水田が多い場所では，水田から発生するコガタ

アカイエカ Cx.tritaeniorhynchusやシナハマダラカ

Anopheles sinensisなどが主で，これらは典型的な夏

の夜の蚊である．一昔前のエアコンが普及していな

かった時代には，寝床に蚊帳を釣ってこれらの蚊か

らの被害を防いでいた

筆者が勤める長崎大学文教キャンパス内ではこ

れまでにアカイエカ，ヒ トスジシマカ，アカクシヒ

ゲカ Cx.pallidothorax, トラフカクイカ Lutziavorax, 

カラッィエカ Cx.bitaeniorhynchusを確認している．

2016年から構内の蚊相調査と ，現在研究に使ってい

る水生昆虫類の餌を得る目的で設置した産卵卜

ラップ（図 I)では，アカイエカとヒトスジシマカ

が発生する．そして，夏になるとこれらのボウフラ

の捕食者となるトラフカクイカ（図 2)が発生し，

容器内のボウフラの個体数が一気に減少するよう

になる．

図 l 長崎大学文教キャンパス内に設置した産卵卜
ラッ プ．ボウフラの餌としてチモシーを入れ
た
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図 2 アカイエカ（左）とアカイエカを捕食中のトラ
フカクイカのボウフラ（右）

絶滅危惧種に指定されているカ

蚊は不快害虫だから居なくなっても良い，と答え

る一般の人は少なくないだろう．しかし，大部分の

蚊は根絶どころかなかなか個体数を減らすことが

できずに，今なお個体数を減らす研究がすすめられ

ている．しかし蚊の中には，絶滅が危惧される種が

いることを御存知だろうか．環境省の準絶滅危惧種

で，沖縄や八重山に分布するオオハマハマダラカ

Anopheles saperoiは樹林内の小川のたまりや岩間等

の水系で幼虫が発生する．このような環境の消失が

個体数の減少要因ではないかと考えられている．環

境省カテゴリでは指定はされていないものの，北海

道から沖縄にかけて分 布 す る ト ワ ダ オ オ カ

Toxorhynchites towadensisは全国 13の都道府県で地

方版レッド リストに掲載されている．本種は自然度

の高い森林の樹洞などから幼虫が発生するので，そ

ういった環境の減少が個体数の減少要因なのかも

しれない

そして， 1970年頃から確実な生息が確認されてい

ないの が ，ャ ッシロハマダラカ Anopheles

yatsushiroensisである．現在は蚊の仲間では唯一，

環境省の絶滅危惧 IA類という最も高ランクの指定

を受けている本種は本州（京都，千葉，新潟）と

九州（熊本，佐賀，福岡），国外では朝鮮半島から

中国に分布し，水田や灌漑溝，池などで幼虫が発生

する．明確な減少要因は不明であるが，他の水田を

生息地とする水生昆虫と同様に農薬による汚染，減

反による圃場整備，湿地開発，土地造成などが影響

しているのではないかと思われる（環境省編 2015).

近年も研究者により調査が進められているが，約 50

年再発見されていないそうだ不快害虫とはいえ，

ぜひどこかでひっそりと生き残っていてほしいと

願うのは箪者だけではないだろう．

成虫の吸血

蚊＝かゆい虫という因式が一般には浸透してい

るかもしれないが，蚊がヒトを刺すのは産卵に備え

て動物のタンパク質を得るためであり，普段は花の

蜜や熟した果実，アプラムシやカイガラムシが排出

する甘露（甘い排泄物）を吸蜜し，糖分をエネルギー

にしている．蚊の成虫を飼育する際も 3%程度の砂

糖水は欠かせないそのため，吸血に来るのはメス

の蚊がばかりで，産卵をしないオスの蚊はヒトを刺

しに来ることはない筆者はヒトスジシマカの乾燥

標本をシャーレに入れ，実体顕微鏡で微小昆虫を観

察するという演習を大学生に対して行っているが，

雌雄の見分け方や『蚊はメスしか吸血をしない』こ

となどを説明すると ，一様に燈かれる．

通常，蚊のメスは吸血と産卵を何度か繰り返して

一生を終える多く の種は吸血しなければ産卵でき

ないが，種類によっては吸血をせずとも，産卵をで

きるものがいる．これを無吸血産卵と呼び，身近な

種ではチカイエカやトウゴウヤブカ Aedestogoiな

どが知られている．これらの種のメスは，羽化して

吸血せずに最初に産む卵を造ることができる ．では

卵を作るための材料（栄養）は何かというと，幼虫

のときに蓄えた栄簑である．ただし， 2回目の産卵

には吸血しないと卵を造れないしたがって，吸血

の機会があればしつかりと吸血にやってくる ．

蚊は動物から吸血をするが，種によってはヒト以

外からも吸血する．蚊の吸血嗜好性は DNA分析技

術の進歩により，飛躍的に解明されてきた．津田

(2013)によると ，ヒト スジシマカやキンイロヤプ

力 Aedesv邸 ansnipponiiなど合計 371個体の約 8割

は哺乳類，残りの 5.1%は爬虫類， I.I%は両生類，

そして 13.5%は魚類から吸血していた変わったと

ころでは，カニアナヤプカ Uranotaeniajacksoniとい

う魚類から吸血していた種で，その名の通り，カニ

の巣穴にたまった塩水まじりの水に幼虫が発生す

る．琉球列島にはカエル吸血性のチビカ属が分布す

る．琉球列島に分布するチビカ属 5種 (Uranotaenia
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図 3 カエルコールトラップ．カエルの鳴き声を再生
する CDプレーヤー，ト ラップに雨傘をかけて
ある．

属）の約 95%はカエルから吸血 していたという調査

データも紹介されている（津田 2013).彼らはカエ

Jレの鳴き声を頼りに吸血源を探すそうで，録音した

カエルの音や因鑑に付属されているカエルの鳴き

声 CDを再生するだけで寄ってくる．これをカエル

コール トラップといい，音源の近くに トラップを設

置するとチビカの仲間が多数捕集される （図3).

蚊の幼虫

蚊の幼虫はボウフラと呼ばれ，脚が無く ，スレン

ダーな体形で呼吸管を尾部に備えた形態をしてい

る（図 2,ただし，ハマダラカの仲間には呼吸管が

無く，水面に平行に浮かんでいる．）ボウフラの摂

食行動は主に 3タイプに区別される. Iつ目は，ハ

マダラカやイエカの仲間に見られる水面や水中に

漂う微生物や微小な有機物をろ過して摂食するタ

イプ.2つ目は，ヤブカ類に一般に見られるような

水底に溜まった落ち葉を醤り取るタイプ．そして，

3つ目は，オオカやカク イカの仲間に見られる蚊の

幼虫を捕食するタイプである．従って，ボウフラに

も必ず餌が必要なので， 何も溶け込んでいない水で

は，蚊のメスはあまり産卵しない蚊のメスは，溜

まり水に落ち込んだ枯れ葉や，枯れ葉を分解する微

生物に由来する様々な物質に誘引されることが知

られている (Afify& Galizia 2015). 

蚊の種によって異なる繁殖水域

蚊は種によって繁殖する水域のサイズが異なり，

サイズが大きな水域に棲む種ほど捕食者との共存

率が高いことが知られている (Sunaharaet al. 2002). 

Sunaharaら (2002)は，佐賀県内で野外調査を実施

し，竹の切り株，コンクリー ト塀の穴，古タイヤ，

バケッ，樹洞， ドラム缶，コンク リー ト容器などを

水表面柏で<0 .0lm〗 0.01-0.ln仔 ， 0.l-lni2 , ~ In廿の

4つに類型化し，それぞれから発生する蚊の幼虫（ボ

ウフラ）とボウフラの捕食者（マツモムシ Notonecta

triguttata, イトトンボ科のヤゴ，フサカ類， トラフ

カクイカ）の在比を調査したその結果， ヒトスジ

シマカとヤマダシマカ Aedesflavopictusの2種が含

まれるヤブカ属 Aedesspp. やキンパラナガハシカ

Tripteroides bambusaのボウフラは<0.1而 の比較的

小型の水域で，ヤマ トヤブカやキョウ トクシヒゲカ

Culex切otoensisのボウフラは>O.lm2の水域で，そし

てコガタアカイエカやシナハマダラカのボウフラ

は水田などの広大な水域で見られることを示した．

加えて，ほとんどのボウフラの捕食者は O.ln召以上

の水域で見られ，コガタアカイエカやシナハマダラ

力は捕食者と必ずと言って良いほど，共存している．

一方，ヤプカ属やキンパラナガハシカ Ti-ipteroides

bambusaはほとんど捕食者と共存 しておらず，ヤマ

トヤブカやキョウ トクシヒゲカの捕食者との共存

率はそれらの中間的な値であった

この調査の結果から言える ことは，種によってボ

ウフラのときに経験する捕食圧が異なるという点

である． 小さな水域で繁殖する蚊は捕食者と共存し

ないため，捕食圧をほとんど受けないが，大きな水

域で繁殖する蚊は常に捕食圧に晒されることを意

味する．ところが，小さな水域というのは水最が少

なく ，水の蒸発によって水域自体が消失しやすい．

反対に，大きな水域はそのような懸念は小さいこと

になる．そのため，乾燥に対する適応も違いがみら

れる例えば，小さな水域で繁殖するヤブカ屈の蚊

は，水面に接した涅った壁面に 1卵ずつ産卵（図 4)

する ．さらに，その卵は水没しなければ孵化せず，

数力月も卵休眠（孵化を待機している状態）ができ

る．そして，降雨の際に水面が上昇した時にボウフ

ラが孵化するのであるこのような卵休眠という性

質は小さな水域で起こりがちな，蒸発による水域の

消失でボウフラが成虫になる前に死滅するリスク

を小さくしているといえよう ．一方，大きな水域か

ら発生するイエカやハマダラカの卵は卵休眠とい
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図 4 水の入ったカップの内面に貼りつけたろ紙に産
卵されたヒトスジシマカの卵黒い粒 lつが卵
である．このろ紙を乾燥させて，数力月間保存
ができるので卵の状態で飼育系統の保存が可能
である．

う性質を持たず， 卵が乾燥すれば死んでしまう ．

ボウフラ捕食回避行動

長崎大学熱帯医学研究所に研究員と して着任し，

ボウフラの生物的防除を研究テ ーマとして当時

(2008年）の上司から提案された筆者は， 水田から

発生し，日本脳炎媒介蚊として有名なコガタカイエ

カの捕食者に関する論文を集めていたそして，来

る日も来る日も研究室内でコガタアカイエカの継

代飼育をしつつ，自分が育てたボウフラを様々な種

類のゲンゴロウに与えて捕食数を調査 した ゲ ン ゴ

ロウ類は昔から ボウ フラの捕食者として候補に挙

げられていたものの，定漏的に調べた研究はほとん

どなかったからである．観察の結果，水田にふつう

にみられるハイイロゲンゴロウ Eretesgriseusがボ

ウフラの天敵として有能であることが分かった

(Ohba & Takagi 2010)のであるが，ずっと引っ掛

かることがあったそれは Sunaharaら (2002)の論

文で明らかにされているように，コガタアカイエカ

のボウフラは野外で様々な捕食者と共存している

し，捕食者の存在によって絶滅することはないよう

だ も ちろん，水槽に水を入れ，ボウフラと捕食者

だけにするとやがて全てのボウフラが食べ尽くさ

れるのだが，水槽実験は野外環境とは大きく異なる

ため，そのまま野外の現象として鵜呑みにするのは

危険である野外で現在もコガタアカイエカは生き

残る理由があるに違いない．

イリノイ小1、I立大学の Juliano博士のグループは，

ボウフラが捕食者の匂いなどを感じると，捕食者に

見つからないように行動を抑制する（水面でじっと

動かなくなる）ことを明らかにした (Juliano& 

Reminger 1992) . そして，捕食者との共存 ・捕食除

去（ボウフラの捕食者に一部のボウフラを捕食させ，

捕食されずに生存したボウフラを継代飼育する）実

験で，ボウフラの捕食回避行動（捕食者の存在下で

摂食行動を抑制する）の進化が起こることを明らか

にした (Juliano& Gravel 2002). 筆者は，野外で捕

食者からの強い捕食圧に晒されている種（コガタア

カイエカ）のボウフラは，捕食圧をあまり受けない

種（ヒトスジシマカ）に比べ，捕食者の匂いを感知

した際に行動抑制が強く表れるのではないかと仮

説を立てて，実験に取り組んだ (Ohbaet al. 2012). 

①ただの汲み置き水道水（対照区＝捕食者の匂いな

し）と，②最もボウフラ捕食数が多い（捕食能力が

高い）ハイイロゲンゴロウを飼育していた水（捕食

者水＝捕食者の匂いあり）の 2つを準備し，それぞ

れに入れた時のボウフラの行動を観察したその結

果，捕食者水に入れたコガタアカイエカのボウフラ

は行動抑制が強く表れ，水面近くで動かなくなるこ

とを確認したそして， この行動抑制によって実際

に捕食者に捕食されにくくなることも明らかにし

た (Ohba& Ushio 2015). しかし，ヒトスジシマカ

のボウフラではそのような傾向は弱く ，水の違いで

行動変化が起きにくいことも分かった (Ohbaet al. 

2012). 

捕食回避行動が生活史形質に及ぽす影響

ボウフラが水面にいるときが最も捕食されにく

いことが分かったが，これは採餌を我慢しているこ

とを意味する ．捕食者に製われにくくなる一方で，

採餌ができないという採餌一捕食回避の二律背反

（トレードオフ）が存在することは，他の多くの動

物でも知られたことだ．筆者は捕食者の匂いがある

ときに，ボウフラが採餌時間を削ることに着目した．

昆虫の場合，幼虫の時期に摂取した餌の質や量が成

虫の体サイズに影孵するので，捕食者の匂いの有無

の処理区を作り ，それぞれの処理区から羽化する成

虫の体サイズ（サイズの指標として前翅の長さ）と ，

成虫になるまでにかかった時間（日数）を比較した

その結果，コガタアカイエカでは捕食者の匂いあり
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区からは，なし区よりも小さな成虫が羽化した． 一

方，ヒトスジシマカでは処理区間に差はなかった．

つまり ，コガタアカイエカは捕食者の匂いを感じる

と採餌行動を抑制してしまう結果，小さな成虫に

なってしまう． 小さな成虫になると，大きな成虫に

比べてメスの産卵数が減ることが分かっているの

で，蚊にとっては不利であるまた，コガタアカイ

エカでは幼虫期間の延長が見られないが，ヒトスジ

シマカでは捕食者の匂いあり区においてオスで幼

虫期間の延長が見られた (Ohbaet al. 2012). しかし

このような捕食回避行動，あるいは捕食者の匂いが

ボウフラの成長に及ぼす影響は種によってまちま

ちである .Silberbush et al. (2015)は，アカイエカ

のボウフラを淡水魚のカダヤシ GambusiaC?ffinisの

匂いがついた水 とそうでない水，それぞれで飼育す

ると ，予想に反してカダヤシの匂いがついた水で成

長が早くなることを見出したメカニズムの詳細は

不明であるが，幼虫期間を短縮し，早く成虫になっ

て捕食圧に晒されやすい水中生活から脱するため

の適応だろうと考察している (Silberbushet al. 2015). 

捕食者の存在が蚊の産卵に及ぽす影響

蚊のメス成虫が不適な産卵場所を避けることも

分かったコガタアカイエカのメスは捕食者水（ハ

イイロゲンゴロウを 24時間飼育した水）への産卵

を避けるが，ヒトスジシマカではそのような傾向が

無かった (Ohbaet al. 2012). この違いは野外での捕

食者との遭遇率の違いが反映されていると考えら

れる．コガタアカイエカは水田や溜池のような大き

な水域（＝ボウフラの捕食者が多い）で繁殖するの

で，捕食者の存在に無頓着なメスは，きっと洵汰さ

れているに違いない

上述の淡水魚・カダヤシ（蚊絶やし）は約 100年

前にボウフラを退治するために日本へ持ち込まれ

た外来生物である．同じようなサイズのメダカに比

べて肉食性が強く，同じような生態的地位にあるた

め，メダカ減少要因の一因となっており，現在では

無許可での飼育ができないように特定外来生物に

指定されているこのカダヤシの匂いに対して蚊が

どのように反応するかといった研究もなされてい

る. Van Dam and Walton (2008)は，カダヤシの匂

いがついた水とついていない水に対するネッタイ

イエカ Cx.quinqu~fasciatus, ネッタイ イエカ Ae

aegypti, イエカの一種 Cx.tarsalisのメス成虫の産卵

行動を調査し，野外でカダヤシとの共存率が高い

Cx. tarsalisはカダヤシの匂いがついた水を強く避け

ることを明らかにした (VanDam & Walton 2008). 

種の組み合わせは異なるが，日本で普通に見られ

るミナミメダカ Oryziaslatipesとアカイエカ， ヒト

スジシマカの産卵実態を調べるべく，筆者も野外操

作実験を行った図 5のような大小異なるトラップ

を大学内に 2013年 9月 1日~28日に設置し，それ

ぞれに①丸型タッパーにメッシュを取り 付けた容

器（メッシュのタッパー）とメダカ，②メッシュの

容器のサイズ

一B
[
 

E
[[ 
~ 

図 5 L, M, Sの3種類のサイズの容器それぞれに，①丸型タッパーにメッシュを
取り付けた容器（メッシュのタッパー）とメダカ，②メッシュのタッパーにメ
ダカを入れる， ③メッシュのタッパーのみでメダカなしの処理区を作った．
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タッパーにメダカを入れる，③メッシュのタッパー

のみでメダカなしの 3処理区を設け，一定期間後に

それぞれのトラップから発生するボウフラの種類

を調査した①ではメダカの匂いが出ると共に，メ

ダカとボウフラと接触 ・捕食が起こる処理，②では

メダカの匂いが出るが，メダカとボウフラの接触 ．

捕食が起こらない処理，③は対照区である．

調査の結果，発生を期待したアカイエカは確認でき

なかったが，メダカをメッシュのタッパーに閉じ込

めなかった①の処理区ではヒトスジシマカのボウ

フラやカイジミンコの仲間が一切確認されなかっ

た（図 6). ところが，②のメッシュのタッパーにメ

ダカを入れる処理区と，③の対照区からは，ヒトス

ジシマカのボウフラが確認されたこれらのことか

ら， ヒトスジシマカのメスはメダカが存在しても

（メダカの匂いがしても）産卵をすることが分かっ

た①の処理区でボウフラが発生しなかったのは，

おそらく産卵後，そこから孵化したボウフラをメダ

力が捕食した可能性が高い．

次に室内条件下で，ケージにメダカの匂いがつい

た水とただの水それぞれ 100mlをプラスティック

のカップに入れ，どちらに産卵が多いのかを確かめ

たアカイエカまたはヒトスジシマカの産卵ができ

るメスの蚊を種ごとに 10匹ずつ放し，24時間後の

産卵数を確認したその結果，両種ともにメダカが

いる方の水を避けずに，むしろメダカ水の方へ多く

産卵したこの 2種ともに，メダカという捕食者に

対する瞥戒が弱いことが分かった（図 7).もしくは，

ただの水はボウフラの餌となる有機物が少なすぎ

て，メダカの匂いがついた方（メダカの糞など有機

物が含まれる）に多く産卵したのかもしれない．

これらの実験から分かったことは，野外で水を貯

めた容器を設置するときは，容器の中にメダカなど

の魚類を入れると蚊が発生しないということを示

ずヒトスジシマカやアカイエカの成虫はメダカの

匂いを感知できないのであれば，ある地域にメダカ

を入れた水の入った容器をたくさん準備すれば，そ

の地域から蚊の密度を下げられるかもしれないそ

のような地域を巻き込んだ大規模実験は輿味深い．

水田とビオトープのカ

休耕田を利用したビオトープは，水田耕作を辞め

たために生息地が失われた水生昆虫や魚類，両生類

など様々な水辺の生き物に新たな生息地を提供し，

生き物観察会や体験学習など環境教育の場として

も注目されている．しかし，ビオトープの造成は水

田に類似した環境を創出するため，元来，水田を繁

殖地としていた病原媒介蚊類に新たな繁殖地を提

供することも意味するが，ビオトープから発生する

蚊に関する研究はこれまでに全くなされていない

そこで，長崎市相川町の休耕田ビオトープ6か所（図

8) (以下，ビオトープ）と比較対象として，ビオトー

プから最も近隣の水田地帯（水田 6, 休耕田 1,溜

池 2か所）を調査地として選定した (Ohbaet al. 

2013).2009年 4月から 10月にかけて月に 1度の頻

度で調査を実施した

S

M

L

S

M

L

 

-
]
>
]

三

ヨ

＝ 

告

カイミジンコの仲間

ロアカムシ

口蚊の蛹

■ ヒトスジシマカ

図 6 それぞれのトラップで確認された生物．
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ヒトスジシマカ
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図7 ヒトスジシマカとアカイエカの産卵数の比較．ヒトスジシマカは一卵ずつ，アカイエカは卵塊で産卵する．

図8 長崎市内の休耕田ビオトープ．

調査の結果，水田地帯でみられるボウフラはビオ

トープにおいて全種が確認された（表 I). これは病

原媒介蚊が水田と同じようにビオトープを繁殖地

として利用していることを示唆している． しかし，

ボウフラは水田よりもビオトープの方で少なく ，低

密度で推移することが分かった（図 9).その理由と

して考えられるのがボウフラの捕食者の水生昆虫

の密度の違いである（表 2).捕食者の密度と捕食者

の多様度は水田よりもビオトープの方で高く，安定

していたまた，捕食者の代替餌（力科以外のハエ

目とカゲロウ目の幼虫）の密度や捕食者の多様度も

ビオトープの方で常に嵩いことが分かった．ビオ

トープでは豊富な代替餌が存在するため，ボウフラ

が少ない時期でもそれらが捕食者の餌となり，捕食

者の密度低下が起こらないと考えられる．以上から，

ビオ トープは病原媒介蚊の発生源となりうるが，豊

富で多様な天敵の存在により ，水田よりもボウフラ

の密度が低く ，突発的な密度上昇が起こりにくいこ

とが示唆された．

おわりに

大学院生の頃まで，益虫でも害虫でもない水生昆

虫の研究を行ってきた筆者にとって，ポスドク（博

士取褐後の任期付き研究員）の身で，蚊の研究の世

界に足を踏み入れた 2008年当初は文献集めをする

たびに，同じ昆虫であっても蚊の研究の蓄積の抱負

さには舌を巻いた昆虫学関係に科学雑誌があるが，

蚊やダニを含む衛生動物には専門学術雑誌さえ存

在する．衛生動物の分野には研究者人口が多いもの

と見えて，インパク トファクター（科学雑誌の評価

の指標）も一般的な昆虫学関係の雑誌よりも高い傾

向にある ．和書でも蚊の科学（佐々ほか 1976) を

はじめとして，2000年以降でも蚊の不思議（宮城編

2002), マラリア ・蚊 ・水田（茂木 2006), 蚊の観

察と生態調査（津田 2013),蚊のはなしー病気と

の関わり一（上村編 2017), 琉球列島の蚊の自然史

（宮城 ・菌間 2017) など，親しみやすい専門害も

多く出版されている詳しく知りたい読者はこれら

の良書をお読み頂きたい．
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表 I 2009年 4月から 10月の調査で得られた力科のリスト (Ohbaet al. 2013を改変）

塁
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:i'+.! 81"' ~ 0 u.i 

珊の
垢 ti

届

種

Anopheles lesteri オオツルハマダラカ

An. sinensis シナハマダラカ

An. lindesayiijaponicus ヤマトハマダラカ

Anopheles spp. ハマダラカ属の幼虫

Culex tritaeniorhynchus コガタアカイエカ

Cx. bitaeoniorhynchus カラッィエカ

Cx. mimeticus ミナミハマダライエカ

Culiciomyia spp. クシヒゲカの仲間

Cu/ex spp. イエカ属の仲間

Lutzia halifaxii トラフカクイカ
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図 9 ビオトープおよび水田のボウフラ，ボウフラの
捕食者，ボウフラの捕食者の代替餌となる昆虫
それぞれの個体数，捕食者の多様度の比較
(Ohba et al. 2013を改変） • 4月と 10月は水田

に水が入っていなかったため除外した

者の方々に多大なるご協力を頂いたアカイエカと

ヒトスジシマカの産卵行動については，長崎大学未

水田地帯 ビオトープ

休耕田 (I) 水田 (6) 溜池(2) ピオトープ(6)

9 9 

20 4 2 18 

61 237 221 86 

19 I 2 

10 44 2 18 

I 3 13 

7 

23 625 73 37 

6 

来の科学者養成講座内で研究に取り組んだ成末ま

なみさん，室内実験にご協力頂いた長崎大学熱帯医

学研究所の皆川昇教授，鶴川千秋さん，産卵トラッ

プを設置した調査にご協力頂いた長崎大学教育学

部の野稲充さん，大浦ひなたさんに御礼申し上げる．

本研究の一部は文部科学省科学研究費・挑戦的萌芽

研究 (16K12766) を得て実施した
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表2 2009年 4月から 10月の調査で得られた昆虫リスト (Iか所につき柄杓による 30回のすくい取り， Ohbaet al. 2013 

を改変）
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