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上郷開発関連地域で近年記録された主要昆虫について 
 

１．はじめに 

 筆者ら（円海山域自然調査会）が、円海山域の調査を開始したのは 1979 年であ

った。開始当時、蝶類に限定していた調査は 1985 年以降、甲虫目や蜻蛉目、半翅

目、直翅目、鱗翅目蛾類、膜翅目、双翅目という具合に、その対象を広げることが

できた。この間、各分野の多くの専門家を含む、多大な協力と支援を頂いた。調査

は 1999 年までに延べ 1000 回を大きく上回り、その成果は 2000 年４月に『円

海山の昆虫特集号（神奈川虫報 130 号）』として発表した。勿論、この発表はあく

までも途中経過に過ぎず、その後も調査を継続して今日に至る。 

2011 年３月には『円海山域の昆虫展』として展示・発表する機会を持つことが

叶った。この折りも多くの方々の惜しみない支援を頂いた。調査や展示など、これ

までに関わった多くの方々に厚く御礼申し上げる。 

 2013 年末までに採集・記録した昆虫は、未整理のものも多いが、少なくとも

4500 種を超えている。これは、一地域の狭い範囲で得られた昆虫の記録としては

日本一と考えられる。更に同定が困難で、リスト化できない昆虫も少なくない。こ

れらを加えれば 6000 種を超え、かなり貴重な種も数多く含まれている筈である。

実際、現在も専門家に同定を委ねている標本は数千頭に及んでいる。 

 上郷開発計画区域（以下、計画区域と表す）の昆虫を調べ始めたのは 1985 年で

ある。そして、1991 年に開発計画が表面化した翌 1992 年から本格的な調査に入

った。この時は、開発計画に向けた環境アセスメント準備書について、その根拠の

一つとなる昆虫調査が余りに杜撰だったことから、その実態を１年間の実地調査の

積み重ねによって検証することを目的としていた。この１年間で記録できた昆虫は

1179 種であり、その後の調査で追加された種を加えると 2000 種を遙かに超え

る。 

とりわけ 2011 年夏から、深田谷戸・瀬上沢（計画区域内）で実施してきた灯火調

査（夜間）やパントラッブ調査（日中）では 100 種近い追加種を得ることができ

た。 日中の通常調査も行っているが、2005 年以降、開発予定地（私有地）を理

由に立ち入りができなくなった区域が増えた結果、調査範囲はより限定的にせざる

を得なくなった。  

2013 年夏、立ち入り禁止区域から 50m 以上離れた地点で灯火調査を実施し、

多くの注目すべき湿性昆虫の飛来を見た。明らかに良好な湿地環境の証拠と思われ

る。瀬上沢の開口部に位置する計画区域内の谷戸は、年々乾燥化が進行している

が、自然度の高さはこれまでの周辺域の調査から明らかである。立ち入り禁止区域

を精査できたら、どれだけ貴重な記録が得られるだろうか。万が一にでも、調査が

できぬままで開発という美名で自然破壊が実行に移されたら、横浜市民、更に神奈

川県民にとって、或いは各分野の昆虫専門家にとって、どれほどの損失につながる

だろうか。そのように考えると実に残念な想いで一杯になる。 

 円海山域は一連の緑地だが、それぞれに異なる昆虫相を呈している。その中でも

思金の森や台地を含む瀬上沢と、榎戸に伸びる尾根を含む深田谷戸の昆虫相は、多



2 

 

様性と自然度の高さという点で群を抜いている。横浜市は瀬上沢と氷取沢大谷戸の

奥地、大岡川といたち川の源流部を特別保全地区に位置づけて、用地買収を続けて

いる。水源を守り、周辺の動植物を保全する横浜市の方針はとても素晴らしいこと

であるが、約 30 年にわたって当地の調査を続けている者の眼から見て、特別保全

地区よりも自然度の高い上郷開発計画区域が開発されるとしたら、余りにも勿体な

い。立ち入り禁止の湿地や林、或いは崖地や樹冠など物理的に調査が困難な場所に

棲息しているため、記録できない昆虫類（生物）の多さを想う時、墓標すらもない

種の絶滅を連想して、瞼が熱くなる。 

 

２．近年（2010 年以降）記録された昆虫について 

 さまざまに物理的な理由から、この間の調査が充実しているとは到底言い難い。

しかし、前述の通り、2011 年夏から開始した灯火調査は、立ち入り禁止区域に棲

息している昆虫を含む夜行性の昆虫を把握する点で、大変有意義なものとなってい

る。また、定期的に行ったパントラッブ調査や 2014 年４月から開始したフィット

でも、時折、思いがけない種が得られ、興味深い。 

 今回、2010 年以降に記録された昆虫の中で、特に良好な環境指標と成り得る種

について、列記することにした。 10 年前とは比べものにならぬほど、湿地環境は

悪化している。瀬上池や不動池（能見堂緑地）の水質悪化や大谷戸・瀬上沢の乾燥

化は深刻である。そのような中でも、計画区域の生物相が良好を維持しているの

は、奇跡に等しいといえるだろう。 

 環境指標種として「３．湧水帯を含む良好な湿地環境を示す種」と「４．雑木林

など良好な森林環境を示す種」に分け、分類群毎に列挙する。勿論、谷戸と尾根が

一体となって自然環境を形成しており、生物相も切り離せないが、ここはあくまで

便宜的に示した。種名の前に付けた☆印は、特に貴重・注目すべき種をさし、

☆☆☆が最高ランクとなる。 

 

３．湧水帯を含む良好な湿地環境を示す種 

①蜻蛉目 

オオアオイトトンボ（アオイトトンボ科） 

瀬上沢及び観察の森で記録されているが多くない。そのような中、当計画区域内の

湧水帯では極めて多くの個体が発生していることが判明した。恐らく、円海山域で

群を抜く棲息地といえるだろう 

ヒガシカワトンボ（カワトンボ科） 

大岡川の笹下川水系と観察の森・瀬上沢いたち川水系に見られるが、近年かなり減

少している。そのような中で、深田谷戸などの水域やその周辺の棲息数はかなり多

く、注目される 

オニヤンマ（オニヤンマ科） 

近年、成虫の目撃例が激減している種だが、深田谷戸の水路などではかなり多くの

ヤゴが見られる 

ヤブヤンマ・マルタンヤンマ（ヤンマ科） 
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黄昏飛翔性で、円海山域の各谷戸で記録されるが、灯火調査の折、計画区域の谷戸

における棲息密度の高さには驚かされた 

シオヤトンボ・ショウジョウトンボ（トンボ科） 

どちらも、2000 年頃までは水田や湿地、沼地に普通に見られたが、湿地の乾燥化

と水質の悪化などからその後の減少が著しい。深田谷戸をはじめ、計画区域は各種

トンボ科のトンボ類にとって、数少ない棲息地として貴重である。 

②ヘビトンボ目 

ヘビトンボ・ヤマトクロスジヘビトンボ（ヘビトンボ科） 

どちらも良好な谷戸環境（小川・水路）に棲息する環境指標種で、計画区域にも普

通に見られるが、とりわけ深田谷戸にヤマトクロスジヘビトンボが多く棲息してい

る点は注目される 

ネグロセンブリ（センブリ科） 

清流を伴った谷戸に見られる指標種で、大谷戸や瀬上沢に多く棲息していたが、本

種も水質の変化や湿地の乾燥化などの影響を受けたせいか、激減していた。深田谷

戸及び瀬上沢（計画区域）は、例外的にまだ比較的多くの個体数が棲息しており、

当区域が良好な環境であることを示している 

③半翅目カメムシ亜目 

☆ヒメイトアメンボ（イトアメンボ科） 

湿地や水田に見られたが、2012～13 年に深田谷戸の灯火調査で採集されるまで、

20 年近く記録がなかった。良好な谷戸環境の指標種である 

☆☆コマツモムシ（マツモムシ科） 

円海山域でも観察の森と計画区域以外には記録がなく、2013 年夏の灯火調査で約

20 年振りに記録できた。湧水帯や湿地に形成される小さな池に棲息する種で、当地

の好環境を示している。 

コミズムシ類（Sigara sp.）・チビミズムシ類（Micronecta sp.）（ミズムシ科） 

深田谷戸及び瀬上沢（計画区域内）の２ケ所で実施した灯火調査で、Sigara sp.を

少なくとも２種、Micronecta sp.を１種得た。どちらも同定が極めで難しいため、

現在保管中だが、良好な湿地環境に見られる種である 

④甲虫目 

☆☆トゲアトキリゴミムシ（ゴミムシ科） 

2013 年夏の灯火調査で記録されるまで、円海山域では１例が知られるだけの稀

種。良好な湿地に棲息する種と考えられ、貴重な記録であるチャバネクビナガゴミ

ムシ（ゴミムシ科）湿地内に自生するヨシやオギに見られる種で、1990 年代全般

までは円海山域の各谷戸に見られたが、湿地の乾燥化と共に減少し、2000 年以降

はほとんど記録できなかった。2012～13 年に実施した灯火調査で数度記録できた

ことは、当地の湿地がまだ良好な状況にあることを示しているといえるだろう 

アオヘリホソゴミムシ（ゴミムシ科） 

前種同様、湿地のヨシ・オギから記録されてきたが、湿地の乾燥化が始まった

1995 年以降は、ほとんど記録できなかった。2012～13 年の灯火調査で複数回
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得られたのは貴重である 

ホソセスジゲンゴロウ（ゲンゴロウ科） 

浅い池や湿地の水たまりに比較的普通に見られたが、2000 年以降の乾燥化で湿地

が減少しことも災いし、ほとんど記録されなくなっていた。2012～13 年の灯火調

査で深田谷戸を中心にかなりの数が得られた。以下の種と共に、良好な湿地環境の

証といえるだろう 

マメゲンゴロウ（ゲンゴロウ科） 

浅い水たまりから清流まで広く棲息していたが、2000 年以降の瀬上池や大岡川の

笹下川水系及びいたち川水系の調査では記録できず、激減か絶滅が危惧されてい

た。2013 年初冬、湧水帯に棲息していることが判明した。各地で絶滅が危惧され

ているコシマゲンゴロウの棲息も期待できる 

☆セマルガムシ（ガムシ科） 

円海山域では計画区域内にあったハス田とその周辺からのみ記録されていた稀種。

観察の森や塔ケ窪方面で行った灯火調査でも記録されず、当地でも 1992 年以降の

記録はなかったが、2012～13 年の灯火調査で 20 年振りにその棲息が確認でき

た。記録された個体数も多いことから、良好な湿地環境が残されている証といえる

だろう 

☆ヒメガムシ（ガムシ科） 

1980 年代までは瀬上池で比較的普通に見られたが 1994 年以降、一切記録されず

池では絶滅したものと思われる。2013 年に当地で行った灯火調査で 20 年振りに

得られたことから、計画区域の湿地・湧水帯に棲息していることが判明した。セマ

ルガムシ同様、円海山域では瀬上沢以外の記録はなく、とりわけ、計画区域内に残

された湿地・湧水帯の質の高さを示しているといえるだろう 

シジミガムシ・ゴマフガムシ・トゲバゴマフガムシ（ガムシ科） 

水田・湿地・ため池に多く棲息していたが、円海山域内の湿地の減少や池の水質悪

化などによって、1990 年代後半から極めて少なくなっている。これら全てが棲息

して､いる環境は貴重である 

ツマアカマルハナノミダマシ（マルハナノミダマシ科） 

1990 年代までは灯火調査で少ないながらも必ず得られていた種だが、その後、湿

地の減少や谷戸の乾燥化などによって記録されていない。2013 年の調査で久しぶ

りに記録できた 

☆☆アカバクビブトハネカクシ（ハネカクシ科） 

当山域では、1990 年に塔ケ窪の池奥の湿地で行われた灯火調査で１頭が得られた

だけの珍種。 2012～13 年に行った調査で、計 10 頭も得られたことは特に計画

区域の湿地環境が豊かであることを示しているものと思われる 

☆マルヒゲナガハナノミ（ヒラタドロムシ科） 

渓流とその周辺に棲息する種として知られ、瀬上沢の計画区域にのみ、多く見られ

る。より環境がよさそうな瀬上沢の上流部からはほとんど記録されないことは不思

議でならない。計画区域内の良好な谷戸環境を示しているものと考えられる 
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ツヤナガアシドロムシ（ヒメドロムシ科） 

全国的に見れば普通種に属するとされるが、2013 年夏に行った灯火調査で得られ

たものが、円海山域初記録となった 

シモフリコメツキ・オオシモフリコメツキ（コメツキムシ科） 

どちらも湿地とその周辺に見られ、産地では少なくない種であったが、近年の湿地

減少に伴って急激に個体数を減じている。湿地環境が良好な深田谷戸には例外的に

数多く棲息している 

☆キバラルリクビボソハムシ（ハムシ科） 

県内の記録が極めて少ない稀種だが、瀬上沢には例外的に比較的多く見られる。深

田谷戸とその周辺では棲息密度も高く、良好な谷戸環境を示すものと注目される 

☆☆ヒメジンガサハムシ（ハムシ科） 

円海山域では 1987 年５月に得られた１頭以外記録がなかった稀種。その唯一の産

地は破壊され、金沢自然公園の駐車場となったため、山域では絶滅したものと考え

られた。 

2014 年５月に深田谷戸のヨモギから採集され、周辺を念入りに調べて追加も叶

い、改めて、自然度の高さに驚かされた  

☆オオミズゾウムシ（ゾウムシ科） 

水田を含む湿地環境に多い種だが、湿地の乾燥化が進む円海山域では 1995 年以

降、ほとんど記録されなかった。2013 年、立ち入り禁止の湿地に向けて行った灯

火調査で複数頭得られたことで、良好な湿地環境が残されていることが立証できた 

ウキクサミズゾウムシ（ゾウムシ科）ウキクサ上に見られる微細なゾウムシで、か

つては瀬上沢でも普通に記録されたが、2000 年以降の記録がなく、湿地環境の減

少を象徴している。2013 年の灯火調査でオオミズゾウムシと共に記録することが

できた 

⑤膜翅目ハバチ亜目 

☆パラムシルハバチ（ハバチ科） 

正式な記録は数例しかない珍品であったが、2012 年に行った深田谷戸のパントラ

ッブ調 

査で複数得られ、2014 年春にも記録できた。湿地とその周辺環境の豊かさを示し

ている 

種と考えられる 

⑥膜翅目有剣類 

☆☆☆ミヤマツヤセイボウ 

低山帯から中山帯に分布する稀種で、神奈川県内のデータも二宮町の１例が知られ

るのみである。2012 年５月、深田谷戸のクワ上から得られ、県２例目の貴重な記

録となっている 

⑦双翅目 

☆☆マツムラヒメアブ（アブ科） 

全国的な稀種で、神奈川県内の記録も当地以外では川崎市生田緑地に限られている。
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良好な谷戸環境にのみ棲息する種と考えられ、円海山域では 1996 年に得られた横

浜自然観察の森での１例以外、全て計画区域内の調査で得られ、その棲息の状況から

も良好な谷戸環境であることが推測される。とりわけ、深田谷戸では灯火調査の折り

にも飛来するほど棲息密度が高く、注目される 

カクモンアシブトハナアブ・タカサゴモモブトハナアブ・シマアシブトハナアブ

（ハナアブ科） 

どのハナアブも良好な湿地とその周辺に見られる種であり、それら全てが計画区域

の谷戸から普遍的に記録されているのは興味深い 

☆☆☆ヒサマツハチモドキハナアブ（ハナアブ科）   ス 

円海山域では 2013 年５月に初めて記録され、この記録が神奈川県の初記録となっ

た稀種である。かなり良好な里山の環境（谷戸と林）に棲息するハナアブの仲間

で、ドロバチに擬態している 

☆ハチモドキハナアブ（ハナアブ科） 

前種と同様の環境に棲息し、前種よりは広く分布しているようだが、2013 年の記

録が円海山域の初記録となった。両種は、筆者が 15 年来集中して追い求めてきた

種で、円海山の各地点を通い続けたが記録できなかった 

 

４．雑木林など良好な森林環境を示す種 

①アミメカゲロウ目 

ヤマトガガンボモドキ（ガガンボモドキ科）この仲間は優良な雑木林や低山帯に多

い。円海山域でも少数が記録されるが、深田谷戸を囲む林床には、他地域とは比べ

ものにならないほど、棲息密度が高い 

②半翅目カメムシ亜目 

ハサミツノカメムシ（ツノカメムシ科） 

2000 年頃までは、円海山全域に広く棲息していたが、その後、激減し、ここ数年

は年に１～２頭程度しか記録できない。予定区域では既に 2014 年も記録されてい

る 

③半翅目ヨコバイ亜目 

☆シリアカハネナガウンカ（ハネナガウンカ科） 

30 余年に及ぶ円海山域の調査で４例しか記録がなく、神奈川県の記録もほとんどな

い珍種である。2012～13 年に連続して深谷谷戸の雑木林から記録できた 

④甲虫目 

☆キボシアトキリゴミムシ（ゴミムシ科） 

円海山域の全記録がこれまでに４例しかない稀種で、1994 年以降の記録はない。

2013 年夏の灯火調査の折り、約 20 年振りに記録することができた 

☆ヒメコブスジコガネ（コブスジコガネ科） 

正確な記録は 1994 年以降ない稀種。2014 年春の調査で 20 年振りに得られた 

コケシマグソコガネ（コガネムシ科） 
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微細なコガネムシなので見つけにくいが、1990 年以降一切記録がなかった。

2013 年に行った灯火調査で飛来した記録は貴重である 

カミヤビロウドコガネ（コガネムシ科） 

1990 年代前半までは、クリなどの花を掬った折や、夕方低空を飛翔中の個体を記

録することができたが、1995 年頃から目立って減少し、2000 年以降皆無となっ

ていた。2014 年春のフィット調査で得られた記録は貴重である 

ウスチャコガネ（コガネムシ科） 

一般的に、芝地やイネ科を主体とする明るい草地に見られるが、個体数は多くな

い。2014 年の調査で瀬上沢（計画区域）に多産地があることが判明した。良好な

草地環境の指標種である 

 

☆☆スジコガネ（コガネムシ科） 

円海山域では 1985 年から 2011 年までの調査で、僅か２例しか記録されない稀

種だったが、2011～13 年の灯火調査で複数回得られ、優良な雑木林の環境が証明

された 

ミヤマクワガタ・ノコギリクワガタ（クワガタムシ科） 

どちらも 1990 年頃までは円海山全域で記録されていたが、2000 年以降は 10 余

年間の記録が数例にとどまるほど激減している。そのような中、計画区域に接して

いる横浜栄高校（旧上郷高校）では毎夏、水銀灯に複数頭が飛来しており、計画区

域内の雑木林の環境が良好な状態に保たれていることの傍証と考えられる 

タテジマカネコメツキ（コメツキムシ科） 

次種同様、雑木林とその周辺の草地で記録され、全域ではかなり少なくなっている

種に当たる。 2014 年春の記録は貴重で、良好な谷戸と雑木林の環境を示している 

☆トラフコメツキ（コメツキムシ科） 

元来、多い種ではなかったが、1990 年以降は全域で記録そのものがほとんどなか

った。2013～14 年の春の調査で深田の雑木林の林床及び林縁でその棲息を確認す

ることができた 

ウスバカミキリ（カミキリムシ科） 

雑木林の代表的なカミキリムシで、かつては普通種だったが、近年はほとんど記録

がなかった。 2012～13 年の灯火調査で複数得られた 

ノコギリカミキリ・ホソカミキリ（カミキリムシ科） 

どちらも雑木林の代表的なカミキリムシだが、円海山域では記録そのものがあまり

ない。当地の記録は貴重である。ノコギリカミキリは灯火調査の折り、複数回飛来

している 

☆シロスジカミキリ（カミキリムシ科） 

1995 年以降、正確な記録がなかったが、計画区域の雑木林にはまだかなり棲息し

ている模様で、毎年、♀による産卵膜が記録されている 

☆ホシベニカミキリ（カミキリムシ科） 
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照葉樹林の代表的カミキリムシで、タブをホスト（幼虫の食樹）としてい

る。 1990 年代までは円海山域を代表するカミキリムシの１つに数えられたが、そ

の後激減して、最近は滅多に記録されない種となっている。 2013 年の記録はとて

も貴重といえるだろう 

☆イクビマメゾウムシ（マメゾウムシ科） 

円海山域では、カエデやウツギなどの花から得られているが、その記録自体極めて

少ない。 2014 年５月、瀬上沢（計画区域）で咲き始めたミズキの花を掬った際、

50 頭近い個体をまとめて記録することができ、驚愕した。これほど多くの個体が得

られた知見は全国的にもないのでは思われる 

☆☆トビサルハムシ（ハムシ科） 

丹沢では各種ナラ科に見られるが、円海山域では 30 余年の調査でも、思金神社を

取り巻く山域（計画区域内）のコナラ・クヌギから得られるだけで、遺存的に残さ

れているものと思われる。因みに産地における生息数は少なくなく、日中の調査で

容易に採集できる 

☆キベリトゲハムシ（ハムシ科） 

2011 年に当地で得られた記録が円海山域の初記録となった種で､フキを食草として

いる。その後、2014 年まで毎年記録しているが、全て計画区域に限られている。

県全域でも少ない種であり、貴重な記録といえる 

ルイスアシナガオトシブミ（チョッキリゾウムシ科） 

円海山全域の 30 余年間の記録が僅か数例の稀種。 2014 年４月の調査で得られ、

良好な雑木林を示す種の１つと考えられる 

イタヤハマキチョッキリ（チョッキリゾウムシ科） 

金属光沢の明赤紫の美しいチョツキリゾウムシで４～５月にかけて、成虫がカエデの

葉を巻いて幼虫の揺りかごを作る。 1980 年代までは円海山域各地に普通に見られ

たが､2000 年以降激減している。当山域では今年（2014 年）も記録され、良好な

自然環境が保たれていることを示している 

☆ナツグミシギゾウムシ（ゾウムシ科） 

ナツグミの開花期に得られるが、1995 年以降、ほとんど記録がなかった種で、

2014 年４月に３例も記録されたことは、多様な植生・生態系を示す例と考えられ

る 

⑤膜翅目ハバチ上科 

☆☆ヒゲジロキバチ（キバチ科） 

1998 年に瀬上沢の他の下広場で唯一記録された極めて珍しいキバチであり、

2013 年に 15 年振りに得られた記録（円海山域２例目）も貴重で、本地域の多様

で質の高い環境を示していると考えられる 

☆バラクキバチ（クキバチ科） 

1998 年に横浜自然観察の森で得られた記録が唯一という、珍しいクキバチだが､

2013 年４月に深田及び計画区域からまとまって得られ、驚かされた。良好な谷戸

環境の証といえるだろう。全国的に見て、局地的な分布を示し、棲意地には多く見
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られる。ホストのノイバラは円海山全域に普通に見られるが、この 15 年来、他の

地域からは一切記録されていない 

☆ムネアカキアシハバチ（ハバチ科） 

谷戸環境に見られる種と考えられ、2013 年の採集例が円海山域２例目の貴重な記

録となった。県内でも稀種に当たる 

⑥膜翅目有剣類 

クロバネセイボウ（セイボウ科） 

キゴシジガバチなどの巣に寄生する美麗な蜂であるが、30 余年間の調査でも極めて

稀にしか記録できない種である。2010 年夏、日中調査で得られた 

☆☆ミドリセイボウ（セイボウ科） 

1991 年以降、正確な記録が得られなかった稀種である。ルリジガバチを中心にそ

の巣に寄生する。当地にはルリジガバチも多く棲息しており、2011 年夏の記録は

生態系で重視される食物連鎖を確認できた点からも貴重といえるだろう 

⑦双翅目短角亜目 

☆☆☆Pandelleia pschomi （ヤドリバエ科） 

2000 年に出版した神奈川虫報 130 号『円海山特集』で神奈川県初記録として報

告した種。日本全土でもほとんど報告されていない珍種で、ハムシ科の幼虫に寄生

することが知られている。円海山域の記録も 1998 年５月に瀬上沢で採集された１

例のみで、2013 年に深田谷戸の記録は神奈川県２例目ということにもな

る。 1998 年に記録された谷戸は、その後の乾燥化によって変貌を遂げ、かつて多

産していたハラビロトンボは姿を消している。湿潤な深田谷戸の環境が本種の棲息

に適しているのかもしれない。因みに、日本での初記録は長野県下の良好な湿地環

境と思われ、深田谷戸はそれに匹敵する好環境であるともいえるだろう 

⑧蝶目蝶類 

アカシジミ・ミズイロオナガシジミ・オオミドリシジミ（シジミチョウ科） 

良好な雑木林の代表的指標種で、深田谷戸の雑木林をはじめ、開発地域に多く棲息

している 

☆ウラゴマダラシジミ（シジミチョウ科） 

谷戸と雑木林をつなぐ種で、近年、湿地減少の影響に伴ったものか、円海山域では

激減が報告されている。そのような中で、例外的に計画区域では棲息数が維持され

ているようで、円海山域の他地域よりも良好な自然環境であることがうかがわれる 

⑨蝶目蛾類 

☆イラガ（イラガ科） 

1980 年代から減少し、2000 年以降の記録はほとんどない。 2012 年、深田の

エノキから得られた越冬繭の記録は貴重である 

 

５．おわりに 

 今回、「湧水帯を含む良好な湿地環境を示す種」として 42 種、「雑木林など良好

な森林環境を示す種」として 35 種、合計 77 種を列記した。個々の種はそれぞれ

貴重な自然環境をさまざまな角度からの証言者であり、それらがまとまって棲息し
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ている計画区域の自然環境が、横浜市、ひいては神奈川県にとってもかけがえのな

いものであることが分かる。 

 更に同定作業の関係で、今回報告できなかった種が相当数に上ることも付記す

る。因みに灯火調査の折などに得られた蛾類の場合、円海山域の初記録が 20 種程

度含まれ、その中に特筆すべき種が含まれていると聞いている。蛾類以外にも、膜

翅目や甲虫目、双翅目を中心に同定途上の標本がかなり残されている。 2013 年５

月に計画区域内に自生するハンノキから得られた美麗なハバチの場合、専門家も未

知の種で、学術的価値がかなり高いものと考えられるとの指摘を頂いた。 

 前述の通り、時間的に見て調査不足であることは間違いないし、物理的に立ち入

り調査が叶わないという大きな壁も立ち塞がっている。しかし、短時間かつ限定的

な範囲の調査であっても、その都度、驚くような成果が挙がっていることも事実で

あり、調査を繰り返す毎に、当区域の貴重な自然環境の保全が、生物多様性の観点

からも重要であるとの確信が強固になっていく。今月（5 月）未からは灯火調査も

再開される。ベストシーズンに当たる５～７月の調査が手薄だっただけに、今後の

調査成果が大変期待される。 

 恐らく横浜市で最も良好で、多彩な生態系を有している計画区域が、横浜市民・

神奈川県民の未来遺産として保全されることを切に願って、本報告を終わる。 

 

（円海山域自然調査会  久保浩一・渡弘） 

 

 


