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リュウキュウアカショウビンは南西諸島で繁殖する夏鳥で，宮古島では朽ち木に穴を堀って営巣する
が，タカサゴシロアリの分布する石垣島，西表島では樹上に作られたシロアリのボール状の巣に穴を掘っ
て営巣することが多い．このような鳥の巣の構造の違いが巣に共生する昆虫相にどのような影響を与え
るかを明らかにするため，各島においてアカショウビンの巣を調査した．その結果，主な共生昆虫とし
てチョウ目ヒロズコガ科に属する蛾が認められ，未記載種あるいは日本新記録種と考えられる 3 種を含
む 6 種類を確認した．Ceratophaga sp. は西表島と石垣島のシロアリ巣のみから，フタモンヒロズコガ，
Tinea subalbidella とクロテンオオメンコガは宮古島の朽ち木巣のみから発生した．いずれも巣内の堆積物
（アカショウビンのペリット，餌の食べ残しや糞，巣材に由来する腐植など）を摂食していた．このよう
な島による昆虫相の違いは，シロアリの巣材に由来する腐植と朽ち木に由来するものとではそれらの質
に差があるためではないかと推察された．
また，アカショウビンが穴をあけただけで営巣しなかった巣では，堆積物が少なく腐植の生成も悪く
昆虫は発生しなかった．アカショウビンの営巣は多くの昆虫が利用する新たなニッチを創出し，亜熱帯
域の生物多様性維持に寄与していることが明らかになった．
キーワード：ニッチ，亜熱帯，生物多様性，生態系エンジニア，ヒロズコガ科

存在すること，さらに多種の動物が共生し，寄

Ⅰ．はじめに
鳥類は枯枝などを集めて巣を造ったり，樹に

生あるいは捕食の複雑な関係が成立しているこ

穴をあけたりすることにより，環境を改変する

とが指摘されているが，それぞれの動物の役割

生態系エンジニアである．さらに鳥の巣は多く

の解明や相互関係など群集生態学的な研究は

の生物が利用する新たなニッチを創出している

少ない（那須 2012；Nasu et al. 2012; 那須ほか

ことが知られている（Jones et al. 1994; Whelan

2012a, b, c，2014；広渡ほか 2012，2017；八尋

et al. 2008）．欧米では，古くからたくさんの昆

ほか 2013）
．

虫が様々な鳥の巣に生息することが報告され

夏鳥であるリュウキュウアカショウビン

て い る（Nordberg 1936; Woodroffe 1953; Hicks

Halcyon coromanda bangsi（以下，アカショウビ

1959, 1962 など）が，日本では断片的に調査さ

ン）は，南西諸島の朽ち木などに穴を掘り営巣

れてきただけである（那須 2012）
．最近，我が

する（小海途・和田 2011；日本鳥学会 2012；

国でも鳥類の巣内には巣に依存する昆虫が多く

矢野 2018）
（図 1a）
．西表島と石垣島では樹上
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Ⅱ．材料と方法
1．アカショウビンの巣の調査
西表島と石垣島においては，主に道路，登山
道周辺の樹上に造られたシロアリの巣を事前に
目視で探し，アカショウビンの利用の有無等の
予備調査をおこなった．樹上に登り巣内堆積物
の回収をおこなう本調査は，予備調査で確認し
たシロアリ巣に加えて本調査時に発見した新た
な巣も合わせておこなった．堆積物の回収はア
カショウビンが穴をあけ繁殖に利用し，ヒナが
巣立った後の巣でおこなった．堆積物はシロア
リ巣のアカショウビンがあけた穴から，長い柄
をつけた小さなスプーンを用いて掻き出した．
図1

繁殖に利用しなかった巣も巣内堆積物の有無等

リュウキュウアカショウビンとその巣．a：リュウキュ

ウアカショウビン Halcyon coromanda bangsi（宮古島），b：タ

を調査した．

カサゴシロアリ Nasutitermes takasagoensis の樹上巣に造られ
た巣（西表島）
，c：朽ち木に造られた巣（宮古島），d：巣内

宮古島では大阪市立大学がアカショウビンの

堆積物（餌の食べ残しやヒナのペリットなどに由来する甲殻

朽ち木巣で繁殖調査を実施していたので，その

類や昆虫類の破片が多数見られる）
，e：ウールトラップ（宮

情報に基づいて本調査をおこなった．宮古島の

古島）
．

巣内堆積物の回収は西表島・石垣島と同様にお
こなった．宮古島では，穴をあけただけで繁殖

に大きなボール状の巣を造るタカサゴシロア

に利用しなかったものから穴底の朽ち木屑を回

リ Nasutitermes takasagoensis（以下，シロアリ）

収した．

の巣に巣穴をあけて利用することが多いが（図

回収した巣内堆積物はいずれも 1 － 2 リット

1b）
，宮古島ではこのシロアリが分布していな

ルほどで，幼虫等が認められた場合は，一部を

いため，朽ち木に穴を掘って営巣している（図

小容器に堆積物ごと移し，残りの堆積物は大容

1c）．

器に入れたまま 25 ℃ のインキュベーター内で

本研究の目的は，アカショウビン，その巣内

飼育を続けた．羽化した成虫について，交尾器

に共生する昆虫およびシロアリの 3 者の関係を

の解剖をおこない，種の同定をおこなった．

明らかにして，島の貴重な生態系の保護に役立

1)

てる基礎的データを得ることである．さらに，

西表島
2013 年 5 月 31 日－ 6 月 4 日と 10 月 11 － 15

両島のアカショウビンの営巣場所の違いが巣内

日に予備調査をおこない，それぞれシロアリ巣

共生昆虫の構成に及ぼす影響を調査して，これ

を 12 巣と 24 巣を認めた．同様な予備調査は

までほとんど知られていなかった亜熱帯域の巣

2017 年 1 月 13 － 15 日，2018 年 6 月 8 － 10 日

内共生系の実態を解明すると同時に，生態系エ

にもおこない，それぞれ 20 巣と 18 巣を認めた．

ンジニアとしてアカショウビンが生物多様性保

本調査を 2014 年 7 月 18 － 22 日におこない，

全に寄与している実態を明らかにすることであ

24 巣を調査したところ船浦のシロアリ巣 1 巣

る．

から堆積物を回収した．2017 年 7 月 14 － 16
74

日に 28 巣のうち船浦の発泡スチロール製人工

2016 年 5 月 24 日－ 7 月 31 日および 2017 年 6

巣 1 巣から堆積物を回収した．2018 年 7 月 20

月 2 日－ 7 月 15 日に設置した．

－ 22 日には，18 巣のうち船浦と浦内のシロア

2)

リの 2 巣および船浦の発泡スチロール製の人工

宮古島
大野山林内の 3 カ所に 2015 年 5 月 24 日－ 7

巣 1 巣から堆積物を回収した．

月 25 日，2016 年 6 月 1 日 － 7 月 23 日 お よ び

2)

2017 年 6 月 10 日－ 8 月 4 日に設置した．

石垣島
2015 年 9 月 26 － 28 日，2017 年 1 月 15 －

16 日と 2018 年 6 月 10 － 11 日に予備調査をお

Ⅲ．結果

こない，それぞれ 16 巣，21 巣および 21 巣を

1．アカショウビンの巣の調査

確認した．

調査したシロアリの巣，朽ち木の巣，コルク

本調査は 2017 年 7 月 16 － 18 日と 2018 年 7

製の人工巣の大半から，堆積物として巣由来の

月 22 － 24 日におこない，2017 年に発見した

大量の腐植状になったもの（濃褐変あるいは黒

27 巣については前勢岳の 1 巣から，2018 年の

変した植物質の細粒状のもの），餌の食べ残し，

21 巣のうちバンナ公園内の 1 巣から堆積物を

ヒナのペリットや糞由来の多数の昆虫類・甲殻

回収した．

類の破片，小動物の骨などキチン質が主に確認

3)

できた（図 1d）．様々な鳥の巣で見られるヒナ

宮古島
2014 年 8 月 1 － 4 日，2016 年 7 月 22 － 25

から脱落した羽毛などのケラチン質は分解が進

日および 2017 年 8 月 4 － 7 日に，大野山林内

んでいたせいか，目視では確認できなかった．

の朽ち木巣について，それぞれ 5 巣，5 巣およ

西表島と石垣島の堆積物は腐敗が進んでいるよ

び 3 巣から堆積物を回収した．営巣しなかった

うで，アンモニア臭が強かった．2014 年の西

朽ち木の穴については，2016 年の調査時に大

表島の 1 巣および発泡スチロール製の巣では，

野山林の 2 カ所から穴底の朽ち木屑を回収し

腐植状の堆積物は認められなかった．アカショ

た．

ウビンの営巣後の巣にはケラチン質よりもキチ

2．ウールトラップ調査

ン質が豊富にあることがわかった．

ケラチン食性のヒロズコガ類の分布を調査す

アカショウビンの営巣後の巣から確認できた

るため，
ウールトラップ（図 1e，
以下，
トラップ）

昆虫を表 1 に示した．昆虫の中では，チョウ目

を西表島と宮古島に設置した．
トラップは，
ウー

ヒロズコガ科に属する蛾類（図 2a-h）とハエ

ルの織物を 10 % のビール酵母水溶液に浸して

目ミズアブ科のコウカアブ Ptecticus tenebrifer

乾燥させ，約 10 cm 四方に裁断し 5 － 6 枚重ね

（図 2i）の発生が最も多く，他に，ハエ目ノミ

たものをネット袋に入れたもので，野外の木の

バエ類および甲虫目のエンマムシ科エンマムシ

枝から地上 1 － 1.5 m の高さに吊し，1 － 2 ヶ

Merohister jekeli（図 2j）も見られたが，数は少

月程度放置した後回収した．回収後のトラップ

なかった．

はネットを外して中身のみを容器に入れて，25

一方，アカショウビンが穴をあけただけで営

℃ のインキュベーター内で飼育を続け，羽化

巣しなかった西表島と石垣島の穴内には，餌の

した成虫は交尾器に基づいて同定した．

食べ残しがなく，腐植状になったものも認めら

1)

れなかった．宮古島では餌の食べ残しなどもな

西表島
船浦の 3 カ所に 2015 年 7 月 15 日－ 8 月 31 日，
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く，朽ち木屑はあったが腐植化は進んでいな

表1

リュウキュウアカショウビンの巣とウールトラップからの昆虫（2013 － 2018 年）
西表島

蛾の種類

タカサゴシロ 発泡スチロー
アリの巣
ル製人工巣

㻯㼑㼞㼍㼠㼛㼜㼔㼍㼓㼍 㻌㼟㼜㻚

◎

㻵㼜㼜㼍 㻌㼟㼜㻚

〇

宮古島

石垣島
ウールト
ラップ

タカサゴシロ
アリの巣

◎

朽ち木

コルク製人 ウールトラッ
工巣
プ

◎

ケラチン，キチン
キチン（腐植）

㻹㼛㼚㼛㼜㼕㼟㻌㼘㼛㼚㼓㼑㼘㼘㼍

◎

マエモンクロヒロズコガ

㻹㼛㼚㼛㼜㼕㼟㻌㼙㼛㼚㼍㼏㼔㼑㼘㼘㼍

〇

㻹㼛㼚㼛㼜㼕㼟㻌㼏㼛㼚㼓㼑㼟㼠㼑㼘㼘㼍
フタモンヒロズコガ

◎

◎

◎

ケラチン（キチン）

◎

◎

〇

ケラチン（キチン）

〇

キチン（ケラチン）

○

〇

〇

㻺㼕㼐㼕㼠㼕㼚㼑㼍㻌 㼟㼜㻚
㻻㼜㼛㼓㼛㼚㼍㻌㼟㼍㼏㼏㼔㼍㼞㼕
クロテンオオメンコガ

他の昆虫

腐植なし

ケラチン（キチン）
ケラチン（キチン）

㼀㼕㼚㼑㼍㻌㼟㼡㼎㼍㼘㼎㼕㼐㼑㼘㼘㼍

巣の状態

〇

〇
◎

シロアリ巣の
腐植あり

蛾の主な食性

－

シロアリ巣の
腐植あり

エンマムシ類，コウカアブ，ノミバエ類

朽ち木の腐 コルク腐植
植あり
あり

腐植

－

ノミバエ類

コウカアブ

◎：発生多
○：発生少

かった．
1)

西表島
Ceratophaga sp.（図 2a）は 2014 年の船浦の

1 巣から 5 個体が羽化した．本種の幼虫は 2018
年の船浦と浦内の 2 巣から各 50 個体以上認め
られたが，羽化数は船浦の 1 個体と少なかっ
た．蛹化前にケースの中で死亡する幼虫が多
かった．Ippa sp.（図 2b）の幼虫は 2018 年の船
浦の 1 巣から 1 個体確認されたが，
羽化しなかっ
た．2017 年の船浦の発泡スチロール製人工巣
からは 2 個体が羽化した．2018 年には同じ人
工巣から 50 個体以上の Ceratophaga sp. の幼虫
ケースが得られたが，
羽化数は 8 個体と少なく，
Monopis monachella（図 2d）も 1 個体羽化した．
2018 年のシロアリと発泡スチロールの巣の両
方ともコウカアブの発生が 20 個体以上見られ
た．
2)

図2

石垣島

リュウキュウアカショウビンとウールトラップから羽

化した昆虫．a：Ceratophaga sp., b：Ippa sp.（幼虫）, c：マ

2017 年 の 前 勢 岳 の 1 巣 か ら Ceratophaga

エモンクロヒロズコガ Monopis longella，d：M. monachella，

sp. の幼虫が少数得られたが羽化しなかった．
2018 年のバンナ公園の 1 巣からは本種の幼虫

e：フタモンヒロズコガ M. congestella，f：Tinea subalbidella，
g：Niditinea sp.，h：クロテンオオメンコガ Opogona sacchari，
i：コウカアブ Ptecticus tenebrifer，j：エンマムシ Merohister

が 50 個体以上見つかったが，羽化しなかった．
76

jekeli（幼虫）．

蛹化前にケースの中で死亡する幼虫が多かっ

ら羽化したが，西表島のトラップからは羽化し

た．同じ巣から 15 個体以上のコウカアブが羽

なかった．このことから，本種は巣内ではキチ

化した．

ン源である甲殻類や昆虫の破片を摂食し，キチ

3)

ン食性が強いと考えられる．

宮古島
2014 年の大野山林の 5 巣からフタモンヒロ

本種成虫の翅刺は雌雄とも 1 本で幅広いとい

ズコガ Monopis congestella（図 2e）が 52 個体，

う特徴をもつ．このような翅刺は，ヒロズコ

Tinea subalbidella（図 2f）が 22 個体およびクロ

ガ 科 の 中 で は Ceratophaga と Trichophaga の 2

テンオオメンコガ Opogona sacchari（図 2h）が

属が共有する（Robinson and Nielsen 1993）が，

1 個体羽化した．各巣とも少量のノミバエ類が

雄交尾器の形態は前者の特徴に類似しているこ

発生した．2016 年の 5 巣からフタモンヒロズ

とから本属と判断した．本属は日本新記録であ

コガ 27 個体，クロテンオオメンコガが 2 個体

る．なお，調べた範囲では本種に該当する種は

羽化した．2017 年の 5 巣からフタモンヒロズ

なかったが，なお検討を要するのでここでは未

コガが 8 個体，コルク製の 2 巣からはフタモン

同定種と扱う．本種は未記載種の可能性が高い．

Tinea subalbidella が 4 個体，
ヒロズコガが 5 個体，

2018 年の西表島と石垣島のシロアリ巣の堆積

クロテンオオメンコガが 3 個体羽化した．

物は腐敗が進みアンモニア臭が強く，コウカア

2014 年に営巣しなかった 2 カ所の穴から回

ブの発生が多かった．これら堆積物には，幼虫

収した朽ち木屑からは昆虫の発生は認めなかっ

が 1 巣あたり 50 個体以上見られたが，羽化数

た．

が極端に少なかった．野外の巣内に比べ容器内

2．ウールトラップ調査

で飼育したため，蛾の生育に不適な環境になっ

1)

た可能性があるが，詳細は不明である．

西表島
2015 年，2016 年 と 2017 年 に 船 浦 に 設 置 し

なお，本属の他種は偶蹄類の角やカメの甲羅

たそれぞれ 3 カ所の合計 9 個のトラップから

などを摂食するケラチン食性であることが知ら

マエモンクロヒロズコガ Monopis longella（図

れている（Robinson and Nielsen 1993; Deyrup et

2e）が 11 個体，フタモンヒロズコガが 8 個体，

al. 2005; Robinson 2009）
．

Monopis monachella が 5 個体発生した．

2) Ippa sp.（図 2b）

2)

宮古島

西表島のアカショウビンの巣から認められ

2014 年，2015 年，2016 年，2017 年に大野山

た．扁平な 8 の字形の幼虫ケースの特徴から

林内に各 3 カ所に設置した合計 12 個のトラッ

Ippa 属と考えられ，西表島にも分布するマダ

プから，フタモンヒロズコガが 4 個体，マエモ

ラマルハヒロズコガ Ippa conspersa かもしれな

ンクロヒロズコガが 2 個体，Tinea subalbidella

い．しかし，未羽化のため同定できなかった．

が 1 個体，Niditinea sp.（図 2g）
が 1 個体発生した．

ここでは未同定種として扱う．マダラマルハヒ
ロズコガは昆虫の死骸やアリ類の幼虫を摂食

Ⅳ．考察

する（坂井 2013）．また，カワウ Phalacrocorax

1．アカショウビンの巣およびトラップから羽

carbo の巣から（那須 2012），奄美大島のオオ

化したヒロズコガ科昆虫とその食性

トラツグミ Zoothera dauma amami の巣からも

1) Ceratophaga sp.（図 2a）

（那須ほか，未発表）見つかっている．アカショ

西表島と石垣島のアカショウビンの巣のみか

ウビンの巣では，昆虫の破片を摂食していたか
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もしれない．

羽毛トラップでも採集される（Robinson et al.

3) マエモンクロヒロズコガ Monopis longella（図

1994）．日本新記録種である．このことから，

2c）

ケラチン，キチンなど食性の幅は広いと考えら

西表島と宮古島のトラップから羽化した．

れる．
7)

様々な鳥の巣，猛禽類のペリット，動物の糞

Niditinea sp.（図 2g）

などから羽化する種である（那須 2012）
．ケラ

宮古島のトラップから羽化した．様々な鳥

チン食性が強い種であると考えられる（那須

の巣などから羽化するウスグロイガ Niditinea

2012；坂井 2013）
．

tugurialis に類似しているが，形態の違いから

4) Monopis monachella（図 2d）

未記載種あるいは日本新記録種と考えられる．

西表島のアカショウビンの巣とトラップから

本属はケラチン食性よりもキチン食性が強い
（Robinson 2004）
．

羽化した．マエモンクロヒロズコガに近縁な種
であるが，食性は今まで不明であった（Huang

8)

et al. 2011）．アカショウビンの巣とトラップの

2h）

クロテンオオメンコガ Opogona sacchari（図

両方から発生したが，トラップから多く羽化し

宮古島のアカショウビンの巣とトラップから

ていることから，キチン質も摂食するが，ケラ

羽化した．1980 年代に我が国に侵入してきた

チン食性が強いと考えられる．

観葉植物などの害虫である（吉松ほか 2004）
．

5) フタモンヒロズコガ Monopis congestella（図

沖縄では鳥の巣からも見つかっている（広渡ほ

2e）

か 2012；Nasu et al. 2012）．幼虫は枯れた植物

西表島ではトラップから，宮古島ではアカ

や腐植を摂食する．腐食性が強いが，今回の調

ショウビンの巣とトラップの両方から羽化し

査でケラチンも食することが判明した．

た．羽化したものは本州の鳥の巣から発生する

2．ヒロズコガ科幼虫の生息環境としてのアカ

ものに比べて小さい傾向にあったが，雌雄交尾

ショウビンの巣

器の形態を比べても差が認められなかったの

アカショウビンの巣には，チョウ目ヒロズコ

でここでは本種と判断した．本州のものとは別

ガ科の昆虫の発生が多く，未記載と考えられる

亜種であるかもしれない．本州では様々な鳥の

種および日本新記録種 3 種を含む 6 種を確認し

巣に発生する種で，ケラチン食性であり（那須

た（表 1）
．西表島と石垣島のシロアリ巣と発

2012），チョウ目昆虫では非常に珍しい卵胎生

泡スチロール製の人工巣に造られたアカショウ

の種である（Nasu et al. 2008）
．アカショウビン

ビンの巣と宮古島の朽ち木とコルク製人工巣に

の巣からも多数羽化していることから，キチン

造られたものの間では，発生するヒロズコガ

食性も強いと考えられる．

類に違いが見られた．たとえば，Ceratophaga

6) Tinea subalbidella（図 2f）

sp. は西表島と石垣島でのみ発生し，宮古島で

宮古島のアカショウビンの巣とトラップの

は発生しなかった．一方，宮古島のアカショウ

両方から羽化した．成虫の形態が Robinson et

ビンの巣とトラップの両方から羽化した Tinea

al. (1994) が 図 示 し た も の と， 雌 雄 交 尾 器 が

subalbidella は，西表島では確認できなかった．

Petersen (1957) の図と一致したので，本種と判

これらの種は島により分布が異なるのかもしれ

断した．本種はケラチン質である哺乳類の皮

ない．しかし，宮古島のアカショウビンの巣と

膚，角，植物質である乾燥した果実を摂食し，

トラップの両方で発生が多かったフタモンヒロ
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ズコガは，西表島ではトラップだけに発生し，
アカショウビンの巣から発生しなかった．この

む環境が作られることがわかった．
以上のことから，アカショウビンの営巣は，

理由は，ヒロズコガの分布の違いだけでは説明

多くの昆虫が利用する新たなニッチを創出して

できない．

いること，その昆虫の中には未記載種あるいは

シロアリの巣で見られた腐植状の堆積物は，

日本新記録種が多数含まれるため，亜熱帯域の

シロアリの巣材由来が主体と考えられる．この

生物多様性維持に関して重要な役割を演じてい

シロアリの巣材は，シロアリの餌である枯れ木

ることが明らかになった．

などの植物質由来で，唾液を混ぜて固めたもの
であり，詳細な分析結果はないが窒素成分は
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Symbiotic insect fauna of nests of Ryukyu ruddy kingfisher,
Halcyon coromanda bangsi
NASU Yoshitsugu, MURAHAMA Shiro,
MATSUMURO Hiroyuki and UEDA Keisuke
Ryukyu ruddy kingfisher, Halcyon coromanda bangsi, is a summer visitor breeding in the Nansei Islands, Japan.
The birds breed digging holes in the decayed trees in Miyako Island, but in Ishigaki Island and Iriomote Island
where Takasago termite, Nasutitermes takasagoensis (they make a ball like nests on the trees), are distributed, often
digging holes in the termite nests. In order to clarify the influence of the structure difference of bird nests on the
insect fauna coexisting in the nests, we investigated the bird nests in each island. As a result, moths belonging to the
family Tineidae were recognized as the main symbiotic insects, and 6 species including 3 species considered to be
undescribed or newly recorded species from Japan were confirmed. Ceratophaga sp. occurred only from the termite
nests of Iriomote Island and Ishigaki Island, and Monopis congestella, Tinea subalbidella and Opogona sacchari
only from decayed trees of Miyako Island. The moths ingested the detritus (the pellets, the food left, the droppings,
the humus derived from the nest material, etc.) in the nests. It is inferred that the difference in insect fauna among
the three islands is due to differences in quality between humus derived from termites and those from decayed trees.
Also, in the nest where the kingfisher did not breed only opening a hole, the detritus was poor, humus create bad
and no insect occurred. It is revealed that the nest of the kingfisher creates a new niche utilized by many insects and
contributes to the maintenance of biodiversity in the subtropical zone.
Key words: niche, subtropical zone, biodiversity, ecosystem engineer, Tineidae

The Study Group of Symbiotic System in Bird Nests

81

82

