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 本研究では，外来植物セイタカアワダチソウの開花フェノロジーが待ち伏せ型の捕食者ハナグモの空

間分布に与える影響を解明することを目的とした．石川県立大学ビオトープにおいて2017年10-11月に

セイタカアワダチソウの開花フェノロジーを記録し，ハナグモの有無と位置を記録した．またセイタカ

アワダチソウ150個体の開花数を実験的に操作し，開花数と訪花回数の対応を調べた．ハナグモは開花

個体で多く観察され，花序あたりの開花数とクモ個体数に正の相関関係が見られた．ハナグモは訪花昆

虫のハエ類を多く捕食していた．訪花昆虫は4目20種34個体，のべ訪花回数は770回で，ハナグモが餌と

していたグループが35%を占めた．実験的に花序あたりの開花数を減らすと訪花昆虫の訪問回数も減少

した．ハナグモの空間分布はランダムではなく，セイタカアワダチソウの花序あたりの開花数や訪花昆

虫の接近などの情報をキューに滞在場所を選択している可能性が考えられた．   
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はじめに 

 近年，外来植物が侵入することで，在来の生物群

集や生物多様性に深刻な影響を及ぼすことが問題視

されている（Aizen et al., 2008; 村中・石濱, 2010; 西

川・宮下, 2011; Schirmel et al., 2016)．外来植物の定

着と分布拡大によって，在来生態系の物理基盤と生

物群集への影響，競争による在来生物の排除，交雑

による遺伝的攪乱，生物間相互作用への影響などの

問題点が指摘されている（角野, 2010; 西川・宮下, 

2011)．セイタカアワダチソウ（Solidago altissima 

L.）は北米原産のキク科アキノキリンソウ属の多年

草で，ヨーロッパや東アジアなど幅広い地域に 侵入   

している（Sakata et al., 2015; Weber, 1998)．日本で

も地下茎や種子での旺盛な繁殖力に加えて，観賞用

植物や蜜源植物として各所へ移植され，全国に定着

している（自然環境研究センター, 2008)．近年の分

子生態学的手法を用いた研究から，日本に広く分布

するセイタカアワダチソウの系統は北米单部の集団

と最も近縁だが，複数の原産地から複数回の侵入が

あったと考えられている（Sakata et al., 2015)．  

 現在，日本のセイタカアワダチソウ上では，植食

性昆虫を中心とした節足動物群集が形成されている

（安東, 2011; Ikemoto et al., 2017)．在来昆虫だけで

はなく，外来昆虫のセイタカアワダチソウヒゲナガ   
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アブラムシ（Uroleucon nigrotuberculatum），クロ

カタカイガラムシ（Parasaissetia nigra），アワダチ

ソウグンバイ（Corythucha marmorata）が優占する

場合もある（Ando et al., 2010; Kato & Ohbayashi, 

2009）．さらにセイタカアワダチソウが開花する秋

には，さまざまな昆虫が訪花し（Hisamatsu & Ya-

mane, 2006; 久松, 2010; 池ノ上・金井, 2010; 板垣

ほか, 1997; Matsumoto et al., 2010; 根来, 2008, 

2009, 2012; 菅原・近藤, 2006; 竹内ほか, 2000; 田

中, 1977; 八木・北本, 1991; 横井ほか, 2008），

それらを餌として利用するクモ類などの捕食者も見

られる（Ikemoto et al., 2017）． 

 クモ類は陸上生態系を代表する捕食者であり，種

数，個体数，バイオマスともに卓越した分類群であ

る（宮下, 2000）．クモ類は獲物を捕食する際に糸

を組み合わせて網を作る造網性グループと網を張ら

ずに地表，草間，葉上，樹上，屋内を徘徊し，待ち

伏せや潜伏などによって獲物を求める徘徊性グルー

プが知られる（中田, 2015）．これらのクモ類の多

くは，1つの場所にとどまり，そこにやってきた餌

に襲いかかる待ち伏せ型の捕食者である（中田, 

2000）．徘徊性グループに含まれるカニグモ科は花

で待ち伏せして，花に集まる訪花昆虫を主に捕食す

る（Morse, 2007; 小野, 2009）． 

 セイタカアワダチソウの原産地である北米では，

その花序を採餌場所として利用するクモ類，特にヒ

メハナグモ（Misumena vatia）を対象としたさまざ

まな研究が行われてきた（Morse, 2007）．セイタ

カアワダチソウでは，開花数が多いと訪花昆虫の個

体数も増加することから（Genung et al., 2010; 

Ikemoto et al., 2011, 2017），ハナグモのように花で

待ち伏せする捕食者の最適な滞在場所はセイタカア

ワダチソウの開花フェノロジーにともない，大きく

変化すると予測される． 

 石川県立大学の大学ビオトープに生育するセイタ

カアワダチソウ上では，開花前には，セイタカアワ

ダチソウヒゲナガアブラムシやアワダチソウグンバ

イが茎や葉上に見られる．さらにセイタカアワダチ

ソウの開花時期には，ツマグロキンバエ，キゴシハ

ナアブ，オオハナアブ，セイヨウミツバチなど，ハ 

エ目やハチ目に代表される訪花昆虫が多数見られる

（由利・北村, 2014）．本研究では，石川県立大学

ビオトープにおいてセイタカアワダチソウの開花

フェノロジーがハナグモの空間分布に与える影響を

解明することを目的とした．具体的には，1）セイ

タカアワダチソウの個体毎の開花フェノロジーとハ

ナグモの滞在場所，2）セイタカアワダチソウの花

序あたりの開花数と訪花昆虫の訪問頻度およびハナ

グモの個体数，3）セイタカアワダチソウの花序へ

の訪花昆虫の着地場所とハナグモの花序内での滞在

場所について検討した． 

  

調査地と調査対象 

 本研究は2017 年10月から11月にかけて，石川県

立大学学内調整池（以下，ビオトープ，北緯30分27

秒，東経136度35分44秒，標高39.0 m）で行った(図

1)．調査地周辺は道路や建物で囲まれており，比較

的閉鎖された空間である．北側には，水路と池が設

置されており，降水時には水が溜まる．2016年にビ

オトープの植物相を調べた研究では，30科85種が記

録されており，セイタカアワダチソウはビオトープ

全域に分布している(星・北村, 2017)．セイタカア

ワダチソウの開花時期には，ノコンギク，アメリカ

センダングサ，ヒメジョオン，アキノノゲシ，キダ

チコンギク，ヒロハホウキギクなどの開花も見られ

る(星・北村, 2017)．本研究の予備調査では，セイ

タカアワダチソウよりも早い時期から開花するアキ

ノノゲシ上には，ハナグモはほとんど見られなかっ

た．比較的最近になって日本に侵入したアワダチソ

ウグンバイは (Kato & Ohbayashi, 2009) ，2009年に

は石川県立大学キャンパス内でも見つかっている

(山本, 2010)．セイタカアワダチソウの草丈は50-

300 cm になり，茎の先端に10-50 cmの円錐状の花

序に黄色の頭花を多くつける（図2a）．  

 カニグモ科ハナグモ属ハナグモ(Ebrechtella tri-

cuspidata ) は，メスが体長 4.7-7.3 mm，オスが2.5-

5.0 mm になる (小野, 2009)．体色は緑系で，メス

の腹部背面に茶色い斑紋が入っていることがあり，

オスは背甲に1対の黒褐色の線がある(小野, 2009)

(写真1)．日本では，沖縄から寒冷地まで幅広い温

度条件に適応し，里山や低山地の林縁の草むらや草 
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図1 石川県立大学ビオトープの調査地． 

a 

b 

図2 セイタカアワダチソウの花序． 

 aは測定した花序幅と高さを示す．bは訪花昆虫の

 花序へのアクセス位置（上，中，下）と花序内の

 位置（外，中，茎）を示す．   

a 

b 

写真1 ハナグモがハエ類を捕食する様子． 

 a：2017年10月14日に撮影したオス，b： 2017年

 10月31日に撮影したメス．    
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開花数を計数し，花序の表面積と開花数の相関関係

を調べた．本研究では，セイタカアワダチソウの開

花数の指標として頭花数を用いた． 

 10月27日にビオトープ内2ヵ所（図1の調査地A）

のセイタカアワダチソウ185個体の花序幅と高さを

測定し，午前と同様な手法を用いてハナグモの有無

を確認し，ハナグモがいた場合は性別と個体数を記

録した． 

 

訪花昆虫の観察および花序への着地場所 

 10月18日にビオトープ(図1の調査地B)で，花序の

大きさと開花状況が同程度のセイタカアワダチソウ3

個体を1組として，ナンバーテープによる個体識別を

計30組150個体行い，花序幅と高さを測定した．各組

3個体のうち，1個体は花序についている花をピン

セットで全部除去し(R)，1個体は花序の左右半分の

どちらかを除去し(PR), 1個体は除去処理をしない

対照(C)として開花数を実験的に変更した． 

 10月26日から11月10日のうち6日間（10月26日13

時～16時に8回，10月27日9時～15時に27回，10月31

日10時～12時に4回，11月1日13時～15時に3回，11

月3日10時 ～12時 に3回，11月10日13時 ～15時 に6

回），1～6人の観察者により，個体識別したセイタ

カアワダチソウの訪花昆虫を観察した．一回の観察

時間を20分に設定し，のべ1020分観察した． 

 昆虫の訪花行動は，遠距離からの探索，アプロー

チ，着地，求蜜にわけることができる．捕食者であ

るハナグモは訪花昆虫の着地場所と対応した待ち伏

せ場所をとると予測される．本研究では，訪花昆虫

の着地場所を花序内の鉛直方向と水平方向にわけて

記録した（図2b）．鉛直方向は花序の高さを上から

三等分し，上側，中央，下側で記録した．水平方向

は花序の横枝の位置から外側，中央，茎側で記録し

た．10月26日以後は調査路におけるハナグモの滞在

場所も訪花昆虫の着地場所と同じ手法で記録した． 

 

ハナグモの花序間移動の室内実験 

 ハナグモが開花数に対応して，セイタカアワダチ

ソウ花序を選択しているのかを検証するために室内

実験を行った．2017 年11 月6日に石川県立大学東側

の休耕田において，ハナグモの雌雄それぞれ5個体 

原，市街地の庭や空き地などで普通に見られる(小

野, 2009)．ハナグモは網を作らない徘徊性のクモ

で，待ち伏せして，獲物を捕らえる(馬場・谷川, 

2015)． 

  

調査方法 

開花フェノロジーとハナグモの有無 

 10月5日にビオトープ内に東西方向25 m の調査路

を15 m または20 m 間隔で4本設定した(図1)．10月

6日に継続調査用に調査路沿いの幅15cmの草刈りを

行った．10月5日から11月13日のうち13日間，調査

路から左右0.5 m 以内のセイタカアワダチソウの開

花状況を「葉」,「蕾」，「花」に類別して計数し

た．また，枯れた花が目立ち始めた10月24日に上記

の開花状況に「枯」を追加し，さらに10月31日に

「全枯」を追加した．開花状況の類別基準は，

「葉」は葉しかない個体,「蕾」は蕾がある開花前

の個体,「花」は花序内に1つでも花が咲いている個

体(蕾がある個体も含む),「枯」は花序内の花が1つ

でも枯れ始めた個体(花が残っている個体も含む),

「全枯」はすべての花が枯れた個体とした． 

 開花フェノロジーの調査中にセイタカアワダチソ

ウ上のハナグモの有無を目視で確認した．ハナグモ

がいた場合，そのセイタカアワダチソウの開花状況

やハナグモの滞在場所，および性別を記録した．ま

た，採食中のハナグモはデジタルカメラ(Olympus  

TG-4)で撮影した．餌動物の体サイズをアワダチソ

ウグンバイと同程度(S：3 mm)，オスのハナグモの

最大サイズと同程度(M：5 mm)，メスのハナグモ

の最大サイズと同程度かそれ以上(L：7 mm)の3段

階で記録した．また，餌動物はセイタカアワダチソ

ウの訪花者(ハエ類とハナアブ類)，植食者(アワダ

チソウグンバイ)，捕食者(クモ類)の機能群に分類

した． 

 

花序あたりの開花数とハナグモ個体数 

 石川県立大学東側の休耕田に開花していたセイタ

カアワダチソウ25個体の花序幅と高さ(図2a)を測定

し，花序を円錐とみなして表面積を求めた．測定し

た花序をすべて刈り取り，チャック付きビニール袋

に保存して実験室へ持ち帰った．実験室で花序毎の 
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以上と，開花中のセイタカアワダチソウの花序をは

さみで切り取って実験室に持ち帰った．目視で花序

の大きさが同じと判断したセイタカアワダチソウ3 

個体を1組，計5組15個体について，花序の先端から

45cm の長さにそろえ，水道水を入れた500ml の

ペットボトルにさした．花序が倒れないようにペッ

トボトルの口部分は紙で固定した． 

 植物生態学実験室の作業台上のスペースにセイタ

カアワダチソウ花序をさしたペットボトル5 組を設

置した（写真2）．各組の3本のペットボトルは辺の

長さが20cmの正三角形の頂点に設置した．作業台

におさまる範囲で5 組の距離ができるだけ同一にな

るように4組を辺の長さが1mの正方形の頂点に各三

角形の重心がくるように設置した．残りの1 組は正

方形の中心に設置した．各組3個体のうち，1個体の

セイタカアワダチソウは花序についている花をピン

セットで全部除去し（1番），残り2個体は対照（2

番，3番）とした．これらの花序を利用して，11月6

日17時から10日17時まで観察を行った．11月6日の

17時にハナグモのメスを各組の3番（対照）に放

し，7日9時から17時まで，2時間ごとにハナグモが

いたセイタカアワダチソウの番号を記録した．7日

17時に実験を終了し，実験に利用したクモは同じ組

内の1番（全部除去）に放し，8日の9時から17時ま

で前日と同様な観察を行った．8日17時にメスの実

験を終了し，それ以降はオスを利用してメスと同じ

実験を繰り返した． 

 11月10日まで実験に利用したセイタカアワダチソ

ウの花が枯れたため，11月13日に再度，前回と同じ

場所でハナグモのオスメスそれぞれ10個体とセイタ

カアワダチソウ30花序を採集し，実験室内で10組の

実験処理を設定した．ただし，11月14日と15日の実

験では，観察を開始した午前10時にオスとメスを放

し，18時まで2時間ごとにハナグモがいた番号を記

録した．14日はハナグモを3番に放し，15日は1番に

放した．また，2時間毎にハナグモのいた位置を記

録する時，一つの花序あたり10分探しても見つから

ない場合は失踪と判断した． 

 

データ解析 

 セイタカアワダチソウの花序の表面積と開花数の

相関関係を調べるためスピアマンの順位相関係数を

用いた．ハナグモがいた花序の表面積といない花序

の表面積をウェルチのt検定で比較した．さらに花

序の花の全部除去（R）と半分除去（PR）によって

訪花昆虫の種構成（ハナグモの餌かどうか）が変化

するか，また，ハナグモの滞在場所と訪花昆虫の花

序への着地場所が一致するかどうかをフィッシャー

の正確確率検定で比較した．これらの統計解析に

は，フリーソフトのR 3.5.2を使用した（R Develop-

ment Core Team, 2018）． 

 

結果 

開花フェノロジーとハナグモの有無 

 セイタカアワダチソウは10 月上旬に開花しはじ

め，中旬に開花ピークを迎えた（図3）．10 月下旬

から枯れた花が目立つようになり，11 月になると

開花個体の割合は減少した．調査期間を通して，43 

± 3 %（平均±SD）の個体で開花が見られた．調査

路ごとの開花個体の割合の最大値はline10で50 %，

line 25で29 %，line 45で45 %，line 65で31 % とばら

ついたが，開花フェノロジーは同じパターンを示し

た． 

 ハナグモは開花個体で多く観察された（図4）．

特に10月15日，10月18日，10月24日に確認された個

体の 90 % 以上は開花個体上で見られた．10月末以

降はハナグモの個体数は減少し，11月13日には4個

体しか確認できなかった．ハナグモの個体数は調査 
写真2 室内実験の様子（2017年11月6日撮影）．  
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図4 石川県立大学ビオトープ内調査路でハナグモがいたセイタカアワダチソウの開花フェノ

 ロジー（葉，蕾，花，枯，全枯）． 横軸は調査日，カッコ内の数字はハナグモの個体

 数を示す． 

図3 石川県立大学ビオトープ内調査路の開花フェノロジー（葉，蕾，花，枯，全枯）．縦軸

 はそれぞれの開花状況の頻度（%），横軸は調査日，カッコ内の数字はセイタカアワダ

 チソウの個体数を示す． 
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路によって異なったが，いずれもセイタカアワダチ

ソウの開花個体で多く確認された．ハナグモの性比

は0.45 ± 0.09 (平均±SD)で，調査期間を通してほ

ぼ一定だった． 

 調査期間内に確認されたハナグモの捕食はオスが

11回（写真1a），メスが22回（写真1b）の計33回

だった．ハナグモが捕食していたのはハエ目，カメ

ムシ目，クモ目，チョウ目に属する 4目33個体で

あった．このうち，ハエ目が全体の 70 %を占め，

種レベルまで同定できた分類群の上位は 27 %を占

めたツマグロキンバエ(Stomorhina obsolete)，15 %

を占めたアワダチソウグンバイであった．ハナアブ

科ではミナミヒメヒラタアブ(Sphaerophoria Indi-

ana)が1回観察された．機能群別では，訪花者を捕

食していたのが26回，植食者が5回，捕食者が2回

だった．体サイズ別では，Lが21回，Mが2回，Sが

10回だった．訪花者の84.6 % はLサイズだったが，

植食者(アワダチソウグンバイ)と捕食者(クモ類)は

いずれもSサイズだった．アワダチソウグンバイの

捕食は調査期間の前半(10月4日から10日)でのみ観

察された． 

 

花序あたりの開花数とハナグモ個体数 

 セイタカアワダチソウの花序あたりの開花数と表

面積には正の相関関係があった(図5，スピアマンの

順位相関係数，S=252， =0.903，P<0.001)．ハナグ

モがいた花序の方がいなかった花序よりも表面積 

が大きく(ウェルチのt検定，ハナグモ有 vs ハナグ

モ無，P<0.05)，表面積とハナグモの個体数に弱い

正の相関関係が見られた(スピアマンの順位相関係

数，S=766540， =0.274，P<0.001)．ハナグモが見

られたセイタカアワダチソウ 90 個体中49 個体で

は，1 個体のハナグモしか見られなかった．同一花

序上に複数個体のハナグモが見られた場合でも，個

体が近接していたことは稀だった． 

 

訪花昆虫の着地場所とハナグモの滞在場所 

 調査期間内に確認されたセイタカアワダチソウの

訪花昆虫は4目20種34個体，のべ訪花回数は770回で 

あった(表1)．ハエ目が全体の71.4 %，ハチ目が全

体の27.9 %を占めた．訪花回数の上位4種で全体の 

 

75 %を占め，セイヨウミツバチ(Apis mellifera)が27 

%，オオハナアブ(Phytomia zonata)が19 %，ホソヒ

ラタアブ(Episyrphus balteatus)が15 %，シマハナア

ブ(Eristalis cerealis)が14 %を占めた．770回の訪花

中，35 %はハナグモが主に餌としていたグループ

による訪花で，このうち66 %はハナグモが稀に食

べたグループのヒラタアブ類による訪花であった． 

 セイタカアワダチソウ花序の開花数を半分除去す

ることで訪花昆虫の訪問回数が対照の57 %，全部

除去によって対照の2%に減少した(図6)．花序あた

りの開花数が半分に減少してもハナグモが主に餌と

していたグループ(餌)，稀に食べたグループ(ヒラ

タアブ類)，ハナグモがほとんど餌として利用しな

いグループ(非餌)の割合は変化しなかった(図6，

フィッシャーの正確確率検定，C vs PR P=0.627，餌

+ヒラタアブ類 vs 非餌 P＝0.432，餌 vs ヒラタア

ブ類 P＝0.743)． 

 訪花昆虫の鉛直方向の着地場所はヒラタアブ類を

除くとハナグモの滞在場所と一致していた(図7，

フィッシャーの正確確率検定，ハナグモ vs 全体 

P=0.547，ハナグモ vs 非餌 P=0.322，ハナグモ vs 

餌+ヒラタアブ P = 0.269，ハナグモ vs  餌 P = 

0.690，ハナグモ vs ヒラタアブ P = 0.020 )．一方，

訪花昆虫の水平方向の着地場所はいずれもハナグモ

の滞在場所と傾向が異なった(図8，フィッシャーの 

  

図5 25個体のセイタカアワダチソウの開花数と表面積

 の関係（スピアマンの順位相関係数，S=252，

 =0.903，P<0.001）．縦軸はセイタカアワダチソ

 ウの開花数，横軸はセイタカアワダチソウの表

 面積（cm2）を示す． 
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図6 調査地Bにおいて，花序の開花数を未処理，対照

 （C），半分除去（PR），全部除去（R）に操作

 したセイタカアワダチソウへの昆虫の訪問回

 数．実験処理において，ハナグモの捕食対象で

 はない訪花昆虫（非餌），捕食対象であるヒラ

 タアブ類（ヒラタアブ），ヒラタアブ類以外の

 捕 食 対 象（餌）の 構 成 は 変 化 し な か っ た

 （フィッシャーの正確確率検定，C  vs  PR 

 P=0.627，餌+ヒラタ vs 非餌 P＝0.432，餌 vs

 ヒラ タ P＝0.743）．横軸のカッコ内は訪問回数

 を示 す． 

図7 訪花昆虫とハナグモの滞在場所の比較（フィッ

 シャーの正確確率検定，vs 全体 P=0.547，vs 

 非餌 P=0.322，vs 餌+ヒラタアブ P=0.269，vs

 餌P=0.690，vs ヒラタアブ P=0.020）．左の縦

 軸は 訪花昆虫の訪問回数，右の縦軸はハナグモ

 の個 体数を示す．  
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正確確率検定，ハナグモ vs 全体 P < 0.001，ハナグ

モ vs 非餌 P < 0.001，ハナグモ vs  餌+ヒラタアブ 

P < 0.001，ハナグモ vs 餌 P < 0.001，ハナグモ vs 

ヒラタアブ P = 0.020 )．訪花昆虫は花序の外側に

着地することが多かったが，ほとんどのハナグモは

花序の中央と茎側に滞在していた(78%)． 

 

ハナグモの花序間移動の室内実験 

 ハナグモを1番の花をすべて取り除いた花序に放

した場合，オス5個体とメス7個体の計12個体は移動

が見られなかった．移動した8個体のうち，6個体は

2番または3番の対照に移動し，2個体は移動先が確

認できなかった． 

 ハナグモを3番の対照の花序に放した際に観察期

間中にオス8個体とメス6個体の計14個体は調査期間

中に移動が見られなかった．移動した6個体のうち 

4個体は2番の対照に移動し，1個体は1番に移動し，

1個体は移動先が確認できなかった．ハナグモの10 

時間以内の花序間移動と花序の処理間に関係は見ら

れなかった(フィッシャーの正確確率検定，0.10 < 

P)． 

考察 

セイタカアワダチソウの開花フェノロジーとハナグ

モの空間分布 

 本研究の調査期間を通して，調査地内のセイタカ

アワダチソウの半数以上は非繁殖個体だったが，ほ

とんどのハナグモは開花個体上で見られた．本研究

でハナグモが捕食していた餌のほとんどは訪花者の

ハエ類で，アワダチソウグンバイの捕食は調査期間

の前半にのみ観察された．ハナグモのメス成体の捕

食量を実験的に調べた研究によると（菊池ほか, 

1987），一日あたり体長2 mmのカメムシ2齢幼虫を

平均1.5個体，最大4個体捕食していた．ハナグモの

主な捕食対象となったツマグロキンバエを含むハエ

類はアワダチソウグンバイと比べると大きく，捕獲

できれば良い餌であると考えられる．一方，ハナグ

モは訪花昆虫の大部分を占めたハナアブ科やセイヨ

ウミツバチを捕食していなかった． 

 ハナアブ科のヒラタアブ類は訪花前のホバリング

運動によって，花にいるカニグモ類を検出し，回避

す る こ と が 知 ら れ て い る（Yokoi & Fujisaki, 

2009）．実際，ハナグモの餌となった昆虫の中で，

ヒラタアブ類による訪花頻度は66％を示したが，捕

食が確認されたのは33例中1例にすぎなかった．ま

た，ヒラタアブ類以外のハナアブ類やセイヨウミツ

バチはサイズが10 mmを超え，メスのハナグモより

も大きく，捕獲することが難しいのかもしれない．

ただし，ハナグモが10 mmを超えるハエ類を捕獲し

ていた例もあり，餌の体サイズではなく，ハナアブ

類やセイヨウミツバチの訪花行動が関係した可能性

が考えられる．本研究では，ハナグモの捕食行動そ

のものを野外観察していない．そのため，ハナグモ

が特定の分類群に選択的に捕獲を試みたのか，ハナ

グモに接近した餌すべてに捕獲を試みたが，特定の

分類群に偏って捕獲された結果なのかは不明であ

る．いずれにしても開花個体のほうが効率よく餌を

獲得することができるため，ハナグモが開花個体で

多く見られたと考えられる． 

 開花フェノロジーに対応したハナグモの分布が

生じた理由としては, いくつかの可能性が考えら

れる. セイタカアワダチソウの開花数と送粉者の

訪花頻度に正の相関が見られた先行研究と同様に 

セイタカアワダチソウの開花フェノロジーとハナグモの空間分布  

図8 訪花昆虫の花序へのアプローチ場所（花序内の位

 置）とハナグモの滞在場所の比較（フィッ

 シャーの正確確率検定, vs 全体 P<0.001, vs 

 非餌 P<0.001, vs 餌+ヒラタアブ P<0.001, vs

 餌 P<0.001, vs ヒラタアブ P=0.020）．左の縦

 軸は訪花昆虫の訪問回数，右の縦軸はハナグモ

 の個体数を示す．   
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（Ikemoto et al., 2017; 板垣ほか, 1997），本研究で

も開花数と訪花回数には対応関係が見られた．その

ため，餌となる訪花昆虫の多さを示すキューとし

て，セイタカアワダチソウの花序あたりの開花数は

有効な指標の一つであると考えられる．実際，ハナ

グモがいた花序の開花数はいなかった花序よりも多

く，花序あたりの開花数とハナグモの個体数には弱

い正の相関が見られた． 

 一方，北米でオオトウワタAsclepias syriacaの花序

を滞在場所として利用するヒメハナグモを利用した

一連の野外観察と操作実験から（Morse, 1988; 

Morse & Fritz, 1982），ヒメハナグモはハナバチ類

を捕獲しなくてもオオトウワタの花序のまわりに餌

となるハナバチ類が接近してきたことを情報源とし

て，現在の滞在場所を放棄するか否かを決めている

と考えられている（Morse, 2007）．本研究でもセイ

タカアワダチソウでは，一定数の開花が見られれ

ば，ある程度の昆虫が訪花していた．そのため，ヒ

メハナグモと同様に訪花昆虫の接近をキューとした

滞在場所選択を行っている可能性も考えられた． 

 しかし，本研究で野外観察と並行して行った花序

間移動の室内実験では，ハナグモの10時間以内の花

序間移動と花序の処理間には明瞭な関係は見られな

かった．また，訪花昆虫がいないにも関わらず，実

験に用いた20個体の6割以上が最初の場所に滞在し

続けていた．本実験結果は花序あたりの開花数また

は訪花昆虫の接近をキューとした滞在場所選択とは

矛盾する．しかし，本研究で行った室内実験では，

ハナグモがもともと絶食に強く，10時間程度では移

動しない可能性，観察間隔の2時間よりも短い時間

で移動していた可能性，実験に用いたハナグモが最

後に餌を食べた時期が異なり，餌に対する要求が個

体間で異なっていた可能性なども考えられる．その

ため，開花数または訪花昆虫の接近をキューとした

ハナグモの滞在場所選択の可能性を否定することは

できない． 

 本研究では，外来植物のセイタカアワダチソウ上

に形成される節足動物群集を餌として利用するハナ

グモの空間分布に注目した．ハナグモは開花したセ

イタカアワダチソウ上でよく見られ，餌として訪花

昆虫をよく利用していた．今後はセイタカアワダチ

ソウ上での訪花昆虫やハナグモの採食行動を詳細に 

観察するだけではなく，ヒメハナグモで行われたよ

うな操作実験を組み合わせることで，ハナグモが何

をキューとして滞在場所選択を行い，本研究で得ら

れたような空間分布が見られるのかを解明すること

につながると考えられる． 
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