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知られざる小さきハンター、アシナガバエの世界
Tiny predatory flies - Introduction of Dolichopodidae

　熊澤 辰徳 *
Tatsunori KUMAZAWA*

　知られざる「ハエ」の世界

「ハエ」ときいてどんなイメージが浮かぶでしょう

か。汚い場所にブンブン飛び回って気持ち悪い、台

所や風呂場回りにいるコバエを退治したい…といっ

たイメージをお持ちのかたも多いのではないでしょ

うか。人家近くに現れるハエの仲間に対して、いい

印象を持つ人はあまり多くないでしょう。

　生物学的には、ハエやアブ、カの仲間は、すべて

まとめてハエ目 ( 双翅目、Diptera) という大きなグ

ループに分類されています。ハエ目の種は世界に約

120,000 種、日本では知られているだけで 7,500

種以上の種がいます。しかし、害虫になる一部のハ

エ目を除いて研究は遅れており、毎年多くの新種が

報告されているほか、膨大な数の未知種がいるとさ

れています。

　本記事で紹介するアシナガバエも、研究が進んで

いない知られざるハエ目の一つです。　

　脚の長いアブ、アシナガバエ

　アシナガバエは、アシナガバエ科 Dolichopodidae 

に属する種の総称で、名前のとおり脚が非常に長い

種を多く含む一群です。とはいっても、分類学的に

はアブに近い仲間です。実はハエ目では、こうした

名前の不一致が時々見られ、アブ類に分類されるア

シナガバエやオドリバエ、ハエ類に分類されるハナ

アブやアタマアブ、さらにはカやガガンボに近い仲

間なのに、見た目のせいかハエの名がつくグループ

( チョウバエ、キノコバエ、ケバエなど ) などもい

ます。

　さて、アシナガバエは草むらや湿った土がある場

所、渓流や海岸、樹木の幹など様々な環境にいます。

体長は 1mm ～ 1cm 程度ですが、成虫・幼虫ともに、

主に微小な昆虫やダニ等を餌とする、れっきとした

ハンターです。

　身近にもいる小さな宝石

　アシナガバエは小さくて目立たない上、近づくと
素早く逃げられやすい昆虫です。しかし、実は意外
に身近な昆虫で、われわれの身の回りでも見つける
ことができます。
　アシナガバエは草むらや湿った土がある場所、渓
流や海岸、樹木の幹など、様々な環境に多様な種が
います。その中には、公園や道路の植え込み、街路
樹などで見られる種もいます。
　アシナガバエは、その脚の長さのほかに、多くの
種で美しい体色をもつことが特徴です。光沢のある
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ホソアシナガバエ亜科の仲間 Sciapodinae sp. すらっとした
体に透明感のある体色で、ハエのイメージに合わないと感
じられるかもしれません。
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金緑色や透き通るような黄色の種が知られており、
葉の上などにいると小粒な体でも目を惹きます。

　未知なるアシナガバエを探せ

　アシナガバエの種数は極めて多く、世界で 7600
種を越える種が知られています (Grichanov, 2014)。
　日本からはこれまでに 100 種程度が知られてい
ますが ( 桝永 2014)、未知種を含めると 500 種程
度が生息していると推測されています。つまり、ま
だ数百種の未知なるアシナガバエが日本にいるので
す。どこかでアシナガバエの仲間を見つけて調べて
も、種の名前までわかることは少ないのが現状です。
　そこで今回は、市街地やその近郊など、身近な場
所で見つけやすいアシナガバエを中心に、簡単な解
説と大まかな見分けかたを紹介します。

　アシナガバエの特徴

　アシナガバエの特徴として、次のような点が挙げ

られます。なお、以下の特徴はあくまで区別しやす

い点のみを取り上げており、以下に当てはまるから

といってアシナガバエだと断定はできません。ま

た、以下と異なる特徴をもつアシナガバエもいます

ので、あくまで参考程度にしてください。

　体色は金緑色、暗色、黄色、

　銀色など。

　金属光沢をもつものが多い。

　翅の脈が比較的単純（右図）

　脚が体長の割に長い

　

　アシナガバエと間違えやす

いのは、これらの特徴に比較的当てはまり、生息環

境も似た次のような仲間です。

■オドリバエ類
　アシナガバエと分類

学的に近縁なオドリバ

エ 科 Empididae と セ ダ

カバエ科 Hybotidae は、

アシナガバエと同じよ

うな環境にいることも

多く、姿もよく似ているものがあります。翅脈の特

徴などが異なり区別できます。

■キノコバエ類
　脚が長い種が多く、特にナ

ミキノコバエ科 Mycetophilidae 

の一部は見た目の印象が似て

います。触角がアシナガバエ

より長く、節に分かれている

ことなどで見分けられます。

なお、ハエという名前が付き

ますが、分類学的にはカに近

い仲間です。

■ミギワバエ類
　アシナガバエと同様の湿

地によく見られるハエで、

肉眼では小型のアシナガバ

エと区別しにくいですが、

アシナガバエにない触角の

枝わかれがあるなど、細か

な特徴が違うので判別でき

ます。

■ヤリバエ類
　春先に河川敷などに現
れるハエで、全体的な雰
囲気がややアシナガバエ
に似ているため、初めは
混同するかもしれません。
しかし、翅先がとがる点な
ど異なる部分も多いため、
慣れてくれば見間違えることはなくなるでしょう。

身近なアシナガバエ

　次のページから、市街地や低地でも見つけやすい
種を中心に解説しています。なお各属の種数につい
ては、Grichanov (2014) および桝永 (2014) を参考
にしています。

コヒゲナガクボヒゲア
シナガバエ Syntormon 

violovitshi の翅

ハイイロケミャクシブキバエ  

Trichoclinocera fuscipennis

ナミキノコバエの仲
間 Boletina nigricans

ヒラウキフネミギワバエ 

Setacera breviventris

クモスケヤリバエ 

Lonchoptera stackelbergi
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　身近で見られるアシナガバエたち

マダラホソアシナガバエ	( マダラアシナガバエ )

Condylostylus nebulosus (Matsumura, 1916)

　林や茂み、植え込み、庭先などで、もっとも普通
に見られるアシナガバエの仲間です。葉の上にいる
ことが多く、金緑色の体に模様のある翅という特徴
的な体つきから、春から夏にかけて葉の上をよく見
ていたら見つかることが多くあります。
　ただし脚や交尾器の形に違いがある近似種が 2,3
種いるため、確実にこの種だと言うためにはそうし
た特徴を確かめる必要があります。

ウデゲヒメホソアシナガバエ

Amblypsilopus pilosus (Negrobov, 1977)

　マダラホソアシナガバエと同じく、葉の上をせわ
しなく歩いていることが多い種で、比較的よく見ら
れます。
　体色が金緑色で、オスの前脚に短い毛が密集する
ところがあれば、この種である可能性があります。
ただし、この種に似た種は日本でも多数確認されて
おり、研究途上のためその詳細はほとんどわかって
いません。そのため、写真から安易にこの種だと断
定することは通常は出来ません。
　ちなみに、古くからの図鑑にアシナガキンバエ 
Dolichopus nitidus と
いう種がアシナガバ
エ科の代表としてよ
く掲載されていたた
めか、ブログなどで
この種やその近縁種
が誤ってアシナガキ
ンバエとして紹介さ
れている例が多数あ
ります。ホームペー
ジなどでアシナガキ
ンバエと言う名前で
紹介されている写真
には注意が必要です。

公園・草地

アシナガキンバエ Dolichopus 

nitidus の標本。体色や体つきが
まるで違います。翅にある雷
マークのような脈が特徴。ただ
し、アシナガキンバエに似た種
も日本に数十種は確実におり、
この翅脈ならアシナガキンバエ
だと即断はできません。

マダラホソアシナガバエ Condylostylus nebulosus 世界には
250 種を超える仲間がいます。

（上）ウデゲヒメホソアシナガ
バエ Amblypsilopus pilosus のオ
ス。ヒメホソアシナガバエの仲
間は世界中で 300 種以上が知
られており、日本にも多数の未
記録種がいるとされています。

( 右 ) オスは前脚の第 1・第 2
ふ節に刺毛の列があり、これが
和名の由来になっています。こ
の刺毛を持たない A. janatus と
いう近似種が日本にいるとされ
ますが、詳細は不明。なおメス
はこの特徴を持たないため、他
種との区別は困難。
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アマネアシナガバエの仲間	

Gymnopternus sp.

　春先から秋口ごろまで、湿った土の上などで非常
によく見られます。公園などでも、雨上がりの濡れ
た地面などをよく見ていると発見できるでしょう。
おそらく幼虫が湿った土で育つと思われますが、観
察例があまりないので詳細は不明です。
　そもそもこの仲間は、身近に多数見られるにも関
わらず、日本どころか世界に何種いるかもハッキリ
わかっていません。日本からは名前未確定の種がい
くつも見つかっていますが、その研究はほとんど進
んでいません。よく似た見た目のクチヒゲアシナ
ガバエ属 Hercostomus という別のグループの種もあ
り、この写真に似たアシナガバエを見つけても、確
実な名前をつけづらいのが現状です。

チビアシナガバエの仲間　	

Chrysotus sp.

　草むらや湿った地面の近くなどで普通に見られ
る、小型のアシナガバエの仲間です。黒っぽい体色
で他の種よりは目立ちにくいですが、葉の上などで
他の小昆虫を食べている様子などが観察できます。
　アマネアシナガバエと同様に、研究がまだ進んで
おらず、種名まで確実に調べるのは困難です。

クボヒゲアシナガバエの仲間	 　

Syntormon sp.　

　クボヒゲアシナガバエの仲間はオスの触角に指上
の窪んだ箇所があり、これが和名の由来になってい
ます。世界で 100 種以上、日本にはこれまでに 6
種が知られ、いくつかの種は市街地でも見られます。

成虫の活動時期は詳しくわ
かっていませんが、他のア
シナガバエが少なくなる秋
にも比較的よく見られ、ネ
ブトクボヒゲアシナガバエ 

Syntormon flexibilisのように、
成虫で越冬していると考え
られている種もいます。

アマネアシナガバエの仲間 Gymnopternus sp.    

体長は 3-4mm ほどで、日陰の湿った土の上などでよく見ら
れますが、交尾器の形や脚の色が異なる種も多く種名は確
定できません。全世界では 130 種程度が知られますが、こ
の仲間の分類は世界的に研究が遅れています。

チビアシナガバエの仲間 Chrysotus sp.   体長は 2mm ほどで、
葉の上などでよく見られます。時には頭を葉にぶつけなが
ら獲物に襲い掛かって捕食している姿が見られます。世界
に 400 種以上の仲間がおり、多様性が高いグループです。

コヒゲナガクボヒゲア
シナガバエ Syntormon 

violovitshi オス頭部
クボヒゲアシナガバエの仲間 Syntormon sp. 人家の壁に止
まっていた個体。比較的おとなしく観察しやすいです。  
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キマモリアシナガバエの仲間	 	

Medetera sp.

　春から夏にかけ

て、木や岩肌、コ

ン ク リ ー ト な ど

を眺めていると、

じっと止まってい

るのを見つけられ

ま す。 体 長 2mm

ほどの小型のアシ

ナガバエで、体色

は暗色であるため

あまり目立ちません。同じ場所にこだわる習性があ

るのか、逃げてしまってもまた同じような所に戻っ

てくることもよくあります。

　世界で 328 種、日本には 15 種ほどが知られます。

キイロアシナガバエの仲間	 	
Neurigona sp　

　森林で木の樹皮を見ると、黄色い体色のキイロア

シナガバエの仲間を見かけることがあります。ホソ

アシナガバエの仲間と並んで特に脚が長く、体色が

淡黄色で美麗な仲間です。

　世界で 150 種以上がおり、日本ではこれまでに

4 種が知られますが、まだ複数の未記録種がいると

見込まれています。

ミギワアシナガバエ	 	 	
Thinophilus longipilus Negrobov, 1971

　 河川や田んぼな

どにいる水辺のア

シ ナ ガ バ エ で す。

成虫は砂や泥の上

を 歩 き、 ユ ス リ カ

の幼虫などを引き

ずり出して食べま

す。

　夏には各地の川などで比較的普通に見られます

が、近年初めて正式に記録され、種名が明らかに

なりました（田悟 , 2010; Negrobov et al., 2014）。

なお他に、よく似たススバネミギワアシナガバエ 

Thinophilus nigripennis という種も日本におり、オス

の中脚の剛毛や交尾器の形で区別できます。世界に

は約 120 種の仲間がいます。

カワラホソアシナガバエ	
Sciapus nervosus (Lehmann, 1822)

　体長 1cm 近くになる、比較

的大型のアシナガバエです。春

先に現れ、河川近くの草むらな

どをふわふわと飛んでいます。

オスの交尾器が長く伸びる点

などで比較的区別しやすい種

です。他にも近縁な種が日本にいますが、研究は進

んでいません。

ホソミャクナミイソアシナガバエ	
Conchopus rectus Takagi, 1965

　海岸の波打ち際には、イソアシナガバエの仲間

(Conchopus, Acymatopus, Thambemyia な ど 複 数 属 )

が見られることがあります。本種はそのなかでも比

較的よく見られる種です。ナミイソアシナガバエの

仲間は日本に 17 種が知られており、翅脈が極端に

樹木

コンクリートに止まったキマモリ
アシナガバエの仲間 Medetera sp. 

頭を上げて止まったまま獲物を
待っています。

水辺・河川・海岸

キイロアシナガバエの仲間 Neurigona sp. フラッシュを使っ
て撮影すると、光が当たった瞬間に飛び跳ねてしまい、何
も写っていない写真を量産することになります。

双翅目の幼虫を食べる ミギワアシ
ナガバエ Thinophilus longipilus 

カワラホソアシナガ
バエ Sciapus nervosus 

（熊澤・吉田 2014)
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曲がった種や、口が長く伸び

た種などがいます。日本産の

種は三枝 (2008) で詳しく紹介

されています。

　ナミイソアシナガバエの仲

間の分布域は、日本を含むア

ジアに集中していますが、日

本に広く分布するキタナミイ

ソアシナガバエ C. borealis が

近年北米や南米の沿岸で発見

され、船の往来などによって日本から移入したと考

えられています（Brooks and Cumming, 2009）。

おわりに

　ここで取り上げた種は、日本にいる種のごく一部

に過ぎません。これらの種以外にも、近年になって

日本に生息していることが明らかになった種や、新

種として記載された種が次々出てきています。しか

し、まだまだ多数の未知なるアシナガバエが日本に

生息しているのは確実です。

　身近な場所でアシナガバエを見つけることがあ

れば、ぜひ立ち止まって目を留めてみてください。

ひょっとすると、誰も発見していない新種の可能性

だって十分にあります。
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ホソミャクナミイ
ソアシナガバエ
Conchopus rectus　

（熊澤・吉田 2014) 


