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■主　　　催　　市立大町山岳博物館

■協　　　力　　財団法人進化生物学研究所　長野県環境保全研究所　

■後　　　援　　環境省長野自然環境事務所

■会　　　期　　平成20年7月5日（土）～8月31日（日）

　　　　　　　　（会期中は無休）

■開 館 時 間　　午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで）

■会　　　場　　市立大町山岳博物館　特別展示室・１階ホール

■観　覧　料　　大人400円　高校生300円　小・中学生200円

　　　　　　　　※常設展と共通、30名様以上の団体は各50円割引

　　　　　　　　　そのほかの各種割引については窓口でお問い合わせください

・表　紙　　カブトムシ
・裏表紙　　ミヤマクワガタ
・扉写真　　樹液にあつまる甲虫（撮影：前河正昭）
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はじめに

　地球には、私たち人間を含めいろいろな動物がすんでいます。それらの中で一

番種類が多いのが昆
こんちゅう

虫で、全動物数のおおよそ75～80％を占め、現在までに100

万種ほどが知られています。この数は未発見の昆虫や、まだ種名がつけられてい

ない昆虫を除いたもので、それらを合わせると300万種を超
こ

えるといわれていま

す。昆虫ははるか4億年以上も前から姿
すがた

を現
あらわ

し、それぞれ陸上、水中、空中、地

中など様々な生息場所に適
てきおう

応しています。現在、昆虫が繁
はんえい

栄している理由は、体

の構
こうぞう

造、生活様式、感覚機能、すぐれた適応力などによります。

　今回の企画展『カブトムシとクワガタムシ－里山の甲虫たちの未来は？－』では、

大町市の小学生たちとともに行った、樹
じゅえき

液を食べる甲虫類の移
いどうじったい

動実態を調べるた

めの協働調査の取り組みについて紹介します。また、カブトムシやクワガタムシ

という身近な甲虫をとおして、人の生活と密
みっせつ

接につながっている里山の自然につ

いて考えたいと思います。

　展示されている標本の中には、外来生物として在来種との交
こうざつ

雑などの問題となっ

ているものもあります。生物多様性の必要性や、これからも里山を代表するカブ

トムシたちが生き続けていけるような二次的な自然環
かんきょう

境の保全について、私たち

に何ができるのかを考えていただければと思います。

　　平成20年7月5日

　　　　　　　　　　　　　　　　市立大町山岳博物館　　館長　柳澤　昭夫
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１． 本書は市立大町山岳博物館において、平成20年7月5日（土）から8月31日（日）まで開催する企画展「カブト
ムシとクワガタムシ－里山の甲虫たちの未来は？－」の展示解説書である。

２． 企画展開催にあたり、長野県環境保全研究所研究員・前河正昭氏にご協力いただき、本書の解説をご執筆
していただいた。

３． 企画展の企画は当館館長・柳澤昭夫、副館長・宮野典夫、庶務・岩田直美、学芸員・清水隆寿、千葉悟志、
清水博文による。企画展の準備および本書の編集・執筆は、清水博文が担当した。

４． 企画展で使用する写真は、撮影者名を明示しているもの以外全て当館撮影による。ただし第3章の写真につ
いては全て前河正昭氏による。

５． 外国産昆虫の和名の表記については、学名（ラテン語の世界共通の名前）をローマ字読みにあてはめた種も
ある。
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1．里山の昆虫

里山、雑
ぞうきばやし

木林、薪
しんたんりん

炭林、農用林とは？
　冬期の気温が低くなった時などに葉を落とす樹

じゅもく

木を、落葉広葉樹といいます。

大町市では、おもに低山から中山帯にかけてクヌギ・コナラ・ミズナラなどの落葉広葉樹が

生育しています。このような落葉広葉樹の林は雑木林とも呼ばれます。

　この雑木林は、炭や炊き木、農地にすき込むための肥
ひりょう

料を採取することを目的として、人

が下草を刈ったり、伐
ばっさい

採を繰
く

り返したりすることにより維
い じ

持されてきたもので、薪炭林、農

用林とも呼ばれてきました。里山は、人間の生活空間に近いところで、人間によって定期的

に手入れがされていた林のことを意味しますが、その里山が成立し、維持されてきた背景に

は以上のような歴史が含まれているのです。

　この里山にはカブトムシやクワガタムシなど、誰でも知っている昆虫たちが生活しています。

里山の昆虫たち

ヒメギフチョウ（アゲハチョウ科）　
春の女神とも呼ばれ、カタクリやスミレなどの咲く林床が明る
い林を好みます。

アカシジミ（シジミチョウ科）　
ゼフィルス（そよ風の精）と呼ばれる蝶のなかまのひとつです。
日の出前や夕方に飛びまわるのが見られます。

シンジュサン（ヤママユガ科）　
幼虫はニガキ科やミカン科などの葉を食べるので、庭木で発生
することもある大型のガです。

ウスタビガ（ヤマ
マユガ科）のまゆ
まゆには長い柄が
あり、ヤマカマス
とかカラスビシャ
クなどと呼ばれて
います。まゆには
卵が産みつけられ
ています。
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エダナナフシ（ナナフシムシ科）　
木の枝そっくりのナナフシも里山の昆虫です。メスだけの単為
生殖（交尾をしなくても産卵し卵が孵化する）で増えることがで
きます。

アオオサムシ（オサムシ科）　
飛ぶことができないのであまり広い地域を移動することができ
ず、地域によっては、同じ種でもまるで別種のように色彩に変
異があります。

ノコギリクワガタ（クワガタムシ科）　
コクワガタについで人家周辺でもよく見かけるクワガタムシで
す。河川敷のヤナギでも見つかります。

交尾中のカブトムシ（コガネムシ科）　
樹液に集まる昆虫の中では最も強いので、他の昆虫たちよりも
良い場所で樹液を吸うことができます。

コカブトムシ（コガネムシ科）　
腐植土の中などにいるコガネムシなどの幼虫や、昆虫の死骸を
食べたりもするといわれています。

ルリボシカミキリ（カミキリムシ科）　
薪などとして伐採されたさまざまな広葉樹に集まることもあり
ます。
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樹液に集まる昆虫
　梅

つ ゆ

雨が明ける頃になると、雑木林にあまずっぱい匂
にお

いが広がります。

　この匂いは、クヌギやコナラなどの樹木の中で生活しているボクトウガの幼虫や、シロス

ジカミキリの幼虫が作った樹
じゅこう

孔（傷口）などから樹液がにじみ出て、空気にふれて発
はっこう

酵したこ

とによるものです。この樹液はアルコールや糖
とう

、酢
さくさん

酸などからなり、様々な里山の昆虫たち

の大好物です。樹孔はそのままにしておくと木の回復力で穴がふさがってしまいますが、樹

液をなめに来たスズメバチやクワガタムシなどが穴を広げたりすることによってさらに樹液

が出続けるともいわれています。このように樹液が出て様
さまざま

々な昆虫たちが集まってくる様子

は樹液酒場と呼ばれます。

シロスジカミキリ（カミキリムシ科）　
本州で最も大きなカミキリムシのひとつです。

シロスジカミキリの産卵痕　
（丸い印のようなところ）

シロスジカミキリの幼虫　
堅い木の中をトンネルを掘るように食べて成長します。
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昼間に集まる昆虫

夜間に集まる昆虫

ブナ林のクワガタムシ
　里山の雑木林よりもう少し標

ひょうこう

高の高い所にはブナ林があります。そこには、里山の雑木林

とは違った種類のクワガタムシがすんでいます。

ルリタテハ（タテハチョウ科）とカナブン（コガネムシ科）
カナブンより力の弱い蝶は、長い口（口吻）を伸ばしてすき間か
ら樹液を吸います。時にはカナブンを翅でたたいて追い払おう
とすることもあります。

オオムラサキ（タ
テハチョウ科）　
日本の国蝶のオ
オムラサキのほ
か、スズメバチ
やハエ、アブの
なかまも樹液を
好みます。

ヤマトゴキブリ（ゴキブリ科）　
このゴキブリは、家の中にもいますが、雑木林のなかでよく見
かける種類です。

　夜の樹液酒場に
はキシタバ（ヤガ科）
やアカアシオオアオ
カミキリ（カミキリ
ムシ科）も集まりま
す。撮影：前河正昭

ヒメオオクワガタ（クワガタムシ科）　
9月頃にシラカンバやヤナギのなかまの細い枝などで、枝に噛み
傷をつけ樹液を吸っているのを観察されます。撮影：前河正昭

コルリクワガタ（クワガタムシ科）　
5～6月の天気のよい昼間よく飛びまわります。ブナなどの新芽
をかじったりします。
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２．里山にすむ甲虫の生態調査

　この調査は長野県環境保全研究所で「信州の里山の特
とくせいはあく

性把握と環境保全のための総合研究」

の一つとして、2001～2005年度（平成13～17年度）の間実施されました。

　大町山岳博物館では、2004年度（平成16年度）より山岳博物館友の会こども探検クラブの

小学生たちと、長野県環境保全研究所との協働調査として開始しました。2005年度（平成

17年度）からは、大町北小学校が加わり、さらに2007年度（平成19年度）は大町市内にある

大町市内にある全小学校（6校）の総合的な学習や理科の学習プログラムとして実
じ っ し

施されまし

た。

　2007年度（平成19年度）での市内の小学校での実施実
じっせき

績を、学芸員が学校に出向いて行う

出張講座（通称出前授業）の形でみると、15回、計23時限の授業数、のべ参加人数は664名

となります。

調査の目的
　子供たちにとって人気の高い昆虫といえば、なんと言ってもカブトムシとクワガタムシで

しょう。カブトムシなどの昆虫採集は、子供たちにとっては、いつの時代でも、夏の大きな

楽しみの一つでもあります。

　さて、ここで問題です。これらの甲虫類は一生のうち、どれくらいの距離を移動するので

写真　マーキングしたカナブンとシロテンハナムグリを放す子供たち
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しょうか？雑木林に生息している個体は、遠く離れた河
かせんじき

川敷のヤナギ林まで移動することは

あるのでしょうか？案外、昆虫を専門とする研究者でも、こういうことを調べようとする人

は日本では少ないので、実はこのような基本的なこともほとんどわかっていないのです。子

供たちが、普通の昆虫採集をして、昆虫を飼
し い く

育ケースに閉
と

じ込
こ

めてしまえば、以上のことは

決してわかりません。しかし、採集した昆虫に番号をつけて、それらを再び野外に放してあ

げることで、昆虫たちの野外での暮らしが詳
くわ

しくわかるようになるはずです。

　この調査は、カブトムシ、クワガタムシといった主に里山に生息する甲虫の移動範
は ん い

囲を調

べるものです。このようなデータがたくさん得られれば、里山に生息する甲虫を指標として、

生息地の生態学的なつながりの程
て い ど

度（エコロジカルネットワーク）が評
ひょうか

価できるのです。エコ

ロジカルネットワークが明らかになれば、雑木林や市街地内に残された緑地（残存緑地）を保

全したり、新たな緑地を創
そうしゅつ

出するための具体的な計画を提
ていあん

案することにもつながっていきま

す。

調査内容
　１） 雑木林や外灯の下など、甲虫（カブトムシ・クワガタムシ・カナブンなど）がいそうな

場所に出かけてさがしたり、甲虫をつかまえるためのトラップ（わな）をしかけます。

　２） 甲虫を見つけたらつかまえて日時、場所、種類、性
せいべつ

別、大きさなどを記録用紙に記入し、

甲虫の翅
はね

などに番号や文字をつけて野外に放します。

　３） 印のつけられた甲虫を見つけたら日時、場所、番号、種類などを確認記録して再
ふたた

び野

外に放します。

　このように1～3の作業を繰り返します。

　この調査内容は、誰にでもできる簡
かんたん

単なものですが、少ない人数の調査ではあまり詳しい

ことがわかりません。より多くの人たちで甲虫

に印をつけてデータを集めることよって、野外

における小さな生き物の生態を明らかにするこ

とができるのです。

マーキング作業をする子供たち 子供たちの記入した記録用紙
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小型グラインダーによるマーキング
　甲虫に番号をつける方法として、ここでは小型のグラインダー（電動やすり器）で甲虫の

背中に番号を彫
ほ

り込む方法を使いました。

　印は、同じ番号などが重ならないように気をつけます。

　甲虫への印づけの作業は左右の二枚の翅にそれぞれと、書くことのできる大きな個体は頭

部と胸
きょうぶ

部にも記入します。これは、鳥などの捕
ほしょくしゃ

食者に食べられてしまった死
し が い

骸でも印を読み

取れるようにするためです。書くときは、頭部を左側に向けた状
じょうたい

態で記入することにより、

6と9などの読み間
ま ち が

違いを防
ふせ

ぐことができます。

　この方法は、生きた甲虫に対してやむをえず翅に傷をつけることになります。動物愛
あ い ご

護と

いう考えから、かわいそうと感じる方も多いことと思います。しかし、この方法は甲虫にとっ

てもっとも影
えいきょう

響の少ない方法であり、この調査を行うために最低限
げ ん ど

度必要なものです。

　翅に色のついたペンキなどで書くことは、翅に傷をつけることはありませんが、色が目立

つことにより捕食者に見つかりやすい可能性が高くなります。

　土の中にもぐったり、木の隙
す き ま

間を出入りする時に印が消えて調査ができなくなることもあ

ります。このようなことから、グラインダーで印をつける方法は、多くの甲虫の調査で採用

されています。

　やはり、甲虫たちにとって翅に傷をつけられることよりも一番かわいそうなことは、虫か

ごの中で死んでしまうことではないでしょう。

小型のグラインダー

マーキング作業　撮影：前河正昭
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トラップ調査
　甲虫を捕

ほ か く

獲するには、樹液が出ているクヌギやコナラなどの樹木を見つける必要がありま

す。なかなかよい木が見つからない場合には、トラップ（わな）をしかけて甲虫を集めること

もあります。

　木の幹
みき

に直
ちょくせつ

接餌となる果物の汁や、黒砂糖と酒、酢
す

などを混ぜて作った液を塗
ぬ

りつけたり

する方法。夏みかんなどの入っているネットなどにバナナやパインアップル、モモなどの果

実を入れてぶら下げる方法。樹木の根元に枯
か

れ枝などで昼間のかくれがを作る方法などいろ

いろなトラップがありますが、ここではペットボトルを使った方法を紹
しょうかい

介してみます。

（作り方）
１） 2リットルくらいの大きなペットボトルの注ぎ口から少し下の部分を、カブトムシが通り

抜けることができるくらいの大きさ（直径5cmくらい）に切り落とします。

２）さらに5‐6cm下の部分を輪切りにします。

３） 輪切りにした部分を逆
さか

さまにして残った部分にはめ込むと、上から落ちた甲虫が、上に

はい上がれないような形になります。これは、小魚や小エビなどを捕まえる漁具（びんど

う）と同じ構造です。

４） ペットボトルの底から少し上に、雨が降
ふ

った場合中に入った甲虫がおぼれないように小

さな穴を開けます。

５） 中に、おがくずや落葉を入れ、甲虫を呼
よ

び寄せる餌（黒砂糖、バナナ、焼
しょうちゅう

酎、酢などを混

ぜたものなど）を入れます。

６） 木の幹にひもなどでしばり固定します。その時、木の幹とペットボトルの側面が密着す

るようにしてください。

７） トラップを木に設置する時は、地主さんや近所の方にあらかじめ了解をもらってくださ

い。

トラップ トラップに入ったカブトムシ（撮影のため上蓋は外してある）
撮影：前河正昭
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調査結果
　ここでは、大町市における調査結果のほか長野市などで実施した調査結果もあわせて紹介

します。

大町市の調査結果

　2007年の大町市内での調査では、マーキ

ングした233個
こ

体のうち5個体の再捕獲があ

りました。

　ニ1のノコギリクワガタのメスでは、

2,225m の移動が確認されました。この個

体は、自然界にはない人工の光である外灯で

再捕獲されたもので、人の生活による影響を

受けて移動したものと考えられます。放した

場所と再捕獲された場所の位置関係から考え

ると、高
た か せ

瀬川河川敷のヤナギ林で生息してい

たものが、最後に街の明かりに誘
ゆういん

引されてし

まったのかもしれません。

　ニ25のカブトムシのメスは、72.3m と短

い距
き ょ り

離の移動でしたが、堆
た い ひ

肥置き場で再
さいほかく

捕獲

されました。これは樹液などの餌場ではなく、産
さんらん

卵場所を求めての移動と考えられます。

　他は全て短い距離の移動でした。成虫の餌である樹液の出る木が多くある場所では、放虫

してもすぐに周囲の樹液に誘引されることから、長距離を移動することがあまりないのかも

しれません。なお、タイワンカブトムシと思われる外来の甲虫も1個体捕獲されました。

表1　大町市で採集した甲虫類の内訳

図1　大町市中原町から大新田町にかけての調査結果
国土地理院発行2500分の1地形図大町・大町南部（高山）を使用

　　種名 /調査年 2004 2005 2006 2007 計
カブトムシ 27 10 16 89 142
コクワガタ 23 11 11 49 94
ノコギリクワガタ 25 21 11 23 80
シロテンハナムグリ  27 10 34 71
ミヤマクワガタ 23 5 19 6 53
スジクワガタ 5 5 20 8 38
カナブン  8 2 18 28
アオカナブン  7  4 11
コフキコガネ  1   1
アカアシクワガタ    1 1
キマワリ 1    1
ゴマダラカミキリ 1    1
イタヤカミキリ 1    1
オオゾウムシ 1    1
タイワンカブトムシ？    1 1
総個体数 107 95 89 233 524
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信濃町富士里C.W. ニコル・アファンの森での調査結果

　アファンの森（C.W. ニコル・アファンの森財
ざいだん

団の所有林、図の下中ほど）にはコナラ林や

ハルニレ林があり、カブトムシ、スジクワガタ、ノコギリクワガタ、アオカナブンなどが主

に生息しています。この森の中で約100mから150mの間
かんかく

隔で糖
とうみつ

蜜トラップをしかけました。

　また、約１ km離れたコナラ林にもしかけました。多くの再捕獲は、隣
りんせつ

接したトラップの

間での短い距離での移動でしたが、一例だけアファンの森から離れたコナラ林に移動した例

がありました。カブトムシのメスで1,116mの移動でした。これは夜に外灯に来ていた個体

を放したもので、翌
よくじつ

日の朝に移動していました。

図2．信濃町C.W.ニコル・アファンの森での調査結果
　　　（2001年）
国土地理院発行2500分の1地形図信濃柏原（高田）を使用

表２　信濃町Ｃ．Ｗ．ニコル・アファンの森で採集した甲虫類の内訳

　　種名 /調査年 2001 2002 2003 2004 2005 計
カブトムシ 320 14 94 236 353 1017
スジクワガタ 288 2 32 59 22 403
アオカナブン 44 2 9 44 29 128
コクワガタ 67 1 20 13 25 126
ノコギリクワガタ 16 2 15 3 23 59
ミヤマクワガタ 12 1 24 8 10 55
クロカナブン 2  4 2 6 14
シロテンハナムグリ 2  1  4 7
オオゾウムシ 8   1 2 11
アカアシクワガタ 5  3 1 1 10
カナブン 3     3
ウスバカミキリ 1  1   2
総個体数 768 22 203 367 475 1835
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長野市吉から三才での調査結果

　長野市と旧豊
と よ の

野町の境界を縫
ぬ

う三
さんさい

才から吉
よし

にかけての丘
きゅうりょう

陵地帯では、リンゴなどの果樹畑

とクヌギ林が混在しています。ここではクヌギの樹液が出ている所を拠
きょてん

点に調査をしていま

す。多くの再捕獲は、クヌギ林での数百m以内の短い距離の移動でした。2km以上の長距

図3．長野市吉～三才での調査結果（2001～2005年）　　国土地理院発行2500分の1地形図若槻（高田）を使用

表３　長野市吉から三才で採集した甲虫類の内訳

　　種名 /調査年 2001 2002 2003 2004 2005 計
カナブン 157 463 192 409 292 1513
アオカナブン 397 202 220 368 141 1328
ノコギリクワガタ 78 116 340 250 191 975
カブトムシ 163 118 277 130 74 762
シロテンハナムグリ 238 151 191 78 92 750
コクワガタ 94 67 144 140 113 558
クロカナブン 35 33 25 70 45 208
ムラサキツヤハナムグリ 10 42 20 46 20 138
オオクシヒゲコメツキ 53 12 17 27 10 119
スジクワガタ 27 24 26 13 19 109
アカアシオオアオカミキリ 35  52 21  108
ウスバカミキリ 37 10 29 3  79
シラホシハナムグリ   38 15 18 71
ミヤマクワガタ 15 8 6 8 13 50
アカアシオオクシコメツキ   12 14 23 49
オオゾウムシ 12   4 5 21
ミヤマカミキリ  18 2   20
アカアシクワガタ 3 2 6 1  12
ゴマダラカミキリ   2   2
総個体数 1354 1266 1599 1597 1056 6872
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離の移動（2,124m）はカブトムシのオスで一例だけありました。この移動は、長野市吉から

上野にある昭和の森公園のコナラ林への移動で、地
ち い き

域住民の方からの連
れんらく

絡で知ることができ

た好例です。放した場所の近くに樹液が出ている木がたくさんあっても、遠く離れた所へ移

動する個体もいるということがわかりました。

昆虫たちにとって今の環境はどうなのか？
　調査では街灯などの明かりに誘引された個体も確認されました。このことは、雑木林が市

街地などに分
ぶんだん

断されているような場合には、昆虫が遠く離れた雑木林へ移動しょうとしても、

移動の途中で市街地の明かりに誘引されて目的地までたどり着けない場合が起こることが考

えられます。

　街の明かり影響はどうなのでしょうか？街灯・商店・工場など夜中も明かりがついていま

す。夜間外灯に集まる昆虫を求めてハクセキレイが活動したりツバメが活動しているのを見

かけるようになりました。本来夜間は月あかりのみ、ガなどは正確に繁
はんしょく

殖相手を探
さが

したり、

餌場まで移動（飛
ひしょう

翔）していましたが、人工の強い光りの刺
し げ き

激で混
こんらん

乱させられているともいわ

れています。

　夜行性の昆虫たちは、普
ふ つ う

通に飛ぼうとした時、正の走光性といって強い光りがあると体が

かってにその光りに向かって行ってしまうと考えられています。

　昆虫たちは、地球上に私たち人類が現れるよりもはるか昔から生き続けている生物のひと

つです。ガやカブトムシなど夜行性の昆虫たちは、夜間、月や星のあまり強くない光りを利

用して、飛ぶ方向を決めることができるようになったと考えられます。人類が人工の強い光

りを発明し、夜も活動するようになったことにより、今までになかったまぶしすぎる強い光

りの刺激で、長い年月によって得られた夜間飛翔する体の中のしくみが混乱させられてしま

い、飛んで行きたい方向がわからなくなってしまうようです。

今後の課題
　今までの調査結果からは、里山の甲虫類は2km程度の距離ならば十分移動できることが

わかりました。したがって、樹液の出る雑木林、河川敷のヤナギ林、堆肥置き場など、甲虫

類の生息可能な場所が互
たが

いに、おおむね2km以内にあれば、それらの空間を甲虫たちは生

息場所のネットワークとして移動できるものと思われます。また、このようなネットワーク

が広域に密につながっていた方が、甲虫たちにとってはより暮
く

らしやすい環境になり、絶
ぜつめつ

滅

する危
き け ん

険性が低くなると考えられます。

　ただし、雑木林の中には、樹液が全然でない、甲虫類が全然採
と

れないところもあります。

生息可能な場所との間に市街地が広がっていれば外灯に誘引されてしまって、雑木林にたど

り付けない場合もあるでしょう。これらのことも考えると、単
たんじゅん

純に2kmという数字だけで、

エコロジカルネットワークが形成されるわけでもないのかもしれません。

　また、今回の調査だけでは、再捕獲の事例が少ないため、まだ、野外で甲虫類がどのよう
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に移動しているのか、その実態は、十分には明らかにすることはできませんでした。

　しかし、この調査活動が、学校の総合学習や理科の学習プログラムとして、また、地域の

博物館や公民館などで定番の地域活動として定着し、長期間継
けいぞく

続することができれば、もっ

と、たくさんのことがわかってくるはずです。

　自然史系
けい

博物館や大学などで、昆虫の移動実態を調べている事例は、今回調査対象とし

た、樹液を食べる甲虫類のほかにもいろいろあります。全国規
き ぼ

模で行われている有名なもの

としては、アサギマダラのマーキング調査があります。このほか、水生昆虫のゲンゴロウや、

絶
ぜつめつきぐしゅ

滅危惧種のタガメ、翅が退
た い か

化して飛べずに地表を徘
はいかい

徊するオサムシ類などでも調査が行わ

れています。林業部門では、アカマツなどの松枯れの原因となる、マツノマダラカミキリで

類似の調査が行われています。

　このなかで、市民参加型で広く調査活動そのものが普
ふきゅう

及し、広域にたくさんのデータが集

まった事例としてはアサギマダラのマーキング調査があります。ただし、アサギマダラは数

百 kmもの長距離を移動するチョウですので、市町村や集落といった狭
せま

い地域の自然を守る

ための生物指標にはなりにくいのです。

　あまり長距離を移動することのできない、カブトムシのような昆虫にこそ、今回のような

市民参加型の調査活動が、より必要とされているのではないでしょうか？

　これからも、調査活動の輪が地域に拡がり続けることを期待したいと思います。

調査員の感想
　「思ったより再捕獲される虫が少なかった。」「シロテンハナムグリやスジクワガタは小さく

て人気がないので、ふつう捕
つか

まえる人が少ないのでみつからないのではないか。」など様々な

感想が聞かれました。

　また、調査前には、子供たちは「大町には自然がたくさんある。」という声が多く聞かれま

した。しかし、調査が終わった後に、この調査活動のことをお父さんやお母さん、おじいちゃ

んやおばあちゃんなどに話したところ、「昔は今よりたくさんの雑木林があってカブトムシも

たくさん捕れた。」「水田の間を流れる小川沿
ぞ

いにヤナギの木などがあり、そこでカブトムシ

をよく捕まえた。」「昔はチョウやトンボももっとたくさん飛んでいた。」といった話などを聞

いてきました。そして「昔と比べて、今は自然が少なくなってしまったことが分かった。」「カ

ブトムシがこれからもずーっとすめるように木を植えたり、守りたい。」といった声が聞こえ

ました。

　調査に協力してくれた子供たちは、次第に甲虫たちと里山との関係や、甲虫たちが生息で

きる環境を守ったり、つくったりするにはどうしたらよいのか、を考えはじめるようになり

ました。
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３．里山と里山の甲虫たちを守るには

どうすれば里山の甲虫のくらしが守れるでしょうか？
　マーキング調査に協力してくれた子供たちから出た意見は、「餌の樹液を出す木（クヌギや

コナラ）を増
ふ

やす。」「朽
く

ち木や堆肥などの産卵場所を増やす。」というものでした。しかし、水

田・道路・住宅地などを雑木林に戻したりすることは現実的にはまずありえません。

　そこで、身近な場所をカブトムシがすめる環境にしたり、手入れがされていない里山の

環境に再び手をいれることによって甲虫類の生息場所を増やすことはできないものでしょう

か？

　学校の外灯などでカブトムシやクワガタムシが見つかる場合は、シイタケ栽培などでい

らなくなったホダ木を野積みにしたり、クヌギやコナラなど樹液の出る木を植栽することに

よって、学校の敷地内を甲虫たちの繁殖場所にすることもできるでしょう。

里山は伐られ続けることで守られてきた
　里山（ここでは広葉樹主体の雑木林をさします）は、およそ1960年代（今から約50年前）ま

では20～30年ぐらいの間隔で伐採されて維
い じ

持されてきました。なぜ伐
き

られていたかという

と、お風呂やお米を炊
た

くための燃
ねんりょう

料として、人間が生活するためにどうしても必要だったか

らです。

　伐採方法は、決してスギやヒノキの植林地で行われているような間伐ではありません。

およそ500～2,000m2ぐらいの小面積皆
かいばつ

伐だったようです。すなわち、伐ると決めた範囲の

中に立っている高木は、全て伐ってしまっていたのです。そうすることで、伐った切り株に

十分に光が差し込み、切り株
かぶ

から萌
ほ う が

芽という芽が出て速く成長することができ、早く高木の

林を再生させることができたのです。このような森林の更
こうしん

新方法を、萌芽更新と呼びます。

　カブトムシやクワガタムシは、このような里山の管理に適応して増えてきた典型的な生き

物です。切り株の朽ちた部分がクワガタムシの幼虫のすみかを、落ち葉かき、堆肥づくりな

どで人間の手で集められた腐
ふしょくしつ

食質がカブトムシの幼虫のすみかを、そして、若い樹木から盛
さか

んに出る樹液が、それらの成虫の餌場を提供していたのです。

現在の里山の問題は森林の更新（伐採）が行われないこと
　1960年代以降、日本人は里山を伐る必要がなくなってしまいました。なぜなら、天然ガ

スなどの燃料を海外から輸
ゆにゅう

入し、プロパンガスや都市ガスなどのインフラが整って樹木をわ

ざわざ燃料にする必要がなくなってしまったからです。しかし、ここで問題が出てきます。

里山の樹木（コナラ、クヌギなど）は30年以上伐られなくなると、萌芽を出す能力がだんだ

ん低下してきます。50年以上も経
た

って大きくなってから伐採すると、萌芽を出さずに根元

から枯れてしまう可能性が高くなっているのです。こうなると、コナラやクヌギといった

従
じゅうらい

来の里山の主要な樹種は、ほとんど更新できなくなってしまいます。
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また、木を伐らなくなったことで、林
りんしょう

床の明るい若い林や、伐採跡
あ と ち

地を必要としている生き

物が絶滅して、生物多様性が低下しているとも言われています。昔はどこにでも生育してい

たカタクリやギフチョウなどが、今では希少になってしまったのも、こういうことが主な

原
げんいん

因の一つになっているのです。

　里山の木を伐る経
けいざいてき

済的な理由もないのに無理に木を伐り続けることはできない。かといっ

て木を伐らないでほうっておいたら里山の生き物の生息環境が維持できない。このようなジ

レンマの中で、里山と里山の甲虫たち（カブトムシやクワガタムシ）を同時にまもる方法はな

いものでしょうか？たとえば、次のような方法はその解
かいけつさく

決策の一つになるかもしれないので

す。

カブトムシ・クワガタムシの森づくり（里山ビオトープ）の試み
　野生の生き物の生息できる空間を創

つく

り出したり、整えたりすることをビオトープづくりと

いいます。学校の敷地の中で小さな池をつくり水辺の生き物（トンボやカエルなど）を誘
ゆ う ち

致す

る事例はたくさんありますが、あれは水辺型のビオトープづくりです。ここでは、雑木林で

カブトムシやクワガタムシが生息できる空間をつくる新しい方法（里山ビオトープの試み）を

紹介します。この方法は巻
ま

き枯らしという、木をわざと枯らす技
ぎじゅつ

術を用います。

　注：ここで紹介する「里山ビオトープ」（里山をビオトープという視点で管理・更新する技

術）は、長野県が公式に森林整備の技術のひとつとして普及を勧
すす

めているものではありませ

ん。まだ、あくまで試験研究段
だんかい

階のものということでご理解ください。
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図4　里山ビオトープの基本コンセプト
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　カブトムシ、クワガタムシ、カミキリムシ、タマムシ、カナブンなどの甲虫類の多くは、

樹液がしみ出てくるコナラ、クヌギなどの明るい雑木林を好みますし、朽ちた木や枯れ始め

の衰
すいじゃく

弱した木などに卵を産み付け、それらがやがて甲虫類の発
はっせいげん

生源となります。永らく放置

された雑木林ではこれらの環境条
じょうけん

件は維持できませんが、巻き枯らしという技術を使えば、

これらを最も効
こうりつてき

率的に確保することができます。

　巻き枯らしとはナタなどで樹皮とその内側にある形
けいせいそう

成層を環状に削
けず

り取ることです。これ

によって巻き枯らした部分より上部は、栄養分の行き来ができなくなってやがて樹木は立ち

枯れの状態になります。巻き枯らしの位置を２ｍ以上の高い位置にすることで、樹木は萌芽

を盛んに発生させ、生存率が高くなります。

里山ビオトープの作り方：
脚立を使って高い位置で巻き枯らす

巻き枯らし後に盛んに出てきた萌芽 台場クヌギ　
将来的にはこのような樹形の木になると予
想されます
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樹液酒場の創
そうしゅつ

出
　さらに、巻き枯らした木は上部が枯れるまでの１～２年の間は樹液を出すので、良

りょうしつ

質な樹

液酒場にもなるのです。

枯れ木・朽ち木資源の生態学的な意味
　木の枯れた部分は、腐

くさ

り具合が進む順番に、カミキリムシ類やタマムシ類（枯れ始めの段階）

→クワガタムシ類（朽ち木の段階）→カブトムシ、ハナムグリ類（朽ちてぼろぼろになった段

階）の幼虫のすみかになります。つまり、枯れ木はただ無
む だ

駄に枯れるのではなく、材食性の

甲虫類のすみか、発生源（ビオトープ）として、姿を変えながら文字どおり土に帰るまで、有

効に利用され続けていくのです。

巻き枯らしでできた樹液酒場に集まったミヤマクワガタ、アオカナブン

巻き枯らし木に産卵されて育ったクロナガタマムシの幼虫 クロナガタマムシの成虫
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萌芽更新の代
だいしょうそち

償措置（替わり）としての巻き枯らし
　巻き枯らしの位置を高くすることで萌芽

を盛んに発生させて、樹木の土台の部分が

生き残る確率が高くなるということは、実

はとても重要な意味を持ちます。つまり、

人の手で雑木林を何百年もの間維持してき

た「萌芽更新」という更新方法を、この方法

によって手
て ま ひ ま

間暇も、お金もかけずに継
けいしょう

承で

きる可能性があるからです。このように、

里山ビオトープは小動物の生息できる空間

を保全するだけではなく、里山の新しい更

新管理の技術を開発する試みでもあるので

す。

枯れ始めの巻き枯らし木に産卵にきたヤマトタマムシ

巻き枯らしでできた林冠ギャップ
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キノコの簡
かんいさいばいほう

易栽培法としての巻き枯らし
　巻き枯らした上部にキノコの菌

きんしょう

床を移
いしょく

植すれば、早いもので１年後にはキノコも収
しゅうかく

穫でき

ます。夏には昆虫採集、秋にはキノコ狩
が

りを楽しめる森林空間の整備は、実は「人間」という

生物を里山に再び誘致する効果も期待できるのです。

樹
じゅどう

洞ができることの意味
　立ち枯れ木には、甲虫類の幼虫がすみつきそ

れらがキツツキ類の餌となります。そして、い

ずれは木に穴が開けられ樹洞が造られます。で

すから、里山ビオトープは、カブトムシ、クワ

ガタムシのような甲虫類だけでなく、野鳥やほ

乳
にゅう

類の生息環境も豊かにする効果があります。

樹洞も森林生態系を豊かにする上でなくてはな

らない大事なビオトープなのです。

巻き枯らし後にでてきた野生のキノコ　シハイタケとチャウロコタケ

植菌して栽培できたナメコ

アカゲラがつくった樹洞　
シラカンバならば巻き枯らし後３年半で樹洞ができる
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里山ビオトープ（巻き枯らし）の問題点
　以上みてきたように、巻き枯らしはカブトムシ・クワガタムシの森づくり、ビオトープづ

くりという観点からはとても有効な方法と考えられます。しかし、このビオトープの管理技

術を広く社会に普及する上ではまだ解決すべき課題があります。

枯れ木・朽ち木が倒れたら？　事故が起きないようにするためには？
　巻き枯らしをすれば木の上部は必ず枯れます。枯れた木は立ち枯れのまま朽ち果てる場合

もありますが、折れたり倒
たお

れる場合も当然あります。さらに、それがいつ倒れるかは誰
だれ

にも

予測することはできません。

　人が常
じょうじ

時通るような遊歩道に、もし枯れ木が倒れてきたらみんなが困
こま

りますし危ないです

ね。だから、巻き枯らしは遊歩道や車道からは少なくとも木の高さの分だけ（10～20mぐら

い）離して行うことが必要でしょう。

　また、巻き枯らしでつくった里山ビオトープには、看
かんばん

板などを設置して森の中に入る人に、

倒
とうぼく

木に対する注意を呼びかけることも大事です。

　なお、天然林の中でも、スギやヒノキなどの植林地の中にも立ち枯れの木は必ずあります。

森林とは本来そういうものなのです。アメリカなどでは植林地の中でビオトープとして何％

の枯れ木を残すか？といったことが、林業関係者や生態学者の間で盛んに議
ぎ ろ ん

論されているの

も事実です。

　日本の都市近
きんこう

郊や中山間地では、農家の方が、所有地に隣接し、陽当たりを悪くしている

邪
じ ゃ ま

魔な木を巻き枯らしすることなどは、わざわざ里山ビオトープなどと呼ばずとも、日常的

に行われていることでもあります。

　既にスギ、ヒノキなどの針葉樹の植林地では、巻き枯らし間伐という方法が採用されてい

るところもたくさんあります。これは、福井県の鋸
お が や

谷さんという林業技術者の方が考案し、

体系化した方法を日本の社会が長い時間をかけて受け入れた例です。

　この植林地の巻き枯らし間伐については、造林木を食べて木材としての価値を低下させて

しまう森林害虫が増えすぎないかという心配もあるため、地方の林業関係の試験場などでは、

巻き枯らし間伐が本当に問題の無い技術かどうかを確かめるための地道な研究が行われてい

るようです。

　この巻き枯らしを用いた里山ビオトープが社会に受け入れられるかどうかは、まだ私たち

にはわかりません。とにかく、地道な研究を継続することが今いちばん大事なことなのです。



26 27

果樹畑の管理のために巻き枯らしたクヌギにできた樹液酒場（長野市三才）

問い：何が何匹いるかな？

答え：カブトムシ♂２匹　カブトムシ♀２匹　ノコギリクワガタ♂２匹　シロテンハナムグリ３匹　カナブン２匹　アオカナブン１匹　オオスズメバチ２匹
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４.　外来昆虫の野生化の問題

　昔は図
ず か ん

鑑やテレビなどでしか見ることができなかった、外国産のカブトムシやクワガタム

シですが、最近ではペットショップなどで買うことができるようになりました。手に入れた

方は、大切なペットとして最後まで世話をしてあげてください。もし飼っている途中で、野

外に逃がしてしまったりすると、日本にもともと住んでいた甲虫たちのすみかが奪
うば

われたり

するなど、とても困ったことが起きてしまうと考えられています。

　日本産の場合でも本来は分布していない地域へ逃
に

がしてしまったりすると、地域固有の生

態系がおかしくなってしまうなど、外来種の場合と同じような問題が起こります。

外国からの輸入
　外国産のカブトム

シ・クワガタムシは

1999年の植物防
ぼうえきほう

疫法

の改正により一部輸入

が認められてから、増

え続け現在では約500

種以上の外国産カブト

ムシ・クワガタムシが

輸入されているといわ

れています。その個体

数は2004年以
い こ う

降には

毎年100万個体を超え

るようになりました。

これらの昆虫は、海外で大量に飼育増
ぞうしょく

殖されたものではなく、野生の個体を採集したものが

ほとんどです。このため乱獲（生き物をむやみにとりすぎて個体数が減ってしまうこと）が進

んでしまった地域もあるといわれています。昆虫を大量に外国から輸入することで、日本の

中だけでなく、海外でも生物多様性をおびやかすような問題が起きているのです。

生物多様性
　各生態系で、相

そ う ご

互作用を繰り返して生息している動植物の多様性、多様な生物群集の多様

性についてさす言葉です。

　遺
い で ん し

伝子・種
しゅ

・生
せいたいけい

態系の３つの要素の多様性からなる係わりを示す概
がいねん

念といわれています。

地球上には様々な環境があり、それぞれその環境に適した多様な生物が生息しています。そ

して、それぞれの生物は互いに関わり合いながら、生態系を作り維持してきました。

生物多様性をそれぞれの生息環境とともに保全する必要があります。

外国産甲虫類の輸入検査個体数 
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図5　昆虫の輸入個体数の変化
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野外に放してしまうと
　輸入された個体の中から、飼育中に野外に逃げ出したり、飼いきれずに放された個体がい

た場合、在来種との競争が起こると考えられています。餌の取り合い、交雑などが起こり、

在来種の遺伝子組成を撹
かくらん

乱する可能性があります。

　スマトラオオヒラタクワガタと在来種のヒラタクワガタとの交雑実験からは、少なくとも

雑種2代目まで増殖ができると考えられています。日本の野外に定着できなくても、体が大

きく凶
きょうぼう

暴な性格から、在来種の餌場をうばってしまったり、在来種との交尾によって雑種を

残す可能性があるといわれています。

寄生虫の問題
　みなさんの中には、家で飼育しているカブトムシやクワガタムシの腹

はら

や脚
あし

に白い小さな生

き物（ダニ）が付いているのをみたことがある人がいると思います。このダニはもともと日本

にいるもので、宿
しゅくしゅ

主（寄生されているクワガタムシなど）を殺してしまうことはありません。

しかし最近、外国から輸入されたクワガタムシに、日本にはいない種類のダニが見つかりま

した。外国産のクワガタムシに寄生していたダニが、日本産のクワガタムシに大量に寄生し、

脚の符
ふ せ つ

節が腐って衰
すいじゃく

弱して死亡したと考えられる事例も確認されています。野生の甲虫類に

今まで日本になかった病気が広まってしまう可能性も考えられます。

　長野県内ではまだあまり実例は無いようですが、実際に各地で野外から外国産のクワガタ

ムシやカブトムシが発見されています。このままでは日本の在来の生き物たちはどうなって

しまうのでしょうか？

　大町市で採集されたコクワガタに寄生しているイトダニの一種と思われるダニ（現在種名など調査中）
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5．世界のカブトムシ・クワガタムシ

世界のカブトムシ
　カブトムシのなかまは、世界で約1,500種います。そのうち日本には5種（カブトムシ・タ

イワンカブトムシ・ヒサマツサイカブト・コカブトムシ・クロマルコガネ）が知られていま

す。

　カブトムシのなかまは熱帯地域に多くすんでいて、特に南・北アメリカ大陸に多くの種数

が知られています。

オオツノメンガタカブト（マレー産）

カブトムシ（日本産）

ケンタウルスオオカブト（ガーナ産）

コーカサスオオカブト（スマトラ産）

モンタンドンヘクソドン（マダガスカル産）

ゴホンヅノカブト（タイ産）
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世界で一番大きいカブトムシは？
　ゾウカブトとヘラクレスオオカブトは、中南米を代表するカブトムシです。体長はヘラク

レスオオカブトの方が大きいですが、体重では、ゾウカブトのなかまが最重量級です。

　東南アジアではコーカサスオオカブトが最大です。

パプアミツノカブト（パプアニューギニア産）

ゾウカブト（メキシコ産）

ヘラクレスオオカブト（グアデプール島産）

ノコギリタテヅノカブト（コロンビア産）

グラントシロカブト（アリゾナ産）

ムホシスジコガネモドキ（メキシコ産）
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世界のクワガタムシ
　クワタガムシのなかまは、世界で約1,200種、日本

には35種ほどいます。熱帯や亜
あねったい

熱帯に多くすんでいま

すが、このうち東南アジアには60％以上の種類が知ら

れています。

　オスの大あごには、いろいろな形があります。

セアカフタマタクワガタ（スマトラ産）

グランディスオオクワガタ（ラオス産）

チリークワガタ（チリ産）

オオヒラタクワガタ（スマトラ産）

オオクワガタ（日本産）

モウホツヤクワガタ（タイ産）

ギラファノコギリクワガタ（タイ産）
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種の変
へんい

異
　同じ名前の種でも、大きな個体と小さな個体では、まるで違う種と思えるくらいのことが

あります。また、同じ種でも島などによって大あごの形がすこしずつ違ったりするものもあ

ります。地域によって違うことを地理的変異といって、その違いが不連続なはっきりとした

違いの場合は、亜種として区別されています。

エレフスホソアカクワガタ（スマトラ産）

タランドゥスオオツヤクワガタ（コンゴ産）

モーレンカンプオウゴンオニクワガタ（マレー産）

ニジイロクワガタ（オーストラリア産）

ヘルマンミヤマクワガタ（中国産）

ヒョウタンクワガタ（タイワン産）
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 　　　　　　学　　　　名 　　　　　和　　　　名 　　　産　　地 個体数 備考

 日本のカブトムシ（日本）    
 Trypoxylus dichotomus dichotomus カブトムシ 本州・四国・九州 18 ※1
 Trypoxylus dichotomus tokarai オキナワカブトムシ 沖縄　伊平屋島 8 ※1
 Trypoxylus dichotomus tokarai オキナワカブトムシ 沖縄本島 3 ※1
 Trypoxylus dichotomus inchachina クメジマカブトムシ 久米島 1 ※1
 Oryctes rhinoceros タイワンカブトムシ 沖縄本島 2 ※1
 Eophileurus chinensis ohinensis コカブトムシ 本州 4 ※1
 Eophileurus chinensis irregularis アマミコカブト 奄美大島 4 ※1
 Alissonotum pauper クロマルコガネ 喜界島 4 ※1
    44

 アトラスオオカブトとボルネオオオカブト（東南アジア）
 Chalcosoma atlas  アトラスオオカブト フィリピン 9 ※1
 Chalcosoma caucasus コーカサスオオカブト スマトラ 2 ※1
 Chalcosoma moellenkampi モーレンカンプオオカブト ボルネオ 4 ※1
    15

 ゴホンヅノカブトのなかま（東南アジア）
 Eupatorus gracilicornis edai ゴホンヅノカブト タイ西部 1 ※1
 Eupatorus gracilicornis ゴホンヅノカブト タイ北部 3 ※1
 Eupatorus harduickei ヒメゴホンヅノカブト ミャンマー 3 ※1
 Eupatorus birmanicus ビルマゴホンヅノカブト タイ 2 ※1
 Eupatorus siamensis タイゴホンヅノカブト タイ東部 3 ※1
 Pachyorictes solodus ビルマユミツノカブト タイ北部 3 ※1
 Beckius beccarii サンボンヅノカブト パプアニューギニア 6 ※1
    21

 メンガタカブトのなかま（東南アジア）
 Trichogomphus lunicollis オオツノメンガタカブト マレー半島 8 ※1
 Trichogomphus simson シムソンコブサイカブト マレー半島 9 ※1
 Dichodontus grandis ヘラムネツノカブト マレー半島 1 ※1
 Dichodontus coronatus ヘラムネツノカブトの一種 マレー半島 5 ※1
    23

 ケンタウルスオオカブトのなかま（アフリカ）
 Augosoma centaurus ケンタウルスオオカブト ガーナ 8 ※1
 Augosoma centaurus ケンタウルスオオカブト コンゴ 6 ※1
    14

 ヘクソドンのなかま（マダガスカル）
 Hexodon montandonii モンタンドンヘクソドン マダガスカル南西部 5 ※1
 Hexodon reticlilatum スジヘクソドン マダガスカル南東部 6 ※1
 Hexodon patella パテラヘクソドン マダガスカル南部 2 ※1
 Hexodon latissimum ヘリヘクソドン マダガスカル南部 2 ※1
 Hexodon unicolor unicolor ナミヘクソドン マダガスカル中部 6 ※1
 Hexodon griseosericans クロヘリヘクソドン マダガスカル南東部 17 ※1
 Hexodon unicostatum ウニコスタツムヘクソドン マダガスカル南西部 26 ※1
 Hexodon unicostatum ウニコスタツムヘクソドン マダガスカル南部 30 ※1
 Hexodon minutum コガタヘクソドン マダガスカル南西部 8 ※1
 Hexodon kochi コチヘクソドン マダガスカル南部 4 ※1
 Hexodon guadriplagiatum グアドリプラギアツムヘクソドン マダガスカル南部 2 ※1
    108

 ミツノカブトのなかま（オセアニア）
 Scapanes australis australis パプアミツノカブト ニューギニア 10 ※1
 Scapanes australis grossepunctatus パプアミツノカブト ソロモン諸島 7 ※1
 Scapanes australis grossepunctatus パプアミツノカブト ビスマルク諸島 6 ※1
 Scapanes australis brevicornis パプアミツノカブト パプアニューギニア 2 ※1
    25

 ヘラクレスオオカブトのなかま（南米）
 Dynastes hercules hercules ヘラクレスオオカブト グアデループ島 2 ※1
 Dynastes hercules lichyi ヘラクレスオオカブト エクアドル 2 ※1
 Dynastes hercules septentrionalis ヘラクレスオオカブト コスタリカ 1 ※1
    5 ※1

6．展示標本目録
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 シロカブトのなかま（北・中・南米）
 Dynastes granti グラントシロカブト 北米アリゾナ州 6 ※1
 Dynastes tityus ティティウスシロカブト 北米フロリダ州 4 ※1
 Dynastes hyllus ヒルスシロカブト メキシコ 1 ※1
 Dynastes satanas サタンオオカブト ボリビア 1 ※1
    12

 ゾウカブトのなかま（中・南米）
 Meagasoma elaphas elaphas ゾウカブト メキシコ 3 ※1
 Megasoma mars mars マルスゾウカブト ブラジル 2 ※1
    5 ※1

 タテヅノカブトのなかま（南米）
 Golofa porteri ノコギリタテヅノカブト コロンビア 4 ※1
 Golofa eacus エアクスタテヅノカブト エクアドル 2 ※1
 Golofa hastatus ハスタツスタテヅノカブト エクアドル 2 ※1
 Golofa sp. タテヅノカブトの1種 ペルー 1 ※1
    9

 スジコガネモドキのなかま（北米）
 Dyscinetus morator マラトルツヤスジコガネモドキ 北米フロリダ州 1 ※1
 Dyscinetus picipes ナガクロツヤスジコガネモドキ 北米カンサス州 1 ※1
 Aphanus tridentatus ミツバスジコガネモドキ 北米フロリダ州 1 ※1
 Ancognatha manca アカチャツヤスジコガネモドキ 北米アリゾナ州 1 ※1
 Xyloryctes jamaicensis アメリカツノカブト 北米アリゾナ州 2 ※1
 Cheiroplatys clunalis ムナビロクロマルコガネ 北米アリゾナ州 1 ※1
 Ligyrus gibbosus ナガタクロマルコガネ 北米 2 ※1
 Ligyrus relictus レリクツスクロマルコガネ 北米ミズーリー州 1 ※1
 Ligyrus ruginosus クリイロクロマルコガネ メキシコ 1 ※1
 Ligyrus euniculus ユウニクルスクロマルコガネ プエルトリコ 1 ※1
 Cyclocephala sp. スジコガネモドキの1種 コロンビア 1 ※1
 Cyclocephala sp スジコガネモドキの1種 コロンビア 15 ※1
 Cyclocephala sp スジコガネモドキの1種 コロンビア 4 ※1
 Cyclocephala sp スジコガネモドキの1種 コロンビア 3 ※1
 Cyclocephala hirta スジコガネモドキの1種 北米カリフォルニア州 1 ※1
 Cyclocephala pasadenae パサデネスジコガネモドキ 北米テキサス州 1 ※1
 Cyclocephala mafaffa クロホシスジコガネモドキ メキシコ 1 ※1
 Cyclocaphala sexpunctata ムホシスジコガネモドキ メキシコ 1 ※1
 Cyclocephala lunulata ミカヅキスジコガネモドキ メキシコ 1 ※1
 Cyclocephala melanocephala メラノケファラスジコガネモドキ 北米アリゾナ州 1 ※1
 Cyclocephala longula ナガチャスジコガネモドキ 北米カリフォルニア州 1 ※1
 Cyclocephala immaculata インマクラタスジコガネモドキ 北米アイオワ州 1 ※1
    43

 オオクワガタのなかま（東アジア・東南アジア）
 Dorcus grandis formosanus グランディスオオクワガタ タイワン 21 ※1
 Dorcus grandis grandis グランディスオオクワガタ ラオス 2 ※1
 Dorcus curvidens curvidens クルビデンスオオクワガタ ベトナム北部 6 ※1
 Dorcus curvidens curvidens クルビデンスオオクワガタ タイ北部 3 ※1
 Dorcus curvidens curvidens クルビデンスオオクワガタ ラオス 3 ※1
 Dorcus hopei hopei オオクワガタ 中国中部 2 ※1
 Dorcus hopei bindodulosus オオクワガタ 朝鮮半島 1 ※1
 Dorcus hopei bindodulosus オオクワガタ 日本 10 ※1
    48

 ヒラタクワガタのなかま（東南アジア）
 Dorcus titanus titanus オオヒラタクワガタ スマトラ島 11 ※1
 Dorcus titanus titanus オオヒラタクワガタ マレー半島 5 ※1
 Dorcus titanus titanus オオヒラタクワガタ ボルネオ北部 1 ※1
 Dorcus bucephalus ダイオウヒラタクワガタ ジャワ 5 ※1
    22

 ギラファノコギリクワガタのなかま（東南アジア・南アジア）
 Prosopocoilus giraffa giraffa ギラファノコギリクワガタ インド　アッサム 3 ※1
 Prosopocoilus giraffa giraffa ギラファノコギリクワガタ タイ北部 3 ※1
 Prosopocoilus giraffa giraffa ギラファノコギリクワガタ ミャンマー 1 ※1
 Prosopocoilus giraffa giraffa ギラファノコギリクワガタ ラオス 6 ※1
 Prosopocoilus giraffa giraffa ギラファノコギリクワガタ タイ南東部 5 ※1
    18
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 フタマタクワガタのなかま（東南アジア・南アジア）
 Hexarthrius forsteri フォルスターフタマタクワガタ ミャンマー 2 ※1
 Hexarthrius melchioritis メルキオリティスフタマタクワガタ ミャンマー 2 ※1
 Hexarthrius vitalisi ビタリスフタマタクワガタ ベトナム北部 5 ※1
 Hexarthrius parryi deyrollei セアカフタマタクワガタ マレー半島 4 ※1
 Hexarthrius parryi paradoxus セアカフタマタクワガタ スマトラ南部 8 ※1
 Hexarthrius aduncus アドウンクスフタマタクワガタ ミャンマー 2 ※1
 Hexarthrius parryi parryi セアカフタマタクワガタ インド　アッサム 1 ※1
 Hexarthrius parryi elongatus セアカフタマタクワガタ ボルネオ北部 1 ※1
    25

 チリークワガタのなかま（南米）    
 Sphaenognathus monguilloni モンギロンシワバネクワガタ ペルー 10 ※1
 Ciasognathus grantii チリークワガタ チリ 18 ※1
 Ciasognathus grantii チリークワガタ アルゼンチン 2 ※1
 Sphaenognathus festhamelli フェイスタメルシワバネクワガタ ペルー 2 ※1
    32

 ツヤクワガタのなかま（東南アジア・南アジア）
 Odontolabis cuvera cuvera クベラツヤクワガタ インド　アッサム 5 ※1
 Odontolabis cuvera alticola クベラツヤクワガタ ミャンマー 4 ※1
 Odontolabis cuvera fallaciosa クベラツヤクワガタ ベトナム北部 8 ※1
 Odontolabis mouhoti elegans モウホツヤクワガタ タイ北部 5 ※1
 Odontolabis cuvera fallaciosa クベラツヤクワガタ タイ北部 2 ※1
 Odontolabis cuvera fallaciosus クベラツヤクワガタ ラオス 4 ※1
 Odontolabis micros ミクロスツヤクワガタ スラウェシ島 4 ※1
    32

 オオキバクワガタのなかま（東南アジア）
 Cyclommatus montanellus montanellus モンタネルスホソアカクワガタ ボルネオ北部 7 ※1
 Cyclommatus tarandus タランドゥスホソアカクワガタ ボルネオ北部 1 ※1
 Cyclommatus murutiorum ムルティオルムホソアカクワガタ ボルネオ北部 1 ※1
 Cyclommatus chewi チュウホソアカクワガタ ボルネオ北部 2 ※1
 Cyclommatus imperator imperator インペラトールホソアカクワガタ パプアニューギニア 4 ※1
 Cyclommatus elaphus エレフスホソアカクワガタ スマトラ南部 6 ※1
 Cyclommatus giraffa ギラファホソアカクワガタ ボルネオ北部 1 ※1
 Cyclommatus metallifer メタリフェルホソアカクワガタ インドネシア　スラウェシ島 13 ※1
 Cyclommatus metallifer finae メタリフェルホソアカクワガタ インドネシア　ペレン島 1 ※1
    36

 オウゴンオニクワガタのなかま（東南アジア）
 Allotopus moellenkampi moseri モーレンカンプオウゴンオニクワガタ マレー半島 9 ※1
 Allotopus moellenkampi fruhstorferi モーレンカンプオウゴンオニクワガタ ボルネオ島 1 ※1
 Allotopus moellenkampi moellenkampi モーレンカンプオウゴンオニクワガタ スマトラ南部 3 ※1
 Allotopus moellenkampi moellenkampi モーレンカンプオウゴンオニクワガタ スマトラ西部 2 ※1
 Allotopus rosenbergi ローゼンベルギオウゴンオニクワガタ ジャワ島西部 7 ※1
 Allotopus rosenbergi ローゼンベルギオウゴンオニクワガタ ジャワ島東部 3 ※1
    25

 ミヤマクワガタのなかま（東アジア・東南アジア・南アジア）
 Lucanus fryi フライミヤマクワガタ ミャンマー 6 ※1
 Lucanus fryi フライミヤマクワガタ タイ北部 9 ※1
 Lucanus planeti プラネットミヤマクワガタ ベトナム北部 5 ※1
 Lucanus planeti プラネットミヤマクワガタ 中国雲南 1 ※1
 Lucanus hermani ヘルマンミヤマクワガタ 中国雲南 6 ※1
 Lucanus hermani ヘルマンミヤマクワガタ 中国西部 4 ※1
 Lucanus angusticornis アングステイコルミヤマクワガタ ベトナム北部 1 ※1
 Lucanus laminifer vitalisi ラミニフェルミヤマクワガタ ベトナム北部 4 ※1
 Lucanus laminifer  ラミニフェルミヤマクワガタ インド北部 1 ※1
    37

 アフリカのクワガタムシ（アフリカ）
 Prosopocoilus savagei サバゲノコギリクワガタ アフリカ中部 17 ※1
 Prosopocoilus viossati ビヨッサトノコギリクワガタ コモロ　マヨット島 6 ※1
 Prosopocailus antilopus アンティロペノコギリクワガタ アフリカ中部 4 ※1
 Homoderus mellyi polydontus メンガタクワガタ コンゴ 1 ※1
 Prosapocoilus serricornis セリコルニスノコギリクワガタ マダガスカル 11 ※1
 Homoderus mellyi メンガタクワガタ カメルーン 3 ※1
 Mesotopus tarandus タランドゥスオオツヤクワガタ コンゴ 5 ※1
 Mesotopus tarandus タランドゥスオオツヤクワガタ カメルーン 9 ※1
    56
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 キンイロクワガタのなかま（オセアニア）
 Lamprima adolphinae パプアキンイロクワガタ 西イリアン・ジャヤ 8 ※1
 Lamprima adolphinae パプアキンイロクワガタ ニューギニア 15 ※1
 Lamprima aurata アウラタキンイロクワガタ タスマニア 1 ※1
 Lamprima aurata アウラタキンイロクワガタ オーストラリア 23 ※1
 Cacastomus squamosus ハイイロクワガタ オーストラリア東部 7 ※1
 Phalacrognathus muelleri ニジイロクワガタ オーストラリア 7 ※1
 Lamprima latreillei ラトレイリキンイロクワガタ オーストラリア 4 ※1
    65

 チビクワガタのなかま（世界各地）
 Sinodendron cylindricum イッカククワガタ ヨーロッパ 9 ※1
 Sinodendron rugosum ルゴスムイッカククワガタ 北米 2 ※1
 Ceruchus lignarius ツヤハダクワガタ 日本 14 ※1
 Ceruchus piceus ピケウスツヤハダクワガタ 北米 2 ※1
 Diphyllostoma nigricollis ホソマグソクワガタ 北米 1 ※1
 Dorcus carinulatus タイワンサビクワガタ タイワン 22 ※1
 Ganelius madagascariensis ニセヒョウタンクワガタ マダガスカル 1 ※1
 Figulus boninensis オガサワラチビクワガタ 小笠原島 14 ※1
 Figulus binodulus チビクワガタ 日本 16 ※1
 Figulus punctatus マメクワガタ 御蔵島 3 ※1
 Figulus チビクワガタの一種 ボルネオ島 1 ※1
 Figulus anthracinus チビクワガタの一種 マダガスカル 2 ※1
 Figulus sublaevis スブラエビスチビクワガタ マダガスカル 1 ※1
 Nigidius lewisi ルイスツノヒョウタンクワガタ 日本 3 ※1
 Nigidius acutangularis ヒメツノヒョウタンクワガタ タイワン 2 ※1
 Nigidius sp ツノヒョウタンクワガタの一種 タイ 1 ※1
 Nigidius formosanus タイワンツノヒョウタンクワガタ タイワン 9 ※1
 Nigidius baeri コウトウツノヒョウタンクワガタ タイワン 10 ※1
 Nigidius parryi ヒョウタンクワガタ タイワン 5 ※1
 Nigidius distinctus ディスティンクトゥスツノヒョウタンクワガタ マレー半島 2 ※1
 Nigidius helleri ヘラーツヒョウタンクワガタ ボルネオ北部 2 ※1
 Nigidius  ツノヒョウタンクワガタの一種 ベトナム北部 1 ※1
 Nigidius ツノヒョウタンクワガタの一種 アフリカ 1 ※1
 Nigidius ツノヒョウタンクワガタの一種 フィリピン 8 ※1
    132

 長野県に生息するクワガタムシ
 Nicagus japonicus マグソクワガタ 長野県 1 ※2
 Aesalus asiaticus マダラクワガタ 長野県 2 ※2
 Figulus binodulus チビクワガタ 長野県 3 ※2
 Ceruchus lignarius lignaris ツヤハダクワガタ 長野県 2 ※2
 Ceruchus lignarius monticola ミヤマツヤハダクワガタ 長野県 2 ※2
 Platycerus delicatulus ルリクワガタ 長野県 4 ※2
 Platycerus acticollis acticollis コルリクワガタ 長野県 6 ※2
 Platycerus acticollis takakuwai トウカイコルリクワガタ 長野県 3 ※2
 Platycerus acticollis akitai キンキコルリクワガタ 長野県 2 ※2
 Platycerus kawadai ホソツヤルリクワガタ 長野県 3 ※2
 Lucanus maculifemoratus ミヤマクワガタ 長野県 4 ※2
 Prismognathus angularis オニクワガタ 長野県 3 ※2
 Prosopocoilus inclinatus ノコギリクワガタ 長野県 4 ※2
 Macrodorcas rectus コクワガタ 長野県 4 ※2
 Macrodorcas striatipennis スジクワガタ 長野県 3 ※2
 Nipponodorcus rubrofemoratus アカアシクワガタ 長野県 4 ※2
 Nipponodorcus montivagus ヒメオオクワガタ 長野県 4 ※2
 Dorcus hopei bindodulosus オオクワガタ 長野県 4 ※2
    58

 備考：※1は（財）進化生物学研究所所蔵　　※2は稲田和彦氏所蔵
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おわりに

　現在、地球上では、たくさんの野生生物がすでに絶滅したり、危険な状態におかれている

といわれています。その多くの原因は、乱獲や開発、人によって持ち込まれた外来生物など、

私たち人類の活動によるものと考えられます。IUCN（国際自然保護連合）によって2006年に

発表された「レッドリスト」には、絶滅のおそれの高い野生動物として7,850種があげられて

います。この数は、すでに知られている動物の種数の0.63％に値するものです。さらに植

物を加えると、現在16,306種の動植物が絶滅の危機にさらされています。

　たとえば、環境が悪化することなどにより、ある狭い地域の中に生息していた小さな昆虫

が１種絶滅してしまうことがあったとしても、私たちの日常生活には何ら影響を与えないで

しょう。しかし、その昆虫がいた生息地の中には、私たちにはまだ知られていないような生

物が何種類も生息していて、その昆虫と一緒にいくつかは絶滅してしまうことも考えられま

す。絶滅してしまった生物の中には、私たちの生活に不可欠な農業や、医薬品などの分野で

将来有用となるものが含まれていた可能性もあるのです。

　このままたくさんの野生生物が生きられなくなってしまうと、私たちの生活はどのように

なってしまうのでしょうか？
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