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岸 一弘(きし・かずひろ)  

 神奈川県茅ヶ崎市生まれ。子供のころからの虫好きが嵩じて、大学は

農学部に進み、研究室は防除生態学研究室、サークルは昆虫研究会に

所属。大学卒業後は、農水省横浜植物防疫所を経て 1990 年から 11 年

間、自然系を担当する職員として茅ヶ崎市文化資料館に勤務。 

自然観察会、茅ヶ崎市内の生物調査をもとにした特別展、小中学校の

総合学習での講師などを通じて、身近な自然の面白さ・不思議さや急速

に減少する自然の大切さを伝える活動を展開。2001 年、仲間とともに茅ヶ崎野外自然史博物館を立ち上げ、

自然を楽しく、正しく理解してもらうためのさまざまな取り組みを実施している。同時に、茅ヶ崎市、藤沢市

などで里山地域の生態系管理に携わっている。 

 神奈川県地域環境評価調査調査員、丹沢大山自然環境総合調査調査員、神奈川県レッドデータ生物調査

団メンバー(トンボ類担当)、藤沢市自然環境実態調査アドバイザー・昆虫類分科会リーダー、藤沢市ビオトー

プ基本計画検討委員、鎌倉市自然環境調査アドバイザー、平塚市自然環境評価検討委員、茅ヶ崎市自然環

境評価再調査検討委員、茅ケ崎里山公園専門家会議委員、平塚市土屋頭無地区里山保全協議会委員、神奈

川県自然保護協会理事、ひらつか生物多様性推進協議会副会長など。 

 日本生態学会会員、日本鱗翅学会会員、日本トンボ学会会員、神奈川昆虫談話会会員、三浦半島昆虫研究

会会員、茅ヶ崎野外自然史博物館顧問など。 

著作：「虫たちはどこへいくのか クロコノマチョウが教えてくれたこと」(ポプラ社)、「いろいろたまご図鑑」

(共著) (ポプラ社)、「イモムシ・ケムシぞろぞろ大図鑑」(共著) (ＰＨＰ) 

 

   「昆虫のいろいろと 

私たちのかかわり」
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昆虫のいろいろと私たちのかかわり 

岸 一弘 （茅ヶ崎野外史博物館顧問） 

 

皆さんこんにちは。ただ今ご紹介いただきました岸と申します。今日は「昆虫のいろいろと私たちのかか

わり」ということでお話しをさせていただきます。昆虫と言っても非常にたくさんの種類があり、生息環境

や食べ物もさまざまです。今日はそういった昆虫の多様性とか在来種を守るにはどうしたらいいのかとい

うことについても、お話をさせていただきたいと思います。 

  

１． 昆虫とは何か 

 最初は、分類学上から昆虫がどういう位置にあるのかということなのですが、図に昆虫綱というのがあ

ります。英語で言うと class なのですが、これが昆虫ということになります。昆虫綱の大元は真核生物で、細

菌と古細菌を除いた生物を真核生物というので、我々も全部そうですが、その真核生物の中に動物界とい

う分類があり、その下の節足動物門の中にあるのが昆虫綱ということになります。 

 

  今回のテーマにもなっているトンボを例に説明

しますと、シオカラトンボは、昆虫綱の中のトンボ目、

不均翅亜目、トンボ科のなかの種で、シオカラトンボ

というのは標準和名です。日本でしか通用しない名

前です。国際的にどこでも通用するのがこの学名で

すね。シオカラトンボ属は Orthetrum albistylum と

言う属名と種小名で、これは他の生物でも一緒です

が、二名法で学名が成り立っています。Selys という

のは、名前を付けた人です。Selys Longchamps は有

名なトンボ学者ですけど、この Selys Longchamps

が 1848 年に albistylum を新種として記載したということになります。細かいことですが、カッコ付きにな

っているのは最初と属が変わってしまったということです。 

 次は、形態的な特徴です。よく似た節足動物にクモがいますけど、これもよくご存知だと思うのですが、

クモと昆虫の大きな違いは身体の節ですね。エンマコオロギは、頭部、胸部、腹部という３つの節からできて

いますが、クモの場合は２つですね。頭胸部と腹部の２つから成り立っているのが昆虫との大きな違いです。 

 昆虫の脚はどこから出ていますか？よく学校の試験にも出るのですけど、実は胸です。胸が３つのパーツ

に分かれていて、そこから前、中、後ろというように脚が出ています。これも昆虫の特徴ですね。 

 また、昆虫には羽根があって、飛ぶ能力を持っている種類が多いです。代表的なのはチョウとトンボです

ね。かなり移動力がある種類が多いというのも昆虫の特徴です。 

 それから眼にも特徴があり、昆虫には複眼があります。ネキトンボというアカトンボの一種には左右に２つ

の複眼があります。アブラゼミもそうですね。さらに単眼と言う眼があるのですが、トンボの場合は右左で２

つの単眼ですね。セミは３つの単眼があるということで、これがトンボとセミの違いというところになりま

す。 
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 昆虫と言えば、変態する生物ということで有名なのですが、変態にもいくつかパターンがあります。アオ

スジアゲハは完全変態という変態をするグループで、最初に卵から孵化して幼虫になり、４回脱皮して５齢

が最終ですが、最後に蛹になって、羽化して成虫になっていきます。アキアカネは、卵から孵化すると幼虫

（ヤゴ）になりますが、蛹がなく、いきなり成虫というタイプで、これは不完全変態です。あともう一つある

のをご存知ですか？完全変態でも不完全変態でもない、無変態というのがあります。シミがそうですが、

昔と違ってなかなか見ないです。シミは紙を食べる害虫でもあるのですけど、これは脱皮をするのですが、

幼虫も成虫も形はほとんど変わらない。なので、無変態の昆虫といわれています。 

 次は、昆虫の越冬についてです。ちょうど今冬なのですが、ほとんどが変温動物なので、自分の体温は保

てない。外気温に影響されて体が変動するので、どうしても寒い時は越冬に入らないとならないし、エサも

なかなか無いので越冬します。チョウは完全変態なので、どこかのステージで越冬している。いま少なくな

ってきましたが、オオミドリシジミは卵で越冬します。コナラの枝、小枝のヒコバエに卵を産みます。それから

ベニシジミは幼虫越冬で、これはスギ葉の裏にいるところです。モンシロチョウは蛹ですね。そしてキタテ

ハは成虫です。この中で探すのが一番難しいのがキタテハで、これは成虫越冬なのですが、どこで越冬す

るかというのは決まってないので、実際フィールドで見つけるのはなかなか難しいです。見つけられたら、か

なり力量をお持ちの方です。 

 また、冬なのに現れるガがいます。今ちょうど時期なのですが、フユシャクの仲間ですね。これはウスバフ

ユシャクのオスとメスで、オスは普通の感じで飛んでいます。でも、メスは羽根がまったくない。それから別の

種類で、チャバネフユエダシャクという変わった模様をしていますけど、これも羽根がない。ということで、

フユシャクの仲間のメスは羽根がまったく無いか、かなり退化して小さくなっちゃって飛ぶことができない

という特徴がある。このフユシャク類は秋の終わりから春先にかけて現れるのですが、なぜそんな寒い時期

に好んで現れるのか。結構マイナスありますよね。でも一応言われているのは、天敵が少ない。だがら、わざ

わざこの寒い時期を選んだということがある。それから先ほどもお話しましたように、メスは羽根が退化し

て飛べません。エサもほとんど捕らないですね。メスは飛べないので、フェロモンというオスを呼び寄せる

物質を出して、オスが飛んで来るのを待っているというタイプの昆虫と言うことになります。これは昆虫の

中でも例外的な種類ですね。 

 次は昆虫の食べ物です。昆虫もいろんなものを食べているのですが、よく知られているオオカマキリ、カ

マキリとかトンボはみんな肉食ということになります。一方、ツマグロオオヨコバエとかセミとかは植物の

汁を吸うタイプです。ちょっと変わったところでは、センチコガネというのは動物の糞をエサにしています。

ちなみにセンチというのは雪隠のことですね。年配の方はわかりますね。要するにトイレ。そういう糞のある

ところに来る種なのですね。 

 また、チョウの成虫は主に花の蜜を吸うのですけど、そうでないものもあります。この厚木の辺にもいま

すが、国蝶のオオムラサキは花には来ないで樹液を吸いにきます。これはちょうどクヌギの樹液を吸いに来

たところですね。ジャノメチョウは花にも来るのですが、落ちた果実を好んで来ます。樹液にも来るのです

が、ジャノメチョウはけっこう餌が多様ですね。カラスアゲハはもちろん花にも来ますが、こうやって水を吸

いに来ます。水を吸いに来るのは暑い時に体温を下げるということもあるのですが、水の中に溶けている

ミネラル分を摂取するためといわれています。 

次は、チョウの幼虫の食べる物です。チョウの幼虫も主だった種類は葉っぱを食べる。アカタテハの幼虫

はカラムシという葉っぱが餌なのですが、餌であり、お家なんです。糸で巣を作ってその中にいて、お家も

食べちゃうんですけど（笑）、食べてなくなると、また場所を移すという面白い生態を持っています。ウラゴ

マダラシジミというシジミチョウは、モクセイ科イボタノキとかオオバイボタとか、場合によってはネズミモ
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チも食べますけど、そういうモクセイ科の特殊な葉っぱを食べる。小さい頃は新芽ですね。展開してない葉

っぱを食べます。ウラギンシジミはクズの花とかつぼみを食べます。葉っぱは食べないですね。さらに変わ

り種は、今はだいぶ少なくなっちゃいましたが、ゴイシシジミというシジミチョウです。これは完全に肉食性

で、タケ・ササに寄生するアブラムシが餌になります。ゴイシシジミが近年すごく減っているというのは、直

接的にはこのアブラムシがあまりいなくなっているということですね。どうも乾燥化が影響しているので

はないかと私は考えています。あと、昆虫でも成長するにつれて食べ物を変えてしまうものがいます。ヤブ

キリですけれど、キリギリスの仲間ですね。これは小さい頃はタンポポとか花に来て花粉を食べているんで

す。でも、大きくなると食べ物が変わって、終齢とか成虫になると肉食になり、植物を食べなくなってしまう。

そういう風に成長段階で食べ物を変えていくものがあります。 

食べ物でちょっと変わったグループとして、テントウムシの仲間のキイロテントウは、うどんこ病のもとに

なるカビを食べる。ちょっと変わっていますね。それからヒメオビオオキノコというキノコムシの仲間はキノ

コ食ですね。さらに変わっているのはヒゲブトハネカクシで、あまりきれいじゃないですけども、腐った有機

物とか汚泥が幼虫の餌になり、 そういうところから発生をします。こういうふうに、食べ物だけとっても、

いろんな昆虫がいます。 

次は、鳴く虫です。皆さんも私も普通に「鳴く虫」と言っていますけど、本当は鳴いていないです。発音し

ているのです。人間はそうですけども。カエルとか哺乳類もちゃんと鳴いていますけど、虫は本当は鳴いて

ないのです。どういう風にして鳴いているのかと言うと、クマゼミを断面で切ると中に発音器があって、こ

こで鳴いて共鳴室で音を大きくさせています。コオロギとかシブイロカヤキリ、これはキリギリスの仲間です

ね、こういうバッタ目は羽根と羽根を擦り合わせて、言ってみればバイオリンですけども、弦楽器のような

形でこすって音を出しています。 

昆虫の耳ですが、胸膜で音を聞いています。それからバッタの仲間は脚に耳があります。ヒメクダマキモド

キは、前脚のちょうど曲がるところの赤茶色の部分が耳です。エンマコオロギは前脚の白くなっているとこ

ろが耳で、ここで音を聞いています。 

では、なぜ鳴くのか？主にはオスがメスを呼ぶためなのです。ただ、いわゆる鳴く虫でも例外があり、メ

スでも鳴くものもいるので、要するに鳴き交わすグループもいますが、基本的にはオスが鳴く。メスを呼び

つけるためです。エンマコオロギは、その中で変わっているというか、鳴き方のパターンが３つぐらいありま

す。まず「ひとり鳴き」というのはメスがちょっと離れている時に鳴く鳴き方です。それが近づいてくると

「誘い鳴き」、もうちょっと柔らかくなって鳴くのですね。３つ目が「けんか鳴き」で、これは近くにオスが来た

時にオスが来るなということでけっこうきつい鳴き方をするんです。そういうふうに声でもちょっとコミュ

ニケーションをとっている面白いグループです。 

鳴く時間は、気温と明るさが決め手になります。ヒグラシはいつ鳴いているでしょうか？明け方と夕方と、

あと日中でも鳴くことがあって、それは雨が降りそうな時。照度、暗くなるということが鳴くためのきっかけ

になるんですね。クマゼミの場合は例外もあるのですが、基本的に午前中です。午後になるとあまり鳴かな

くなるというふうに、種類によって鳴く時間帯が決まっています。 

次は縄張りです。縄張りというのは別に昆虫だけじゃなくて、哺乳類とか鳥とかもいろいろ縄張りを作り

ますけれど、昆虫の場合はオスがメスを獲得するためなので、メスは縄張りを作らない。トンボの場合を例に

とると、ルリボシヤンマと言うヤンマの仲間は「パトロール型」と言って、飛んでいる範囲がその個体の縄張

りになっていて、そこに入ってくるメスをキャッチしようとします。他方、シオカラトンボなどトンボ科の方は

「静止型」と言いまして、止まっている周りが縄張りで、そこで待っているタイプです。 
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ちょっと話が横にそれるのですが、「赤とんぼ」と言うと、山田耕筰が茅ヶ崎に住んでいて作曲したという

ので有名ですけど、私は作詞家の三木露風さんの方にすごく惹かれていて、彼はアカトンボの生態が分かっ

ていたと思うんです。 

なんで分かっていたかというと、 一つはこの＜とまっているよ、竿の先＞と言うところ。これだけだと赤

とんぼと言えない可能性、シオカラトンボとかショウジョウトンボとかもいるんですけれど、もう一つ決め手

がここです。「夕焼け小焼けの赤とんぼ」。アカトンボは夕暮れ時に群れをなして飛ぶんです。 この二つの

生態がちゃんと見て分かっていたので、これはアカトンボなのだとちゃんと分かって作詞されたと。すごい

方だなと思います。 

 

次は、生き残るための戦略です。 動物は生き残る

ための戦略としては大きく２つあります。一つは、たく

さん産んで、たくさん死んでしまうけど、ちょっとは生

き残るという戦略をとります。それに対して人間とか

哺乳類は子供が少ないんですね。少ないが大事に死

なないように育てるという＜K 戦略＞という育て方

ですけど、昆虫はこちらのタイプということを理解し

ていただければと思います。生き残るための戦略の

中で有名なのが擬態です。 

擬態をいくつか示します。アカボシゴマダラは生え

ている木の新芽のところにとまっていますが、要するに葉っぱに紛れて鳥に捕獲されるのを防いでいます。

これは隠蔽擬態といいます。同じようなのですが、ちょっと違うのがオオカマキリの幼虫です。これはムラ

サキツメクサの葉っぱの上にとまっているのですが、羽根が似ないようにではなくて、餌に気づかれない

ようにするんです。これは攻撃擬態というのですけれど、同じカムフラージュでも目的が違います。それか

ら、ハチモドキハナアブは一見すると何かスズメバチか、アシナガバチですね。ちょっと見ると怖いです。で

もこれはアブなので無毒です。隣のスズメバチとかに擬態をして、敵から食べられないようにしているわけ

です。これは覚えていただかなくてもいいのですけど、毒のある生き物に似ているのをベイツ型擬態、互い

に危ないもの同士が似ているというのをミュラー型擬態というふうにいいます。擬態もいろいろあるので

すが、そうやって天敵に食べられないようにするとか、餌が逃げないようにするとか、いろんな形で生き残

りを図っています。 

昆虫は、とても種類が多いグループです。世界で 100 万種といわれます。全動物の 65%は昆虫です。日

本では３万 2000 種。「神奈川県昆虫誌 2018」によれば、1 万 2314 種が神奈川県にいるということになって

います。その後も未記録の種類が出てきているので、実際はもっと増えていますけれども、全国的にトップ

クラスです、神奈川県は。では、神奈川県は日本で一番豊かな自然があるかと言うと、そんなこともないで

すね。なぜ一番記録が多いか分かります？虫を調べる人口が多いからです（笑）。いわゆる虫屋さんと言う

人が多いので、たくさん発表する。東京の辺りは意外と少ない、研究は進んでないということです。研究が

進むと、たぶん静岡とかに負けちゃうと思うのですが。 

 

２．自然環境と昆虫 

その自然環境によって生息できる昆虫はいろいろです。例えば、林があるところ、砂丘地のところ 、湿地、

水の中、それぞれに暮らしている昆虫が違っているので種類が多いということになります。                                                    
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代表的な環境と昆虫をいくつか紹介します。茅ヶ崎海岸とその後ろ側にある松を主体とした砂防林、こう

いうところにもその環境に依存する昆虫がいます。クルマメゾウムシというのは、ハマエンドウという海浜

性のエンドウマメしか食べないんです。神奈川県では見られますが、茅ヶ崎と藤沢とか結構限定的なので、

県のレッドデータで絶滅危惧 2 類に載せられています。砂地に穴を掘って生活をするのはオサムシモドキと

いう松くい虫の仲間です。あと砂防林、松林のあるところにいるのがシロスジコガネで、なかなかきれいで

すね。昔はいっぱいいたのですけど、やっぱり農薬とかの影響で、だいぶだいぶ減ってしまい、あまり見られ

なくなってしまいました。 

湿地についても、湿地環境じゃないと住めない昆虫もいます。カトリヤンマとか、今すごく減ってしまいま

したけれども、タイコウチ。それから幼虫が湿地の中で育つヒゲナガハナノミという昆虫やムモンチャイロ

テントウ。これも神奈川県ではかなり局所的で、湘南と横浜市の鶴見とか数えるほどでしかいません。ただ

湿地があるだけじゃなくて、好みの条件があるのだと思います。 

 

３．役に立つ昆虫・危険な昆虫 

３つ目として、役に立つ昆虫と逆に怖い危険な昆虫というのを紹介します。まず昆虫食ですが、将来的に

生き残れないと思うので、これから食べる種なのかなと（笑）。伝統的なところでは、信州では昔からイナゴ

の佃煮を今もけっこう出していますけれども、この辺はまだあまり抵抗がないかもしれません。これはヨー

ロッパで出ているコオロギの入ったプロテイン。自動販売機に入って大船とか藤沢でも売っているらしいで

すけども、是非食べたいですね。これも難しい言葉でいえば生態系サービスで、昆虫が人間に恩恵を与え

ているエネルギー源として将来的に役に立つことになるのかなと思います。 

それから絹の糸です。よく知られていますけれど、高価なものは天蚕織物ですね。なぜこれが高いかと

言うと、色もきれいですが、ヤママユは人工飼育できないんです。カイコは人工飼料で孵され、室内で育つ

し、カイコは逃げないですね。ただ首を振って餌を待っているだけなので、完全に家畜化されているのです

けれど、ヤママユは餌がなかったら逃げていってしまう。圃場みたいなものを作ってそこで放し飼いにする

のはできるんですけれど、ちゃんと餌の植物を植えておかないといけないので、それも高い理由になるの

かと思います。 

次は、花粉を飛んで送ってくれるという送粉です。これもご存知だと思いますが、ミツバチとかハナバチ

とかチョウとか、ある意味ハエもハチも羽根のある種類がいれば、要するに花に行って花粉をつけて他の

花粉に持って行ってくれるので、そういう送粉サービスということがすごく大事とされています。 

調べてみたのですけど、今から７年ぐらい前に昆虫の送粉サービスの経済的効果が試算されています。ど

れぐらいになると思います？すごい額ですよ。年間で 4700 億円。だから、昆虫を農薬で殺したら危ないと

いうことが、この金額からもよく見えてくる。こういう昆虫があまり死なないようにするのはすごく大事な

ことです。 

次は、天敵昆虫。けっこうこれはいろんな研究がされているのですが、なかなかうまくいかないのです。

一応成功したと言われているのが次の 2 例です。今もまだいますけれど、イセリアカイガラムシというカイ

ガラムシはいろんな樹木についてしまって、衰弱させてしまので、これを何とかしようということで導入し

たのが、ベダリアテントウというテントウムシなのですが、これを導入したことによってけっこう個体数を抑

えられたということにされています。もう一つはクリタマバチで、クリタマバチがつくと、栗がコブみたいに

なってしまい商品価値が低下してしまうので、どちらも中国なのですけれども、中国に行ってチュウゴクオ

ナガコバチというのを入れたら、これの個体数を抑制できた。この２つが一応成功例とされていますが、そ

の他はあまり成功してないようです。なかなか虫で虫をコントロールするというのは大変で、なぜかと言う



64 

 

と、天敵の虫ももっと寄主になる虫がいないとダメなんです。だから、その数をどこまで抑えられるのかと

いうような、なかなか簡単じゃないということです。 

医薬品の原料になる虫もいます。先ほど出ましたカイコから抽出されるタンパク質で病気があるかない

かとか、病名とかの診断ができるということが分かってきています。カイコのシルクアミノ酸の化粧水とい

うのも売られているそうで、だから昆虫もあまり知られてないけれども、いろんなところでお役に立ってい

るということです。 

また、生態系サービスの文化的な部分でも昆虫は、鳴く虫観察会とか田んぼでバッタを取ったりヤゴを取

ったりとか、今は身近に自然がなくなってきて、こういうことが子供たちだけではできなくなっているんで

す。大人がそういう機会を提供してあげないといけないということは言われていますが、昆虫だけじゃな

いですけれども、生き物がたくさんいる環境というのは精神的な安らぎとか楽しさとかを与えてくれると

いうことで大事です。 

では次は、ちょっと危険な昆虫をご紹介させていただきます。最も危ないのがハチ。なぜかと言うと、ハ

チにはやっぱり攻撃性があるので、野外に行く時には注意してください。ただ、あまり怖がることはなくて、

ハチが襲うというのはハチが刺激を受けちゃうからです。ハチがただ飛んでいる場合については、じっと

耐えてフリーズし続ければ飛んでいってしまいますので、大丈夫です。一番危ないのはハチの巣に近づきす

ぎることで、だからハチに刺されないようにするかというのは、いかに早く巣を見つけるかです。巣がある

かどうかというのは、複数の個体が同じ場所を行ったり来たりしているのを見たら、そこの近くに巣がある

ということで、そこから離れれば大事にはなりません。ただ、刺されて重症化するとアナフィラキシーになっ

てしまう方もいるので、野外で一番恐い虫は一応ハチということです。アシナガバチはそこまではいかな

いけれど、これもけっこう攻撃性があるので、巣には近づき過ぎないように注意してください。それから、毒

のあるものではチャドクガです。これは自分からは攻撃しません。でも幼虫の毛に毒があるので、触れてしま

うと危ない。チャドクガはツバキ、サザンカ、チャを食べるので、お茶を植えているところは少ないのですが、

ツバキやサザンカはよくあるので、食痕があるかないかというのを注意して、触れないようにする。なお、

チャドクガは成虫もダメです。毛に毒があるので、全ステージ毒があるので要注意です。同じ毒があるもの

でも、タケノホソクロバというのは、成虫は無毒ですが、幼虫に毒がありますので、幼虫に触らないように注

意する。一番分かりやすいのは、タケノホソクロバが付くと、竹ササが白く抜けてしまうんです。だがら、白

い色の葉っぱがあったら幼虫がいるかもしれないということで、ご注意をいただければと思います。 

 

４．絶滅した昆虫類・激減した昆虫類  

次は、絶滅した昆虫あるいは激減してしまった昆虫の話をします。神奈川県では 14 年前に「神奈川県レッ

ドデータ生物調査報告書 2006」を出しましたが、その時に神奈川県内で絶滅してしまった昆虫は 72 種でし

た。それから 15 年ほど経っているので、残念ながら、さらに絶滅した種類は増えているのではないかと思

われます。今、レッドデータの改訂作業が始まっていますが、県の予算の関係なのか一度にはできないよう

で、まずは植物から始めて、昆虫は来年ぐらいからですかね。それが出来た時にはもうちょっと絶滅種は増

えてしまうのかなということです。全部ご紹介する時間はないので、代表的なものだけをご紹介しますけ

れども、まずアカトンボの仲間で最大種になっているオオキトンボですが、1980 年代までは神奈川県にいた

のです。この近くでも県央から湘南、要するに相模川水系のところで記録がありましたが、今は完全に絶滅

してしまいました。ナミゲンゴロウというゲンゴロウの最大種も 1980 年代の終わりぐらいまでは神奈川県

にいたのですけど、今は残念ながら絶滅で、最後の記録は厚木市辺りであったのですね。それからシジミチ

ョウの仲間にミヤマシジミがいるのですが、食草はコマツナギと言うマメ科の植物で、食草自体はあるの
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ですが、主に酒匂川沿いで記録があったのですが、それも 1990 年代を最後に記録が途絶えてしまいまし

た。この３種は完全に絶滅なのかなと。見つかったら嬉しいのですけれども、あまり期待はできそうにないで

す。絶滅したかどうかというのは証明がなかなか難しいのですが、まとめる時に、10 年以上全く記録が出

ないというのはとりあえず絶滅種にしましょうという申し合わせでやっています。その一方で、レッドデータ

2006 の時には絶滅種でしたが、実は絶滅じゃなかったというのがアオヤンマというヤンマ科のトンボで、こ

れは 2006 年の報告が出た後で横浜市の鶴見区にまだいるというのが分かりました。なので、現在は絶滅

種ではなくて、絶滅危惧種に戻った、そういう例もありますけれど、絶滅したものが戻ってくるというのは困

難なことかなと思います。 

次に、絶滅にはなっていないけれども、もうかなり危ないというのが絶滅危惧種です。           

まずアオサナエという緑色のきれいなトンボです。緑色系のサナエトンボというのはあまりいないのです

が、まあ東南アジアにはいるんですけれど、日本だとこのぐらいかなと思いますが、非常に美しいサナエト

ンボで、今でも箱根の芦ノ湖には健在なので、ここへ行くと見られますけど、河川では道志川のところで近

年発見されたぐらいで、本来は河川のトンボなのですけど、いま神奈川県の河川でほとんど見られなくなっ

てしまいました。それから、オスがきれいな黄色のキイトトンボも昔はけっこういたのですけど、すごく減少

が著しくて、いま確実なのは湘南地域の一部ぐらいで、それも開発の計画があったりして、安泰な場所は非

常に少ないですね。 

それから後、セセリチョウの仲間ではホソバセセリ。厚木市はまだけっこういますかね。でも大磯丘陵とか

湘南ではもう絶滅しました。食草はススキなので餌は困らないのですが、やっぱりこのチョウが必要な何か

環境が無くなってきた。餌だけじゃないものがあるのでしょうね。 

それからオオムラサキ。日本の国蝶ですが、これも県内ではけっこう激減していまして、昔は戸塚から茅

ヶ崎くらいの広い範囲にいたのですが、1960 年代にはもう絶滅してしまいまして、今は湘南の一部にちょっ

といるのと、あとは丹沢山麓にはまだそれなりにいますが、やっぱり棲んでいる区域をどんどん狭めていっ

ています。その理由の一つは、オオムラサキは非常に飛翔力の強い種類なので、行動範囲が広いのです。だ

から雑木林がけっこう続いてないと、やっぱり住めないということが一つと、あとは樹液が出なくなったと

いうことがあります。さらにいうと、幼虫は湿ったエノキの根ぎわで越冬する。だからエノキが乾燥してくる

とやっぱり越冬できなくなってしまうので、そういう複数の悪い要素が積み重なって減少に拍車をかけて

いるのかなということになります。 

それから、今日のテーマにもなったアカトンボ、アキアカネは激減かなと言いましたが、実はこのアカトン

ボの個体数はけっこう振れがあるんです。去年の秋は、少なくとも湘南エリアではものすごくいました。こ

れまでにないくらいの個体数がみられて、要するに最近問題になっているネオニコチノイド農薬とか他の農

薬もあったりとか、乾田化したりとか、要するにこのアカトンボの仲間にとって悪い条件はいろいろ重なって

いて、減少に拍車をかけていることは確かなのですが、でもアキアカネに限っていうと、それじゃない場所

でも発生しているのではないか。それもあって、去年みたいに沢山みられる年も出たりする。だから、発生し

ている水域の影響が場所によって違うのではないのかなというところも思ってはいるところです。でも農

薬を使っていいという訳じゃないですよ。農薬はやはり昆虫に明らかに影響があるので、それをなるべく使

わないような生活スタイルに変えていかないと、もうトンボだけではなくていろんな生物に影響があるし、

最終的には人間に影響が出てきますので、そういう暮らし方を変えて行かないと生物多様性は維持できな

いということは明らかなことではあります。 
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５．増えている昆虫類（南方系種・外来種） 

逆に増えている昆虫は、南方系種のものと外来種です。南方系種と外来種というのは時々混同される場

合があるのですが、実は違うのです。南方系種と外来種の決定的な違いってお分かりですか？何が違うか。

お分かりの方いらっしゃいますか。そうです。人為が関わっていないと判断されるものは南方系種。要する

に自分の力で広がってきているものですね。それに対して外来種は、意図しているか、していないかは別に

して、必ず人為が関わる、それが外来種ということになります。ナガサキアゲハは、1990 年代の終わりぐら

いに入ってきて、今やもうこの辺でもけっこう普通に見られますね。一番早いのがクロコノマチョウで、1990

年に県内で発生していることが分かりました。それまでは迷蝶扱い。ツマグロヒョウモンも 1990 年代の後半

ぐらい。ムラサキツバメもいっしょですね。ただ、ムラサキツバメの場合は、他の3種と違っていて、マテバシ

イを食べるので、それがなかったら飛んできても発生はできなかったと思うのですが、マテバシイがいっぱ

いあるのでそれで増えてきているチョウです。 

ナガサキアゲハがどれだけ増えたかというの

はなかなか数字で確認するのは難しいところも

あるのですが、アゲハチョウの仲間なので蛹で越

冬するので、蛹を調べようというので、2003 年か

ら 2010 年までの 8 年間、冬の時期にミカン畑に

行って蛹を調べました。なかなか見つけるのは難

しいのですけど、その結果がこれです。水色のと

ころがナガサキアゲハです。89％。９割近くがナ

ガサキアゲハで、あとはクロアゲハとアゲハがい

て、若干モンキアゲハとなっていました。 

また、クマゼミもかなり増えて来ました。東京都

とか、場所によっては、どうもやっぱり人為的に持ち込まれているんじゃないかなというところはあります。

神奈川県については、連続して広がって来ているので、これは自力で広がっていると判断していいのかな

と思います。私と仲間の皆さんで、茅ケ崎の中央公園で 20 年間くらい「ぬけがら調査」を続けていまして、

こういうような結果が出てきました。最初にクマゼミのぬけがらが見つかったのは 2001年で、この時は 16

個だけだった。それがどんどんどんどん増えてきて、去年はとんでもないことになってしまって、1 万 1465

個。これだけ急増したということです。この赤い棒グラフだけ見ると分かりにくいのですけど、特徴があり

まして、３年単位で増えていると言う面白い結果が出ています。 

これは証明できないのですが、クマゼミは

卵を産んだ翌年の初夏に孵化するのですね。

もしかすると２年くらいで孵っているんじゃな

いかと。実はセミの幼虫期の年数と言うの

は、あまり分かってなくて、アブラゼミが７年

とかいわれたり、クマゼミでも４年くらいかな

というのはあるのですけど、土の中で暮らし

ているので本当のところは分からないので

すけど、でも意外にクマゼミって早く成虫に

なってしまう可能性があるのかもしれない。 
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クマゼミが増えると他のセミがいなくなってしまうのではないかと思われますよね。少なくとも中央公

園ではそんなことはなくて、去年 1 万 6 千を超えるクマゼミが見つかった時にアブラゼミも 1 万４千とい

うすごい数が見つかっているので、クマゼミが増えたから他のセミに影響を及ぼしていることはない。な

ぜかというと、セミの出てくる場所が微妙に違うんです。クマゼミはより乾いたところ、アブラゼミはちょっ

と湿り気のある場所。生態学的な言葉でいうと「ニッチェ」というのですが、住んでいる場所が実はクマゼ

ミが来る前は空いていたんです。そこにクマゼミが入ってきて発生するようになったので、アブラゼミは

相変わらず元の場所で発生を続けているということなのではないかと思います。 

それから近年でもけっこう南方系種が増えてきて、新しく増えてきたものとしてはヨツモノカメノコハム

シがあり、その辺でもおります。ヒルガオ科の仲間を食べるので、ヒルガオ、コヒルガオ、サツマイモといった

ヒルガオ科の植物があったら、ぜひ探してください。きっと見つかると思います。割と大型のカメノコハムシ

です。かなり急速に増えていて、神奈川県では 2017 年に湘南と三浦で初めて見つかり、その後急速に増え

た種類ということになります。南方系の種類が増えている原因はやっぱり一番は温暖化だろう。特に冬の

気温が上がってきていることが、こういう南の方の生き物にプラスの影響を及ぼしているということが言

えると思います。 

冬が温かいと、もともといなかったものが増えてくるだけじゃないことも起きます。例えばナナフシテン

トウは成虫越冬、モンシロチョウは蛹で越冬なのですけども、近年はナナフシテントウは南向きの温かいとこ

ろだと真冬でも全ステージでいます。卵、幼虫、蛹、成虫、全部見られます。モンシロチョウも基本は蛹で越冬

なのですが、真冬でも幼虫がいたり、あるいは新成虫が羽化したりとか、本来の越冬のスタイルが何か変わ

って来てしまっているというのが今の日本、特に神奈川県の状況なのかなというふうに考えています。 

それからは話は昆虫だけではないのですけれども、去年の台風 19 号の直後に相模川に行ってみたので

すが、これは相模湾の平塚の馬入から茅ケ崎側を撮影したところです。台風の翌日です。向こうに見えるの

が相模川で、ここはグランドなのですが、前の日の夜はここが全面冠水して、この辺まで全部水浸しの状態

でした。緊急放流をするという話も出ていたので、結局それは回避されたので良かったのですが、生き物に

とっては冠水してしまったということで相当影響を受けています。 

今も泥が

堆積した跡

が明らかに

分かる状態

で、植物は

ある程度大

丈夫かなと

思うのです

が、昆虫と

かカヤネズミとかは相当影響が出ていると思います。なので、今年は相模川河川敷の調査は心配なのです

けれど、ちゃんとモニタリングをして。これは自然なのですが、でももともとは台風自体が巨大化している

というのは温暖化によるものなので、人為と言えばと言えると思うのですが、そういう影響をちゃんと見て

行かないといけないと思います。こちらの写真は、同じ日に平塚の湘南平の山頂まで行って撮ったもので、

色が変わっていますよね。これは上流から全部土砂が相模湾に出てきたんです。相当な土量が相模湾に入

ってしまったというのが分かりました。 
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次は外来種ですね。外来種は、自然繁殖する段階までこないと本当の意味では外来種ではない。外来の

ものではあっても、外来種にはなっていないのです。これはご存知だと思うのですが、外国とは限らない。

日本の他の地域から入ってきたものも含みます。自然の力だと外来種ではないということと、繁殖を続けら

れなければ外来種にはならないということ、ここを押さえておいてください。 

では、神奈川県の外来種にはどんなものがあるかということですが、今のところ神奈川県では少ないん

ですね。昆虫では 80 種くらいしかない。「しかない」というのは、これは記録が無いということで、実はもっ

といるはずなのですが、外来種を克明に調べている人は少ないので、今のところそのような数字になって

いるのです。古くからいる外来種としては、アオマツムシです。特に市街地にものすごく増えて来ました。そ

れから稲の害虫としては、イネミズゾウムシ。これは水の中を泳げるので厄介で、しかも単為生殖と言いま

して、メスだけいればいいんです。オスは要らない昆虫なので、メスだけで産卵してどんどん増えて行ってし

まうという厄介な種です。 

あと結構きれいなのですけど、アカボシゴマダラ。これは平成30年に特定外来生物になりましたので、捕

って殺すのはいいのですが、飼ったりとか売ったりとかどこかに持っていったりしたらいけないので、よろし

くお願いします。あとはグンバイムシの仲間でセイタカアワダチソウとかにつくのがアワダチソウグンバイ

というもの。それから割と新しいところの外来種では、ムネアカハラビロカマキリという種類があります。名

前の由来は胸の内側がけっこう赤い色をしているのですね。在来種のハラビロカマキリよりちょっと大柄で、

オオカマキリくらいのサイズありますかね。成虫だと胸の内側を見れば確実なのですが、卵でも簡単に見分

けがつきます。卵の場合、ハラビロカマキリは枝とか接着する面がほぼ全部ピタッと付いているのですが、

ムネアカの場合、下側が反りかえって上がるという違いがあります。けっこう県内で分布を広げておりまし

て、この辺だと厚木は幸いなことにまだですが、秦野とか、大井、中井、小田原、南足柄とか相当広がってき

ている。ムネアカハラビロカマキリが入ってくると、ハラビロが減ってしまうという現象があちこちに出てき

ていて、その辺が心配で、あまり広がらないといいなと思っています。 

カメムシの仲間では、キマダラカメムシという外来種。これもけっこう新しくて2011年に相模原で見つか

ったのが県初で、それ以降分布を広げています。これは成虫越冬種ですね。あとはヘクソカズラグンバイ。

葉が何か白く抜けたようになっていたら、これがいます。今どこにでもいます。栽培植物ではないので直接

的な影響はないのかなと思います。 

今一番警戒している種がアカヒアリ、ヒアリですね。ヒアリに噛まれると赤ちゃんの手に湿疹ができちゃう

ということで、去年横浜港で 1200 匹ぐらい見つかっているんですよ。東京港でも何百匹も見つかっていて、

いちおう環境省は定着していないと言っているのですが、かなりやばいというか実質定着しているのでは

ないのかなというところです。すごく恐れるということはないのですが、噛まれたりすると被害が出るの

で、いる場合は近づかないというのは必要ですね。カミキリではいま神奈川県で一番警戒しているのが、

胸部が赤いクビアカツヤカミキリです。東京都でも埼玉でも栃木、群馬とか関東圏では軒並み発生していま

すので、神奈川で見つからないのが不思議なくらいです。今のところ報告がないですね。これが桜とか街

路樹に入ってしまうと枯らしてしまうのですね。しかし、効果的な防除方法がないのです。これが入ったのが

分かったら、切り倒して燃やしてしまうしかないので、むしろこちらの方が心配ですね。 

 

６．生物多様性を保全するために不可欠な視点―生態系管理 

では、最後になりますけれども、生態系管理というお話をいたします。これは昆虫に限らないのですけれ

ども、やっぱり在来の生物を守っていくにはこの「管理」という考え方が必須ですよというお話です。学問的

な話になってしまうので難しいのですけども、要は地域には地域の固有の生態系があるので、その生態系
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を崩さないように配慮した管理をするということです。よくゲンジボタルを守りましょうとか、希少な植物を

守りましょうとか、それだけを目指した管理をしてしまうことがあるのですが、そうすると他の生物が置き

去りになってしまうのですね。結果的に生物多様性が保てない管理の仕方になりがちなので、そういうこ

とをしないようにバランスの取れた管理をしましょうという考え方です。 

生態系管理をしていく上でもう一つ大事なことは、こうすれば良くなるでしょうということで、管理作業

をしますよね。でも人間はそんなに全知全能じゃないので、しかも環境は場所によって様々に違うので、目

的と合わない結果になる可能性、要するに良くしようと思っても実はあまり良くなかったということがある

ので、その時に順応的に変えられる管理をするということです。ある計画のもとに作業をして、良ければそ

のままでいいのですが、良くならないこともあるんですね。そうすると、管理の仕方を変えてやり直しをし

てみる。そのためにはあまり広い場所を同じ管理の仕方でしないようにする。要するに、いい意味でのトラ

イアル＆エラーをしていく。だから全域を同じ管理の方法にしないで、一部ちょっと試しでやって、ちょっと

まずかったな、という場合には、やり方を変えれば元に戻せるので、そうしたやり方のほうが生態系管理に

は大事なのではないか。それが良かったのかどうかというのは、モニタリングをしないと駄目なので、だか

ら生物がその管理の仕方でちゃんと増えているか、残っているかというのを確かめるのを続けていただく。

この繰り返し、この循環を上手くさせるということが生態系管理の基本ということになります。 

例えば谷戸の湿地の場合ですと、昔、谷戸は全部田んぼに使っていたので、よく復田する時に全部田ん

ぼに戻しましょうということがあるのですが、これはダメなのです。なぜかと言うと、田んぼがいい生き物

というのはいますけれども、カエルとかケラとかはいいですけども、一見雑然とした環境の方がより多くの

種類が棲めるようになる。もちろん田んぼもあっていいですけど、水たまりがあったり葦原とかが混在した

ような環境を維持管理していくことが生物多様性を維持させる手法ということになります。 

なので、昔はこれでよかったのにと思われるかもしれないのですが、実は昔はこういう谷戸の田んぼは

すごくあったですね。しかも管理ができなかったところもあったので、そうすると葦原だけの湿地もあった

はずで、ハンノキだけが生えているところもあった。それでトータルで多様性は高かったのですが、今は谷

戸そのものが限定的になってしまったので、仕方ないのでこの中で多様性を維持するというやり方を考え

ないと、生物多様性は保てないということになります。 

ササキリというキリギリスの仲間も環境が違うので、それに応じた管理が必要です。４種ありますが、生息

する環境が違うんですね。ホシササキリというのは一番問題ない。過管理の状態、常に草刈りをやっている

草地でも全然影響ないので、何も配慮はいらない。でもオナガササキリだと、ススキとかオギとか根茎のイ

ネ科の植物がないといけなくて、さらに冬も枯れた状態が必要です。ササキリの場合はこういう竹林です。

コバネササキリは田んぼ脇の湿った草地です。なので、少なくともこの 4 種が住むためには、この４つの環

境が存在しないといけないということになります。 



70 

 

                                   

実際にそういう管理を茅ヶ崎市の里山公園の柳谷（やなぎやと）で行っているのでご紹介します。パークセ

ンターの横に草地があります。普通だったら公園なのでこちら側みたいに刈られてしまうのですけれども、

刈られてしまうと、オナガカマキリとかバッタとかの仲間が棲めなくなってしまうので、刈残した場所を設け

ていただいて、こちらの面だけはあまり刈らないようにして、ちょっと見た目は良くないのですが、冬でも

枯れ草がある状態が残っています。それから園路の脇も、これは里山公園クラブというグループに管理し

ていただいているのですが、わざわざ高刈りしてもらっているんです。根ギワまで刈らないで、数 10 センチ

ぐらいのところで刈ってもらっているので、草刈りが終わった後でも、昆虫とかクモとか小動物が生き続けら

れる環境が残っています。 

それから田んぼも、こちらは田んぼにしないでオギ原になっています。田んぼの中も、ちょっと貴重な植

物があるということで、田んぼに使ってないのです。これが順応的な管理の一つですが、こういうやり方を

すると多様性は保てる。しかし、来園者の方からは「なぜこんなボサボサにするのか」と言われちゃうので

（笑）、メッセージを出すんですね。「このエリアは里山の特色に配慮した価値観によって行っています。 ご

理解とご協力お願いします」というようなメッセージも出すのも大事になってくると思います。 

最後に、今から 3 年ぐらい前にドイツの研究者の方が「27 年間に 75%の昆虫が減少した」という論文を発

表しました。どうやってこの数字を出したかというと、マレーゼトラップ（Malaise trap）という吹き流しみた

いなトラップ法があって、そこに飛んできて捕まってしまう昆虫の数を 27 年間で比較したということです

ね。これはドイツの例ですが、日本でもその数字はともかくとして、明らかに昆虫が減少しているということ

は、皆さんも体感されていると思います。それは、要するに農薬の過剰使用とか、作業の効率化を図るため

に機械化を進めるとか、生き物に配慮しない管理をしているということが進んでいるためだと思うのです

ね。それを完全に抑えるということは難しいかもしれませんが、少なくとも今日来られた皆さんがそのこと

を意識した上で生き物に配慮した、管理されている方は管理の仕方をちょっと変えてみるとか、あとは生活

のスタイルを変えるということで、昆虫の減少を少しずつ抑えることができると思うのですね。是非これを

機会に、その第一歩をしていただけると嬉しく思います。どうもありがとうございました。 

 

（当日収録した録音を、神奈川県自然保護協会会員である横浜国大・小池治教授が編集してくださったも

のです。） 

 

 

 


