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はじめに 

琉球列島北部のトカラ列島は鹿児島県の屋久島と奄美大島の間に位置し，7 つの有人島と 5 つの無

人島で構成されている．トカラ列島の悪石島と小宝島の間には動物地理区の旧北区と東洋区との境界

線となる渡瀬線があるとされ（環境省自然環境局生物多様性センター 2010; 細谷 2011），日本の生物

多様性の地理的分布を考えるうえでの重要な地域となっている（図 1）．第一著者（梅田）および第二

著者（小寺）は渡瀬線を境界としたコガネムシ上科の種組成の変化を把握する目的で，2019 年 7 月に

トカラ列島の中之島（図 1，2）および悪石島（図 1，3）にて調査を行った．台風 5 号による悪天候に

見舞われ，調査期間を十分に確保することはできなかったが，コガネムシ上科の種を複数収集するこ

とができた．トカラ列島の甲虫相に関する記録は著者らの把握する限り多くはなく（細谷 2011; 細谷・

小林 2016; 金井ら 2019），本調査で得られた甲虫標本はトカラ列島の甲虫相および渡瀬線を理解する

上で貴重なものであると考えられる．そこで，著者らは本標本を自然系博物館である十日町市立里山

科学館 越後松之山「森の学校」キョロロ（新潟県十日町市松之山）に寄贈した．本稿では寄贈した甲

虫標本の目録について報告する． 

  

 

調査地および調査方法 

調査は鹿児島県十島村中之島（図 2，2019 年 7 月 13 日～

16 日）および悪石島（図 3，2019 年 7 月 16 日～21 日）に

て実施した．なお，鹿児島県十島村役場より昆虫調査の許

可を頂いた．中之島はトカラ列島の北東，悪石島は中央に

位置し，気候区としては大まかに亜熱帯性気候に属する．
 

図 1．トカラ列島と渡瀬線の位置関係． 
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生物地理学的境界である渡瀬線は悪石島と

その南方にある小宝島の間に存在するとさ

れる（環境省自然環境局生物多様性センタ

ー 2010; 細谷 2011）．中之島の植生は常緑

樹林帯のヤブツバキクラス域に属し，牧場

や海岸，御岳頂上部付近では草本群落が成

立するものの，図 2 の調査地点周辺を含む

島の大部分はスダジイやモクタチバナ，タ

ブノキ，ガジュマル等が優占する照葉樹林

あるいはリュウキュウチク群落に優占され

る（寺田 1997）．悪石島の植生もまたヤブツ

バキクラス域に属すると考えられ，スダジ

イやモクタチバナ，タブノキ，アコウ等から

なる照葉樹林やリュウキュウチク群落，ビ

ロウ群落が島上に広くみられる（寺田・大屋

2008）． 

昆虫相の調査方法には見つけ採り法， バ

ナナトラップ法，ライトトラップ法を適用

した（馬場・平嶋 1991; 熊澤 2016）．見つけ

採り法は中之島では寄木～キン岳間の林

道，御岳を周回する中之島林道，中之島港周

辺において，悪石島では大峰林道および上

村集落周辺において踏査しコガネムシ上科

昆虫を発見した際に実施した．バナナトラ

ップは，中之島では 6 日間ポリ袋内で発酵

させたバナナ約 4 本，悪石島では 8 日間発酵させたバナナ

約 4 本をストッキングに入れることで作成した．ドライイ

ーストは使用していない．作成したバナナトラップは中之

島では寄木～キン岳間の林道の標高 150～350 m の区間，

中之島林道の標高 100～300 m の区間，悪石島では大峰林

道の標高 200～300 m の区間に設置した．トラップは両島

共に林道脇の樹木の高さ 5 m 前後に設置し，中之島では設

置当日，1 日後，2 日後，悪石島では設置当日，1 日後，2

 

図 2．中之島の地図．島内に示した実線は道路を，黒点は調査

地点を示す． 

 

 

図 3．悪石島の地図．島内に示した実線は道路を，黒点は調査

地点を示す． 

図 4．「森の学校」キョロロに寄贈された悪

石島・中之島の甲虫標本． 
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日後，3 日後，4 日後に，誘引された昆虫を捕虫網を用いて捕獲・採取した．トラップは全て林縁に仕

掛けた．ライトトラップ法は機材の搬入の遅延および悪天候のため悪石島にて， 7 月 16 日の 1 回の

み実施した．ライトトラップでは 400W の水銀灯 1 基を用いて悪石島ビロウ山北東側斜面を照らし，

光に誘引された昆虫を手づかみにて採取した．今回は光源の背後には白幕は設置していない．採取後

の昆虫は酢酸エチルを用いて殺虫し，その後はタトウ紙にて保管し，乾燥させた． 

同定は第一著者と第二著者が行い，学名は川井ら（2005），酒井・藤岡 （2007），小林・松本（2011），

岡島・荒谷 （2012）に準拠した．ラベルは採取ラベルと同定ラベルの 2 種類作成し，採取ラベルには

採取地，採取日，採取者について記載した．同定ラベルには学名，和名，同定者，同定年について記

載した．2020 年 2 月 14 日，以上の標本を十日町市立里山科学館 越後松之山「森の学校」キョロロに

寄贈した（図 4）． 

今回の調査での移動において，鹿児島港とトカラ列島，そして奄美大島とを結ぶ「フェリーとしま

表 1．中之島で採集されたコガネムシ上科昆虫．標本 ID は「森の学校」キョロロ標本庫内での ID を示す． 

種名 学名 採集日 採集方法 採集地 標本 ID 

アマミノコギリクワガタ 

（トカラ列島亜種） 

Prosopocoilus dissimilis elegans  2019/7/13 バナナトラ

ップ 

キン岳 KA0000411 

アマミノコギリクワガタ 

（トカラ列島亜種） 

Prosopocoilus dissimilis elegans  2019/7/13 バナナトラ

ップ 

キン岳 KA0000433 

アマミノコギリクワガタ 

（トカラ列島亜種） 

Prosopocoilus dissimilis elegans  2019/7/14 バナナトラ

ップ 

御岳 KA0000390 

ルイスツノヒョウタンクワガタ Nigidius lewisi  2019/7/14 見つけ採り キン岳 KA0000742 

ルイスツノヒョウタンクワガタ Nigidius lewisi  2019/7/14 見つけ採り キン岳 KA0000584 

ルイスツノヒョウタンクワガタ Nigidius lewisi  2019/7/14 見つけ採り キン岳 KA0000540 

コクワガタ 

（トカラ列島亜種） 

Dorcus rectus kobayashii  2019/7/14 見つけ採り キン岳 KA0000476 

コクワガタ 

（トカラ列島亜種） 

Dorcus rectus kobayashii  2019/7/13 バナナトラ

ップ 

御岳 KA0000424 

フチトリアツバコガネ Phaeochrous emarginatus emarginatus 2019/7/13 見つけ採り 中 之 島

港 

KA0000549 

オオシマアオハナムグリ 

（中之島亜種） 

Protaetia (Niponoprotaetia) exasperata nakana 2019/7/14 バナナトラ

ップ 

御岳 KA0000422 

アオドウガネ 

（奄美亜種） 

Anomala aldopilosa gracilis 2019/7/13 見つけ採り 中 之 島

港 

KA0000366 

リュウキュウツヤハナムグリ 

（中之島亜種） 

Protaetia (Pyropotosia) pryeri tsutsuii 2019/7/14 バナナトラ

ップ 

御岳 KA0000588 

リュウキュウツヤハナムグリ 

（中之島亜種） 

Protaetia (Pyropotosia) pryeri tsutsuii 2019/7/14 バナナトラ

ップ 

御岳 KA0000448 

リュウキュウツヤハナムグリ 

（中之島亜種） 

Protaetia (Pyropotosia) pryeri tsutsuii 2019/7/14 バナナトラ

ップ 

御岳 KA0000547 

フタスジカンショコガネ Apogonia bicarinata 2019/7/13 バナナトラ

ップ 

御岳 KA0000510 

フタスジカンショコガネ Apogonia bicarinata 2019/7/13 バナナトラ

ップ 

御岳 KA0000703 

フタスジカンショコガネ Apogonia bicarinata 2019/7/14 見つけ採り 中 之 島

港 

KA0000506 
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２」を多用した．フェリー船内においても昆虫が観察された場合，それも野帳に記録した．船内で確

認された昆虫については採取していない． 

 

結果および考察 

中之島では 5 科 8 種の 17 個体のコガネムシ上科の昆虫が得られた（表 1）．内訳はアマミノコギリ

クワガタ 3 個体，ルイスツノヒョウタンクワガタ 3 個体，コクワガタ 2 個体，フチトリアツバコガネ

1 個体，オオシマアオハナムグリ 1 個体，アオドウガネが１個体，リュウキュウツヤハナムグリ 3 個

体，フタスジカンショコガネ 3 個体であった．このうち，アマミノコギリクワガタ，コクワガタの 2

種がトカラ列島固有亜種，オオシマアオハナムグリ，リュウキュウツヤハナムグリの 2 種が中之島固

有亜種であった．これら 4 亜種はトカラ列島に分布することが知られることから（川井ら 2005; 酒

井・藤岡 2007; 小林・松本 2011; 岡島・荒谷 2012; 吉田 2015），これらの地理的分布は渡瀬線と関連

していることが予想される．アオドウガネは奄美亜種であった．ルイスツノヒョウタンクワガタ，フ

チトリアツバコガネ，フタスジカンショコガネ，アオドウガネについて，これらは九州や奄美諸島に

も分布することが知られており，これらの分布と渡瀬線との関連はこれまで示されていない（川井ら

2005; 酒井・藤岡 2007; 小林・松本 2011; 岡島・荒谷 2012）． 

細谷（2011）は中之島と悪石島を含むトカラ列島のコガネムシ上科昆虫の分布記録を取りまとめて

おり，中之島では 45 種が記録されている．今回の調査で記録されたコガネムシ上科の種（表 1）は全

表 2．悪石島で採集されたコガネムシ上科昆虫．標本 ID は「森の学校」キョロロ標本庫内での ID を示す． 

種名 学名 採集日 採集方法 採集地 標本 ID 

アマミノコギリクワガタ 

（トカラ列島亜種） 

Prosopocoilus dissimilis elegans  2019/7/16 バナナトラ

ップ 

大 峰 林

道 

KA0000392 

アマミノコギリクワガタ 

（トカラ列島亜種） 

Prosopocoilus dissimilis elegans  2019/7/16 バナナトラ

ップ 

大 峰 林

道 

KA0000558 

アマミノコギリクワガタ 

（トカラ列島亜種） 

Prosopocoilus dissimilis elegans  2019/7/16 バナナトラ

ップ 

大 峰 林

道 

KA0000410 

ネブトクワガタ 

（トカラ亜種） 

Aegus subnitidus abei  2019/7/20 バナナトラ

ップ 

大 峰 林

道 

KA0000432 

フチトリアツバコガネ Phaeochrous emarginatus emarginatus 2019/7/16 ライトトラ

ップ 

ビ ロ ウ

山 

KA0000354 

カドマルエンマコガネ Onthophagus (Strandius) lenzii 2019/7/16 ライトトラ

ップ 

ビ ロ ウ

山 

KA0000637 

カドマルエンマコガネ Onthophagus (Strandius) lenzii 2019/7/16 ライトトラ

ップ 

ビ ロ ウ

山 

KA0000603 

アオドウガネ 

（奄美亜種） 

Anomala aldopilosa gracilis 2019/7/16 見つけ採り 上村 KA0000406 

シロテンハナムグリ 

（トカラ列島亜種） 

Protaetia (Calopotosia) orientalis tokarana 2019/7/17 バナナトラ

ップ 

大 峰 林

道 

KA0000429 

シロテンハナムグリ 

（トカラ列島亜種） 

Protaetia (Calopotosia) orientalis tokarana 2019/7/17 バナナトラ

ップ 

大 峰 林

道 

KA0000582 

シロテンハナムグリ 

（トカラ列島亜種） 

Protaetia (Calopotosia) orientalis tokarana 2019/7/19 バナナトラ

ップ 

大 峰 林

道 

KA0000586 

フタスジカンショコガネ Apogonia bicarinata 2019/7/18 見つけ採り 上村 KA0000739 
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て細谷（2011）において中之島での分布が報告されているものであり，これら 8 種は 2019 年時点に

おいても中之島にて個体群を維持していることが示唆された．また，細谷（2011）によると，中之島

ではマルエンマコガネ Onthophagus viduus，フチケマグソコガネ Aphodius urostigma 等，数多くの食

糞性コガネムシ類の種の分布が記録されている．中之島の中央部や南東部にはトカラ馬や牛の放牧場

が広がっており，食糞性コガネムシ類はこれら放牧場に定着していると推察される．今回の調査では，

放牧場での調査を実施しなかったため，食糞性コガネムシ類を記録できなかったと考えられる．また，

今回の調査は全て森林の林縁に限られ，調査期間・季節も 7 月中旬の 3 日間と限られたため，細谷

（2011）で記録されている種の多くを発見できなかったものと予想される． 

悪石島では 6 科 7 種 12 個体のコガネムシ上科の昆虫を得ることができた（表 2）．アマミノコギリ

クワガタ 3 個体，ネブトクワガタ 1 個体，フチトリアツバコガネ 1 個体，カドマルエンマコガネ 2 個

体，アオドウガネ 1 個体，シロテンハナムグリ 3 個体，フタスジカンショコガネ 1 個体であった．こ

のうち，アマミノコギリクワガタ，シロテンハナムグリの 2 種はトカラ列島固有亜種，ネブトクワガ

タは悪石島および諏訪之瀬島の固有亜種であった．そのほか，カドマルエンマコガネ，フチトリアツ

バコガネ，フタスジカンショコガネ，アオドウガネ（奄美亜種）を得たが，上述の中之島の場合と同

様に，これらの種・亜種は九州や奄美諸島にも分布しており，渡瀬線との関係性は弱いと考えられる． 

細谷（2011）によると，悪石島ではコガネムシ上科昆虫が 30 種記録されており，細谷・小林（2016）

の追加調査によりさらに 3 種の分布が報告されている（計 33 種）．今回の調査で記録された種は全て

細谷（2011）で分布が記録されていた．2019 年時点においても上記 7 種は悪石島において個体群を持

続させていることが示唆された．細谷（2011）および細谷・小林（2016）では，食糞性のマグソコガ

ネ類やエンマコガネ類の複数種を記録しているが，本調査ではカドマルエンマコガネを除き食糞性の

種を捕獲できなかった．中之島の場合と同様に，今回の調査では放牧地を対象としなかったため，食

糞性コガネムシ類を記録できなかったと考えられる．加えて，細谷・小林（2016）ではフライトイン

ターセプトトラップにより，ムラサキエンマコガネ（奄美・沖縄亜種） Onthophagus murasakianus 

carnarius，ヤエヤマニセツツマグソコガネ Ataenius picinus，セスジカクマゴソコガネ Rhyparus azumai 

azumai，キュウシュウカクマグソコガネ Rhyparus kitanoi kitanoi，トカラクロコガネ Holotrichia tokara 

の 5 種を確認している．筆者らの今回の調査においては，フライトインターセプトトラップによる調

査を行わなかったため，上記の種を記録できなかったのかもしれない．また，調査日の後半は台風 5

号による悪天候に見舞われたため，捕虫網やトラップによる捕獲効率が低下した可能性も考えられる． 

 これまでにトカラ列島で実施された甲虫相調査は多くはない（例えば，細谷 2011; 細谷・小林 2016）．

これは交通の便の悪さ等が関連していると推察される．台風の影響のために調査期間を十分に確保で

きなかったものの，今回の調査および「森の学校」キョロロに寄贈した標本はトカラ列島の甲虫相ひ

いては生物地理の理解に貢献しうる貴重なものといえる．トカラ列島の甲虫相の理解を更に深めるた

め，今後の継続調査は重要と考えられる． 
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今回の調査では鹿児島港とトカラ列島および奄美大

島とを結ぶ「フェリーとしま２」を多用し，その船内に

おいてアオドウガネ（奄美亜種），リュウキュウツヤハナ

ムグリ（宝島亜種），ウスバキトンボ（図 5）をそれぞれ

1 個体ずつ観察した（表３）．細谷（2011）はフェリーに

よる昆虫類の非意図的な島嶼間移動の可能性を指摘し

ており，今回の観察は細谷（2011）の指摘を支持するも

のであった．今後，渡瀬線に関連した各島々でのコガネ

ムシ上科昆虫の種組成の相違を明らかにしつつ，人為的

な生物移動にも着目し，トカラ列島の甲虫相の把握を進めていくことが肝要であると考えられる． 
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