
セミのぬけがら調べは、1995

年の身近な生きもの調査のテー

マでとりあげたので、ご記憶の方も多いかと思います。この身近な林調査で

も、セミのぬけがらを集めていただきます。今回のねらいは、集まったセミ

のぬけがらの種から、その林の自然の豊かさを考えようというものです。ア

ブラゼミしか見つからなかった林と、たくさんの種が見つかった林とでは、

どのような自然環境の違いがあるのでしょうか？　検索図や図鑑を使ってセ

ミの種名（名前）を調べてみましょう。
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夏の調査

●「セミのぬけがら」を探そう

あなたが調べている林の範囲内でセミ

のぬけがらを探してください。他の林の

セミのぬけがらが混じると正確なデータ

になりませんので、気をつけてください。

●「セミのぬけがら」の見つけ方

セミのぬけがらの見つかるところは、

大人の背丈より下の木の幹や葉の裏、枝

の先、地面近くの草などです。木の葉の

裏や、地面近くの草はしゃがんで見てみ

ましょう。種によっては、木の高いとこ

ろにもついている場合もあるので、見上

げて探してみましょう。

●「セミのぬけがら」をフイルムケース

に入れよう

セミのぬけがら１個に対して、１枚の

「ぬけがら調べ調査票」が必要です。切

り離した調査票には、1枚1枚に参加者

番号、集めた日付、種名（名前）、林の

名前、林の場所をもらさずに記入してく

ださい。（検索図や図鑑で調べてみて、

セミの種名（名前）がわからなかった場

合には、「わからなかった」の欄に○を

つけてください。）

また、集めたセミのぬけがらすべてを

送る必要はありません。種が違うと思わ

れるセミのぬけがらを１個ずつ送ってく

ださい。できるだけ、触角や体が壊れて

いないものを選んでください。

●フイルムケースは封筒へ

「セミのぬけがら調べ調査票」とセミ

のぬけがらを入れたフイルムケースは他

の調査票といっしょに夏用の返信用封筒

に入れてお送りください。

●見つからなかったら

あなたが調べている林で、セミのぬけ

がらが見つからなかった場合には、必要

事項を記入し、「見つからなかった」の

欄に○をつけて、調査票を１枚だけ送っ

てください。見つからなかったという結

果も、その林の特徴のひとつです。がっ

かりしないで、ありのままを報告してく

ださい。

●調査票の結果を知りたい方は

みなさんから送っていただいたセミの

ぬけがらは、専門家にお願いして種を確

認します。自分の集めたセミのぬけがら

がどの種だったのか、その結果を直接知

りたい方は、ハガキの部分に、林の名前・

あなたのおところ・お名前・郵便番号を

記入し、50円切手を貼ってください。

ツクツクボウシの
ぬけがら

ヒグラシの
ぬけがら

①調査票を切って、
必要事項を記入する

②ふたつに折る ④セミのぬけがらを
1個入れる

⑤封筒に入れる③丸めてフイルム
ケースに入れる

エゾハルゼミの
ぬけがら

START! スタート
●調査期間：7月～8月●

セミのぬけがら べ

●セミのぬけがらと調査票の送り方
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●調査票●

＊ここには記入しないでください

氏名

集めた日

林の名前

2001年　　月　　日

林の場所
（その場所の住所） 都・道・府・県

参加者番号
てびきの検索図や図鑑で調べ、①にセミの種名
（名前）を記入してください。
種名（名前）がわからなかった場合には②に、
ぬけがらが見つからなかった場合には③に○を
つけてください。

q セミの種名

w 種名がわからなかった

e 見つからなかった

q アブラゼミ w クマゼミ e ニイニイゼミ r ヒグラシ

u エゾゼミ i エゾハルゼミ o コエゾゼミ !0ハルゼミ

!3チッチゼミ !4アカエゾゼミ !5イワサキクサゼミ

!9ツマグロゼミ @1クロイワゼミ

t ツクツクボウシ

!1ヒメハルゼミ

y ミンミンゼミ

!2リュウキュウアブラゼミ

!8タイワンヒグラシ

＊ここには記入しないでください

!6クロイワツクツク !7ヤエヤマクマゼミ

@0イワサキヒメハルゼミ

@3種名がわからなかった

@2その他

�

�

�
�

●調査票●�

自分が集めたセミの種名（名前）を知
りたい方は、このハガキに記入してく
ださい。専門家が種を確認したのち、
下の表に結果を記入してお返しします。

あなたから送っていただいたセミのぬけがらは、次の種名
（名前）のものでした。

●林の名前

★裏面に必ず、おところ、お名前、郵便番号を記入の上、50円切手を
貼り、ハガキ部分を切り取って、調査票とともに送ってください。

�

q アブラゼミ w クマゼミ e ニイニイゼミ r ヒグラシ

t ツクツクボウシ y ミンミンゼミ u エゾゼミ i エゾハルゼミ

o コエゾゼミ !0ハルゼミ !1ヒメハルゼミ !2リュウキュウアブラゼミ

!3チッチゼミ !4アカエゾゼミ !5イワサキクサゼミ !6クロイワツクツク

!7ヤエヤマクマゼミ !8タイワンヒグラシ !9ツマグロゼミ @0イワサキヒメハルゼミ

@1クロイワゼミ

＊ここには記入しないでください

@3種名がわからなかった

@2その他

☆ 調査票が足りない場合はコピーしてください。

�

●調査票●

＊ここには記入しないでください

氏名

集めた日

林の名前

2001年　　月　　日

林の場所
（その場所の住所） 都・道・府・県

参加者番号
てびきの検索図や図鑑で調べ、①にセミの種名
（名前）を記入してください。
種名（名前）がわからなかった場合には②に、
ぬけがらが見つからなかった場合には③に○を
つけてください。

q セミの種名

w 種名がわからなかった

e 見つからなかった

q アブラゼミ w クマゼミ e ニイニイゼミ r ヒグラシ

u エゾゼミ i エゾハルゼミ o コエゾゼミ !0ハルゼミ

!3チッチゼミ !4アカエゾゼミ !5イワサキクサゼミ

!9ツマグロゼミ @1クロイワゼミ

t ツクツクボウシ

!1ヒメハルゼミ

y ミンミンゼミ

!2リュウキュウアブラゼミ

!8タイワンヒグラシ

＊ここには記入しないでください

!6クロイワツクツク !7ヤエヤマクマゼミ

@0イワサキヒメハルゼミ

@3種名がわからなかった

@2その他

�

●調査票●

＊ここには記入しないでください

氏名

集めた日

林の名前

2001年　　月　　日

林の場所
（その場所の住所） 都・道・府・県

参加者番号
てびきの検索図や図鑑で調べ、①にセミの種名
（名前）を記入してください。
種名（名前）がわからなかった場合には②に、
ぬけがらが見つからなかった場合には③に○を
つけてください。

q セミの種名

w 種名がわからなかった

e 見つからなかった

q アブラゼミ w クマゼミ e ニイニイゼミ r ヒグラシ

u エゾゼミ i エゾハルゼミ o コエゾゼミ !0ハルゼミ

!3チッチゼミ !4アカエゾゼミ !5イワサキクサゼミ

!9ツマグロゼミ @1クロイワゼミ

t ツクツクボウシ

!1ヒメハルゼミ

y ミンミンゼミ

!2リュウキュウアブラゼミ

!8タイワンヒグラシ

＊ここには記入しないでください

!6クロイワツクツク !7ヤエヤマクマゼミ

@0イワサキヒメハルゼミ

@3種名がわからなかった

@2その他

�

●調査票●

＊ここには記入しないでください

氏名

集めた日

林の名前

2001年　　月　　日

林の場所
（その場所の住所） 都・道・府・県

参加者番号
てびきの検索図や図鑑で調べ、①にセミの種名
（名前）を記入してください。
種名（名前）がわからなかった場合には②に、
ぬけがらが見つからなかった場合には③に○を
つけてください。

q セミの種名

w 種名がわからなかった

e 見つからなかった

q アブラゼミ w クマゼミ e ニイニイゼミ r ヒグラシ

u エゾゼミ i エゾハルゼミ o コエゾゼミ !0ハルゼミ

!3チッチゼミ !4アカエゾゼミ !5イワサキクサゼミ

!9ツマグロゼミ @1クロイワゼミ

t ツクツクボウシ

!1ヒメハルゼミ

y ミンミンゼミ

!2リュウキュウアブラゼミ

!8タイワンヒグラシ

＊ここには記入しないでください

!6クロイワツクツク !7ヤエヤマクマゼミ

@0イワサキヒメハルゼミ

@3種名がわからなかった

@2その他

�

●調査票●

＊ここには記入しないでください

氏名

集めた日

林の名前

2001年　　月　　日

林の場所
（その場所の住所） 都・道・府・県

参加者番号
てびきの検索図や図鑑で調べ、①にセミの種名
（名前）を記入してください。
種名（名前）がわからなかった場合には②に、
ぬけがらが見つからなかった場合には③に○を
つけてください。

q セミの種名

w 種名がわからなかった

e 見つからなかった

q アブラゼミ w クマゼミ e ニイニイゼミ r ヒグラシ

u エゾゼミ i エゾハルゼミ o コエゾゼミ !0ハルゼミ

!3チッチゼミ !4アカエゾゼミ !5イワサキクサゼミ

!9ツマグロゼミ @1クロイワゼミ

t ツクツクボウシ

!1ヒメハルゼミ

y ミンミンゼミ

!2リュウキュウアブラゼミ

!8タイワンヒグラシ

＊ここには記入しないでください

!6クロイワツクツク !7ヤエヤマクマゼミ

@0イワサキヒメハルゼミ

@3種名がわからなかった

@2その他

�

●調査票●

＊ここには記入しないでください

氏名

集めた日

林の名前

2001年　　月　　日

林の場所
（その場所の住所） 都・道・府・県

参加者番号
てびきの検索図や図鑑で調べ、①にセミの種名
（名前）を記入してください。
種名（名前）がわからなかった場合には②に、
ぬけがらが見つからなかった場合には③に○を
つけてください。

q セミの種名

w 種名がわからなかった

e 見つからなかった

q アブラゼミ w クマゼミ e ニイニイゼミ r ヒグラシ

u エゾゼミ i エゾハルゼミ o コエゾゼミ !0ハルゼミ

!3チッチゼミ !4アカエゾゼミ !5イワサキクサゼミ

!9ツマグロゼミ @1クロイワゼミ

t ツクツクボウシ

!1ヒメハルゼミ

y ミンミンゼミ

!2リュウキュウアブラゼミ

!8タイワンヒグラシ

＊ここには記入しないでください

!6クロイワツクツク !7ヤエヤマクマゼミ

@0イワサキヒメハルゼミ

@3種名がわからなかった

@2その他

s
ハ
ガ
キ
の
表
面
に
は
、
林
の
名
前
の
み
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

�

�

�

�

�
�

�

参加者番号は７ケタです。参加者番号は、このて
びきをお送りした封筒の宛名部分に印字されてい
ます。団体で参加された方は、代表者の方から番
号を聞いて記入してください。

セミのぬけがらが見つか
らなかった場合は、この
欄に○をつけてくださ
い。

調べている林の場所は、
何県ですか。県名を記入
してください。

ここには何も記入しない
でください。

調べている林の名前を記
入してください。

調査票が足りなくなったら、
コピーして使ってください。

検索図で調べた種名（名
前）を記入してください。

恐れ入りますが、裏面に
切手は必ず貼ってください。

林の名前のみ記入してください。

日本で見られる32種のセミのなかから、ここでは、おもな24種を紹介

します。これらの写真や検索図を参考にしながら、セミの種名（名前）

を調べてみましょう。
ぬ け が ら 図 鑑

１アブラゼミ
Graptopsaltria nigrofuscata

７エゾゼミ
Tibicen japonicus

１３チッチゼミ
Cicadetta radiator

１９ツマグロゼミ
Nipponosemia terminalis

２クマゼミ
Cryptotympana facialis

８エゾハルゼミ
Terpnosia nigricosta

１４アカエゾゼミ
Tibicen flammatus

２０イワサキヒメハルゼミ
Euterpnosia iwasakii

３ニイニイゼミ
Platypleura kaempferi

９コエゾゼミ
Tibicen bihamatus

１５イワサキクサゼミ
Mogannia minuta

２１クロイワゼミ
Baeturia kuroiwae

４ヒグラシ
Tanna japonensis

１０ハルゼミ
Terpnosia vacua

１６クロイワツクツク
Meimuna kuroiwae

２２オオシマゼミ
Meimuna oshimensis

５ツクツクボウシ
Meimuna opalifera

１１ヒメハルゼミ
Euterpnosia chibensis

１７ヤエヤマクマゼミ
Cryptotympana yaeyamana

２３イワサキゼミ
Meimuna iwasakii

６ミンミンゼミ
Oncotympana maculaticollis

１２リュウキュウアブラゼミ
Graptopsaltria bimaculata

１８タイワンヒグラシ
Pomponia linearis

２４クロイワニイニイ
Platypleura kuroiwae

※ここには、載
の

っていないものもあります。ない場合には、昆虫図鑑で調べてみるとよいでしょう。なお、写真のぬけがらは実物大ではありません。

夏 の 調 査



YES

＊１：コエゾゼミ
九州・四国・中国地方の

山地にはキュウシュウエゾ
ゼミも分布しています。コ
エゾゼミのぬけがらにくら
べて、光沢が強いことで区
別できます。屋久島には唯
一のエゾセミ類としてヤク
シマエゾゼミが分布してい
ます。

1716

北海道から九州（屋久島・トカラ列島まで）を調査した方は検索

図①を使ってください。

※ぬけがらの大きさはほぼ実物大です。注意書き（＊）にも

気をつけてください。

セミのぬけがらの見分け方
日本に分布するセミは、そのぬけがらでも種を見分けることができます。以下
のポイントを注意深く観察してみましょう。観察にはルーペ（虫めがね）を使う
と便利です。（ルーペは文具店な
どで容易に入手できます）

①大きさに注意しよう

②全体の色と光沢を見よう

③触角の各節の長さと太さ

をくらべよう（触角はつけ

根から順に第１節、第２節

……と数えます）

④前足の腿節
たいせつ

（太い部分）

の歯を観察しよう

⑤腹部の先端を腹側と横側

からくわしく観察しよう

クマゼミ（平地）
Cryptotympana facialis

光沢が少なく、
ぬけがらの一部が黒ずむ

全体に赤褐色で不透明

全体に淡い
黄褐色ですか？

体長が3㎝以上
ありますか？

腹部の
先端付近は
濃い赤褐色
ですか？

光沢が
ありますか？

触角の第4節は
第3節の

何倍の長さが
ありますか？

触角の第3節は
第4節よりも
長いですか？

体が丸っこくて
全体に

泥がついて
いますか？

触角の第4節は
第3節の
2倍よりも
長いですか？

前足の腿節
たいせつ

の
ふくらみが
強いですか？

触角は毛が多く、
第3節は

第2節よりも
長いですか？

2.5倍程度 3倍程度、
第5節から急に細くなる

4倍程度

小さくて足が短い

全体に黄褐色でやや透明、
腹部先端付近は黄褐色

前足の腿節
たいせつ

の前歯と
中歯は離れていますか？

右のぬけがらよりも
大きいですか？

コエゾゼミ（山地）＊1
Tibicen bihamatus

エゾゼミ（山地）
Tibicen japonicus

ミンミンゼミ
Oncotympana maculaticollis

アカエゾゼミ（山地）
Tibicen flammatus

アブラゼミ
Graptopsaltria nigrofuscata

チッチゼミ＊3
Cicadetta radiator

クロイワツクツク（南九州など）
Meimuna kuroiwae

ニイニイゼミ＊2
Platypleura kaempferi

ヒグラシ
Tanna japonensis

エゾハルゼミ（山地）
Terpnosia nigricosta

ヒメハルゼミ
（平地～丘陵地のカシの多い林）
Euterpnosia chibensis

ハルゼミ（平地～丘陵地の松林）
Terpnosia vacua

ツクツクボウシ
Meimuna opalifera

YES

NO

YES

YES NO

YES

NO

YES

YES

NOYES

YES

NO
NO

NO YES

NO

NO
［北海道～九州のセミ］

YES

＊2：ニイニイゼミ
対馬にはチョウセンケ

ナガニイニイが分布して
いますが、発生期は秋の
終わりです。

＊3：チッチゼミ
道南をのぞく北海道に

分布しているのはエゾチ
ッチゼミです。

NO

夏 の 調 査

NO

第3節
第2節 第1節

第3節

第4節

長い

短い

第3節
第4節

長い
短い

第3節 第2節 第1節

上から見た
ところ

ふくらみが
強い ←

上から見た
ところ

ふくらみが弱い

←



第3節
第4節

長い
短い

第3節

第4節

長い

短い

＊4：ツクツクボウシ類 石垣島と西表島には
イワサキゼミだけが分布しています。沖縄本
島から奄美大島にかけてはオオシマゼミとク
ロイワツクツク２種が分布している島があり
ます。この２種は左の図の点で区別できます。
小笠原諸島にはクロイワツクツクにそっくり
のオガサワラゼミ(Meimuna boninensis)１種だ
けが分布しています。

1918

奄美大島と沖縄、小笠原を調査した方は検索図②を使っ

てください。

※ぬけがらの大きさはほぼ実物大です。注意書き（＊）

にも気をつけてください。

クマゼミ
Cryptotympana facialis

触角に「しわ」はない

全体に赤褐色で、触角の一部に
「しわ」がある

触角の第4節は
第3節の
2倍よりも
長いですか？

体は丸っこくて
全体に泥が

ついていますか？

体長は2㎝以上
ですか？

触角の第5節より
先は急に細く

なっていますか？

触角には
毛が多く生えて
いますか？

ヤエヤマクマゼミ
Cryptotympana yaeyamana

タイワンヒグラシ
Pomponia linearis

ツクツクボウシ類＊4
（図はイワサキゼミMeimuna iwasakii）

リュウキュウアブラゼミ
Graptopsaltria bimaculata

ヒグラシ
Tanna japonensis

ニイニイゼミ類＊5
（図はクロイワニイニイ
Platypleura kuroiwae）

イワサキクサゼミ
Mogannia minuta

ツマグロゼミ
Nipponosemia terminalis

クロイワゼミ
Baeturia kuroiwae

イワサキヒメハルゼミ
Euterpnosia iwasakii

NO

YES

NO

YES YESNO

NONO

NO

［南西諸島・小笠原諸島のセミ］

触角の第3節は
第4節よりも
長いですか？

YES

ヒメハルゼミ
Euterpnosia chibensis

NOYES

YES

腹部の先端は
細くとがって
いますか？

光沢がある
濃い褐色ですか？

NO

YES NO

前足の腿節
たいせつ

の前歯と
中歯は離れていますか？

YES

NO

NO

前足の腿節の前歯と
中歯は離れていますか？

体の色は
黄褐色ですか？

YES
YES

＊5：ニイニイゼミ類 宮古島にはミヤコニイニイ(Platypleura miyakona)、石垣島の一部にはイシガキニイニイ
(Platypleura albivannata)、それ以外の石垣島と西表島にはヤエヤマニイニイ(Platypleura yayeyamana)だけが分布して
います。奄美大島と沖縄本島にはニイニイゼミとクロイワニイニイの2種が分布してます。ニイニイゼミとクロイ
ワニイニイをくらべると、クロイワニイニイの方が小さく体長15～17mmくらいであることで区別できます。

NO

YES

YES

夏 の 調 査

右のぬけがらよりも
大きいですか？

クロイワツクツク
Meimuna kuroiwae

この歯がクロ
イワツクツク
より前にある

オオシマゼミ
Meimuna oshimensis

しわがある
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夏の虫の仲間が見つからなかった場合には
下に○をつけてください。

＊ここには記入しないでください

①アゲハチョウの仲間

氏名 歩いた日
2001年　　　月　　　日

林の名前 ＊ここには記入しないでください

＊ここには記入しないでください

氏名

歩いた日

林の名前

2001年　　　月　　　日

林の場所（その場所の住所） 都・道・府・県

参加者番号

②赤いトンボの仲間

③カマキリの仲間

④クワガタムシの仲間

①アゲハチョウの仲間

⑤大きなカミキリムシの仲間

⑥センチコガネの仲間

⑦オサムシの仲間

合計

③カマキリの仲間

ここに貼っていただいた写真は調査報告書やWebページなどで使わせていただくことがあります。
使わせていただく場合にはお名前をお出しします。なお、写真は返却できません。ご了承ください。

④クワガタムシの仲間

★このシルエットよりも大きいサイズの虫を探して、写真を撮ってください。

ここに貼っていただいた写真は調査報告書やWebページなどで使わせていただくことがあります。
使わせていただく場合にはお名前をお出しします。なお、写真は返却できません。ご了承ください。

★このシルエットよりも大きいサイズの虫を探して、写真を撮ってください。

ここに貼っていただいた写真は調査報告書やWebページなどで使わせていただくことがあります。
使わせていただく場合にはお名前をお出しします。なお、写真は返却できません。ご了承ください。

★このシルエットよりも大きいサイズの虫を探して、写真を撮ってください。

②赤いトンボの仲間

ここに貼っていただいた写真は調査報告書やWebページなどで使わせていただくことがあります。
使わせていただく場合にはお名前をお出しします。なお、写真は返却できません。ご了承ください。

★このシルエットよりも大きいサイズの虫を探して、写真を撮ってください。

⑧印象に残った虫

見つからなかった

＊ここには記入しないでください。 ＊ここには記入しないでください。

＊ここには記入しないでください。＊ここには記入しないでください。

�
�

●調査票●�

●夏の虫の仲間を探そう

あなたが調べている林で、21～22

ページにある夏の虫の仲間を探してくだ

さい。

●「夏の虫」の写真を撮ろう

見つかったら、下の例を参考に虫の体

全体が入るように写真を撮ってくださ

い。また、動きまわる虫は、プラスチッ

クケースなどの容器に入れて撮ってみま

しょう。なお、クワガタムシの仲間につ

いては、死がいの頭の部分を見つけたら、

その写真でも構いません。

●「夏の虫」の写真を調査票に貼ろう

その林では、どの仲間が見つかるでし

ょうか。てびきの写真や図鑑で見くらべ

ながら当てはまる虫の仲間の場所に写真

を貼ってください。また、同じ虫の仲間

の写真が数枚撮れた場合には、一番上手

に撮れた写真を１枚貼ってください。

●調査票は折りたたんで封筒へ

「夏の虫調べの調査票」は、写真が折

れないように二つ折りにして他の調査票

といっしょに夏用の返信用封筒に入れて

お送りください。

参加者番号は７ケタです。参加者番号は、こ
のてびきをお送りした封筒の宛名部分に印字
されています。団体で参加された方は、代表
者から番号を聞いて記入してください。

調べている林の名前を記入してください。

調べている林の住所を春
の調査で書いたものと同
じように記入してくださ
い。

ここには何も記入しない
でください。

虫の仲間ごとに1枚ずつ、
写真を貼ってください。

良い例 悪い例

セミのぬけがらを集めながら林を歩くと、そこにすむいろいろな虫

に出合うと思います。

この虫たちは、食べるもの一つをとってみても、樹液を吸うものや葉を食べるもの、けものの死が

いを食べるものなど、種によってずいぶん違います。また、葉の上にいるものや、地面を歩いている

もの、飛んでいるものなど、くらしぶりもさまざまです。いろいろな虫がくらしていること。それは、

虫たちのくらしをささえている林の自然が豊かな証明なのです。

夏の虫調べでは、あなたが調べている林にくらす虫たちの顔ぶれを探り、そのくらしぶりから林の

自然のようすを考えてみようと思います。

夏の虫 べ

●虫の写真の撮り方（虫の体全体が入るように撮りましょう）

調査票のシルエットより
も大きいサイズの夏の虫
を探して、写真を撮って
ください。
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夏 の 調 査

この調査で調べる夏の虫の代表的な種を写真で紹介しました。

虫の仲間を見分けるときには体の大きさや形が重要です。てびき

の写真や図鑑と見くらべながら探してください。

また、探す仲間によっては、見つけにくいものもいます。観察

のポイントや、虫を寄せるコツも紹介しましたので参考にしてく

ださい。

夏 の 虫 図 鑑

①アゲハチョウの仲間
広い林の周辺に生息するものから、市街地や集落に分布を広
げているものまで、種によって生息する環境が違います。しか
し、どのアゲハチョウの仲間も、林の中やその縁に草が密生し
てくるとすみにくくなります。

対象

体の色

体の大きさ

探すコツ

キアゲハ モンキアゲハ

クロアゲハ ジャコウアゲハ

②赤いトンボの仲間
林に飛来し、小さな虫を食べてひと夏を過ごします。近くに
水辺があるところや、林の縁の草が密生していないところに飛
んできます。ただし、高原や山の頂などでは、必ずしも近くに
水辺があるとは限りません。

対象

体の色

体の大きさ

探すコツ

アキアカネ マユタテアカネ

ミヤマアカネ リスアカネ

③カマキリの仲間
大型で肉食の虫です。林の縁やその近くの草むらにすんでい
て、餌となる小さな虫がたくさんいるところに多いようです。
※北海道では、函館周辺にオオカマキリが分布するだけです。

対象

体の色

体の大きさ

探すコツ

オオカマキリ オオカマキリ

コカマキリ ハラビロカマキリ（幼虫）

④クワガタムシの仲間
樹液や腐った果実に集まり、幼虫は朽ち木の中で育ちます。

林の中の草が密生するところはくらしにくくなります。

対象

体の大きさ

成虫のオス。見つからなかったら
成虫のメスでも構いません。

約2～6cm

薄暗い林では、日中でも樹液に来ています。樹液の中や、
木の裂け目に潜り込んでいたりするため、注意深く探して

みましょう。樹液が見つからなかったら、バナナなど腐らせた果実で引
き寄せることもできます（＊1）。この仲間については、頭の部分が落ちて
いたら、その写真を撮っていただいても構いません。

探すコツ
咲いている花や、その
近くの葉、茎にとまっ
ています。

成虫と幼虫

緑色が目立つもの
や、こげ茶色が目
立つものなどがあ
ります。

約3～9cm（成虫）

林で目立つ花や道端
の水たまりに飛んで
きます。

成虫

黒いものや、黄
色いもの、水色
が目立つものな
どがあります。

はねを広げて約6～10cm

道端の葉の上や枯れ
枝の先にとまってい
ます。

成虫
赤味がかったものか
ら、オレンジ色をし
たものまであります。
また、体の一部だけ
が赤い種もいます。

約3～6cm

ノコギリクワガタ コクワガタ

ミヤマクワガタアカアシクワガタ

体の大きさとは 頭の先（頭部先端）からお腹の先（腹部末端）ま
での長さ（体長）で、触覚や足は含みません。た
だし、アゲハチョウの仲間だけは、はねを広げた
ときの横幅を示してあります。
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夏 の 虫 図 鑑

⑤大きなカミキリムシの仲間

この仲間は、卵を産むときに幹や枝を傷つけます。そこから
樹液がしみ出すので、彼らは樹液を吸う虫のくらしをささえて
いるのです。また、幼虫は枯れかけた木などで育つので、木の
世代交代が進んでいる林に多く見られます。

対象

体の大きさ

探すコツ

ノコギリカミキリ

ルリボシカミキリ

ミヤマカミキリ

シロスジカミキリ

⑥センチコガネの仲間

地面を歩く虫ですが、飛んでいることもあります。けものの

フンなどを食べるため、けものがいる大きな林にすんでいます。

体の色は、赤・緑・青・紫などの強い金属光沢があります。

対象

体の大きさ

センチコガネ オオセンチコガネ

⑦オサムシの仲間

地面を歩く虫ですが、樹上でくらす種も見られます。ミミズ
や陸貝などを食べるため、湿っぽく、落ち葉がつもっているよ
うな林にすんでいます。
※この仲間は、沖縄地方では種が少なくなります。

アオオサムシ ヒメマイマイカブリ

エサキオサムシ オオルリオサムシ

⑧いちばん印象に残った虫

①～⑦の仲間も含め、調べている林であなたが印象に残った虫
を写真に撮ってください。

林の縁の葉や、切っ
た木を積んでいると
ころに飛んできます。

成虫

約3～6cm

けもののフンや死体があっ
たら、その下に隠れていま
す。また、腐らせた肉で引
き寄せることもできます
（＊2）。

成虫

約2cm前後

今回、調べる虫の仲間のうち、かみついたり、
はさんだり、においがするものもいますので、
気をつけてください。また、ハチの仲間に出合
ったら、ゆっくりとした動作で、静かにその場
から立ち去りましょう。

探すコツ

！注　意

クワガタムシを
引き寄せるには

オサムシなどを
引き寄せるには対象

体の大きさ

地面を注意して見ながら
歩いていると見つかりま

す。また、腐らせた肉で引き寄せるこ
ともできます（＊2）。

成虫

約2～7cm

探すコツ

☆調査がすんだら、後片づけをお願いします。
掘った穴も埋めなおしておきましょう。

半日置く。オサムシなどが
コップに落ちています。

一晩置く。ストッキングの中や
その下に、クワガタムシが隠れ
ているかもしれません。

（＊1） （＊2）
皮をむいて1～2
日置き、かおり
が強くなったバ
ナナを使う

バナナを入れて口を
結んだストッキング

園芸用のなわ
がよい

地面に近い木の幹
にしばりつける

紙皿の雨よけ

割りばし ほんの少し
地面より上
にする

虫がケンカしな
いように落ち葉
を入れる

肉の入った紙コップに
もう1つコップを重ねる

1～2日置い
て、腐らせた
肉を入れる



第6回緑の国勢調査　2001年 3月～2001年8月

環境省
身近な生きもの調査

参加証2001

参加者番号

氏名

ここに貼っていただいた写真は調査報告書や
Webページなどで使わせていただくことがあります。
使わせていただく場合にはお名前をお出しします。
なお、写真は返却できません。ご了承ください。

林の
写真

林を調べたときに撮った「林
の写真」を貼ってください。

撮影した日
2001年　 月　　日

＊ここには記入しないでください

参加者番号

氏名

歩いた日

林の名前

2001年　　　月　　　日

郡

市・町・村（特別区の場合は空欄）

区

（郡のある場合のみ記入）

（特別区・政令指定都市の
場合のみ記入）

林の場所（その場所の住所）

都・道・府・県

地名
（字名・番地
等記入）

林のアンケート（夏編）
それぞれの質問項目について、１つだけ選んで○をつけてください。
なお、3以外は調査範囲（約100m四方）が対象です。

林の持ち主の方や林を管理している方にインタビュー
※既に秋冬調査や春の調査で記入している場合には、下の欄に記入する必要はありません。

セミのぬけがら調べ 夏の虫調べ

セミのぬけがら調べと夏の虫調べ調査票の結果を見ながら、 と　に記入してください。どんな結果になりましたか？

あなたが調べている林ではどんな夏の虫の仲

間が見つかりましたか。見つかった仲間すべ

てに○をつけてください。

あなたが調べている林で見つかったセミのぬけがらから、セミの種名(名前)すべてに

○をつけてください。

①アゲハチョウの仲間

②赤いトンボの仲間

③カマキリの仲間

④クワガタムシの仲間

⑤大きなカミキリムシ　
の仲間

⑥センチコガネの仲間

⑦オサムシの仲間

⑧印象に残った虫

⑨見つからなかった

q アブラゼミ w クマゼミ e ニイニイゼミ（類） r ヒグラシ

y ミンミンゼミ u エゾゼミ i エゾハルゼミ o コエゾゼミ

!1ヒメハルゼミ !2リュウキュウアブラゼミ !3チッチゼミ

!6クロイワツクツク @0イワサキヒメハルゼミ!8タイワンヒグラシ

t ツクツクボウシ（類）

!0ハルゼミ

!9ツマグロゼミ

!4アカエゾゼミ !5イワサキクサゼミ

!7ヤエヤマクマゼミ

@1クロイワゼミ @4見つからなかった@3種名がわからなかった

Ａ．木が太くなった

（１．はい　　２．いいえ　　３．わからない）

Ｂ．下生えがよく茂った

（１．はい　　２．いいえ　　３．わからない）

Ｃ．ササが増えた

（１．はい　　２．いいえ　　３．わからない）

Ｄ．土が乾いてきた

（１．はい　　２．いいえ　　３．わからない）

Ｅ．人の出入りが増えた

（１．はい　　２．いいえ　　３．わからない）

2 . 昔はいて、今はいなくなった動植物がありますか？

名前を記入してください。

（ ）

3. 昔はいなかったのに、見られるようになった動植物があり

ますか？　名前を記入してください。

（ ）

4. 昔の林の利用についておたずねします。

Ａ．何年に一度くらい木を切っていましたか？

（１．10年おき　２．15年おき　３．20年おき

４．30年おき　５．その他）

Ｂ．木を切ってマキや炭として使っていましたか？

（１．はい　　２．いいえ　　３．わからない）

Ｃ．落ち葉かきをしていましたか？

（１．はい　　２．いいえ　　３．わからない）

Ｄ．Ｃの「１．はい」と回答した方のみお答え下さい。

落ち葉は何に使っていましたか？

（１．燃料　　２．堆肥　　３．その他）

Ｅ．下草刈りをしていましたか？

（１．はい　　２．いいえ　　３．わからない）

1.  昔（1970年よりも前）とくらべて今の林はどんな林に

なりましたか？ あてはまるものに○をつけてください。

@2その他（ ）

1 . あなたの選んだ林はどんな場所にありますか？

Ａ．まわりの環境は？（１．市街地　２．住宅地　３．農村　４．山村　５．自然の山　６．その他（ ））

Ｂ．林のまわりに水辺がありますか？

（１．川　２．小川　３．わき水　４．水田　５．池沼　６．湖　７．その他（ ） ８．なし）

2. その林はどんな林ですか？

（１．公園の林　２．屋敷林　３．社寺林　４．保存緑地　５．斜面林　６．丘陵や山地の広い林

７．その他（ ））

3 . 林全体の面積はどのくらいありますか？

（1．10m四方くらい　２．50m四方くらい　３．100m四方くらい　４．500m四方くらい　５．それよりも広い）

4 . 高い木はどんな生え方をしていますか？

（1．それぞれの木の葉の広がりがひとつながりになって林の天井をつくっている　

２．木がまばらに生えていて空がよく見える　３．どちらともいえない）

5．林のゴミ状況についておたずねします。

Ａ．林の中やまわりにゴミが落ちていますか？　　（１．はい　２．いいえ）

Aの「1.はい」と回答した方のみB～Dにお答え下さい。

Ｂ．どんなゴミが見られますか？（複数回答可）

（１．弁当がら　２．空き缶・ペットボトル　３．タバコの吸い殻・フィルター　４．紙くず　５．雑誌　

６．大型ゴミ　７．残土　８．その他（ ））

Ｃ．そのゴミの原因は何だと思われますか？

（１．遊びに来た人が捨てる　２．近所の人が捨てる　３．わざわざゴミを捨てに来る人がいる）

Ｄ．ゴミの量はどのくらいですか？

（１．よく探すと見つかるくらいーごく少量 ２．一目で目につくー中量 ３．まとまって捨ててあるー大量）

�
�

●�調査票�●�

●林の地名の記入は正確に

「林のようす調べ〈春編〉」と同じよう

に林の場所を記入してください。詳しく

は、13ページを参考にしてください。

●林のようすを記入しよう

林のようすを観察し、「林のアンケー

ト」にわかる範囲で記入しましょう。

●林の持ち主の方や管理されている方に

インタビュー

林の持ち主の方や管理されている方に

お会いできたら、調査の内容を説明し、

その林の歴史や手入れの仕方などについ

てお話を聞いて、調査票に記入してみま

しょう。聞き終わったらきちんとお礼を

言いましょう。

※秋冬調査や春の調査で既にこの項目に

記入した方は、空白のままで結構です。

●「林の写真」を貼りつけよう

林を調べたときに撮った「林の写真」

を１枚貼りましょう。「林の写真」の撮

り方は7ページを参考にしてください。

●「セミのぬけがら調べ」・「夏の虫調べ」

の結果を記入しよう

「セミのぬけがら調べ調査票」と「夏の

虫調べ調査票」が完成したら、調査票を

見ながらその結果を記入してください。

専門家の方に種を確認していただく前

に、みなさんからお寄せいただいた結果

で、仮集計を行う予定です。

●調査票は折りたたんで封筒へ

「林のようす調べ調査票」は、二つ折

りにして他の調査票といっしょに夏用の

返信用封筒に入れてお送りください。

参加者番号は７ケタで
す。参加者番号は、この
てびきをお送りした封筒
の宛名部分に印字されて
います。団体で参加され
た方は、代表者の方から
番号を聞いて記入してく
ださい。

調べている林の名前を春の調査で書いたものと同じよう
に記入してください。

調べている林の住所を春の
調査で書いたものと同じよ
うに記入してください。

林のまわりでもっとも占
める割合が高い環境に○
をつけてください。

林の持ち主の方や管理さ
れている方にお会いでき
たら、その林の歴史や手
入れの仕方などについて
聞いてみましょう。

「セミのぬけがら調べ調
査票」・「夏の虫調べ調
査票」が完成したら、調
査票を見ながら、その結
果をこちらに記入してく
ださい。

参加証には、参加者番号と氏名を各自で記入してください。

いちばん草木が茂る夏は、

林のようすがよく分かる時

期です。木の葉の広がりや下草のようすに目を向けましょう。生きものにとっても、利用する人に

とっても困った問題であるゴミについても記録してみましょう。

林のようす べ〈夏編〉

夏 の 調 査
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気をつけていただきたいこと
●この調査は、みなさんの日常の生活の範囲内で行っていただくものです。ですから、

この調査のためだからといって、わざわざふだんは行かないようなところへ出かける必

要はありません。

●人
ひと

気
け

のないところでは、一人で行動しないように注意してください。とくに、危険な

ところ、また立ち入りが制限されているようなところへは、お出かけにならないでくだ

さい。また、調査は日中の明るいうちに行うようにしてください。

●調査中に事故等に遭
あ

われてもお世話することができません。調査にあたっては事故や

ケガに十分注意してください。

●林には持ち主の方や管理されている方がいます。道をはずれて林に入る時には必ずそ

の方に声をかけ、了解をいただくようにしてください。

●林の持ち主の方や管理されている方と話すときは、調査の内容をよく理解していただ

くとともに、その林の歴史や手入れの仕方などについてお話を聞くようにしましょう。

●春の調査で集めていただくタンポポの花と果実
かじつ

（そう果
か

）は、種によってはその数が

少なくなっている地域もあるので、必要以上に持ち帰らないよう注意してください。

●調査中はハチなどの危険な虫に、十分に気をつけてください。

●お送りいただきました調査票や写真、タンポポやセミのぬけがらの実物はご返却でき

ませんので予めご了承ください。

●小学生以下の方が調査される場合は、危険防止のため、必ず保護者の方や先生がご指

導くださるようお願いいたします。

●調査するときには、23ページの参加証を持って行きましょう。

郡

市・町・村（特別区の場合は空欄）

区

（郡のある場合のみ記入）

（特別区・政令指定都市の
場合のみ記入）

林の場所（その場所の住所）

都・道・府・県

林の名前

地名
（字名・番地
等記入）

●あなたの調べている林の住所を記入して、これを見ながら調査票に
も同じように記入しましょう。


