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奥山放牧地と里山放牧地における糞虫相の比較
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Abstract 
Dung beet1es were collected by means of hand sorting at grazing forest 1ands in Nasu， Kawatabi and 

Kazuno. Sixteen dung beet1es of 2 species (Aphodius urostigmαand A. sublimbαtus)， 43 beet1es of 4 

species (Cαccobius jessoensis etc.) and 60 beet1es of 8 species (Phelotrupes lαevistriαtus etc.) were co1-

1ected in Nasu， Kawatabi and Kazuno， respectively. Larger beet1es were dominant in Kazuo where the 

collection was made at an iso1ated forest 1and while on1y beet1es 1ess than 3mg were collected from the 

grazing 1and near by a dairy farm in Nasu. The results suggest that reduction of influence of dung 

on the environment by dung beet1e may be greater at the forest 1and in Kazuno and least in Nasu. 

Hideo OTAKE*， Nobuo YAMASHITA 1， Kazuo OTUKI2 

CReceived October 5， 2007 ; Accepted January 30，2008) 

Keywords : dung beet1e， grazing forest， decomposition of dung 

キーワード .糞虫， 林開放牧地，糞の分解

られる。林地の畜産的利用においては，林床の賦存量

が重要であるが，それと同時に放牧による林地利用の

要件として，放牧の継続性と林地の本質的価値の保存

を考慮する必要がある。放牧による影響の1っとして，

放牧牛の排糞・排尿が挙げられる。糞の速やかな分解

は，環境保全にとって重要な要素といえる。糞の中に

は， ミミズ類， ダニ類， トビムシ類，ハエ類，甲虫類

のエンマムシ類，ハネカクシ類，ガム シ類， コガネム

シ類など多様な動物が見られる。しかし， これらの動

物がすべて糞を餌としているわけではな く，糞を餌と

して分解に貢献しているのは， ミミズ類， ハエ類およ

びコガネム シ類の仲間で，特に糞虫 Cdungbeetle) 

と呼ばれるコガネムシ類である。そこで本研究では，

林間放牧地における糞虫や土壌動物による糞の環境汚

染性に対する緩衝性および環境保全性を評価すること

を目的として，林間放牧地の糞虫相について報告する。
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調査地および方法

調査地は秋田県鹿角市の川上共有林野(鹿角サイト，

北緯40.5
0

，東経141.00
)，栃木県那須烏山市にある

K牧場(那須サイト，北緯36.7
0

，東経140.3
0

)およ

び宮城県大崎市鳴子温泉にある東北大学フィ ールドセ

ンタ ー(J11渡サイト，北緯38.7
0

，東経140.T)とした。

緒論

わが国の食料自給率はエネルギ ベ スで昭和40年

度の73%から平成10年度には40%まで低下し，その後

40%台で推移している 1九 このような状況下において，

ブラジルではサトウキビを，アメリカではトウモロコ

シを， ドイツではライムギやコムギを原料としてエタ

ノールが生産され，世界的に穀類を原料としてエタノ

ルの増産が進んでいる 10)。輸入飼料の多くはエタノー

ルの原料となる穀類を主とする配合飼料であるが，ア

メリカではエタノール生産向けトウモロコ シの増加に

伴い，輸出向けトウモロコ シの量が減少してきている。

これのみの原因ではないが，輸入飼料の価格は高騰し

ており，畜産農家の経営を圧迫している。わが国にお

いては，エタノ ールの原料としてトウモロコシやソル

ガムなどの飼料作物の利用はまだ進んでいないものの，

今後飼料との競合が起こりうる可能性は高いものと考

える。 このよ うな現状下において，飼料の自給率向上

は重要な政策課題であり ，バイ オエタノールと競合し

ない飼料確保の一方策として林地の畜産的利用が考え

w北農業研究センタ一

造産草地研究所

東北大学大学院農学研究科
Corresponding author CE-mail : ohtake@myu.ac.jp) 
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鹿角サイトの共用林野は計画的に杉を主体と

する針葉樹が植栽されてきたが， 2000年以降

Copris pecuarius 

Phelotrupes Auratus 

はほとんど植栽されていない。 2006年の放牧 Phelotrupeslaevistriatus 

期間は 5月14日から 9月10日の約 4カ月間で Coprisacutideus 
Liaton宮usohanaeoldes 

例年より短かった。放牧頭数は日本短角種22
Onthophagus LenZiI 

頭で昨年より 5頭少なかった。共用林野の面 白 ccobiusjessoensι 

積は約1，400haと広 く 1頭当たり約50haに

もなる。しかし，実際に利用している面積

(行動圏面積)は約800haで、ある 11.1九 3サイ

トのうち，最も奥山の放牧地である。川渡サ

イトでは面積256ha(内牧草地20.4ha)の放

Aphodius eccoptus 

Onthophagus ater 

Aphodius urostigma 

Aphodius sublimbatus 

。 50 100 150 200 250 

重量(mg)

牧地に， 2006年には 5月23日から10月23日ま

での約 5カ月間放牧した。放牧頭数は，放牧

開始時には日本短角種32頭であったが，その

図 1 糞虫(コガネムシ科)の個体当たり乾燥重量 Cmg)

後子牛が生まれたので57頭まで増加した。那須サイト

は人工草地に隣接する裏山の林地(広葉樹林地)を間

伐し，草地 ・林地複合利用を目的とした試験地である。

この試験地に， 2006年には乳牛の育成牛 7-9頭を 4

月13日から10月31日までの約6.5カ月開放牧した。

量 (mg)を図 1に示 した。 1個体当たりの平均乾燥

重量は， ミヤマダイコクコカ、ネ (Coprispecuαnμs) 

が243.0mg，オオセンチコガネ (P.αurαtus)が215

5mgと大きく， 100mg前後にセンチコガネがおり ，今

回採集された中では大型種に属する。この 3種は鹿角

サイトでは全種採集されたが，川渡サイトではオオセ

ンチコガネの 1種のみ，那須サイトでは 4種とも採集

されなかった。 30mgから50mgの中型種は，ゴホンタ

イコクコガネ (C. αcutideus) ， ツノ コガネ ( 

Liαtongus phαnαeoides)およびカドマルエ ンマ コガ

ネ (0.lenzii)の 3種で，鹿角サイトと川渡サイト

では採集されたが，那須サイトでは全く採集されなかっ

た。小型種としては， 10mg前後のクロマノレエンマコ

ガ、ネ (Onthophαgusαter)，マエカドエンマコガネ，

ケブカマグソコガネ (A.eccoptus)および 3mg以卜

糞虫の採集は，那須サイトと川渡サイトでは林地に

隣接する草地からそれぞれ2006年の 8月15日と 9月 5

日に，鹿角サイトでは林内から 9月 8日に行った。採

集方法は，放牧地に散在する排糞中からランダムに糞

虫をハンドソーティング法により採集した。採集した

糞虫は70%アル コ ルに保存した。各個体の重量は，

同定後700Cで48時間以上乾燥させ秤量した。

結果および考察

各サイトの糞中から採集された甲虫類の種および個

体数を表 1に示した。那須サイトからはフ

チケマグソコガネ (Aphodiusurostigmα) 

などコガネムシ科が 2種，エンマムシ科が

l種の計 3種採集され，その個体数は計17

個体であった。川渡サイト からはマエカド

コエンマコガネ (Cαccobiusjessoensis) 

などコガネムシ科が 4種，ガムシ科が 1種

の計 5種採集され，その個体数は計47個体

であった。鹿角サイトからはセンチコガ、ネ

(Phelotrupes lαevistriαtus) などコガネ

ムシ科が 8種，エンマムシ科が 2種，カ。ム

シ科が 1種の計11種採集され，その個体数

は計73個体であった。

糞の分解に直接関与するコガネムシ科の

糞虫の種ごとの 1個体当たりの平均乾燥重
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表 1 各サイトの糞中から採集された甲虫類およびコガネムシ

科の糞の利用形態

種名等 鹿角川渡那須利用形 態 ‘

コガネムシ科(Scarabaeidae)
PIうelotrupesAuratus 2 T 
円'heわかupeslaevistriatus 32 T 
Cop円;5acut.κメeus 4 T 

Copηs pecua.れ~ 4 T 

L岬 tongusρhanaeoides 6 1 5 T 
Caccobil1s jessoensis 10 25 T 
Qηthop咋agusLenzii T 

Onthoph弓伊1Sater T 

Aphodil1s I1rostigma 13 0 
Aphodil1s eccoptl1s 0 
Aohodius sublimbatus 0 lf許........一一……............一一............一一一一一一… 60一一一一 43 16 ーー

エンマムシ科(Histeridae)
Hister属 5
Atholus属 喝 1 
ガムシ科(Hydrophilidae)
月~chμ'sternum haemorrhoum 
合 計 個 体 数 73 47 17 

* T:穴掘り 屋 (tunneler)，D:住込み屋 Cdweller)
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のフチケマグソ コガ、ネとウスイロマグソコヵーネ (A.

sublimbαtus)が採集され， 3 mg 以下の 2種は那須

サイ卜のみで採集された。各サイトで採集された糞虫

の平均乾燥重量は，那須サイトで 2.2mg，'-1卜渡サイ

トで、32.7mg，鹿角サイトで89.6mgと場所による差が

極めて大きく ，これは場所ごとの大型種の構成割合の

違いを反映している。また，総重量は那須サイトでO.
036 g，川渡サイ トで1.407g，鹿角サイトで5.374g 

であり，総重量の場所ごとの差は糞虫による糞の分解

効率に場所間差を生じるさせることを示唆するもので

ある。

糞虫の糞利用形態は，1)糞の中に入って摂食 し産

卵するグループ(住込み屋)， 2)糞の下の土に縦穴を

掘って地表の糞から糞塊を運び込み，これを餌とした

り卵を中に産みこむグル プ(穴掘り屋)，3)糞から

糞球を作って離れた所に運んで埋めてその中で幼虫を

育てるグループ(転がし屋)， 4)他の穴掘り屋や転が

し屋の作った糞塊に産卵して資源を横取りするグル

プ(労働寄生者)の 4つに大別される 九 産卵場所で

分けると，1)からのの3つのタイプとなる i九 1)の

住込み屋タイプのものにはマグソコガネの仲間が属し，

小型種が多い。今回採集されたものでは那須サイトか

ら採集されたものはすべてこのタイプであっ た。2)

の穴掘り 屋タイプはダイコク コガネ， センチ コガネ，

エンマコガ、ネ類など中 ・大型種である。今回川渡サイ

トおよび鹿角サイトから採集された種の多くはこのタ

イプであ った。3) の転がし屋タイプは，マメダルマ

コヵーネ (Pαneluspαrvulus) など数種が日本にいる

とされているが，今回の調査では採集されなかっ た。

糞虫の放牧草地での働きとしては， Bornemissza 1)は1)

草地の養分循環の促進， 2)土壌構造の改善，3)ハエ

等の発生の抑制，4)家畜の内部寄生虫の減少， 5)不

食過繁地の減少などを挙げている。特に大型種の穴掘

り屋タイプの糞虫の働きは極めて大き い1.:1.4.1:l凶。 しか

しこれら在来の糞虫の45%はいずれかの都道府県の

レッドデータブックにおいて絶滅の恐れ，または保全

すべき種として掲載されてい る九 井村町による都道

府県レッドデータブックから評価した絶滅の危険度指

数 CERI)に基づく センチコガネ亜科， ダイコク コガ

ネ亜科およびマグソコガネ属の糞虫の保全上の重要種

上位20種に，今回採集されたミ ヤマ ダイ コクコガネ

00位)， ゴホ ンダイ コクコガネ 01位)， ツノ コガネ

07位)およびオオ センチ コガネ (20位)の 4種が含

まれている。この 4種は鹿角サイ トではすべて採集さ

れており，糞虫の種の保全にも重要な放牧地といえる

が， 2007年度以降は放牧を中止した。糞虫が減少する

原因として，塚本l

態の変化.放牧の中止， 3)野生晴乳類の減少，4)家

畜内部寄生虫駆虫薬の影響，5)乱獲などを挙げてい

る。わが国における林野の放牧利用(放牧共用林野)

は古くから行われていたが，人工造林地が急増する中

放牧共用林野は減少の一途を辿り ，現在は 2万haを
切っているヘ 鹿角サイト のような放牧共用林野の減

少は糞虫の保全上の重要な種の減少を招くものであり，

また大型種の減少は放牧地の糞の分解効率を低下させ

るものと考える。 4) については，イベルメクチン等

の内部寄生虫駆除薬が糞に排池され，糞虫などに悪影

響を及ぼすことが知られている 7.8.9)。 これらの薬剤は

マダニやノサシパエなどを対象とした外部寄生虫駆除

薬と一緒に背線上に塗布する方法 (ポアオン法)で用

いられる。日本の放牧地においてはポアオ ン処理して

から放牧し，放牧中にもポアオン処理をしているとこ

ろが多く，それらによる影響が懸念される。

以上のように，日本短角種を放牧している鹿角サイ

トでは大型の糞虫が多く採集されたのに対し，乳牛を

放牧している那須サイトでは小型の糞虫しか採集され

なかった。また，川渡サイトは鹿角サイトと那須サイ

トの中間的な種構成を示 した。これらのことから，奥

山放牧地ほど大型の糞虫が多く，環境汚染性に対する

緩衝性および環境保全性は高いものと考えられる。 し

かし，なぜ奥山放牧地ほど大型種が多く，那須サイト

のよう に乳牛を放牧している里山放牧地で大型種が少

なL、かは不明である。今後，里山放牧地において環境

汚染性に対する緩衝性および環境保全性を高めるため

にも， 糞の分解効率の高い大型種が生息できる要因の

解明が必要と考える。

なお，本研究は「先端技術を活用した農林水産研究

高度化事業」課題番号1543により行われたものである。

摘要

栃木県那須鳥山市にあるK牧場(那須サイト)，宮

城県大崎市鳴子温泉にある東北大学フ ィールドセンタ

(J 11渡サイト)および秋田県鹿角市の川上共有林野

(鹿角サイト)の放牧地において， 糞虫 Cdungbee-

tle)をハン ドソ ティング法で採集 した。採集され

た糞虫は，那須サイトか らはフチケマグソコガネなど

2種，16個体，川渡サイトか らはマエカドコエンマコ

カ。ネなど 4種， 43個体，鹿角サイトからはセンチコガ、

63 
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ネなど 8種， 60個体であ った。人為的影響の小さい奥

山の鹿角サイトでは大型種が多く採集され，裏山利用

の酪農を営む那須サイトでは大型種は全く採集されず

3 mg 以下の小型種のみ採集された。このことから，

糞虫による糞の環境汚染性に対する緩衝性および環境

保全性は鹿角サイト>川渡サイト >那須サイトの順に

大きいと考えられた。
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