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明治以前日本で記録されたコガネムシ
高橋寿郎

はじめに 日本のコガネムシの研究は, MoTscHuLsKYによ

り始めてまとまったものが発表されたと云ってよ

いのであるが，それ以前にも若干の報文発表があ

る．

日本のコガネムシで初めて学名の与えられたも

のはどの種であろうか．文献類で逆に探して見る

と， 1771年のLINNE'が記載した(Mant. Plant.

VI, p.525)ものとして, Allomyrinadichotomus

LINNE'がJapanから記録されていることになる

(W.JuNK, Coleop・ Cat. Pars、 156, p.95, 1937).

そうなると， この種が一番古いことになる． と

ころで，江崎博士は"1775年LINNE'によって命

名された昆虫で日本に産するものは多数あるが，

これは欧州或いはインド等と共通の種類であって，

日本産の標本に基づいて名付けられた種は一つも

ない．また，その後彼の命名したものの中に日本

産のものを見出すことは出来ない職(1952)として，

初めに記したごとくTHuNBERGの命名を一番古い

とされた． もしこのLINNE'の記載が日本産であ

ればTHuNBERGの記載より古いことになる．

もっとも，本種は朝鮮半島，中国，インドシナ

半島に分布しているから，その辺の産地のもので

記載されているのかも知れない．

しかしながら，反面カブトムシそのものは日本

では普通にいる種だし，大きさも大きく日本人が

古くから記述(日本産コガネムシに関する文献．

明治以前．比婆科学No.165:35-46,1995)し，ポ

ピュラーなものであるから，当時渡来したヨーロ

ッパ人が持ち帰り，何らかの経路でLINNE'が記

載に使用したとしても別に不思議はない．中根博

士も''日本を訪れた外国人によって欧州に持ち帰

られた甲虫が専門家の手によって発表されだした

のは, 1830年代に入ってからのようで－”と記

しておられるので(1966),やはりカブトムシの命

名は日本産ではないように思われる．

江戸末期に洋学の知識が入ってくるとともに日

本を訪れる欧米人も多くなり，各種の学問がこれ

ら欧米人によって発展を始めた．

甲虫の分類研究も，まず日本にどのようなコガ

ネムシがいるのかを調べることから始まり，明治

までヨーロッパ人による日本のコガネムシの研究

がおこなわれた．そこで，明治に至る迄のヨーロ

ッパ人の日本のコガネムシの研究の経緯を所有文

献によって眺めて見て，明治迄に日本のコガネム

シで学名を与えられ記載されたものをまとめて見

た．本文は貧弱な筆者の所有文献による報告であ

るから，重要な文献の脱落，浅学未熟故の大きな

誤りがあるやも知れない．それらについて御叱正，

御教示頂くことが出来れば幸いである．

また， 日頃何かと御指導，御世話になっている

次の諸氏に厚く御礼申しあげさせて頂く(敬称略，

肌C順)．

石田正明，三宅義一，中根猛彦，中村愼吾，

故野村鎭，大野正男，淀江賢一郎．

尚，本文発表の機会を与えて下さった相坂耕作

氏にも厚く御礼申しあげる．

概説

日本産の昆虫に始めて学名を与えられたのは，

江崎博士によると1775年(安永4年)から1776年

(安永5年)まで，長崎へ来て江戸まで旅行した

CarlPeterTHuNBERG (1743～1828)が採集して持

ち帰った昆虫を彼自身が発表したものであって，

その最も古いものはDissertatisEntomologica-

novas insectorumspecies l781～1791の中にあ

ると， しかし残念ながらそれにはコガネムシは1

種もない．
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本論文は中国， 日本，ネパール，東インド，ジ

ャワ各地産のM加蜘属3既知種10新種の記載を

発表されたものである．

p. 113-114にM加吻如ci血必HoPEなる新種を

日本から記載されている(Thisbeautiful insect

treceived fromDeHAAN*under thenameof

lucidulaとある). この種が日本産コガネムシで

始めて命名された種であるが，残念ながら中国原

産のM伽e地卵JEM匂zSGYLLENHAL, 1817(MｾID"鯛α

属で記載) (inSch6nhSyn. Ins. I, 3, p. 110,

1817）のシノニムである．尚，本論文に(p. 114)

M加吻叩lewzdewsなる新種がNepalから記載さ

れているが， この方は現在M伽e〃hezgmc伽叩“

BLANcH. (Cat・ Coll. Ent. Col. 1850, p.196)の

シノニムとされている．

c(WillemdeHAAN 1805-1855はLeyden生まれ

の昆虫学者で，同地博物館で無脊椎動物を担当し，

またFauna Japonicaの中の甲殻類を執筆した人

である一江崎1952）

LINNEの原記載にはタイプ標本の指定が無く，

何処産のもので命名されたものかはわからない

(石田正明， 1987)．石田によれば記載に用いた個

体は中国南部産のものではないかとのことである．

日本からカブトムシが記録されたのは， 1866年の

MoTscHuLsKYの"日本の甲虫目録"に出てくる幻一

わ"叩露虚chom"Z"SFABRIcIusであると考えられ

る．次にW・ JUNKのColeopt. Cat. によると，

1835年FALDERMANNが助〕此瓦池cc肋zePzs"を日

本から新種として記載しているよう取り扱ってい

るが，原論文(Coleopterorumab. Illustrissi

mobungio inChinaBoreal, Monoglia, etMo-

nibusAltacis, Me'm・ Acad. Petr． Ⅱ, p､370,

t.4, f.2)によると，学名のごとく中国からの記

載で日本からのものではない． もっとも本種は日

本にも産する．

1835年にHoPEはMonographonMimela, a

GenusofColeopterous lnsectsなる論文を発表

(Trans. ent. Soc・ London, I,pp.108～117),

その中でM加吻血cj血〃なる新種を日本から記

載した(この種はDeHANN教授が畑cMJ" と名

付けてくれた標本に基づいたものである)． この

種は残念ながら中国原産のMi"zelaSple"de"s

GYLL. (Melolontha) (inSchOnhSyn. Ins. I, 3,

p､ 110, 1817)のシノニムで消える． この種の方が

前に発表されていてHoPEは知らずに記載したの

だと思う．但し， このコガネムシが日本産として

始めて学名を与えられた種ということになる．

MoTscHuLsKYの研究の現れる迄の日本のコガネ

ムシの研究は，僅かにHopE(1839, 1941), NEw-

MANN(1841), BuRME!sTER(1842,1844,1845)のもの

がある位である．

1839. F・胤HoPE・ AMonographonMr， William

SHARPMacLeay'sColeopterousGenusEuch-

lora

Proc・ Zool． Soc. London, Vil, pp65-75.

助chJbm属26種(助鋤肋、属は現在4"o腕αと属）

の記載であり， うち3種が日本産である．

P.70．助c"omalb"i伽αHopE=A"owzα地の日本

からの記載. Leydenの友DeHAANより送ら

れた標本，産地は日本とのみ．

p.72.&c"ひmCl4preaHoPE=J4FZO"α肱の日本か

らの記載がある．産地の記録はないが, Ley･-

denのDeHAAN教授から受け取ったもので，

SIEBoLDがCuprea (銅色)と添付していたの

でこの名をつけたと記している．

p､73．従来，中国原産として取り扱ってこられた

（日本産としての記録はWATERHouss, 1975),

助c〃わ"COSm"HoPE=乱"o"､α〃が日本から

の記載であることがわかった．本種もDe

HAAN教授から送られたものであると･ "前胸

研究史

1835. F.W・HoPE・ Monographonハ価加em, aGe-

nusofColeopterous insects.

Trans・ ent. Soc・ London l , part. ll :108-

117．
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(Deut. Ent・ Zeit. Heft. n, p.257, 1892)"で

も本種の原記載はこの表記論文になっている．多

くの肋im属の新種記載があるが, p.43に脚‐

pi肋j叩o"icg, Japonia (Niphon, Jesso, Naga-

saki)が記載されている． さらに, GEMMINGERet

HARoLDのCatalogllsColeopterorumTomeW(p.

1211, 1869）でも上記論文になっている．

背の側縁黄色で上翅黄褐色，体下も同様，脚

は黄色鰯で，多分これは未熟の標本であろう

としているが， この種は色彩変化多く， この

ような個体も採集出来る．未熟なるが故では

ない．共に現在でも普通に得られる種である．

p.75．M加吻叩IE"庇"sを日本から記録している

ように, W. JuNKのColeop. Cat. にはある

が，本論文を見ると中国からの記録である．

（本論文では勿論，助c〃わ"属となっている

が,M伽e〃属であろうと記している. 1835

年に自身が叩Ie"庇”と発表した種との関連

については記していない)．

1842. BuRMEIsTER,H SechateOrdungColeop-

teraZuft・ Lamel l icornia, ErsteFami l ia

Mel itophi laGatt. Rhomborrhina, Gatt・ An-

thracophora.

HandbuchderEntomologie, Band. lll, Ber-

lin.

本書はBuRMEIsTER,H,1842-1855: Handbuch

derEntomologie, BandⅢ-V, Berlinの中の3

冊にわたって甲虫類の解説をされているものであ

り，個々の論文でなく単行本の中で鯉角類を属単

位で説明してある．その中には新種の記載も含ま

れている．

本書では次の日本産新種の記載である．

p､ 194. 4.M"加rF力醜α叩α伽α 5.Mo加加r戒施α

cbWﾌeam DuP. 共にJapanから記載されて

いるが，現在の知見ではA錘吻"ﾉツ"o"伽"α

j"omcn田｡PE)カナブンのことである．

p.624． 4"肋mc叩homr""co"BuRMEIsTER, Ja-

panから新種記載．現在でも有効(アカマダ

ラハナムグリ)．

1841． EW・HoPE・ Descriptionof somenewLa-

mel l icornColeopterafromNorthern lndia.

Trans. ent. Soc. London ll :62-67.

表題のごとき論文であるが, p.64に肋ombor-

戒加仰O"畑HoPEなる新種が日本産で記載され

ている．産地は書いていないが，シーボルトが日

本で得た標本で, LeydenのDeHAAN教授から送

られたとある．現在,He脚吻ZDMzo"""α属に扱

われている．

1841. NEwMANN・ Adescriptiv l ist of the

SpeciesofPopi l l ia, inCabinetof theRey.

F､W・HoPE.

Trans. ent. Soc. London, lll :32-50.

W・ JUNKのColeopt. Cat.. (Pars､ 66, p. 134,

1916）によると，助〕i"jqpo"伽の原記載は伽n．

Mag. Nat・ Hist. 2, m, p.337, 1838で，学名

のごとく日本産での記載とある(中根博士もその

ように記しておられる， 1966)． 岡山大学附属図

書館農業生物研究所に上記原記載のCopyをお願

いしたところ，その文献の該当頁にマメコガネの

記載は無いむね返事があった．後にC､0.WATER-

HousEの"On theLamellicornColeopteraof

Japan (Trans.ent.Soc.Part.I,pp､71～116,

pl.Ⅲ, ref. p､ 112, 1875)''の中でもG・KRAATz

の助ﾌj"勉属の総説"MonographischePevision

derRuteliden-GattungPopilliaServille

1844. BuRMEIsTER,H・ SechsteOrdnungColeop-

tera

l・ ZunftLamel l icornia, DritteFami lePhy-

lloperthaGattungAnomala (Phyllopertha)

HandbuchderEntomologie, Band. IV;Berl in.

p.243. 15.My"叩erZ伽8-cos""BuRMEIsTER,

Japanより新種として記載されている．現在

は， ノ4"oma肱ocZiescos""(BuRMEIsTER, 1844)

上ラタアオコガネになる．
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ll.M7fcaOrie""IiSMoTscHuLsKY=M""der(s.

str.） ヒメビロウドコガネ

12.H叩伽ObmC"MoTscHuLsKY=M"h叩伽

ヒメアシナガコガネ

p.34, 13.H“ﾌ伽皿加"co"MoTscHuLsKY="叩伽

ob"c"MoTscHuLsKY (ヒメアシナガコガネ）

1855． BuRMEIsTER,H. SechsteOrdnungColeop-

tera

l･ Zunft Lamel l icornia, DritteFami l ie

Phyllophaga

HandbuchderEntomologie, Band.V,Berl in.

p.420.Melolo"加j叩o”CQBuRMEIsTER, 31

Japan(コフキコガネ)新種記載である．
1860. V. l.MoTscHuLSKY・ insectesduJapan

Etud・ Ent・ tome9, pp､4-39.

函館駐在のロシア領事GoscHKEvITsc別の夫人

の採集品の目録で，鞘翅目及び鱗翅目の多数が記

録されている．主として，函館産のもののようで

あるが，一部下田又は江戸で採集されたと思われ

るものも含まれている．

コガネムシ類の記載されたのは新種9種で， こ

れらも含め前回の新種も勿論含まれて， 25種が記

録されている．

新種記載のうち， 3種はシノニムとして消える．

他は属名の変わるものは多いが有効である．記録

された種のうち， 日本に産しない種が3種含まれ

ていて， どれも同定の誤りかとも思うし，大体ど

の種か見当がつく．次に記録されているコガネム

シ類をまとめてみる．

P､ 13．〃α"αe"S"jMZI4SMoTscHuLsKY=LMO"gEJS

P〃α"eOjkS (WEsTwooD, 1844) ツノコガネ

本種はインド原産のo"肋叩h昭"p加"“o‐

jdesWEsTwooD (Royle'sHimalay, Ent． p.

55, p1.9, f､3, 1840)のシノニムとWATER-

HousEはした(1875,後掲，なお属名はq@i-

"ce"妬となっている).後にARRowは(Fa-

unaBritish lndia, Col.LamⅢ, p.364,

1931)属名をL伽o"即sとされた．

助ﾌ油αCMamSMoTscHuLsKY=即応(s・str.）

ゴホンダイコクコガネ

α"肋α剛"OCMSMoTscHuLsKY=即応(s.str.)

ダイコクコガネ

P､ 14． Geo"p蕗α脚mZDJsMoTscHuLsKY=Geo"叩“

（鋤mmOgeO"peS)""ZE4S MoTscHuLsKY,

1857オオセンチコガネ

1857. V、 1．MoTscHuLsKY・ Insectsdu Japon

Etud・ Ent・ tome6, pp.25-41.

MoTscHuLsKYは｢日本の昆虫｣と題して3篇の論

文， 1篇の｢日本産昆虫目録｣を発表，多くの新種

の記載をされた．本篇はその一番始めの論文で鞘

翅目24種の記載の他に, RADAscKovsKIの陀叩α

1種の記載を含み，別に蝶蛾類数十種の目録であ

る． この論文の材料は， 1854-1855年に下田へ来

たPUTIATIN提督と共に同地に滞留したGoscHK-

v1TscHの採集品であるとのこと(江崎, 1952).

コガネムシは9種を新種として記載された．そ

のうち，属名の変わるものはあるとしても1種が

シノニムとされ， 1種が他種のformとされた．

それ以外， 7種が現在でも有効である．

記録されているコガネムシを記しておく(和名

も全種につけた)．

p.29, 5． LIJcα"“醜c伽αrlJSMoTscHuLsKY=月℃‐

s叩ocoimsノコギリクワガ夕

p.29-30, 6.Aα〃osZona"(?) recr"MoTscHuLsKY

=Do'℃U4sコクワガタ

p.31,7．碇O"PeS""ZZJSMoTscHuLsKY=GEOZ-

"pes (mm"'ogeo"pes) オオセンチコガネ

p.32,8.Geo"pes"eWS"･加zJSMoTscHuLsKY =

Qo"pes(EOgeo"pes) センチコガネ

9.MMe伽伽schkW峨厳MoTscHuLsKY本種は

1871年GYLLENHALが中国から命名した(in

Sch6nh・ Syn・ Ins. I, 3, append. p. 110)

〃航elb"IEMerS GYLLENHAL (コガネムシ）

のシノニムとされている．

P.33, 10.H"z叩hy"npiCeaMoTscHuLsKYナガチ

ャコガネ
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Geo"叩“叩Je〃i"sF・ ヨーロッパに分布して

いる種で日本産ではない．

RoZrzpesjae唯"畑"Mus. St・ P. =Geo"叩“

(Engeo"pes) センチコガネ

Z》℃X叩αCOmberm""SMoTscHuLsKY ヒメコブ

スジコガネ

助加ajapO"iCnHoPE=助》伽ajqPO"iCnNEw-

MANN, 1844マメコガネ

職y"merZ加〃o"co"L. というのが記録されて

いるが， この種はヨーロッパ， コーカサス，

シベリヤ，蒙古に分布する種で日本に産せず．

R加eFm"αのことをあやまって同定したよ

うである．

助y""e肋aocZEF･"""BuRM. =4"o"""oc""-

COS"" (BuRME!sTER, 1844) 上ラタアオコ

ガネ

且"｡"zα地oblb"gnF． というのもどうも同定の誤

りで本種はヨーロッパ，コーカサス等に分布

している．".d"biCScoP.のVar・のことで，

日本に産しない．次の種と同一種ではないだ

ろうか．

A"O腕α〃剛ﾌﾞCWreaMoTscHuLsKY ヒメコガネ

肋OmbOWXfeS"Ce"eSMoTscHuLsKY=J4"Omα〃

スジコガネ

p. 15.EMchjりmczW℃αHoPE=J4"o腕α〃ドウガネ

ブイブイ

M加eln的s""1ﾉ"CMMoTscHuLsKY=M航e地卵一

た"庇"S(GYLLENHAL, 1817) コガネムシ

MFfcα仰o"畑MoTscHuLsKY=Mn肱庇m(s.str.)

ビロウドコガネ

Hりわ鰄Ch池”"SVe応aMoTscHuLsKY=H"叩"y-

"nPiCeaMoTscHuLsKY, 1857ナガチャコガ

ネ

H叩伽Ob"CmMoTscH. =此伽Oh叩肋obdnc"

(MoTscHuLsKY, 1857) ヒメアシナガコガネ

H""α郵加"co"MoTscH. =此""o〃叩"αobmc-

" (MoTscHuLsKY, 1857) 上記種と同じヒメ

アシナガコガネ

Gb'c叩加"αp"舵mMoTscHuLsKY=E"ceZo"麺

ハナムグリ

p. 16.M"zboJ物吻αc卯eamBuRMEIsTER=Ae"-

血わり"Zα"伽加仰O"jCa(HoPE, 1841)

肋o加加"〃〃C"ea"BuRM. =RSe""IO""Cl･‐

油加ZjZIPOJZiCa(HopE, 1841) カナブン

〃cα"“α"mFfHoPEはアッサム産で日本には

産しない． MoTscHuLsKYの記載したのは， ミ

ヤマクワガタの小型の3(L"cα"IJs "zac""-

"zom"s)のことである(1971年，中根博士は

MoTscHuLsKYのcollectionを調べられた．

1972,1976)．

ハα"伽ZenmsrecmsMstP． =.DoI･czdsr"ZMs

(MoTscHuLsKY, 1857) コクワガタ

DoFc"b"enmMoTscHuLsKY=Dorcmds"c"s

(MoTscHuLsKY, 1857) コクワガタ

1861. V、 1.MoTscHuLsKY･ Insectsdu japan

Etud・ Ent・ tome lO:3-24.

日本の昆虫と題する論文の第3報となる．甲虫

以外に半翅目の新種記載も含まれている． コガネ

ムシ， クワガタムシについて次のような新属新種

記載がある．

p.7．HｾzE7叩伽加皿肋伽"MoTscH. =4"o"m"

ハンノヒメコガネ

p.8｡α"j伽aJbo"""MoTscH. と新種記載種を

タイプにGwzi血新属も設けている．現在

は恥6W〕"y"(Gm"伽）に扱う．シロスジコ

ガネ

Rhmabo"狗伽〃"icobrMoTscH.新種記載．アオ

カナブン

p､9-10.L"cα"砥加αC"""ZOr""MoTscHuLsKY,

ケ竿 ミヤマクワガタ

p､ 11-12. Sを"℃g7za娩砥属を創設．タイプは次の

ac"""icolOr

p. 12-13. Sew･Og"α肋"c"""colOrMoTscHuLsKY,

印ツシマヒラタクワガタ

現在ではDorc"Zim""cas""jColOrMoTs-

CHULSKYヒラタクワガタの亜種に扱われてい

る．
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1976, 1979)．p. 13-14.尚α""g"QIMs"c""α"SMoTscHuLsKY,

砂ノコギリクワガ夕=Rnsmoco"s .

P． 16.Mncro助ｿ℃"sグセCZMS,新種の記載でなく，

1857年に発表した時はケの標本であったが，

ここに早の記載をされた(尤も前回は属名を

片aIMZo"鯉s ？としていた).標本はアカア

シクワガ夕(Do,℃砥畑〃qた"zom")の早で

あると(中根, 1972, 1976)

p. 16-17.Mac7℃｡ひF℃"rIJg"""な MoTscHuLsKY,

3新種の記載であるが，やや小型のコクワ

ガタ伽7℃砥花c“であるとのこと．

p､ 17.M"Cm"rCWSS"MiMoTscHuLsKY,鈩早ス

ジクワガタ=DoJ℃“

p. 17-18.MQcJ℃伽『CldSCribelhnJSMoTscHuLsKY,

伊小型のスジクワガタDorcwss"n吻即"あ

であると．

p. 18-19． DOrCZJSMaerViSMoTscHuLsKY, 早 コク

ワガタDoF℃“reα"sであるとのこと(中根，

1972, 1976).

1861． HARoLD,E.v・ BeitragzurKenntnisei-

niger coprophagenLamellicorninen, ll.

StUck

Berl・ Ent. Zeitschr. V:92-115.

本報文は一連の上記表題による食糞類の研究論

文で(主としてAphodiusが多い),世界各地から

の糞虫類に就いての記載があり，多くの新種記載

が出ているが， 日本産は全体を通じて3種しか記

載されていない．

本論文はその第二篇に当たる． 13種の〃ho"-

“の解説であるが， この中にpp.96-97に日本か

らの新種〃〃od加叩j""HARoLDの記載がある・

本種は現在，〃hodms(⑰わb叩@ems)"mMa-"

"BALTHAsARとして取扱われている(オオマグソ

コガネ)．

フオーチュン (RoBERTFoRTuNE 1813-1880)

フオーチュンが日本に来た時(万延元年, 1860)

の見聞を記した"YedoandPeking l863" (Yedo

andPekingANarrativeofaJourneytothe

Capitalisof JapanandChina. WithNoties'of

theNaturalProductions, Agriculture, Horti-

cultureand theTradeofThoseCountrieS,

andOtherThingsMetwithby theway, London,

1863，江崎，新昆虫, 1952,江戸と北京，三宅訳，

広川書店版， 1969)を見ると， 1861年(文久元年）

一度日本から中国に行き，再び帰ってきた時の昆

虫採集の記事に(場所は神奈川，横浜附近と考え

られる)， ’'在来種のカブトムシは何千というくら

い木の葉や花から振って落とされる． ロンドン

(Bloomsbungstreet)のスチーブンス氏(STE-

VENS)の手紙といって二種類のクワガタ(LMc""i)

とオジカカブトムシ，カブトムシ(py"asZEsdi-

cholo"za=4"α"y伽aaicrom"zQ) (中国産のものと

同一と注釈されている)等々が採集されている'’

ことが紹介されている．

1861. SNELLENvANVoLLEGIHovEN: Beschijving

var eenigenieuwesoortenvanLucanidae.

Tijdschr. v. Entom． Ⅳ: 101-115.

次のように日本産クワガタムシの新種記載があ

る．

p. 103．〃“"“Se"Ca""SNELLENvANVoLLENHo-

VEN

現在〃“"“〃zα“"帥or""MoTscHuLsKY

ミヤマクワガタのシノニムとされている．実

際にタイプ標本はミヤマクワガタの小型の田

であると(中根， 1979）

P､ 112, pl.6, fig4.Dorc"p"ｾrSNELLENvAN

VoLLEHovEN現在はヒラタクワガタDorcIJs

Z加""(BolsDuvAL)の日本亜種とされている・

タイプは23(中根， 1979)．

p. 113, t.7, f.2.Dorc"〃やO""SiSSNELLENvAN

VoLLENHovEN産地はJapanとのみあるとの

こと． この記載と図はコクワガタDorc""-

cms MoTscHuLsKYの小型の3である(中根，

－7－
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記載であり(学名変更もあり)，図版も12pls.つい

ており，その当時での世界のクワガタムシ科の目

録も発表されており，なかなかの大著である．

日本産については，次の2種について解説がさ

れている(日本産新種記載なし)．

p.9．血C"""HopE13, PARRY (早ignota) (pl.

VI, fig2)としてInd. 0r. , andArchipel

Malayを分布として解説されている．

その図は明らかにL. "2ac"雌"'o”姉にて

現在f.施叩ejとして取扱われる.L・H"ei

の原記載はPARRY(1862)である(Proc. Ent.

Soc・ London, ケ．産地は東印度).

p. 10. LMc""""α""危"1Ora"SMoTscHuLsKY

L. se"""s (DeHAAN,M・S.)VoLL． と同種

であるとされ(？を付してある), MIsEEcHと

PARRYのコレクションとしてライデン博物館

に印早の日本産があると. S.vANVoLLENHo-

VENによりジャワからL.se"c""砥と書かれ

たのは(1861)誤りで，多分L. 加α“雌"zom‐

zﾛ‘sの小形変種であろうとされており， さら

にジャワ産Lル舵噸の比較については何等

報告できるものはないとされている(L. seri-

醒"“のタイプ標本を検された中根博士がL.

〃zα“雌加omz“の小形の研であると確認して

おられる， 1979)．

1862. THoMsoN,T. CataloguedesLucanidesde

lacol lectiondeM・ JAMEsTHoMsoN, SUiUi

d'unappendix renfermantladescription

des coapesgeneriquestet specifiguesnou-

velles.

Ann. Soc. Ent. France (4) ll :389-436.

p.417.an血g7za"""zα"dib吻池THoMsoNなる新

種記載がJapanよりされているが，後に

PARRY (1864)が訂正したように現在では

BnS叩OCOilWS"ZdMMZIJS(MoTscHuLsKY)とすべ

き種である(ノコギリクワガ夕)．

1862. HARoLD,E.v・ BeitragzurKenntnisei-

niger coprophagenLamellicornienV・ StUck

Berl・ Ent. Zeitschr． Ⅵl : 327-329.

本報文では，〃加戊“ 35種(番号51～85)につ

いての記載で9新種， 26既知種の記載である．

p､344～345に"hodiusel""SALLIBERTが日

本より記録されている(Japanunddasn6rdliche

China).オオフタホシマグソコガネ

1864. SNELLENvANVoLLENHovEN. Tijdsch.

Ent・ Nederl. XⅦ、

本論文所有していないので詳しい内容不明．

次の種の記載がある．

p. 158．及"γo"伽sie加賊SNELLENvANVoLLENHo-

VENの記載．現在の知見では帥q"ｽﾙα”ルー

hmZe腕aMoTscHuLsKY, 1860のシノニム(ク

ロハナムグリ)．

p. 159． ZWCM@SS"leW@ftC"gZ"m"SSNELLENvAN

VoLLENHovEN, JaPanの記載．現在肋、城‐

"i"属ジュウシチホシハナムグリ

1864． PARRY,F･ AfewRemarksuponMr・ James

THoMsoN･ sCatalogueofLucanidae, publ ish-

ed in the"Annalesde laSocieteEntomolo-

giquedeFrance, 1862"

Trans. ent. Soc. London, III(1) :442-452.

表題のごとくTHoMsoNの1862年に発表された

クワガタムシ科のカタログの中に含まれている35

種について，著者の所見をのべたものである．

その中で, P.447にTHoMsoNがα"d"Pm""

"α"伽加地ris (p.417)として日本から新種発表し

ている種は,L."c"噸mSMoTscHuLsKYであろう

と記されている．そして最近，フォーチュンの日

本からの採集品の何頭かがS.STEvENsの所に送

1864． PARRY,F・ ACatalogueofLucanidCole-

optera; with i l lustrations anddescrip-

tionsof various newand interstingspe-

cies.

Trans・ Ent・ Soc. London, ser.3, 2(1) : 1-

113, 12pls.

99種に及ぶ新種(45新種， 1新属)並びに稀種の
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られてきていると．

この種は現在では2℃s叩ocoi加醜c伽α"(MoTs.)

として取扱われている．

1865. SNELLENvANVoLLENHovEN・ SurQuelques

Lucanides duMuseumRoyal d'HistorieNatu-

rel leaLeide.

Tijdschr. V. Ent. , Nederl． Ⅶl : 137-156.

p. 152. t.2, f. 1,2に日本より助ぴ"nchems

rUめ呵帥OmmS SNELLENvANVoLLEN間･vENの新種

記載あり．現在肋,℃z4s属（このタイプ標本は

Leydenの自然史博物館にあり， これを検された

中根猛彦博士は間違いなくアカアシクワガ夕の3

であったと．中根， 1979)．

助ﾌ油α“蝿乞"SMoTscH． ＝伽rfs (s.str.）

ゴホンダイコクコガネ

α"肋α応加SOChIJSMoTscH. =伽油(s.str.)

o助“ (MoTscHuLsKY, 1860) ダイコクコガ

ネ

GeO"WJeS""""MoTscH. =GeO"叩es("m-

"@OgeOmmeS)""""MoTscHuLsKY, 1857オ

オセンチコガネ

Geo"p""IEM肋"F. よくわからない種．多

分上記オオセンチコガネと同一種と考える．

"o"T""Inevis"加呪SMoTscH. =GeO"peS(EO-

geO""eS) IneViS"m"SMoTscHuLsKY, 1857

センチコガネ

α血"@OSfer""reC"SMoTscHuLsKY=〃hO泓加

（助αe叩加α"s) マグソコガネ

p.8.α〃"tosrer""bFセViZdSCMJSMoTscHuLsKY=

〃んodms(Ag""") ヌバタママグソコガネ

鮒肋肋ornx""αMoTscHuLsKY=忽蝕M砥慨αe‐

叩〃α伽S)reCZU@SMoTscHuLsKYマグソコガネ

Mｾ肋Z叩ZemS"jgmZeSSe"""MoTscHuLsKY=J4-

pho4伽s(Ch肋肋omx) セマダラマグソコガネ

Z》”叩aCOmberCEJM"MoTscH. ヒメコブスジ

コガネ

〃わ"叩""choZD"2"sF. =J4JID"2yri"α〃Mo"-

腕"ss"leyz"io"α鮒(KoNo, 1931) カブトム
、

ン

M)i胸ﾉ叩O"jmHoPE=MMEjqPO"iCaNEw-

MANN, 1844マメコガネ

蹄y""erZ加加McO〃L. =My"叩eF鮒α加aWz"-

"(ARRow, 1913) アオウスチヤコガネ

助y"叩e廊加OCrOC"""BuRM･ =乱"O"1α〃oc""-

COS""(BuRMEIsTER, 1844) 上ラタアオコ

ガネ

P.9. Rho"zboWx"c畝鹿伽SMoTscHuLsKY=』"O脚α肱

"Ce"BALLIoN, 1871 ツヤコガネ

肋O"Z加叩X“"Ce勿蕗MoTscHuLsKY=A"O"α〃

スジコガネ

R"伽叩伽geFZi"Jn"MoTscH. =44JZO"@a地ヒメ

サクラコガネ

1866. V、 1．MoTscHuLsKY. CatalOgUede lnSeCtS

reCusduJapan.

Bul l・ Soc・ Inp． Nat. Moscou39(1) : 163-

200．

日本産の昆虫目録で一番古いものの一つである

と考えられる．著者MoTscHuLsKY自身は日本に

来たことは無く， 日本の昆虫に関して4つの論文

は，いずれも下田へ来たPUTIATIN提督と共に同

地に滞留したGoscHKEvlTscHの採集品と，後に

函館のロシア領事になったGoscHKEvITscH夫人

の採集品からなっている。この論文は表題のごと

く日本産昆虫(鞘翅目，直翅目，膜翅目，双翅目，

同翅目，半翅目，鱗翅目)の目録であり，多くの

新種の記載を含んでいる． コガネムシは7新種を

含み46種が記録されている．新種以外はこれまで

のMoTscHuLsKYが発表した論文に出ている種で

ある．新種として記載された種の学名の属名は，

現在の知見では全部変わる．他種のシノニムの種

もある． とにかく， 日本のコガネムシの目録が世

に示された初めてのものであることは間違い無い

と思われる．大変粗雑なものであるが，当時の知

見からして止むを得なかったと考えられる．記録

されている種を一応全部示す．

P､7．〃α""ezdsm加鯉SMoTscH． =L"""g"spha-

"eOjaeS(WEsTwooD, 1840) ツノコガネ
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A"o"2α必oblbjzgnF. =W・JUNKのCol・ Cat. を

見ると(pars. 66, p.71), ヨーロッパに広く

分布しているA"o"zα地血biaScoPEのvar、

のようで，イタリアあたりに分布している種

のようで日本産ではない．

A"o腕α〃畑尤C叩7℃αMoTscH. ヒメコガネ

Mchわ、c叩'函HoPE=4"Omαルドウガネブイ

ブイ

Hと舵'叩伽〃2脚I蜘鰄αZZ@SMoTscH． =4"o腕α肱a"o-

pilOsα佃oPE, 1939) アオドウガネ

肘加e必伽scMeWcMMENERTR． =MMe"叩Jaz-

叱りZS(GYLLENHAL, 1817) コガネムシ

SMmjqPO"iCaMoTscH. =M"IMem(S.Str.)

ビロウドコガネ

MPfCaOrie"IMSMoTscH. =MalMera(S.Str.）

ヒメビロウドコガネ

舵“？師CgaMoTscHuLsKY＝肋mSerm ハイ

イロビロウドコガネ

p.10.肋わ"ich血”"we応aMoTscH． ="写ﾌZ叩hyjb

地〆CeaMoTscHuLsKY, 1857ナガチャコガ

ネ

H"Zqphy"piC"MoTscH. ナガチャコガネ

Gm"血α肋O"""MoTscH. =んbphy肋（Gα‐

(MoTscHuLsKY, 1861) 、〃油)"lbo""" ン

ロスジコガネ

H""ObdWCmMoTscH. =EC"Oh叩伽ヒメア

シナガコガネ

H叩肋s幼"co"MoTscH. =amzoh叩伽obduc"

(MoTscHuLsKY, 1857) ヒメアシナガコガネ

肋o"zboFγ物伽α""icoh･ MoTscH. アオカナブン

肋ombor7〃加仰OfZiCaHoPE=RSe"""Fy"OW"-

"jqPO"iCaHoPE, 1841 カナブン

肋mbo"伽"c"""BuRM. 前種と同じ．カ

ナブンのこと

G6ﾉqいんα"αpilWmMoTscH. ="ceroJzjα〆雌r

(MoTscHuLsKY, 1860) ハナムグリ

G妙のや伽"αα肋"ermaMoTscH． ＝的加erisj"""-

血 (FALDERMANN, 1835) コアオハナムグリ

Qm"ね叩e""mScHwARE=B℃"ermorieFz""S

"b"zaJw@o'℃α (BuRMMEIsTER, 1842) シロテ

ンハナムグリ

L"cα"“〃､αc"雌"ZOmmSMoTscH. ミヤマクワ

ガタ

L腿“"“α"ZOriHoPE=L"ca"""z"c"雌"IC、”

MoTscHuLsKY, 1861 ミヤマクワガタ

Rfsmogw@a鯛恋血皿riC"MoTscH. キンオニクワ

ガタ． 日本では対馬に記録がある種で，恐ら

くPFfs"20g7zα娩恥α昭邸加qiSWATERHousE, 1874

オニクワガタのことであろう．

SEFTW7zα肋“c“、"zco肋･MoTscH． ＝舵"℃gﾂzα‐

""Z加""scnsmaicobf.MoTscHuLsKY, 1861

ツシマヒラタクワガタ

ハα刷りre"ms"c伽α“SMoTscH． =B℃S叩ocojMs

ノコギリクワガ夕

Mncm"'℃"reCmSMoTscH. =DOrC"コクワ

ガタ

MacmmF℃"rUg"e""iSMoTscH･ =DOJ℃“rEcZ"s

(MoTscHuLsKY, 1857) コクワガタ

Mncm"F℃""""e""iSMoTscH. =DO施砿ス

ジクワガタ

MncmmF℃ascribe肋如SMoTscH． =W℃脚SS"血一

吻醗"応MoTscHuLsKY, 1861 スジクワガタ

Macm伽ｧ℃"bjWViSMoTscH. =DO'℃“花cZu4s

(MoTscHuLsKY, 1857) コクワガタ

1867． HARoLD,E､v・ DieArtenderGattung

Caccobius.

ColeopterologHeft. ll : 1-16.

p. 10． にaccobi"SjaBsceFzsisHARoLD (JaPan)

マエカドコエンマコガネの新種記載あり．

1868． GEMMINGER etB・ deHARoLD・ Catalogus

ColeopterorumTomelll (London)

当時の世界産甲虫目録で， この目録は1868～

1876年の間にVol. 1～12, XXVI, 3822pp.が出版

されている． この第3巻にはクワガタムシ科が含

まれている(p.941-978). 日本産としては10種収

録されているが，シノニムのものもあるので，実

際には6種が記録されている. MoTscHuLsKYの論
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文によるものがその大部分で，分布は総て"Ja-

ponia"となっている．なお，第4巻にはコガネ

ムシが収録されている．出版年から云うと明治2

年の出版になるが,便宜的に此処に収録次記して

おく．

6.DorczJsrecms(MoTscHuLsKY, 1857)

コクワガタ

7.Dorcz4ss"血坤e""iSMoTscHuLsKY, 1861

スジクワガタ

8．脚rc“Z加"蛎cns""jcolりF･MoTscHuLsKY,1861

ツシマヒラタクワガタ

9.Dorc""""“P"胸(SNELLENvANVoLLENHo-

vEN, 1861) ヒラタクワガタ

1969. GEMMINGER etB. deHARoLD. Catalogus

ColeopterorumTomeN(London)

コガネムシ科の目録で， 日本産としては(総て

分布はJaponiaとなっている)26種が記録されて

いるが, MofrscHuLsKYの論文に出てきたものが大

部分である．
Fami lyTorogidae コブスジコガネ科

1． 乃ひx叩αco"beJ℃必加"MoTscHuLsKY, 1860

ヒメコブスジコガネ以上で，明治以前日本で記録されたコガネムシ

の研究史を文献によって説明してきた．最後に明

治迄に日本で記録されたコガネムシ類を現在の学

名で次にまとめておく． Fami lyGeotrupidaeセンチコガネ科

1.ao"pes(mm"'ogeo"pes)α"""MoT-

scHuLsKY, 1857オオセンチコガネ

2.""OmmeS(EbgeO"PeS) IneWSMMdSMoT-

scHuLsKY, 1857センチコガネ
明治迄に日本で記録されたコガネムシ主科一覧

表(学名は現在使用のものにしてある）

FamilyScarabaeidae コガネムシ科
SuperfamilyScarabaeoidea コガネムシ主科

1.助ﾌ"(s.str.)ac"庇泥SMoTscHuLsKY, 1860

ゴホンダイコクコガネ

2．伽Fis(s・str.)ocMs (MoTscHuLsKY, 1860)

ダイコクコガネ

3．αccob"sﾉeSSOe"SiSHARoLD, 1867
●

マエカドエンマコガネ

4．〃αZ｡"gws戯α"αeOjfS(WEsTwooo, 1840)

ツノコガネ

5．“hodms(@lOb叩舵『泌s)""o雌α"“BALTHA-

sAR, 1932 オオマグソコガネ

6．〃〃odim(助"b"omx)"ig7℃Zasse伽"aS(MoT-
●

scHuLsKY, 1866) セマダラマグソコガネ

7．〃hodiWs(助αe叩hodi")花α"S(MoTscHuLsKY,

1866） マグソコガネ

FamilyLucanidae クワガタムシ科

r血“"“腕αc"I旋加Or""SMoTscHuLsKY, 1861

ミヤマクワガタ

2.RismOg"α肋“血"ric"MoTscHuLsKY, 1861

キンオニクワガ夕

3.Ros叩ocoil"sj"c"加廊IS (MoTscHuLsKY, 1857)

ノコギリクワガ夕

4.Dorcwshopei (E.SAuNDERs, 1854)

オオクワガタ

5.Dor""b"危"@OmmS (SNELLENvANVoLLEN-

HovEN, 1865) アカアシクワガ夕

＊番号は便宜的につけたものである．
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スジコガネ

28.A"O"qyri"α虚"om腕as"Z""わ"α胸(KONO,

1931) カブトムシ

29. E"ん此I"."CCMZEFZSiS(FALDERMANN, 1835)

コカプトムシ

30.Mohabow"m(s.str.)""iCOIDF.MoTscHuLsKY,

1861 アオカナブン

31. RseMDIoFWorW加仰o"jcaHoPE, 1841

カナブン

32.mceZo"血PiZVbraMoTscHuLsKY, 1860

ハナムグリ

33.4"肋”C叩ﾙOmrZJMCIWBuRMEIsTER, 1842

アカマダラハナムグリ

34．qyC)P〃α"αかIMIe腕""MoTscHuLsKY, 1860

クロハナムグリ

35.月℃memoF･jaz"JiSs肋"2αr"Or"(BuRMEIsTER,

1842) シロテンハナムグリ

36．伽加e伽加Cl"Zda(FALDERMANN, 1835)

コアオハナムグリ

37.Pam"c"伽ss"re"庇c"gM"|""(SNELLENvAN

VoLLENHovEN, 1864)

ジュウシチホシハナムグリ

8."hoa加s(s.str.)eJEga"ALLIBERT, 1847

オオフタホシマグソコガネ

9．“hodius(4g7f!加Js)"eW"sc"J" (MoTscHuL-

sKY, 1866) ヌバタママグソコガネ

10.EC伽Oh叩肋Ob"Cm(MoTscHuLsKY, 1857)

ヒメアシナガコガネ

11.MaIMem(s・Str)jqpo"ica(MoTscHuLsKY,

1860) ビロウドコガネ

12.M"血dem(s・str. )OrieWnliS (MoTscHuLsKY,

1857） ヒメビロウドコガネ

13．馳池sericag7fceQ(MoTscHuLsKY, 1866)

ハイイロピロウドコガネ

14.H印Z叩"y"nPiCeaMoTscHuLsKY, 1857

ナガチャコガネ

15.Mどわ"Z加仰o"icQBuRMEIsTER, 1855

コフキコガネ

16.脚卵hy""(Gm"肋z)αあO"eam(MoTscHuLsKY,

1861) シロスジコガネ

17．助伽α岬o"icaNEwMANN, 1844

マメコガネ

18.ay"αﾌe7仇α加emtiXm(ARRow, 1813)

アオウスチャコガネ

19.Mi"ze地卵Je"dmS(GYLLENHAL, 1817)

コガネムシ

20.A"O"""alb叩jjOSa(HoPE, 1839)

アオドウガネ

21. 44"ow@α肱cos""(HoPE, 1839)

オオスジコガネ

22. J4""@α地cl4prea(HoPE, 1839)

ドウガネブイブイ

23."zo腕α肱geWiC"""(MoTscHuLsKY, 1866)

上メサクラコガネ

24. A"o"zαね腕""iS"MnMoTscHuLsKY, 1861

ハンノヒメコガネ

25. J4Jzomα地OClieSCOS""(BuRME!sTER, 1844)

上ラタアオコガネ

26.A"o"zα地'wpc叩reaMoTscHuLsKY, 1860

ヒメコガネ

27.AFz"α〃ZeSUnCe"eS(MoTscHuLsKY, 1860)

以上，明治迄に日本産で学名の与え記録されて

いるものは， 4科49種ということになる．

現在(1996)の日本産コガネムシ主科の種は8科

426種176亜種が知られているのだから， この時点

では11%位が日本から記録されていることになる．

当時の日本は，まだまだ自然状態は良好で，未開

の地を多く残していた．記録されているものは，

比較的一般に見られるものが主体であるが，現在

でもわりと分布が限られていると考えられる種も

含んでいる．

なにぶんにも採集調査する人がいなく，限られ

た範囲で限られたヨーロッパ人の採集の結果から

すれば止むを得ない状況だと考えられる．
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