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第５回京都セミ殻調査報告書 

第５回京都セミ殻調査実行委員会 

 

 

 

Ⅰ. 本取り組みの経過 

本調査は，京都市内に産する 11種のセミの産地情報を基に，環境庁メッシュごと（１区画約１ｋｍ四

方）に，セミ殻の有無，及び種類によって，自然度を０～４の５段階で示し，自然度地図を作成すると

いう方法論に基づくものである。その結果，作成された自然度地図は，京都市中心街では自然度１が広

がり，周辺部や山裾に近づくと２と３となり，山地では自然度４となっている。この取り組みは，京都

の自然と文化がよく見える取り組みとして全国的にも注目されている。 

セミはすぐれた環境指標生物であるが，他の指標生物，たとえば陽生植物で森には生育しないタンポ

ポ類や水生生物など分布域が限られる場合とは異なり，樹木が生える陸上全域の自然度を段階的に評価

できる点に最大の特徴がある。また，５年ごとに調査することにより環境変化を如実に把握することが

できる。そして，目指すべき都市環境はどうあるべきか，緑化のあり方などを考え，提言して行くこと

ができるとして，その学術的な価値とともに各方面から注目評価されてきた。 

本調査は，1990 年に第 1 回が実施され，その後も５年ごとに実施されてきた。この間，主催団体とし

て京都市職員労働組合が事務局を担当，運動を支え，報告書作成・配布など大きく貢献された。 

2010 年は第５回を迎える。今回は実行委員長が顧問をつとめる京都産業大学附属高等学校生物部に事

務局を置き，学校関係の参加を強化することができた。京都市職員労働組合は実行委員会にひきつづき

参加され，運動を支えられた。「せみガラ探偵手帳」を発行し，セミガラ探偵団を募集するなどして，実

行委員会，調査員の輪を広げることができた。本実行委員会のホームページを開設し，情報発信，情報

交換の場とすることができた。 

現地調査会は，次の通り３回実施し，小学生から大人までの多くの市民の参加が得られた。また，参

加者数も過去最多で，調査の趣旨や方法を周知する絶好の機会となった。 

①７月 31 日（土）調査場所：京都御苑 時間：13 時 30 分～16 時 

 小学生から大人まで予想を越える 200 人を越える参加者があり，御苑内を調査した。アブラ     

ゼミ，クマゼミ，ニイニイゼミ，ツクツクボウシなどのセミ殻を採集し，自然度３を確認した。 

②８月 7 日（土）調査場所：円山公園 時間： 10 時～12 時 

 約 50 名の参加があり，清水の保養所「きよみず」１Ｆ会議室でスライドを用いた説明会の後，円山公

園に移動して調査を行った。アブラゼミ，クマゼミ，ニイニイゼミ，ツクツクボウシなどのセミ殻を採

集し，自然度３を確認した。 

③８月８日（日）調査場所：宝が池公園 時間：９時 30 分～12 時 

約 100 名の参加があり盛況であった。憩いの森から３コースに分かれて調査を行った。結果は，山コ

ースでは，アブラゼミ，ニイニイゼミ，ツクツクボウシ，ヒグラシが見つかったものの，クマゼミは見

つからなかった（自然度４）。公園コースでは，クマゼミ，アブラゼミ，ニイニイゼミ，ツクツクボウシ
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が見つかったもののヒグラシは見つからなかった（自然度３）。クマゼミとヒグラシが好む環境が異なり，

同じ場所で産しないということが分かる調査結果となった。 

今年はおりしも生物多様性年に当たり，本調査も注目された。 

 

 

Ⅱ．方法 

（１）セミ殻による環境指標，段階的自然度指数 

野生生物は，自ら生活する上でそれぞれ必要な環境がある。そういう意味では，すべての野生生物は

環境指標生物なのである。しかし，実際には，扱いやすさやわかりやすさから，環境指標生物としては

限られた生き物をさすことが多いのである。タンポポ類は，陽生植物で都市から農村部の草地環境に成

育し，暗い森林内には分布しない。帰化種，雑種，在来種の必要とする草地環境は微妙に異なるため，

すぐれた環境指標生物として利用される。トンボ類は，幼虫期間は水の中で過ごし，獲物も捕らえる。

産卵も，水辺で行う。したがって，トンボ類の指標する環境は水辺環境であり，その状態や良し悪しを

問うことができる。 

セミは，枯れ枝などに産卵し，幼虫期間は地中にあって根から樹液を吸って成長する。羽化するとき

も多くは木に登り，成虫になってからも木の樹液を吸って生活する。文字通り，全生活を木に依存する

昆虫である。したがって，セミ殻の指標する環境は，樹木環境そのもので，種によって樹木環境の状態

や良し悪しを示している。そして，樹木環境は，自然度の核心をなす要素であるから，セミ殻によって

自然度を表すことができる。 

樹木環境は山地から農村部，市街地にかけて，質や量を変えながら全域に分布するため，全域で自然

度を評価することが可能である。そのため，環境庁メッシュごとに自然度を判定して，自然度地図をつ

くることが可能である。 

京都市にはエゾハルゼミ，アカエゾゼミ，エゾゼミ，ヒグラシ，ミンンミンゼミ，ハルゼミ，チッチ

ゼミ，ツクツクボウシ，ニイニイゼミ，アブラゼミ，クマゼミの 11 種が産する。米澤は，これらのセミ

殻の分布状態を調べる中で，山地から市街地にかけての生態系，樹木・緑地環境の変化，自然度の変化

に対応して，セミ相や種構成が変化する様子を把握した。そうして，1990 年の京都セミ殻調査以降，セ

ミ殻の有無，セミ殻の種類によって，自然度を０～４の５段階で示してきた。 

 

≪セミ殻による６段階自然度指数≫ 

  自然度０・・・（成虫が見られたり，鳴声がしても）セミ殻が見られない。 

  自然度１・・・アブラゼミ，クマゼミのセミ殻有り（どちらか１種だけでもよい）。 

  自然度２・・・ニイニイゼミのセミ殻有り。 

  自然度３・・・ツクツクボウシのセミ殻有り。 

  自然度４・・・チッチゼミ，ハルゼミ，ミンミンゼミ，ヒグラシ，エゾゼミ，エゾハルゼミなどの

セミ殻有り（１種だけでもよい）。 

     



 

3 

（２）分布図と自然度地図の作成の方法論 

①セミ殻による種の同定 

 セミ殻による種の同定は，次の検索表及び写真や図を参考に行う。 

  

 ≪セミ殻の検索表≫ 

Ａ．体長大(33ｍｍ以上) 

Ｂ．前脚腿節の後側の突起は太くて短い。セミ殻は光沢のある黄褐色で，丸みがある。後胸部の右

中脚と左後脚とを結ぶ線と左中脚と右後脚を結ぶ線の交点には突起があり，丸みがあり，出べ

そ状で，目立つ。   ➞クマゼミ Cryptomeria facialis 

Ｂ．前脚腿節の後側の突起は細長い。セミ殻は赤褐色である。後胸部の右中脚と左後脚とを結ぶ線

と左中脚と右後脚を結ぶ線の交点には突起があるが，狭く，低く，目立たない。 

➞エゾゼミ Tibecen japonicus 

Ａ．体長中(26～32ｍｍ) 

Ｂ．触角の第３節は第２節と同じ長さで細い。触角の毛は少ない。セミ殻は淡黄褐色で，ややまる

みがある。         ➞ミンミンゼミ Oncotympana maculaticollis 

Ｂ．触角の第３節は第２節の 1.5 倍ある。触角の毛は多い。セミ殻は赤黄褐色で，光沢がある。 

➞アブラゼミ Graptopsaltria nigrofuscata 

Ａ．体長小(24ｍｍ以下) 

  Ｂ．セミ殻は全体泥をかぶることが多く，腹側に強く湾曲する。 

➞ニイニイゼミ Platypleura kaempferi 

  Ｂ．セミ殻は泥がついても一部で，ほとんど湾曲しない。 

    Ｃ．触角第４節は第３節より短い。 

      Ｄ．セミ殻は光沢がなく，淡褐色。腹部の縞模様の濃淡コントラストは弱い。後脚は腹端

より長い。触角は８節。 

➞ツクツクボウシ Meimuna opalifera 

      Ｄ．セミ殻は光沢があり，暗褐色。腹部の縞模様の濃淡コントラストは強い。後脚は腹端

より短い。触角は７節。 

➞チッチゼミ Cicadetta radiator 

Ｃ．触角第４節は第３節より長い。 

      Ｄ．触角第４節は第３節の 1.5 倍。セミ殻は黄褐色。触角は８節。 

➞ヒグラシ Tanna japonensis 

      Ｄ．触角第４節は第３節の３倍以上。セミ殻は淡褐色でつやがない。触角は７節。 

         Ｅ．触角第４節は第３節と第５節を合わせた長さよりも長い。（アカマツ林に羽化) 

              ➞ハルゼミ Terpnosia vacua  

Ｅ．触角第４節は第３節と第５節を合わせた長さと同じかやや短い。（ブナ帯に羽化） 

              ➞エゾハルゼミ Terpnosia nigricosta 

 

*本検索表は，橋本洽二(1974)「森の合唱団」（誠文堂新光社）に加筆したものである。 
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図１．セミ殻と成虫    

１：クマゼミ ２：アブラゼミ ３：ニイニイゼミ ４：ツクツクボウシ ５：チッチゼミ 

６：ハルゼミ  

７：ミンミンゼミ ８：ヒグラシ ９：エゾゼミ １０：エゾハルゼミ 

 

②セミ殻分布図作成の手順 

 セミ殻調査は，環境省メッシュを利用する。このメッシュは，５万分の１地形図を縦横ともに 20 等分

し（400 の枞ができる），2.5 万分の１地形図では縦横ともに 10 等分したものである（100 の枞ができる）。

この枞の大きさは約１ｋｍ四方である。このように，基準となる枞を決めておくと，同じ調査者でも異

なる年に行った調査を比較するとき，また，異なる個人，グループが行った情報を比較する上でも，照

合がしやすいからである。せっかく行った調査が埋もれることがなく生かされやすいという点でも，薦

めたい。産地情報を環境省メッシュつき地形図に落とすときは，まず正確に位置を確認して印をつける。

そして，最後まとめるときは，手頃な大きさに小さくした環境省メッシュ付き分布図用紙を作成する。

そして，この分布図用紙に次の要領でプロットする。本報告書では，産地数はこの区画数で示している。 

 

    １つのメッシュ枠 

              

              

 

      

      

 

  

  

                                             

     ×     縦横２等分したで

きた４つの区画の

中央に●をうつ 

● ×印が正確

な産地 

×× 

×   × 

     × 

×   

    産地が複数

あるとき 

● ● 

● 

区画の中に×印が

いくつもあっても

●印は１つで示す 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １

０ 
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(３)自然度の判定・自然度地図の作成 

 自然度の判定は，環境省メッシュ枞ごとに，セミ殻の有無，及び種類によって示した５段階の判定基

準によって行う。例えば，１つの枞内に，クマゼミ，アブラゼミのセミ殻産地があるときは，自然度１

と判定される。クマゼミ，アブラゼミ，ニイニイゼミのセミ殻産地があれば，自然度２と判定される。

ツクツクボウシ，ヒグラシのセミ殻産地があれば自然度４と判定される。広大な山地部では，市街地の

ように細かく調査することは困難である。したがって，市街地エリアと山地エリア次の図のように線引

きを行い，調査区画については別基準で行い，サンプリング調査を実施してきた。山地エリアは自然度

が高く，最高の自然度４と判定される。 
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Ⅲ. 第５回京都セミ殻調査結果 

１．各セミ殻の分布状況 

今回調査は，市街地エリア，山地エリアを通じて詳細な調査が行われた。そのため，これまでやや市

街地エリアに偏よりがちな産地情報が是正され，各セミ本来の分布状況が明瞭になった。採集区画数の

多い順で示すと，アブラゼミ 373，クマゼミ 213，ヒグラシ 194，ツクツクボウシ 118，ニイニイゼミ 100，

ミンミンゼミ 49，エゾゼミ 16，チッチゼミ 10，エゾハルゼミ４，ハルゼミ１，アカエゾゼミ０であった。 

こうして作成された，各セミの分布図は，これまで作成されたセミ分布図としては，もっとも精確か

つ生態学的に信頼できるものであると自負している。 

分布図をみるとクマゼミが市街地にのみ分布する種であるのに対して，ヒグラシ，ミンミンゼミなど

が山地に分布する種であることを確認することができた。両者の分布域は重ならず，見事な棲み分け関

係を示している。ハルゼミの産地はアカマツ林に局限されるが，アカマツの立ち枯れにより，危機的な

状況に陥っていることが判明した。 

また，今回初めて深山ブナ帯に産するエゾハルゼミの産地を明示することができ，エゾゼミのより詳 

細な産地状況を示すことができた。 

以下各セミについて，詳しく述べる。また，各セミを通じて，この間様々な説が巷を賑わしてきたが，

簡潔に批判，解説した。 

 

①クマゼミ 

クマゼミの殻は，213の区画で見つかったが，これらはすべて，市街地エリアの枞内であった。山地エ

リアでは，まったく見つかっていない。標高 130ｍ以下の低地に産し，130ｍ以下であっても山林内には

産しない。クマは山に棲むが，クマゼミは山に棲まない街のセミなのである。このことが分布図に，明

瞭に示された。この事実は，意外と知られておらず，しばしば間違った報道がなされてきたことを指摘

したい。 

クマゼミの京都市における北限は，鴨川公園（標高 115ｍ）や岩倉の都市公園（標高 130ｍ）である。

人工的にケヤキやアキニレが植栽された明るい公園で，隣接する山林にはまったく殻はみつからない。

山林で鳴き声はしても，羽化しているわけではない。山地エリアの雲が畑の神社や京北町の山国神社で

はクマゼミ成虫♂の死骸が採集されたが，これは市街地から飛来したものであり，この地で羽化したも

のではない。いわば，クマゼミは街のセミなのである。そして，ヒグラシ，ミンミンゼミなどとはけっ

して同じ場所で殻がみつかることはない。クマゼミの鳴き声が尾越の山中でしたことがあるが，これは

市街地から飛来したはぐれ個体である。直線距離で 30ｋｍ移動したことになる。私達が，鳴き声や成虫

でセミの分布図をつくることの問題点を指摘する最大の理由はここにある。 

近年，地球温暖化にともなって，クマゼミが分布域を拡大し，数も急増しているという説がマスコミ

を通じて騒がれることがあるが，京都における分布状況を見ると，鴨川公園や岩倉の公園から山林域に

侵入，分布を拡大している状況はまったく認められない。また，採集区画数でも，多かった 1995年（採

集区画数 307）から採集区画数 213へと大幅に減少し 69％にとどまっているのである。今回の調査が詳

細を極めたことを考えると，213は上限に近く，むしろ，顕著な減少傾向にあるといってよい。これは，

市街地において，緑地面積が減少し，都市の再開発による樹木環境の悪化が原因である。クマゼミは明
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るい人工的なケヤキ，アキニレ，トウカエデ，ポプラ，プラタナスなどの広葉樹の樹木環境を好む。ア

ブラゼミやニイニイゼミに比べると，樹種を選り好みしている。そして，樹木の移植によって，地中の

幼虫が運ばれ思いがけないところで，羽化をすることが知られている。しかしながら，周りが山地で有

る場合，クマゼミの羽化も地中の幼虫が出尽くすと終了し，一過性となるケースも知られている。 

京都産業大学附属高校生物部の鴨川右岸の定点調査は，1997年から毎年休むことなく取り組まれてお

り，クマゼミとアブラゼミの羽化変動が克明に記録されている。この調査は，羽化期間中毎朝セミ殻を

回収するという精確なものである。それによると，京都市街地におけるクマゼミとアブラゼミの減少傾

向が判明しているのである。また，同校生物部が，嵯峨大覚寺でセミ殻調査を行い，30年前のデータと

比較すると，クマゼミの割合は１％台とまったく変化がなかったことが報告されている。嵯峨大覚寺（世

界遺産）は，聖域として緑地がよく保全されているため，この 30 年間植生はほとんど変化していない。

植生が変化しなければ，クマゼミの割合も増大することがないことが証明された。 

2007年に気象情報会社「ウェザーニューズ」が発表したクマゼミの分布図（生息域）は，「いるような

気がする」というモニター会員が２名以上あれば，その県・地域は，分布域として塗りつぶされるとい

う代物である。これをみると京都府全域がクマゼミの分布域として表示されるという間違いを犯してい

る。すでに述べたように，京都では広大な山林にはクマゼミは羽化しない。実は，京都にかぎらず，紀

伊山地，中国山地，四国山地，九州山地でも，クマゼミは羽化していない。南関東や東海地方でも山地

ではクマゼミは羽化していない。何十ｋｍも遠方の市街地から飛来した個体や鳴声をもって，分布図を

作成するのは実に非科学的である。セミの分布図は，脱皮殻をもって行うべきである。鳴声や成虫で「い

るような気がする」とされると，心ない一部マニアが羽化地から成虫を集めて，はるか遠くの地で離し

た場合までもが，新たな分布域とされてしまうのである。また，樹木の植栽で新たな地域でクマゼミが

羽化するケースもある。このような場合も区別し，定着か一過性か追跡調査する必要がある。 

また，「地球温暖化によって北山でクマゼミが鳴くようになった」などという説があるが，クマゼミの

長距離移動の事実をみると地球温暖化とは関係がなく，明らかな謬論である。 

クマゼミがいつから京都に分布するようになったかということについても，この間，大きな証拠が見

つかっている。「クマゼミは１月の最低気温が 3.1℃以上なければ分布できない。京都や大阪は寒くて，

南方系のクマゼミは棲めなかったが，温暖化により今から約 40年前から分布できるようになり，今は都

市部で最多のセミとなった。」などという説がまことしやかに唱えられてきた。しかしながら，京都御苑

で今から 60年前にクマゼミ５齢幼虫を大量に（バケツ一杯，100匹以上）捕まえ羽化の観察をしたとい

う市村晃氏の証言やさらには 100年前にクマゼミを採集したという小野喜三郎氏の伝記などが明らかと

なり，実は地球温暖化以前に京都にクマゼミはすでにいたことが判明したのである。 

1980年代以降の東京（関東）におけるクマゼミの進出は、樹木（広葉樹）の植栽による都市公園など

の緑化によるものである。京都や関西では、クマゼミは山地エリアには羽化していないので、関東にあ

っても温暖化が進行しても山地エリアには進出しないと考えられる。クマは山に棲むがクマゼミは山に

は出ない（羽化しない）セミということを認識すべきである。 

②アブラゼミ 

アブラゼミの殻は 373の区画で見つかった。これは，全種を通じて，最多である。内訳は山地エリア

で 60，市街地エリアで 313である。クマゼミが山地エリアではまったく産しないのに対して，アブラゼ

ミは山地エリアでも産し，最大の分布域を示す種であることが改めて確認された。とはいえ，エゾゼミ
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やエゾハルゼミとは一緒に出ることはない。 

アブラゼミの採集区画数 373は，クマゼミの 213に比べて格段に多い。クマゼミの採集区画数はアブ

ラゼミの 57％にとどまっており，市街地エリアに限定しても 68％にすぎない。 

地球温暖化によるクマゼミ増加説が叫ばれ，関西都市部ではクマゼミがアブラゼミを上回っていると

されるが，産地数でみると京都ではアブラゼミの方が圧倒的に多い。 

産地数が多いということは必ずしも個体数が多いということとイコールではないのでこの問題につい

て，以下に検証してみる。京都でもっともクマゼミの割合が高いのは烏丸通の東本願寺前緑地のケヤキ

群である。ここでは，例年クマゼミが約９割を占め，優占する。しかし，すぐ隣のイチョウとソメイヨ

シノの樹木群では，例年アブラゼミが８～９割を占め，優占する。烏丸通の東本願寺前緑地としては，

アブラゼミの方が例年割合，個体数でもクマゼミを上回っている。 

市街地の中央部にあって広大な面積を誇る京都御苑はセミの最大の産地である。ここでも，ケヤキ群

ではクマゼミが優占するが，広葉樹のスダジイ群，ウメ林，針葉樹のモミ群，ツガ群，メタセコイア群

などではアブラゼミが優占する。御苑全体では，アブラゼミが５～６割を占める。 

京都御苑についで広大な緑地をもつ植物園では，針葉樹を含む多様な樹種が見られ，アブラゼミの割

合が７～８割を占めている。下鴨神社の糺の森では，クマゼミの好むケヤキ，ムクノキ，エノキなどが

多いが，アブラゼミの好む樹種も多く，さらに鬱蒼とした森的環境も影響して，アブラゼミが８～９割

を占めている。街中にあっても，クマゼミの割合が相対的に高いところでも，このように，アブラゼミ

の方が多いのである。さらに市街周辺部の山裾に隣接する緑地では，嵯峨大覚寺ではクマゼミの割合は

２％未満で，個体数も極めて少ない。 

こうした，状況を総合すると，京都市街地エリアでは，アブラゼミの方が産地数でも個体数でも割合

でもクマゼミを大きく上回っていると結論できる。 

採集区画数から見ると，アブラゼミも 1995年の採集区画数 514から 373（73％）へと大幅に減少して

いる。これは，クマゼミの場合の 69％よりは少しましなだけで，大差がない。この 15年，都市部での緑

地環境が全体として見ると大きく後退していることを意味する。 

③ニイニイゼミ 

 ニイニイゼミは市街地のちょっと良い緑地や果樹園，人里や浅い山中に分布し，深山には分布しない。

このことは，採集区画数が市街エリアではツクツクボウシ 77に対してニイニイゼミ 89と上回り，山地

エリアではツクツクボウシ 41に対してニイニイゼミ 11と大きく下回ることからも分かる。 

 ニイニイゼミの市街地エリアにおける採集区画数は 1995年の 109をピークに減少しつづけ，2005年は

ついに 70に落ち込んだ。私達は，ニイニイゼミの都市部における減少傾向をいち早く発表してきたが，

この傾向は大阪や全国各地でも報じられていた。なぜニイニイゼミが減るのか。私達の説は，こうであ

る。ニイニイゼミは，クマゼミとアブラゼミしかでないところより，ちょっと良い樹木環境を好む。多

様な樹種につき，高木だけでなく，低木により多くつく。こうしたちょっと良い樹木環境が，都市部で

は再開発などで失われ，減少してきていることが原因である。 

ところが，こうした都市環境における樹木環境の変化やセミの樹種嗜好性に目を向けることなく，「ク

マゼミによるニイニイゼミ駆逐説」（都市部は地球温暖化やヒートアイランドにより乾燥化している。ニ

イニイゼミは乾燥したところを好むが同じく乾燥したところを好み，鳴き声が大きく生態的強者である

クマゼミとの競合に負け，減少している。）が唱えられた。この説に対して，私達は「ニイニイゼミとク
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マゼミとは羽化期間，好む樹種が異なる。鳴く時間帯も異なる。両者の動物行動学的競合の事実もない。

したがって，クマゼミによるニイニイゼミ駆逐説は謬論である。」と批判した。この批判に対して，駆逐

説を唱えた学者は，「すみません，競合は土の中のことです。」というのみで何ら事実・証拠を示すこと

ができなかった。私達は，「殻がつく樹種も大半が異なり，地中でも競合はない。それに，セミは地中で

は鳴きませんよ。」とこの論争を締めくくった。 

その後，今度は，別の学者が「ニイニイゼミは湿ったところが好きであるが，今都市は地球温暖化や

ヒートアイランドで乾燥化しており，減少している。」という説がでてきた。これも，無機的環境要因の

乾湿でセミの羽化変動を論じるもので，各セミの樹種嗜好性や都市の樹木環境の変化に触れようとしな

い説は間違いであると，米澤はこの学者に対しても批判した。 

 ところで，実は，近年はニイニイゼミの回復傾向に気付くようになった。ニイニイゼミが姿を消して

いたところで復活したり，新たな緑地で見つかったりするようになっていた。今回の調査でも，ニイニ

イゼミの殻は市街地エリアで 89の区画でみつかった。前回に比べて，はっきりした増加傾向を示した。

実例をあげると，梅小路公園の森は人工的に作られたものであるが 10年以上が経過し，アブラゼミとク

マゼミしか出なかったのに，2009年からニイニイゼミが出るようになった。また，寺町通りのある寺で

は境内の駐車場化などもあって姿を消していたニイニイゼミが復活してきた。このように，ちょっとよ

い緑地があり，安定化すれば，セミ相は回復する。そのとき，クマゼミ，アブラゼミに次いで復活する

のはまずニイニイゼミであることが多い。 

 とはいえ，1995年に比べると，産地区画数は少なく，緑地そのものが失われ回復不能となった地点も

相当数ある。今後もニイニイゼミの動向には注目したい。 

④ツクツクボウシ 

 ツクツクボウシの市街地エリアにおける採集区画数は 77となり，2000年の 92からは減ったものの，

2005年の 67を上回っている。それにもかかわらず，自然度３のメッシュが 22と過去最少となった原因

は，ツクツクボウシの産地が市街地では京都御苑や植物園など自然度豊かな公園，緑地に限られ，丘陵

地，山裾，山地に後退したためと考えられる。これらの地域では，ツクツクボウシはヒグラシとともに

見つかるケースが少なくなく，あわせて，今回の調査が精力的に行われた結果も加わっているものと考

えられる。 

 ツクツクボウシの殻が見つかる地点は，市街地エリアでは京都御苑や植物園などの豊かな緑地に限ら

れ，あとは丘陵地や山裾に見られる。今回調査では，山地エリアでの採集区画数が 41と過去最多となり，

山地エリアにおける分布状況が明確になった。山地エリアでは神社やお寺の樹木群にも普通に見られ，

山林内にも見つかる。ただし，エゾハルゼミやエゾゼミとは，混在しない。 

 このように，ツクツクボウシはニイニイゼミよりは明らかにより高い自然度の地域に出ている。 

⑤チッチゼミ 

 チッチゼミは浅い山中の二次林・雑木林に出る小型のセミである。低木の基部に殻はつき，これらの

樹木の移植により，市街地の公園でも一過性でみつかることがある。しかしながら，発見はまれで，今

回も山地エリア１，市街地エリア９，計 10にとどまっている。 

本種は，標高の低い丘陵地や浅い山地にしか出ず，ニイニイゼミ，ツクツクボウシ，ミンミンゼミとは

一緒に産することがあるが，クマゼミとは同所で産することはない。したがって，自然度４の低い方を

指標する種である。 
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 殻の同定では，ツクツクボウシの小さなものをチッチゼミと誤認する危険性があるので，注意を要す

る。 

⑥ハルゼミ 

 ハルゼミの産地は今回調査では１区画（京都産業大学裏山）にとどまった。これまで見られた宝が池

公園，深泥ヶ池裏山，江文峠，上高野の山中などでも，今回は発見できなかった。これは，ハルゼミが

依拠するアカマツ林そのものが，立ち枯れ衰退しているからである。江文峠での調査では，約９割のア

カマツが立ち枯れていた。 

 アカマツが枯れる要因は，松食い虫とマツノザイセンチュウとされるが，山林の放置による林床の富

栄養化，林の遷移，酸性降下物（大気汚染）なども影響している。 

 いずれにせよハルゼミはその棲みかとなるアカマツ林そのものの衰退により，京都市から姿を消す日

が近付いている。 

⑦ミンミンゼミ 

 ミンミンゼミの殻は山地や山裾で見つかっており，市街地の公園，緑地ではまったく見つからない。

市街地でもまれに成虫が飛来し，鳴いているが，独唱である。ミンミンゼミの鳴き声は大きく分かりや

すく，存在感がある。しかし，個体数は少ない。京都御苑などで，成虫が見つかることがあるが，周辺

山地から飛来した個体である。 

 今回山地エリアで 25，市街地エリアで 24，計 49を数えた。これは，これまで最多だった 2000年の山

地エリア 16，市街地エリア 35，計 51と比べると，山地エリアでは増加しているが，市街地エリアでは

減っている。ヒグラシと同様，「山のセミ」であるが，産する殻の密度はヒグラシに比べてはるかに小さ

く，発見はやや難しい。殻は，アブラゼミと似ており，触角での判定が必要である。 

 ミンミンゼミはクマゼミと同所で出ることはない。しかし，ニイニイゼミ，ツクツクボウシとは同所

で出る。一方，深山性のエゾハルゼミ，エゾゼミとは，同所で出ない。 

関東（東京周辺）では、ミンミンゼミが市街地エリアに出る。それは、関西の状況と比較して不思議

な現象とされてきた。しかし、関東では、山採りの樹により市街地エリアの緑地が植林され、幼虫が運

ばれた歴史的な経過があるからという指摘が複数あり、この考えを支持したい。これに対して、ヒグラ

シが出ないことも謎とされている。こちらは、ヒグラシの好むスギ、ヒノキなどの林業目的の針葉樹が、

都市公園などには植栽されることがほとんどなかったからと考えれば容易に説明できる。 

⑧ヒグラシ 

 2005年の調査では，ヒグラシの採集区画数は山地エリア９，市街地エリア 45，計 54であった。ヒグ

ラシは山地に多いセミであるが，調査が市街地エリアを中心に行われた結果，このようなひずみが生じ

ていた。今回，各セミの正しい分布状況を反映するように，山地エリアでの調査も精力的に行った。そ

の結果，山地エリア 135，市街地エリア 59，計 194と両エリアともに過去最多の採集区画数となり，5回

の本調査中，一番すばらしい分布図となった。 

 市街地エリアについてみると，2005年の調査も詳細を極め，ヒグラシの産地 45は過去最多であった。

今回は，それをさらに上回ったにもかかわらず，自然度４のメッシュ数は，62➞60へと微減のほぼ横ば

いとなった。これは，すでに，前回で上限になっていたことに加え，後述するミンミンゼミの産地の市

街地エリアにおける減少が影響している。 

 ヒグラシの分布状況を見ると，市街地エリアでは京都御苑，植物園，糺の森などの豊かな森・緑地に
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も出ない。しかし，山裾から山地エリアにかけてほぼ全域で出る。ときに深山でエゾゼミなどともに同

所で出る。また，その分布密度は，高い。標高の高いブナ，イヌブナ林でも，山地に広がるスギ，ヒノ

キの植林地でも，容易に殻が見つかる。山間地の社寺ではしばしば大量に殻が見つかることがあり，も

っとも普通のセミといえる。 

 このように，ヒグラシはクマゼミとは見事な棲み分け関係にあり，対照的な分布域をなしている。し

たがって，クマゼミを「街のセミ」とすると，ヒグラシは「山のセミ」ということになる。また，ヒグ

ラシは，山では一番優占する種であるといえる。 

⑨エゾゼミ 

 エゾゼミの殻は山地エリアにおいて 16の区画で見つかった。これは，過去最多の数となった。エゾゼ

ミは深山のブナ帯に産するとされることが多かったが，京都では標高約 400ｍの比較的低地にも産すると

ころがある。植生をみると，ブナ，イヌブナ，ミズナラなどの落葉広葉樹林（しばしば針葉樹のアシウ

スギを含む）だけでなく，スギ，モミノキなどの植林地でも見られる。西の愛宕山，東の比叡山より北

の地域に分布する。百井，片波，花背，広川原，尾越などの山中で密度が高い。 

 エゾゼミの産地は深山にあるため，市民の方からの情報は皆無であった。しかしながら，なんとかこ

こまで分布状況を解明できたことは今回の成果である。 

＊アカエゾゼミが八丁平に産するという記録があるが，残念ながら今回も確認できなかった。 

⑩エゾハルゼミ 

エゾハルゼミは京都市に産するセミの中ではもっとも標高の高い深山中に産する。いわゆるブナ帯の

セミで，標高は 700ｍ以上の地域である。前回まで採集区画数は０であったが，今回は４に増えた。これ

は，実に画期的なことであり，今回調査が過去５回の調査の集大成に位置することを示すものとなった。 
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２．各セミの出現する自然度の範囲 

各セミの出現する自然度の範囲を今回初めて図示した。これをみると，クマゼミとアブラゼミしか出

なければ自然度１であるが，これにニイニイゼミが加わると自然度２，ツクツクボウシが加わると自然

度３ということになる。クマゼミが出れば，自動的に自然度１というわけではない。他のセミとの組み

合わせが問題なのである。 

クマゼミは基本的には自然度１の範囲に出るが，稀に自然度２や自然度３の範囲にもまれに出るので

ある。ニイニイゼミは自然度２から出るが，自然度３でも見られ，自然度４の低い方でも稀に見られる。

ツクツクボウシは，自然度３で出るが，自然度４の低い方でも稀に出る。アブラゼミは自然度１から低

い方の４までもっとも広い範囲で出る。 

自然度４は多くの種を産するが，チッチゼミ，ハルゼミ，ミンミンゼミは低い方の４から出る。チッ

チゼミとハルゼミ（明るいアカマツ林）の出現する範囲は狭い。ヒグラシは低い方の４から出るが高い

方の４にも稀に出る。エゾゼミやエゾハルゼミは高い方の４にのみ出る。今後山地での調査がさらに進

めば，高い方の４（エゾゼミやエゾハルゼミが出現）を自然度５として取り扱うことも可能であり，検

討したい。 

 

≪各セミの出現する自然度の範囲≫ 

セ ミ の 種 
自  然  度 

0 1 2 3 4 

クマゼミ       

アブラゼミ       

ニイニイゼミ       

ツクツクボウシ   

 

   

チッチゼミ    

 

  

ハルゼミ       

ミンミンゼミ       

ヒグラシ    

 

  

エゾゼミ     

 

 

エゾハルゼミ      

 

出 現 種 

○印は出現頻度の高い

種。（  ）は稀に出現す

る種。 

な し ○ ク マ ゼ

ミ・ 

○ ア ブ ラ

ゼミ 

○ ニ イ ニ

イゼミ・ア

ブ ラ ゼ

ミ・クマゼ

ミ 

○ ツ ク ツ

ク ボ ウ

シ・ニイニ

イゼミ・ア

ブ ラ ゼ

ミ・（クマ

ゼミ） 

４の低：○チッチゼミ・

○ハルゼミ・○ミンミン

ゼミ・○ヒグラシ・（アブ

ラゼミ・ニイニイゼミ・

ツクツクボウシ） 

４の高：○エゾゼミ・○

エゾハルゼミ・（ヒグラ

シ） 
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３．京都市街地における各自然度の占有数の変遷 

全体としてみると，市街地の中心部では広大な自然度１の広大なエリアが広がり，社寺や公園などの 

樹種が豊かな緑地のあるところで自然度２や自然度３のメッシュ枞が散在して認められ，丘陵地や山裾

から自然度３・４となっている。そして市街地を囲む東山，北山，西山の山地は自然度４という基本的

な状況はこの 20年間全く変化していない。 

しかしながら，今回調査では，自然度３が減少し，自然度２の限定的回復傾向が認められた点，注目

される。 

今回は，調査が市街地エリア，山地エリア全域でまんべんなく行われるよう努力した結果，表１のよ

うな結果が得られた。これによると，調査漏れは０となった。 

自然度 0は前回（2005年）につづき，０となった。これは，調査が丁寧に行われたことによるもので

ある。 

自然度１は 2000年をピークに微減しているが，京都市街地の半分の 50％が自然度１という状況が続い

ている。しかしながら，アブラゼミ，クマゼミの市街地における採集区画数を 1995年と比較し，1995年

➞2000年➞2005年➞2010年と並べてみると， 

アブラゼミ 514（100％）➞426（83％）➞310（60％）➞312（61％） 

クマゼミ 307（100％）➞279（91％）➞198（64％）➞213（69％） 

と，両種とも６割台へと大幅に減った状態がつづいているとみることができる。  

自然度２は前回最少の 14を記録したが，今回は 23と明らかに増加した。自然度２は，大都市の中に

あって，一定の良い緑地があることを示すもので，その現象に歯止めがかかったといえる。また，梅小

路公園の森では，前回調査まで，クマゼミとアブラゼミしか見つからなかったが，ニイニイゼミが見つ

かるようになり，自然１が２へと上った地点もある。しかし，1990年の 37に比べ，62％とかなり少ない

レベルにとどまっている。 

自然度３のメッシュ枞は少なかった 2005年をさらに下回り，過去最少の 22メッシュ枞へと減少した。

ツクツクボウシの脱皮殻はニイニイゼミよりさらに豊かな緑地でみられ，そのような樹木環境が都市か

ら姿を消しつつあることを示すものと受け止められる。 

自然度４は今回調査では山地の調査が丁寧に実施され，ヒグラシやミンミンゼミなどの採集区画数が

飛躍的に増えた。しかし，ミンミンゼミは前回と比べて，市街地エリアでは減少しており，市街地では

最多の 2005年の 62メッシュ枞（30％）とほぼ同じ 60メッシュ枞（29％）にとどまっている。市街地エ

リアにおける自然度４の地域は，丘陵地や山裾に限られる。人工的な都市公園では，自然度４と判定さ

れるところは皆無である。 
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表１．京都 市街地に

おける各自然度の占有数（メッシュ枠数）の変遷 

 

 

 

 

調査年 
１９９０

年 

１９９５

年 

２０００

年 

２００５

年 

２０１０

年 

自然度０ 9(4%) 4(2%) 5(5%) 0 0 

自然度１ 84(40%) 90(43%) 109(52%) 106(51%) 104(50%) 

自然度２ 37(18%) 28(13%) 17(8%) 14(7%) 23(11%) 

自然度３ 34(16%) 41(20%) 29(14%) 26(12%) 22(11%) 

自然度４ 45(22) 44(21%) 49(23%) 62(30%) 60(29%) 

調査漏れ 0 2 0 1 0 

総計 209 209 209 209 209 
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