
29

＜昆虫学講座　第2回＞

小　峰　幸　夫

文化財害虫概説 2

1．文化財害虫とは
文化財害虫を定義づけするとすれば「文化財

（博物館，図書館，美術館，資料館などにある展
示品，収蔵品，古文書，書物など）を食害した
り，排泄物や泥で汚染，または営巣して美術品
や収蔵品等に悪影響を及ぼす昆虫」ということに
なる。現在のところ文化財を加害・汚染する恐れ
のある昆虫は約160種知られているが，今後の研

究・調査・構造などによっては，種類が増加する
と思われる。文化財害虫の中には，文化財内部で
一生のほとんどを過ごす種類と文化財を外部から
食害・汚染する種類に大別される。文化財害虫は
種数が多く，被害現場で実際に加害虫が採取され
ない場合，その食痕や脱皮殻，虫糞の形状で加害
虫を推定しなければならないこともある。
文化財害虫を昆虫分類学上で見ると図1のとお

図1 昆虫分類学上からみた文化財害虫の分類

 
 
  動物界（Animal Kingdom） 
 
 
  トビムシ目（Collembola） 

  カマアシムシ目（Protura） 

  コムシ目（Campodeina） 

  イシノミ目（Microcoryphia） 

  シミ目（Thysanura） 
  カゲロウ目（Ephemeroptera） 

  トンボ目（Odonata） 

  カワゲラ目（Plecoptera） 

  シロアリモドキ目（Embioptera） 
  ゴキブリ目（Blattodea） 
  カマキリ目（Mantodea） 

  シロアリ目（Isoptera） 
  バッタ目（Orthoptera） 
  ナナフシ目（Phasmida） 

  ハサミムシ目（Dermaptera） 

  ガロアムシ目（Grylloblattodea） 

  チャタテムシ目（Psocoptera） 
  ハジラミ目（Mallophaga） 

  シラミ目（Anoplura） 

  アザミウマ目（Thysanoptera） 

  カメムシ目（Hemiptera） 

  アミメカゲロウ目（Neuroptera） 

  コウチュウ目（Coleoptera） 
  ネジレバネ目（Strepsiptera） 

  ハチ目（Hecopterodea） 
  シリアゲムシ目（Mecoptera） 

  ノミ目（Aphahiptera） 

  ハエ目（Diptera） 
  トビケラ目（Trichoptera） 

  チョウ目（Lepidoptera） 
 

 
節足動物門（Arthropoda）   昆虫上綱 

（Superclass Insecta） 
 
 
 
 
 
ヤマトシミ・セイヨウシミ・マダラシミなど 
 
クロゴキブリ・ヤマトゴキブリ・ワモンゴキブリ・ 
チャバネゴキブリなど 
 
ヤマトシロアリ・イエシロアリ・ダイコクシロアリなど 
 
カマドウマ類 
 
ヒラタチャタテ・コチャタテ・コナチャタテなど 
 
シバンムシ類…ｹﾌﾞｶｼﾊﾞﾝﾑｼ・ｻﾞｳﾃﾙｼﾊﾞﾝﾑｼ・ﾌﾙﾎﾝｼﾊﾞﾝﾑｼ・

ｼﾞﾝｻﾝｼﾊﾞﾝﾑｼなど 
ヒラタキクイムシ類…ﾋﾗﾀｷｸｲﾑｼ・ﾅﾗﾋﾗﾀｷｸｲﾑｼなど 
ナガシンクイムシ類…ﾁﾋﾞﾀｹﾅｶﾞｼﾝｸｲ・ｵｵﾅｶﾞｼﾝｸｲなど 
カミキリムシ類…ｲｴｶﾐｷﾘ・ﾀｹﾄﾗｶﾐｷﾘなど 
カツオブシムシ類…ﾋﾒﾏﾙｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ・ﾋﾒｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼなど 
ヒョウホンムシ類…ﾆｾｾﾏﾙﾋｮｳﾎﾝﾑｼ・ﾅｶﾞﾋｮｳﾎﾝﾑｼなど 
 
ハチ類…ｸﾏﾊﾞﾁ・ｼﾞｶﾞﾊﾞﾁ（ｱﾅﾊﾞﾁ）類・ﾄﾞﾛﾊﾞﾁ類・ﾍﾞｯｺｳ

ﾊﾞﾁ類など 
アリ類…ﾑﾈｱｶｵｵｱﾘ・ﾄﾋﾞｲﾛｹｱﾘ・ｲｴﾋﾒｱﾘなど 
 
イエバエ・クロバエ・ニクバエなど 
 
ヒロズコガ類（イガ類）…イガ・コイガなど 
ボクトウガ・スカシバガ類・コウモリガ類など 

図 1 昆虫分類学上からみた文化財害虫の分類 



30 文化財の虫菌害 59号（2010年6月）

りである。次に文化財害虫が含まれる9目に含ま
れる昆虫類についての概要を簡単に述べる。

2．文化財害虫の概要
（1）シミ目（総

そう

尾
び

目
もく

）（図2）
体長が約1 cmで，体は扁平で銀色の鱗毛をも

つ。この鱗毛は手で触ると簡単に落ち，その部分
は白っぽく見えるので，同定には注意が必要であ
る。触角が長く，尾端には1対の尾毛の他に1本
の尾糸がある。寿命は7～8年といわれており，
無変態（蛹の時期がなく，成虫も無翅で幼虫と外
見上の差異はほとんどない）である。すばやく動
き，室内ではうす暗く，湿度の比較的高い場所を
好み，野外では樹木の幹や岩陰に潜んでいる。
（2）ゴキブリ目（網

もう

翅
し

目
もく

）（図3）
体長は成虫で2～4 cmと昆虫の中では比較的大

きい。体は扁平で，脚が発達してすばやく動く。
触角は長く，体表に光沢をもつ種類も多い。頭
部は小さく，胸部にかくれる。雑食性のものが多

く，主に夜間活動し昼間は物陰に潜む。家屋によ
く侵入し，発見時の印象が強く，苦手な人も多い
と思われる。卵鞘を形成し，この中には約20～
30個の卵が入っている。不完全変態（蛹の時期が
なく，幼虫には翅芽が見える）である。
（3）シロアリ目（等

とう

翅
し

目
もく

）（図4）
生殖虫（女王・王），副生殖虫，職蟻，兵蟻の4
つの階級（それぞれ形態や役割が異なる）があり，
仕事を分担して巣を維持する（社会性昆虫と呼
ぶ）。身近にいるが，光を嫌うため，目につきに
くい。主に木材を加害する。触角が数珠状で，体
色は白っぽい。有翅虫は黄赤～黒褐色で翅は前，
後翅はほぼ同じ大きさで，体からとれやすい。
（4）バッタ目（直

ちょく

翅
し

目
もく

）（図5）
後脚が跳ねる脚（跳躍脚）になっている。草食
性のものが多く，農業害虫となる種類も含まれ
る。スズムシやコオロギなどの雄は，翅をこすり
合わせて音を出すことができる。
（5）チャタテムシ目（嚙

ごう

虫
ちゅう

目
もく

）（図6）

図2 シミ目の1種 図4 ヤマトシロアリの職蟻（写真提供・山野勝次）

図3 ゴキブリ目，ヤマトゴキブリ（左がオス，右がメ
ス） 図5 バッタ目の1種
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体長は1 mm以下の種類が多く，体はか弱い。
よく動き，屋内では湿気のある場所や，ちょっ
とした塵の中，カビの生えやすい畳や壁紙の裏側
にひそむ。野外では樹木や岩石，鳥やハチの巣な
どで見られる。よく「ダニ類」と間違えられるが，
ダニ類はさらに小さく，動きは遅い。不完全変態
をする。
（6）コウチュウ目（鞘

しょう

翅
し

目
もく

，甲
こう

虫
ちゅう

目
もく

）（図7）
生物界最大の目で，種数が格段に多いといわれ
ている。完全変態（蛹の時期がある）で，幼虫と
成虫では活動場所が異なる種類もいる。形態はさ
まざまであるが，前翅は硬化して翅鞘となり，体
の正中線で左右の翅が接する。
（7）ハエ目（双

そう

翅
し

目
もく

）（図8）
完全変態である。中胸が発達し，翅は2枚のみ
で後翅は退化している。よく飛翔し，幼虫は蛆

うじ

虫
むし

といわれ，脚がない。病原体を媒介する種類や農
業害虫となる種類がいる。ハエ，アブ，ブユ，カ
などが含まれる。
（8）ハチ目（膜

まく

翅
し

目
もく

）（図9）
翅は4枚であり，前翅は後翅より大きい，ま
た，後翅には前翅とつなぐ「鉤」があり，連結さ
れ，前後翅は1枚になって動く。口は咀嚼型。一
部の種を除き，腹部はくびれており，触角は折れ
曲がっている。ハチやアリなどが含まれる。働き
ハチ，働きアリはすべてメスであり，針を持つが，
オスには，針がない。完全変態である。
（9）チョウ目（鱗

りん

翅
し

目
もく

）（図10）
成虫は大きな翅（一部では退化している）をも

ち，翅や体，脚，触角などは鱗毛で覆われ，口は
吸収型をしている。幼虫はケムシ状やイモムシ状
をして口は咀嚼型をしている。

図6 チャタテムシ目の1種（写真提供・山野勝次）

図8 ハエ目の1種

図7 コウチュウ目，ヒメマルカツオブシムシ

3．文化財の材質による害虫の特徴
文化財害虫は種数が多いため，種類を特定す
ること（同定）は難しい場合がある。そのときは，
文化財の材質によっておおよその見当をつけて防
除対策を施し，同時に専門家に同定を依頼するこ
とが望ましい。
同じ種類の害虫が多くの材質のものを加害する

こともあり，明確には区別できないが，以下に木
材，竹類，紙類，布類，乾燥標本類についての主
要害虫と主な特徴について述べる。
（1）木材を加害する昆虫
建造物をはじめ，木彫像，屏風，民具などは主
として木材でできている。木材を加害する代表的
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な害虫は，シロアリ類，シバンムシ類，ヒラタキ
クイムシ類，カミキリムシ類，ハチ類があげられ
る。
実際文化財を加害したシロアリ類は，ヤマトシ
ロアリ，イエシロアリ，ダイコクシロアリの3種
類で，そのうちヤマトシロアリの被害件数が最も
多く，次いでイエシロアリで，ダイコクシロアリ
の被害は沖縄県でわずかに見られる程度である。
近年，一般家屋や家具ではアメリカカンザイシロ
アリの被害があり，今後文化財に侵入・加害する
可能性があるので十分注意する必要がある。
シバンムシ類ではケブカシバンムシの被害が重

要で，主に古材を好み，樹種も針葉樹・広葉樹の
区別なく加害する。被害の速度はシロアリ類ほど
ではないが，被害を発見した時は，被害が深刻な
場合が多い。被害材の坑道内に糞がつまり粗粒状
の形をした糞をする。近年になって，寺院をはじ
め体育館の床材や一般木造建造物ではオオナガシ
バンムシの被害や，ある寺院ではクロトサカシバ

図10 チョウ目，ヤママユガ

ンムシやチビキノコシバンムシの1種の被害が確
認されている。オオナガシバンムシの被害はケブ
カシバンムシの被害の状況と似ている。今後の調
査によって新たな種類のシバンムシが確認される
ことは十分に有りえるため，注意が必要である。
ヒラタキクイムシ類はラワン材やナラ材，竹材
の害虫として有名である。特に木材中のデンプン
含有量が多い広葉樹の辺材部を加害する。ヒラタ
キクイムシの糞は微粉状をしており，被害がひど
くなると材の表層部だけを残して内部はまったく
粉状となる。日本では主にヒラタキクイムシとナ
ラヒラタキクイムシが材に被害を及ぼす。
カミキリムシ類の多くは樹木の樹皮下や材部に

穿孔するものが多く，主として水分含量が多い材
で発生するので，文化財を加害することは少な
い。しかし，これまでに重要文化財の寺院楼門で
はオオハナカミキリが，博物館の陳列ケースでは
ヒメスギカミキリの被害が確認されている。
ハチ類ではクマバチが木造建造物の垂木などに

穴をあけ，育児室をつくったり，ドロバチ類やス
ズバチなどは木造建造物や石造物に泥で巣をつく
るため，文化財を汚染する。
上記の昆虫のほかにナガシンクイムシ類やオオ

ゾウムシ，タマムシ類，キクイムシ類など，木材
を食害する昆虫は種類が多い。
（2）竹類を加害する昆虫
建築物や各文化財の竹材を加害する昆虫として
は，ナガシンクイムシ類，カミキリムシ類があげ
られる。
ナガシンクイムシ類で竹材を加害する種類には

図9 ハチ目の1種（上がコガタスズメバチ，下がスズ
バチ）
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表1 昆虫同定1位「コウチュウ目」の内訳

順位 種類 件数
1 コクヌストモドキ（成虫） 8
2 ヒメマルカツオブシムシ（幼虫・成虫） 6
3 ヒラタキクイムシ類（幼虫・成虫） 4
3 シバンムシ類（成虫） 4
4 ホソヒラタムシ類（カドコブホソヒラタムシ・フタトゲホソヒラタムシなど） 3

その他 クロタマムシ、チビタケナガシンクイ、ニセセマルヒョウホンムシなど 13

チビタケナガシンクイとニホンタケナガシンクイ
がいる。両種ともに形態はよく似ており，加害習
性も似ている。
カミキリムシ類では，タケトラカミキリやベニ
カミキリが竹材を加害する。両種ともに成虫が枯
れたマダケやモウソウチクなどの裂け目などに産
卵し，幼虫が内部を穿孔食害する。
竹材を加害する害虫は上記のほかに，シロアリ
類，ヒラタキクイムシ類などがいる。
（3）紙類を加害する昆虫
古文書や掛軸など日本の文化財は木材とともに
紙によるものが多いが，紙類に被害を及ぼす昆虫
は，シバンムシ類やシミ類である。
シバンムシ類で書籍を食害する種類はフルホン
シバンムシとザウテルシバンムシである。両種と
もに被害は主に幼虫が行い，書籍や古文書，巻物
などにトンネル状に穿孔し食害する。被害のひど
いものでは，ページをひらくのが困難になること
もある。
シミ類の被害はシバンムシ類のものと違い，表
面をなめるようにして食害する。特に糊づけした
部分を好んで食べる。ゴキブリ類もシミ類の被害
と同様に加害する。
（4）布類を加害する昆虫
毛織物や生糸，革製品など乾燥した動物質のも
のを中心に食害する昆虫にはカツオブシムシ類と
イガ類がいる。これらは食性が広く，動物質，植
物質，またはその両方を食害する。食害は主に幼
虫の時期に行われる。カツオブシムシ類ではヒメ
マルカツオブシムシとヒメカツオブシムシが，イ
ガ類にはイガとコイガ，ジュウタンガなどが食害
をする。
（5）乾燥標本類を加害する昆虫
植物標本や動物標本を加害する昆虫には，カツ

オブシムシ類のほかに，シバンムシ類，ヒョウホ
ンムシ類，チャタテムシ類がいる。
シバンムシ類ではタバコシバンムシとジンサン

シバンムシが代表的である。これらの食性はかな
り雑食性で，乾麺やクッキー，香辛料，煮干類
などの乾燥食品や種子，飼料，薬草などを加害す
る。古文化財の染料に使用されているムラサキや
アカネなどを乾かした根に繁殖したことがある。
ヒョウホンムシ類ではニセセマルヒョウホンム

シとナガヒョウホンムシが乾燥した動植物標本を
食害するが，微小な昆虫なので，被害の程度はひ
どくない。
チャタテムシ類は各施設のほか一般家屋に普通

に見られる昆虫で，乾燥した動植物標本や乾燥食
品，書籍の害虫とされている。しかし体長が2 mm

以下と小さいため，被害の程度はひどくない。

4．当研究所で受けた同定の結果について
昆虫の種名を決定することを同定という。同定
は時として，専門の分類学者でさえ多大の時間と
労力を必要とすることがある。同定は主として外
部形態によってなされることが多いが，採取され
た年月や場所，場所の環境等などを参考にして行
う場合もある。
当研究所では文化財だけでなく，家屋や資料等
で確認された昆虫の同定依頼を行っている。
同定結果で一番多かったのは，コウチュウ目に
含まれる昆虫で，その内訳を表1に示す。このな
かで一番多かったのは，コクヌストモドキであっ
た。コクヌストモドキは文化財害虫ではなく，食
品害虫として小麦粉などの穀類で見られるが，近
年，新築の家屋で多数見つかることがある。壁紙
の接着剤などに使用されている化学物質等に誘引
され，外から侵入してきているのではないかと考
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えられているが，原因は不明である。コクヌスト
モドキは一見するとヒラタキクイムシに似ている
が，コクヌストモドキは木材などは食害しない。
食品を密閉できる容器で保存して，周囲を清掃す
れば被害にあうことは少ない。
次いでヒメマルカツオブシムシの同定件数が多
かった。ヒメマルカツオブシムシの成虫は3～6
月ごろ，マーガレットやコデマリなどの白い花で
よくみられる。幼虫は野外では鳥や昆虫の巣に棲
んでおり，室内では，衣類やカーペット，乾燥食
品などで見られることがある。ヒメマルカツオブ
シムシの被害は主に幼虫の時期で，幼虫は餌を探
しに活発に動きまわり，衣類やカーペット，乾燥
食品などを食害する。ヒメマルカツオブシムシは
文化財害虫で，博物館・美術館等で見つかるほか
に，一般家屋でも見つかることがある。
昆虫のほとんどは小さく，形態がよく似ている

種類も多い。昆虫を発見した場合，今後の対策の
ためにも，正確に同定が行える専門家に依頼して
適正な防除対策を講じてもらうようにお願いした
い。
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