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はじめに
“虫屋”はフィールドに出るとどうしても標本
を採集することばかりに注力し観察等が疎かにな
りがちである．その標本についても，数や美しさ，
大きさなどに注視してラベルにまで気が回らない
ことが多い．標本に付けられているラベルを充実
させることは重要であるが，その点は柿添・丸山 
（2021） が既に論じている．標本もむやみやたらな
んでも採集する時代ではなくなってきた．加えて
自分の興味とは違う分類群や採集するまでもない
普通種のデータも重要になってきた．そんな状況
だからこそフィールドノートを付けることの重要
性が増してきたと考える．
実験では実験ノートを付けることが常識になっ
ている．同じように野外調査ではフィールドノー
トを付けることが常識なのではないか．たとえ
野外調査が単なる個人の趣味的採集であっても
フィールドノートを付けることが常識となって欲
しい．標本が残っているから大丈夫，採った虫の
ことは全部覚えているから問題ない，ではない．
ここでは，“虫屋”が付けるべきフィールドノー
トについて考えたい．

どこまで追えるか
試しに手元にあるフタコブルリハナカミキリの
標本がどこで採集されたかを追ってみたい．この
標本は故菅晃氏のコレクションに入っていた標本
で愛媛大学ミュージアムが寄贈受けた標本の 1つ
である．ラベルには“金山谷／石鎚山／ 27. VII. 
1977／菅晃”とある．金山谷は石鎚山の中でもカ
ミキリの有名な採集ポイントで，石鎚スカイライ
ン付近から延びる金山谷林道沿いの標高 1,000～
1,200 m付近でその頃はちょうどリョウブの花の
時期なのでリョウブから採集されたのではないか
と推察される．なんだかなり絞り込めたではない
か，と思うかも知れないが，これは幸運な例であ
る．菅 （1985） などにもポイントが紹介されている

採集地だからこそ絞り込める訳で，そもそも金山
谷は石鎚山南側の面河渓上部左岸にある大きな谷
の 1つで標高 900～ 1,550 mの広大な範囲を示す．
また，金山谷は有名な採集ポイントとはいえ，生
前の菅氏を含めたカミキリ屋さんから私が聞いた
ものである．菅 （1985） もマイナーな同好会誌で難
入手で，偶然に菅氏の遺族から寄贈受けた資料の
中から出てきたのである．もしここに採集者であ
る菅氏のフィールドノートが残っていたらどうだ
ろうか．当日の天候や気温，何の花が咲いていたか，
他にどんな昆虫が採集されたかなども判ったかも
知れない．今は金山谷はあまり良いポイントでは
ないので，伝聞が言い伝えられないと何十年か後
には同じようには場所の特定はできないだろう．
“石鎚山”としか書かれていないような標本を前
に，どの辺のどの位の標高のところで採集された
のか判らず途方に暮れることは多くの人が経験し
ていると思う．愛媛大学ミュージアムのコレクショ
ンの中には，酷いものだと“自宅前”というラベ
ルの標本すらある．標本ラベルの充実は最低限と
してフィールドノートが残されてそれを参照でき
ることは標本の価値をさらに高めることになるで
あろう．
纏めると，やはり標本だけからの情報ではたと
えラベルがしっかりしたものであっても採集場所
の特定は難しい．伝聞や文献資料があればある程
度までは絞り込めるであろうが，そこに当時の記
録，フィールドノート，があれば様々な情報を補
完できる可能性がある．後で述べるが，そのフィー
ルドノートを書くことと共に後世に引き継ぐこと
が重要なことだと考える．

何を書くか
フィールドノートには何を書けばよいか．日付，
天候，時間，場所など，一般的なデータは最低限
書くとして，その他に観察した行動や採集した種，
個体数，見かけた種，その他のフィールドでの気
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付きなどを自由に記録すればよいと考える．あら
かじめ必ず書く事象を決めておくと良いかも知れ
ない．
きちんとフィールドノートが付けられていれば
濱尾 （2010） が言うように貴重な観察がフィールド
ノートに眠っている例もあると思う．フィールド
ノート自体が貴重な記録の宝庫である．“普通種を
記録しておくことの大切さ”，このことは虫屋の中
でもチョウやトンボを調査している人以外には欠
けている視点かも知れない．ある普通種が最近減っ
てきたということは，感覚的には言えるかも知れ
ないが標本からはあまり見えてこない．それを補
えるのがフィールドノートかも知れない．
梅棹忠夫は自身のフィールドノートにスケッチ
が多いことに言及し“フィールド・ワーカーはス
ケッチをやらないかん”とまで言っているが （小山，
2010），なかなかスケッチまでは難しいかも知れな
い．現在ではフィールドノートに記すべき図は写
真や動画で代用できるものが多いと思う．

どこに書くのか
野帳，ノート，ルーズリーフ，パソコンなど，

フィールドノートを付ける場所はどこでも良いと
思う．野外に出ている時にメモを取るか，野外に
持っていくデジタルデバイス （スマホなど） で打
つか，戻ってきてから家で纏めるか，そのやり方
も個人のスキルや考え方で自由で良いと思う．最
近は Twitterやブログをフィールドノート代わりに
している人もいる．私はコクヨ測量野帳 SKETCH 
BOOKを愛用している （図 1）．年間で 2，3冊を使い，
いつどこでどんな採集をしたかなどを最低限書き
留める．日によっては昼食で食べたラーメンの評
価なども書いていたりもしている．
横川 （2019） は Evernoteというアプリを用いて採
集記録を整理することを紹介している．これは手
書きのフィールドノートをデジタルに変更するや

り方であるが，写真等も同時に管理できることか
ら“スマート”なやり方だと考える．

どう残すのか
これはフィールドノートに限ったことではない

が，研究や調査に係る二次資料を残す方法は難し
い．とりあえずノートや野帳に書いたものを物理
的に残すということが手っ取り早いかと思う．し
かし利用等を考えるとデジタル化しネット上で公
開することが望ましい．例えば，ZENODO （https://
zenodo.org/） のような研究データリポジトリで公
開するという方法があるだろう．今は過渡期と考
えるのでとりあえずは何らかの形式でフィールド
ノートを付け，何らかの形で後世に引き継げる方
法を見つけていくことしかないであろう．
最近は Twitterやブログをフィールドノート代わ
りにしている人もいるが，特に Twitterの場合は個
人の特定が難しく SNSはその性質上情報が死蔵さ
れ後世への情報の共有が難しい面もあると考えら
れる．現状では手書きのフィールドノートの方が
残りやすい側面はあると思う．

新しいフィールドノートの形
ネット社会なのでデジタルフィールドノートの

ようなインターネットサービスが今後は提供され
るようになる可能性があると思うが，現時点で
フィールドノートとして使えそうな 2つのインター
ネットサービスを紹介したい．

BIOME
BIOME （https://biome.co.jp/） は，2019 年 4 月 26
日に正式版公開された“いきもの”コレクション
アプリである．このアプリは無料でアプリをダウ
ンロード後，野外で見つけた生きものの写真を撮
り （図 2中央），登録する （図 2右） ことによりい
きものを集める．珍しさなどによりポイントがあ
がりたくさん集めるとレベルが上がっていくとい

図 1．フィールドノートの例． 図 2．BIOMEの例．
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うゲーム性がある （図 2左）．また，投稿した写真
の種名を訂正することもできるし，他者の投稿を
見ることもでき，種名の提案も可能である．また，
AIの判定により種名を調べることもできるが（こ
のアプリのセールスポイントの 1つである）、残念
ながらまだ AIの識別は当てにならないことが多
い．ただ AIによる画像認識は進歩しており，例え
ば BIOMEアプリが公開されたときにはできなかっ
たクサギカメムシとキマダラカメムシの識別は現
段階ではほぼ間違えずに行えている．両種が普通
種で投稿数が多かったことからこのおよそ 3年間
に AIが学ぶ機会が多かったのであろう．甲虫類は
残念ながら投稿数も少なく，普通種であっても正
確な種名の提案がされないことが多い．公式のや
り方としてはスマートフォンで撮影した写真を登
録することになっているが，デジタルカメラで撮
影したファイルをパソコンで登録することもでき
るようだ．標本写真も投稿できるが、写真ファイ
ルの GPSデータ （Exif情報） を採集場所に変更しな
いと意味がない．
いきものログ （https://ikilog.biodic.go.jp/） や iNaturalist 

（https://www.inaturalist.org/） も BIOMEと類似した
サービスであるが，これらはどちらかというと専
門家が使うイメージがある．アニメの「ドラゴン
ボール」で例えると，BIOMEは「元気玉」で，い
きものログや iNaturalistは「かめはめ波」といっ
たところであろう．どのアプリ，サービスを用い
ても後世に生物多様性情報を残すことになるが，
BIOMEはその中でもゲーム性があり気軽という点
でお勧めしたい．松村・服部 （2020） は沖縄島にお
けるオキナワクビマルキコメツキの採集例を報告
しているが，報告と並行して iNaturalistにも観察例
をアップロードしている．これはスマートでかつ
とても有用な方法だと考える．今後，このような
生物多様性情報はさらに重要になってくるだろう．
ピンポイントで採れた場所の情報が重要になる
ことがある．例えば，環境アセスメントを行う際
に作成する方法書では既存文献を整理し対象事業
実施区域およびその周辺域で希少な種の生息状況
を整理しその後の調査を行う際の留意点等を整理
する．その場合，対象事業実施地域およびその周
辺域 （例えば事業実施地区の端部から 250 mの範囲
内など） に生息情報があるかないかが重要となって
くる．これまでの文献情報からでは絞り切れない
ことが多かったが，BIOMEなどで収集された GPS
データに紐づけられた生物多様性情報は絞り込み
に耐えうるデータとなっている．このようなデー
タは、その後の調査や保全対策に活かされ易くな

ると考えられる．

YAMAP
どこでどう採集したか．私は学生の頃，フィー

ルドノートに手書きの地図を描いてどこで採集し
たかを整理していたこともあったが長続きしな
かった．その後，採集に行く際は GPSを持ってい
くことが多くなり，GPSのトラックログ （GPXファ
イル） をパソコンにダウンロードしてそれを行動記
録として残すことも行ってみたが，面倒だしそれ
をどう活用したら良いのかもアイディアがなかっ
た．今はわざわざ GPSを使わずにスマホに GPSア
プリをダウンロードして使用している人が多いだ
ろう．ジオグラフィカ （https://geographica.biz/） や
ヤマレコ （https://www.yamareco.com/） という登山
用の GPSアプリがあるが，最もお手軽な YAMAP 
（https://yamap.com/） をここでは紹介したい．なお，
既に虫屋でもこのアプリをフィールドノート代わ
りに使っている人も居るようだし，バードウォッ
チャーには使っている人が多いようだ．
活動の開始時にスマホでアプリの記録を開始し
終了時にアプリを終了させるだけでその間の GPS
のトラックログが残る （図 3）．帰宅後にパソコン
で写真をアップロードするとどこで撮影されたか
が地図上に示され活動メモを書き込むこともでき
るので，さながら京浜昆虫同好会 （編） の「新し
い昆虫採集案内」のような採集地案内が出来あが
るようだ （図 4，5）．活動データは公開，非公開，
限定公開を選ぶことができ，限定公開は特定の
YAMAPユーザーにのみ見ることができる．限定公
開機能を用いると仲間内だけの採集地マップの共
有が可能であろう．無料版のほかに有料版もあり，
有料版の方は使える地図が増えるなどのメリット
もあるが，単にフィールドノート代わりに使うの
であれば現時点では無料版で充分である．

図 3．YAMAPでの行動記録の例．行動したトラック上に写
真撮影位置が表示されるほかメモも付けられる．
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YAMAPでは特定の山頂を通過するとピークを
制覇したことになり，それを集めることができる 
（ピークハントと呼ばれる）．このピークハントは
収集癖のある虫屋には魅力的ではまってしまう可
能性があり危険である．私は個人的な採集地マッ
プを作ろうとオフシーズンに近場の採集地をめ
ぐったが，最近では採集とは関係ない登山まです
るようになってしまった．

おわりに
フィールドノートはあくまで個人の活動の記録
であるので，個人の好きなように付けて良いと思
う．ただ，上記のように少し工夫するだけでトレー
サビリティも上がり次世代に記録を残すことにも
なると考える．

BIOMEでも YAMAPでも気を付けなければい
けない点がある．それはインターネット上の注意
点と同じことであるが，特に乱獲の助長と，個人
情報の流出の 2点については書いておこう．実際
に YAMAPでは登録された情報に基づき野草の盗
掘が問題視されており，BIOMEへのネガティブな
意見の 1つとして希少種生息情報に基づく乱獲の
助長がある （ただしレッドリスト掲載種に関して
は BIOMEで生息地はマスクされる作りになってい

る）．位置の登録情報から自宅住所などの個人情報
が流出してしまうおそれも考えられる．それらに
は十分に気を付けなければならないが，フィール
ドノートに書かれるような情報をオンラインで記
録しておくことのメリットは大きい．しかし，こ
れらのアプリは民間企業が他の目的で運営してい
るもので，いつサービスが終了するかも判らない．
特に YAMAPの場合，サービス終了と共にデータ
もそのまま無くなってしまう可能性は高いであろ
う．BIOMEには，運営側に生態学者がいることも
あり，たとえサービスが終了したとしてもデータ
は GBIF等の他の生物多様性データベースに移管さ
れる可能性が高いと考える．そういった意味でも
アプリに依存しすぎないこと，複数の手段を使う
ことが今必要なことかも知れない．

引用文献

濱尾章二 , 2010. フィールドの観察から論文を書く方法―観察
事例の報告から研究論文まで . 224 pp., 文一総合出版 , 東
京 .

柿添翔太郎・丸山宗利 , 2021. 昆虫標本におけるラベルの作り
方 . 九州大学総合研究博物館研究報告 , （18） : 65–73.

菅　晃 , 1985. 愛媛県のカミキリムシ採集案内 1―石鎚スカイ
ライン周辺―. 愛媛の昆虫 , （5） : 12–16. 

松村雅史・服部貴昭 , 2020. 沖縄島北部におけるオキナワク
ビマルキコメツキの観察例 . さやばねニューシリーズ , 
（38）: 40.

横川忠司 , 2019. クワガタムシハンドブック増補改訂版 . 128 
pp., 文一総合出版 , 東京 . 

吉富博之 , 2020. クラウドのすすめ . Niche Life, （8） : 5–9.
小山修三 , 2010. 梅棹忠夫語る . 222 pp., 日本経済新聞出版 .

（2022年4月1日受領，2022年5月6日受理）

図 4．京浜昆虫同好会 （編） 「新しい昆虫採集案内」．

図 5．京浜昆虫同好会（編）「新しい昆虫採集案内」の中身
の 1例．その当時の記録として大変貴重であるし，今
読んでもわくわくさせられる．

昆虫学研究器具は「志賀昆虫」へ
日本ではじめて出来たステンレス製有頭昆虫針

00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6号 , 有頭ダブル針も出来ました．
その他， 採集， 製作器具一切豊富に取り揃えており
ます．
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