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能勢・川西・久留米　3 大大型血統共同研究室！
－大型血統 3 産地 200 頭ずつを、同条件で飼育したらどうなるのか？－

　2016 年現在、巷には数えきれない『○○血統』『×
×血統』があふれている。それらは大きく「大型血統」

「美形血統」「極太血統」に分かれるのだが、その中でも、
飼育レコードを獲得するべく多くの人が情熱を持って
飼育しているのが「大型血統」だろう。
　その大型血統の中でも、とくに有名な『3 大大型血
統』と呼ばれるものが次の 3 血統だ。

①能勢ＹＧ
　大阪府能勢産を基とする血統。鶴原靖彦氏が育てあ
げた血統で、2007 年の飼育ギネス（当時）に登録さ
れた 84.7㎜が初出。現在では鶴原氏の手を離れ、全
国に多数の本血統ユーザーがおり、その後の飼育レ
コードはすべて能勢ＹＧ血統で占められている。現在
の 89.1㎜も本血統由来である。

② G 系川西
　関西在住の M 氏の血統が基になっている大型血統。

③久留米
　マツノインセクトの久留米産オオクワガタを源流と
する大型血統。

　現在の状況は、能勢ＹＧが頭二つほど抜けていると

いうのが世間一般の印象ではないだろうか。このまま
能勢ＹＧの天下が続くのか……。

条件を同じにしたら結果は変わるのか？
　各ブリーダーさんごとに、飼育環境はどうしても変
わってしまう。規模も環境も温度もエサも交換時期も、
なにもかもが人ごとに微妙に変わってくる。では、こ
れらをすべて同じ条件にしたら、結果は変わるのか？ 
誰もが考えつつ、「そんなの検証するのはムリだろう」
と諦めるのが当然と思うのだが、驚いたことに今回、
実現する運びとなった。
　飼育環境、温度、エサ、交換時期をすべて同じにす
るという条件化で、3 大血統を各 200 頭ずつ飼育し
たらどういう結果になるのか……。こんなとんでもな
いプロジェクトが本格的に始動してしまったのだ !!

ビークワ 15 周年特別企画 !!
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2015 年 12 月
　 構 想 は 2015 年 の 年 末 に さ か の ぼ る。2014 年、
2015 年とオオクワガタの大型オフ会を企画したハン
ドルネーム『チョネ』さんがむし社にやってきた時、「オ
オクワガタの大きい企画をやりましょう」と盛り上
がったのがキッカケだと思う。この時点で「能勢、川
西、久留米の各ブリーダーから代表者を 5 人程度選
出してもらって、産地間団体戦をやろう」という漠然
としながらも壮大な計画案が出された。最大個体はど
の産地か、最大個体を出したブリーダーは誰か、80
㎜以上がもっとも多く出た産地はどこか など、競う
項目は多数あったが、ブリーダーごとに飼育環境も規
模も違うため、実現は難しいだろうと思われた。

2016 年 1 月
　年が明けて、チョネさんから新年会のお誘いがきた。
チョネさんはこの年末年始に水面下で相当動いてい
た模様で、この時点で各産地 200 頭ずつを同じ環境、
エサ、温度で飼育することが決まる。しかし、各産地
200 頭というのは人海戦術でどうにかなりそうだっ

たが、まだ飼育部屋の確保や菌糸ビンをどうするかな
ど問題は山積み。この時点では実現は難しいんじゃな
いかと思っていたが、チョネさんはやる気だ。

2016 年 4 月
　関係者による第 2 回会議がおこなわれる。驚いた
ことに、各産地 200 頭、計 600 頭飼育可能な部屋が
確保されていた。また、エサとなる菌糸ビンも、今回
の企画に賛同してくれたドルビーインセクトさんが提
供してくれるとのこと。各産地 200 頭ずつの提供者
もほぼ確保済で、あとは 1 ～ 2 齢幼虫を菌糸ビンに
入れる日、ビン交換をする日などのおおまかな日程が
決定されていった。ここまでくると障害がない。不可
能かと思われた企画を、あれよあれよという間に実現
の方向へ持っていったチョネさんの企画力には、ホン
トに脱帽する事件？だった。

　そんなこんなで今回に至るこの企画。最終的な結果
発表はおそらく 65 号あたりじゃないかと思うが、気
長にお付き合いいただきたい。

どーしてこうなった？ 時系列に追ってみよう

　今回の企画は、下記のような条件のもとにおこなわ
れる。

①能勢ＹＧ、川西、久留米の大型血統 1 ～ 2 齢幼虫
を各 200 頭ずつ、協力者に送ってもらう。前提とし
て種親は 83 ～ 86㎜の間で統一し、極端に差が出な
いようにする。

②同時期に菌糸ビンへ投入し、エサ交換もほぼ同時に
おこなう。

③同一の飼育部屋・飼育温度で 600 頭を飼育する。

④菌糸ビンはドルビーインセクトさんの『Pit』を使
用し、♂幼虫は 800cc → 1400cc → 1400cc を使用
予定。

⑤♂♀ともに生育状況をビークワで毎号報告。読者の
方々にいろいろと予想してもらう。

⑥結果発表後、予想的中した方へ TOP 個体や上位個
体をプレゼント！

この企画のルール

本企画のために作ったブリードルームはこちら

私たちが責任を持ってセッティングし
ました！
左から●氏、チョネ、●氏

ビンを並べるだけの状態となった飼育部屋．あとは 3 大産地の幼虫が来
るのを待つばかりだ．

　本企画のためだけに、専用飼育部屋
を作りました。
　部屋の広さは四畳半●●？？で、室
内内壁はスタイロフォームで囲い、外
気の影響を極力排除するようにしてあ
ります。
　温度管理には湿度機能付きエアコン

「うるさら」を設置し、もちろんサーキュ
レーターで室内気流を循環させます。
また、「おんどとり（温度、湿度などの
情報をスマホなどで見ることができる
装置）」も設置しています。
　1 本目ビンへの幼虫投入は 7 月 3 日
を予定。さぁ、祭のはじまりです！
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今企画に提供された 600 頭の種親はこちら！

◆ kazIMGP6587 ●●
◆幼虫時最大体重●● g
◆提供者：kaz

◆久留米 84.8mm
◆幼虫時最大体重 37.2g
◆提供者：クマモン

◆能勢 YG 85.2mm
◆幼虫時最大体重 35.6g
◆提供者：す～やん

◆ kazIMGP6585 ●●
◆幼虫時最大体重●● g
◆提供者：kaz

◆能勢 YG 85.5mm
◆幼虫時最大体重 37.3g
◆提供者：yama_ray

◆能勢 YG 84.5mm
◆幼虫時最大体重 33.1g
◆提供者：す～やん

◆ kazIMGP6581 ●●
◆幼虫時最大体重●● g
◆提供者：kaz

◆能勢 YG 85.0mm-2
◆幼虫時最大体重 32.2g
◆提供者：yama_ray

◆川西 83.5mm
◆幼虫時最大体重 37.7g
◆提供者：す～やん

◆ kazIMGP6561 ●●
◆幼虫時最大体重●● g
◆提供者：kaz

◆能勢 YG 85.0mm
◆幼虫時最大体重 36.3g
◆提供者：yama_ray

◆久留米 82.5mm
◆幼虫時最大体重 33.2g
◆提供者：クマモン

◆能勢 YG 855mm
◆幼虫時最大体重 35.0g
◆提供者：Gull（ガル）

◆ TOMO-852520 ♂ 850mm.
◆幼虫時最大体重 35.0g
◆提供者：TOMO

◆久留米 85.3mm
◆幼虫時最大体重 35.2g
◆提供者：クマモン

◆能勢 YG 850mm
◆幼虫時最大体重 35.0g
◆提供者：Gull（ガル）

◆ kazIMGP6604 ●●
◆幼虫時最大体重●● g
◆提供者：kaz

◆ 85.0mm
◆幼虫時最大体重 35.4g
◆提供者：クマモン
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皆さん、はりきって予想してください !!

◆テツ DSC_0421 ●●
◆幼虫時最大体重●● g
◆提供者：テツ

◆川西 86.0mm
◆幼虫時最大体重 37.7g
◆提供者：杢目

◆テツ 1464743408884 ●●
◆幼虫時最大体重●● g
◆提供者：テツ

◆久留米 84.5mm
◆幼虫時最大体重 31.5g
◆提供者：杢目

◆テツ 1464044305439 ●●
◆幼虫時最大体重●● g
◆提供者：テツ

◆久留米 84.1mm
◆幼虫時最大体重 35.1g
◆提供者：杢目

◆久留米 86.0mm
◆幼虫時最大体重 38.9g
◆提供者：チョネ

◆久留米 84.0mm
◆幼虫時最大体重 35.0g
◆提供者：杢目

◆久留米 84.0mm
◆幼虫時最大体重 33.3g
◆提供者：チョネ

◆久留米 85.4mm
◆幼虫時最大体重 34.6g
◆提供者：主水

◆能勢 YG86.0mm
◆幼虫時最大体重 35.1g
◆提供者：す～やん

◆テツ DSC_0433 ●●
◆幼虫時最大体重●● g
◆提供者：テツ

　せっかくの頂上決戦です。見ている読者の皆さんに
もご参加いただき、羽化した特大個体をゲットしてく
ださい！
　勝鍬投票券は以下のようになっております。
1. 虫単：1 位と 2 位の虫を順番通りに当てる。
2. 単勝：1 位になる虫を当てる。
3. 複勝：3 位までに入る虫を当てる。

4. 組単勝：10 頭ごとに組を作り、1 位になる虫が入っ
ている組を当てる。
5. 最大予想：今企画での最大サイズを当てる。
※ 62 号（2016 年 1 月発売）、63 号（4 月発売）の
アンケートハガキで 1 位個体を予想投票していただ
き、64 号（7 月発売）で最終投票となります。読者
の 1 位予想の途中結果は 63 号と 64 号で発表します。

読者の皆さん、予想をお願いします！

1. 虫単：全員に上位個体をペアでプレゼント。※個
体の指定はできません。当選者複数の場合、消印が早
い方を優先とします。
2. 単勝：全員に大型個体をペアでプレゼント。※個
体の指定はできません。
3. 複勝：抽選で 10 名様に 80㎜以上の個体をペアで

プレゼント。
4. 組単勝：抽選で 5 名様に 80㎜以上の個体をペアで
プレゼント。
5. 最大予想：抽選で 5 名様に 80㎜以上の個体をペア
でプレゼント。

予想的中の方にはこちらをプレゼント！


