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COLEOPTERISTS' NEWS
コ ク 口 シデムシの鞘翅の暗赤色斑紋個体についてl)

永野昌博・ 保科英人

コクロシデムシ(ptomascopus morio KRAATz, 1877) は, PtomascoPus属の模式種として日本から記載され
た 一般にコクロシデムシは里、色の革肖翅を持つことで知られてきたが, 本稿では同種の鞘翅に暗赤色斑紋を持
つ個体を発見したので報告する. I章ではPtomasucopus属の分類・ 生態・ 分布に関する概説を, II章では
pfc:mascopus属で, 革高翅に斑紋があるコモンクロシデムシ(P. ptagiatus(Mt;NtTRIES, l854)) について記述し,
Ill章ではコクロシデムシの暗赤色斑紋の形質, 特にコモンクロシデムシの斑紋との比較を行なう. そして, IV
章ではこの赤い斑紋を持つコクロシデムシは局所的な分布なのか, 分布している地域のコクロシデムシ個体群
全体に占める色彩変異個体の割合は,  また,  この変異はオスメスどちらかに特徴的に現れるものであるのかど
うかを明らかにすることを目的として行なった野外調査の結果を報告する.

1. コクロシデムシ属の概説
ptomascopus属の和名については, 従来明記されたものはないようである. 中根(l955a; b; C) には,  シデム
シ科の他の属の和名は記されているが,  モンシデムシ属(Nicr、ophorus) と本属については記されていない.  そ
こで, 本属の和名は「コクロシデムシ属」とするのが最も妥当であると思われ, 本稿ではPtomascoPuS属をコ
クロシデムシ属と呼ぶことにする.

1 2 3
図 l -4.  コクロシデムシの左 趣
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コクロシデムシ属は, 雌雄が協力して子育てを行なうモンシデムシ属と同じモンシデムシ亜科(NiC「oPhO「一
jnae) モンシデムシ族(Nicrophorini) に属している. 本属はモンシデムシ属のような高度な育児行動はみせな
いが(PECK, lg82; TRuMB0 et al., in press), 成虫と幼虫の形態から両属は姉妹属といわれており(PECK,l982;
ANDERSON, 1982),  分子系統的にみても非常に近い近縁であることが証明されている (SuSANNE & MOLLER,
2000).
このコクロシデムシ属には化石種のP aυeyronensis FLAcH,1890 (南フランスで発掘された) を除くと,  コ
クロシデムシとコモンクロシデムシの2 種が知られていたが, 近年, HAvA et a1., (1999) によって新たにP・
zhanglaが記載され, 計3 種となった.  分布に関しては,  コクロシデムシは日本' 韓国' 中国' 台湾' 極東ロ
シア (LEWIS(1879) は南米アマソ ン川流域において,  コクロシデムシを記録しているが, SIKES et al・, (1999)
によれば, この分布は疑わしいとのことである), コモンクロシデムシは韓国' 中国 ' 極東ロシア, P・ Zhan9ta
は中国,  と現生するコクロシデムシ属の3 種はいずれも東アジア周辺に分布している (SHCHEGOLEVA-
BARovsKAYA. l933; 黒澤,  l985 など).

11.  コモンクロシデムシが日本産種から消された理由
上では, 黒1畢(1985), 日本産昆虫総目録(1989) に倣って, 分布域から日本を外したが,
口シデムシは過去に日本から採集された記録がある. _ _

_ _   - - -

今回発見したコクロシデムシの暗赤色 紋個f本とこの ' へ '

- -、.、
コモンクロシデムシの斑紋の形態的な連いは後述する ・

・

として, 先に,  このコモンクロシデムシが日本で記載 、、. ,
、、' - ・

され, 抹消された経韓を追ってみたので簡単に報告す 、 束 都 c

る. l 、 _ , i
日本でのコモンクロシデムシは,  LEWIS (1879) に
よって,  まずは, P. ptagiatipenms として日本と北京
から記載されたが, 後のLEWIS(1887) では, コモンク
ロシデムシ (P. plagiatus (MtNtTRIEs, 1854)) のシノ
ニムとして扱っている. それ以降のHATCH(l928) や
中根( l955c;1963) もこのLEWIS(1887) を踏襲し, 日
本産コクロシデムシ属は上記2 種と記録している.
しかし, 前述のとおり, 現在では日本産コクロシデ
ムシ属はコクロシデムシ1 種とされている. つまり,
コモンクロシデムシは日本産シデムシ科のリストから
抹消されたわけである.  コモンクロシデムシが日本産
種から抹殺されたのは種々 の理由があろうが, おそら
くは近年全く採集されないので, 過去の記録は間違い
であったらしいということではなかろうか.  この根拠
として, 中根( l955c) には,  日本産コモンクロシデム
シを見たことがないことを明記しているし, 中根
(1963) に図示されたコモンクロシデムシの標本写真
は, 「満州産」 と明記されており, 日本産標本を用いて
いるのではない.  また, 北海適大学にある中根コレク
ションにも日本産コモンクロシデムシの標本はないと
のことである (管谷, 私信). CHo & LEE( l995) では,
コモンクロシデムシの分布地に日本が含まれている
が,  これも中根 ( l955c; 1963) などを追従しただけで
あろ う. さらに, 先に述べた日本 (鹿児島) における
コモンクロシデムシの LEWIS(1879) の記録も,  本種
が日本に分布することの動かぬ証拠というわけではな
い. 北海適大学の丸山氏の私信によれば, LEWISのコ
レクションに基づいて記載された甲虫の中に, 明らか
に中国大陸にしか分布しない種が鹿児島産として記載
されている例があるとのことである. 要するにラベル
の付け間違いらしいと言うことだが, 100年以上も過
去のラベル間連いを今となって断定するのは困難であ
ろ う .
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図5.  調査地
●暗赤斑紋コクロシデムシ力'採れた地点.
O調査を行ったが, 暗赤斑紋コクロシデムシが採れな
かった地点.
st. 1: 東京都世田谷区石占公園 (1998 年7 月, 8 月 )
st 2: 東京都小金井市小金井公園(1998 年7 月, 8
月)
st 3: 東京都八王子市多摩森林科学国(1998 年7 月,
8月/1999年7月, 8月)
st 4: 神奈川県津久井郡城山町川尻 (2000年7 月,
8月 )
st 5: 神奈川県相模原市適保川公国 (2000年6 月,
7月, 8月)
St 6: 神奈川県横浜市三沢公国 (1998年7 月, 8月/
2000年6 月)
St 7: 神奈川県横浜市保土ヶ谷公国 (2000年6 月)
st 8: 神奈川県横浜市横浜自然観察の森(1998 年7
月, 8 月)  a: 神奈川県相模原市相模原公園 b: 神奈

川県横浜市緑区 若葉台 c: 神奈川県横浜市緑区構

が丘 d: 神奈川県横浜市旭区 甲山 e: 神奈川県横

浜市旭区白白根 f: 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上管
田 g: 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台公園 h: 神

奈川県横浜市保土ヶ谷区横浜国立大学.
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表1.  暗赤斑紋コクロシデムシの捕獲個体数

No. 135 (Sept 2001)

St 4 (神奈川県城山町川尻)
Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oc t. To tal

トラップ数

黒色のc,''
黑色の

暗赤色斑紋の
暗赤色斑紋の♀

10 10

0
1

6
4

3
l

2
2

9
5

1
6

8
4

5

10 10
1

7
8

7
0

1
6

6
7

1
1

St 5 (神奈川県相模原市道保川公園)
Apr. May Ju n. Jul. Aug. Sep. Oc t. To tal

トラップ数

黑色の
照色の

暗赤色斑紋の

暗赤色斑紋の♀

6
3

9
6

6
7

5

5
6

5
8

7
7

9

0
1

6
5

3
4

6
6

1
1

もちろん, 過 -, そして現在もコモンクロシデムシは日本に生息しており, 単に近年の採集報告がないだけ
であるという可能性は絶無ではないが, やはりはっきりとした採集報告が入らない限り, 黒澤(1985) 及び日本
産昆虫総目録(1989) に従い,  コモンクロシデムシは目本産種として扱うべきではないと考える.

m.  コクロシデムシの朝翅の暗赤斑較について
過去のコクロシデムシの色彩変異についての報告
一般に鞘翅が黒一色として知られているコクロシデムシであるが, 実は本種の色彩変異については, 既に過
去に報告がある. KRAATz(l877) の本種の原記載では, コクロシデムシに鞘翅は全て黒色と記されており, 暗
赤色斑紋を有する個体については述べられていない.  しかし, PoRTEvIN(1914) は「Elytres rougeature, va「.
LeωIsl var. nov」とコクロシデムシの中に赤みがかった鞘翅を持つ関東産個体を変種として記載している. 現
在の命名規約では,  l961 年以降に,  ある動物内の特異個体を変種として命名しても,  規約の適用を受けない
が, poRTEvlN(1914) が, 全体が黒色ではない鞘翅を持つコクロシデムシを確認していたことは確かである.
また,  このvar. LeωIslはコクロシデムシとコモンクロシデムシへの検索表の中で記載されているので,  コモ
ンクロシデムシとの同定間違いである可能性はまずないであろう.  しかし, 中根(l955c) では, PoRTEvIN
(l914) のコクロシデムシの「鞘翅が赤みを帯びる」個体とは, 「上翅板面が暗赤褐のもの」で, 「若い個体では
ないか」 と述べている. 実際に, 著者らも羽化後間もないと思われる鞘翅背面の大部分が赤褐色ないし暗掲色
の個体を何度か採集したことがある.  しかし, 今回報告する暗赤色斑紋は, 体色全体ではなく赤い斑紋である
こと,  さらに, 採集後二力月間以上飼育を続けても消えることはなかったことから若い個体のみにみられる形
質とは明らかに異なるものであった.

コクロシデムシの報翅の暗赤色斑較について
図1-4 にコクロシデムシの左鞘翅を示した. 図 l が従来知られていた黒一色タイプの個体である. 図2-4 に
今回採集したコクロシデムシの暗赤色斑紋の例を示した.  コクロシデムシの暗赤色斑紋は個体変異が激しくこ
れら以外にも多くのパターンがあった.
また, 今回採集したコクロシデムシの暗赤色斑紋個体とコモンクロシデムシ (中根コレクション, 中国産標
本) の斑紋の形質を比較してみたところ, コクロシデムシの暗赤色斑紋は, 「暗赤色」の言集の通り, 暗い赤色
であるのに対し,  コモンクロシデムシのそれは濃いオレンジ色または茶褐色 (生きている個体はもっと鮮やか
なオレンジ色と思われる) であった.  また, 斑紋の形においては,  コクロシデムシは斑紋の大きなものでも,
コモンクロシデムシのように斑紋の先端は鞘翅高部まで伸びることはなく,  また, 側縁部に達することもな
かった (図2-4). また, コクロシデムシとコモンクロシデムシは鞘翅の斑紋以外にも明らかな形質の差が多々
あるので(PoRTEvlN, l914; PoRTEvlN,1926; HATCH,1927; SHCHEGOLEVA-BAROVSKAYA,1933; 中根, l955C),
両種を間違うことはまずないであろう.
なお,  この斑紋は固定時, およびその後の管理を怠ると暗化し, そのほとんどが見えなくなってしまう.  コ
クロシデムシの赤斑紋ならびにモンシデムシ亜科の黄色の斑紋を残すように固定するには, 扱いは十分な注意
を要するが,  ピロ亜硫酸ナトリウムとクェン酸を化合させた気体を用いるとよいであろう.
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m.   野外調査
目  的
章肖趣に暗赤色の斑紋を持つコクロシデムシは局所的に分布しているのか, それとも, 広範囲に分布している
のかを調べるため, l998 年からl999 年に関東の16 地点で分布調査を行なった. また, 2000年には2 地点を
選び, 各コクロシデムシ個体群の中に暗赤色斑紋を持つコクロシデムシがどれぐらいの割合を占めているの
か, また,  この色彩変異はオスメスのいずれかにのみ現れる形質なのかを明らかにすることを目的として以下
の調査を行なった.

調査法
採集には500 mt の空き缶に, 新鮮なトリ肉約20gを入れたべイトトラップを用いた. このトラップを上部
が地表面と平行になるように埋め, 1 地点5 個から10個程度仕掛けた. 回収は2 日から7 日後に行なった・ 調
査地は図一5 に示した16 地点である. これらの中で, St 4 とSt 5 の2 地点では4 月から10月までの7 カ月
間, 毎月1 回, 上記同様のトラップを設置し, その2 目後に回収し, その場で各個体の鞘翅暗赤斑紋の有無お
よびその性を記録した. なお, この調査を行なったSt4 とSt 5 はともに相模川の流域に位置しているが, 距
離的に10 kmも離れており, また, 両地点は大きな道路および住宅等によって分断されているため, 現在はこ
の両地域の個体群同 tの交配はほとんどないと推測される.

結 果
調査を行なったl6 地点のうち, 図一5 に黒丸で示した8 地点において暗赤色の斑紋を持つコクロシデムシを
採集することができた.

st 4 と st 5 での調査結果,  コクロシデムシの黒個体 (普通のコクロシデムシ) 一暗赤色斑紋個体, オスー
メスの採集個体数を表1 に示す. 本種の出現季節消長は7,8 月ピークの夏1 山型であり, 暗赤色斑紋を持った
コクロシデムシも7,8 月に最も多く採れた. 両地域での個体密度は大きく異なり, 最も多くの個体が活動して
いた8 月では, st 5 においてst4 より約3 倍の個体を採集できた. 両地域でのコクロシデムシの個体群に占
める暗赤色斑紋を持つ個体の割合は, St 4 では7,8 月ともに8% 前後であったのに対し, St 5 では7,8 月と
もにl3% 前後であった. また, 黒色コクロシデムシのオスメスの性比と暗赤色斑紋の性比 (表1) の間には有
意な差がみられなかったことから (x2 検定; St 4, St 5 ともにp>0.5), 暗赤色斑紋の形質はオスメスともに
均等に現れる形質であるといえる.

考  豪
コクロシデムシの暗赤色斑紋個体を採集できなかった8 地点 (図5) は捕獲できたコクロシデムシの総個体
数が数頭から数十頭しかなかったため, 今回の調査においては確認ができなかっただけで, これらの地点にも
生息している可能性は表1 のコクロシデムシ個体群に占める暗赤色斑紋個体の割合からも十分にあるといえ
る. 本稿では関東でのみの調査であったが, 他にも暗赤色斑紋を産する地域があれば, 著者らに御一報下され
ば幸いである.
また, 今回の野外調査において同一地域から両タイプが採集されたこと, ならびに, それらの季節消長も同
調していたことから, 明らかに本稿の暗赤色斑紋のコクロシデムシは, 地域変異個体群などではなく, 同一個
体群内にみられる種内変異であると考えられる. 種内変異であることを支持する別の証拠として, 暗赤色斑紋
個体同士を掛け合わせた場合,  Fl に暗赤色斑紋を持つ個体と通常の黒色個体の両タイプが得られている  (永
野, 未発表). 今後は, 今回同様の交配実験に加えて, 更に赤 x黒 , 赤 X黒 等の様々 な組み合わせにお
いても飼育実験を行い, 暗赤色斑紋という形質の遺伝様式を追求し, さらには斑紋がもつ生物学的意味につい
て考えていきたい.
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(保科:  福井大学教育地域科学部)

0中根コレクションに含まれるLeiodes属の数種
について

Leiodes ( レイオデス) 一言うまでもなくタマキノ
コムシ科 (Leiodidae) の模式属であるが,  筆者に
とってこの属は鬼門であり, あまり目にしたくない
字面である.  日本からは9 種が知られているが
(DAFFNER, 1983; NAKANE,1989), 森林のどこにお
隠れになっているのかさっばり解らず,  どうにもこ
うにも採れない. と りあえず採集法は, FIT (flying
intercept trap) やピットホールトラップを用いれ
ば,  ビー ティングや落ち葉ふるいよりかはまだ採れ
そうだという断片的情報が知られている程度にすぎ
ない.
我が国でこの “珍属” の新種記載を行ったのは故
中根先生だけである.  先生が記載された Leiodes 5
種のタイプは,  (筆者自身が全種を確認したわけで
はないが), 他の膨大な標本とともに北海道大学に
移管された.  このうち,  2 種に関して注意書きが必
要と思われる事項があるのでここで紹介したい.
①Letodes atpicota NAKANE, 1989 のホロタイプ
には, Leiodes tucens FAIRM. Det. DAFFNER. 1990
という所調「シノニムラベル」が付いている. 現在

本種の学名に関する論文はまだ発表されていない
が, いずれ正式なシノニムとなるかもしれない.
②Leiodes izuensis NAKANE, l989 のバラタイプ
は, 原記載によれば長岡市立博に保管されるとあ
る.  しかし, 故中根先生は結局長岡に送られなかっ
たようで, ホロタイプ共々 北海道大学にあると思わ
れる.  このような事例は他の甲虫でも出てくるであ
ろうが, 同大学の大原昌宏先生によれば, 特に先方
より依頼がないかぎり, 中根コレクションは全て同
一箇所で保管するとのことである.
前述の通り邦産本属は,  9 種全てが珍品と言って
よく , 者の研究もほとんど進んでいない. 「我こそ
はLeiodesを多数所有せり」 という方の親切なご一
報を待つ所以である.

参考文献

DAFFNER. H.. 1983. Revis ion der palaarktischen Ar ten
der Tr ibus Leiodini LEACH(Coleoptera. Leiodidae).
F1otia ent hung., 44: 9-163.

NAKANE, T., 1989. Notes on some l it tle-known beetle
(Coleoptera) in Japan, V. 北九州の昆虫, 36:143-152.

( 福井大学教育地域科学部,  保科英人)
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0シロスジカミキリの産卵事故死例
者は,  シロスジカミキ1) Batocera lineolataが

産卵H寺の事故のために自然死したと考えられる個体
を観察しているので報告する.

1 (死体), 神奈川県南足柄市広町丸太の森, 31.
V II 2001.

植裁されたサワシデ Carpinus cordata の樹幹部
地上約1.8 mのところで, 渡部末端を幹に差し込ん
だまま死亡していた (写真). すでに頭部は抜け落ち
ていたが (写真右下) ,  その他はほぼ完全な個体で
あった. サワシデには本種のものと思われる多数の
産卵痕があり,  この本以外の数本も含め, 現在本種
が盛んに加害している. 当個体の死亡原因は明らか
ではないが, 産卵中になんらかの原因で腹部末端が
樹皮にはさまり, はずれなくなり死亡したものか,
衰弱していた個体が産卵しながら死亡したものか,
あるいは, 病原菌などによる病死の可能性もある.
なお, 頭部が抜け落ちていたことから, 死後1 週間
くらいは経過しているものと考えられるが, 菌糸な
どが虫体表面にでていることはなかった. 本種の産
卵習性についてご教示いただいた高桑正敏博士と,
菌類についてのご教示を頂いた神奈川県立生命の
星・ 地球博物館の出川洋介博一t:に感謝したい.

(神奈川県立生命の星・ 地球博物館, 苅部治紀)

第135 号 (2001 年 9 月)

0セスジダルマガムシの北海道からの記録
セスジダルマガムシ 0chthebius (s. st r ) inermts

SHARPは, 一般に1実流の石の表面に生息する種で,
本州, 佐波島, 九州に広く分布する (吉富ら,
2000).
筆者らは, 鞘題学会第13 回大会の採集会の際に,
以下のように本種を採集したので_1ヒ海道初記録とし
て報告する.
多数, 北海道河東郡上一t:幌町三股幌加温泉, 25.

v I l 2000, 者ら採集.
生息場所は=股山 脇の小さな流れのある斜面で

(図1), 流れには温泉が流入しており, 岩は';i!色に
変色している部分力、 多かった.  この岩は多孔質化し
ており, 手で崩せる状態で, 小さな穴や割れ日にシ
ジミガムシ属の一 (Laccobius sp) と共に生息し
ていた. 本種は周辺部の答の中にも生息し,  メダカ
ハネカクシ属の -種(Stenus sp) も採集された. 本
州産の標本と比較し,  ウィーン自然史博物館のDr.
M. A. JAcH にも標本を送り同定を確かめていただ
いたが, 本種であるとの回答をJ「iいた.

図1. セスシダルマガムシの生.e、環境.
末11ながら, 本種の同定を確認していただいた
ウィ ーン自然r史博物館のDr. M. A. JAcHと, 本種の
北海道からの記録についてご教,J くださった松井英
司氏に厚くお礼中し上げる.

引用文献

吉富博之・ 松井英司・ 佐藤光一・ 疋田直之. 日本産セスジ

ダルマガムシ属概説. 甲虫ニュース, (130): 5-11,
2000.

(愛媛大学農学部昆虫学研究室, 吉●博之)
(神奈川県小田原市, 平野幸彦)

( 名古屋女子大学, 佐藤正孝)

0阿武限山地でホソ ヒメクロオサムシを採集
阿武隈山地でのホソヒメクロオサムシCarabus

(Tomocarabus) harmandi の記録はほとんどないと
思われるが, 筆者は大滝根山山頂付近で本種を採集
したので報告する.

4早早, 福島県大滝根山, 26~28. VIII 2001, 筆
者採集.

(神奈川県横浜市, 度)
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本州 <青森県> 西津軽郡車力村豊富: 樋
口・ 丸屋 (1994); 西津軽部車力村牛潟池:
林・ 八木 (2000); 西津軽郡車力付袴形池:
林・ 八木(2000); 東通村尻屋崎: 林(1996a);
東通村荒沼: 林(1996a); むつ市八忠沼: 林
(l996a); 市浦村十三湖鳥谷川河口: 林・ 八木
(2000); 中里付十三湖南岸: 林・ 八木(2000);
木造町平滝沼: 林・ 八木(2000). <宮城県> 小
野田町びん沼東側の1召: 林・ 八木(2000).
<新潟県> 小国町田島峠: 林(1996b); 小国町
えんまが沢: 林・ 八木(2000); 福島潟: 福島
潟ガイドブック編集委員会(1997); 吉川町坪
野: 林・ 八木(2000). <栃木県> 今市市田島弁
1、.沼: 須田(1991) ・ 稲泉 ・ 佐藤 ・ 香川

(1996) ・ 大桃・ 佐藤(l992); 那須町大島荻久
保: 佐藤(l991);  那須町漆塚種積: 佐藤
(1991). <東京都> TokyO:SMETANA(1980).
<長野県> 大町市中綱湖近の廃田: 林・ 八木
(2000).  <三重県> 阿山郡島ヶ原t、i切下: 杉
浦・ 大築(1993). <岡山県> 中和村初和: 山地
(1987).
九州 <佐賀県> 七山村池原: 野村・ 林

(1998).

COLEOPTERISTS' NEWS

レッドデータ水生甲虫類の分布記録 l
エゾコガムシの分布記録のまとめ

吉富博之・松井英司・堀 繁 久・秋田勝己・ 山1

No. 135 (Sept 2001 )

雄大

エソ' コガムシHydrochara libera(SHARP) はレッドリスト (環境庁, 2000) にて準絶減危恨種(NT) として選
定されている. 林・ 八木(2000) は本種の生息環境と文献記録, 標本データについてまとめ, 分布空白地帯での
詳しい調査の必要性について報告した.  しかし, 既存の文献記録にっいていくっか被けがあり, かつ?i者らの
木:発表データがあることから, それらをまとめることにする.  また, 既往のレッドデータブックを参考にし,
生態情報等についてもコメントした.  この報告が近くまとめられるはずの 虫類のレッドデータブック作成の
資料として利用されれば幸いである.
本報告にあたり,  2001 年1 月に他界された北山 昭氏のご'・f福をお祈りする.  氏は近年におけるケ ンゴロ
ゥブー ムの火付け役の一人で, ゲンゴロウ以外の甲虫類に関しても多大な業描を残された. その行動力と観察
力, 虫屋からの信頼は見習いたいものがあった. 本当に残念でしかたがない.
末l fながら,  日l直よりご指導いただいている名占屋女子大学のイ左藤正一率博 t, 愛媛大学農学部lf 'l'学研究室
の大林延夫博-t:と酒井雅博博一lにお礼中し上げる.  また, 工ソ コガムシの分布記録や分布情報について情報を
頂いた加藤敏行氏, 佐々 木邦彦氏, 野中 勝氏, 永幡 ﾃ一之氏, 丸屋良博氏, 宮ト公範氏にもお礼中し上げる.

エ ソ' コ ガムシ ydrochara h'beta (SHARP)
Hydrochans ltbera SHARP,1884:450 (原記載).
Hydrochara tiber: NAKANE et al.,1963:66, pl 33, fig. l9 (図,J、) ; SAT0,1985:216, Pl 39, fl9.22 (図7「、)
Hydrochara libera: SMETANA, l980:43, figs 21,63,68 (再記l械).
詳しいシノニムリストについては,  SMETANA(1980) を参照.

文献記録
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図1.   ェソ コガムシの分布図 (北海道)

北海適 推内市宗容由甲: 松本(l994); 豊富町維n專・  大桃 (1993)  ・  松井 (l997);  豊富町サロベツ:  堀江'  大
辻(1gg3), 松井(l997); 豊富町9巴沼: 林・ 八木(2000); 女満別町旭日: 松井(l997); 観居付赤沼: 林 ' 八木
(2000); 釧路町達古武沼キャンプ場: 林・ 八本(2000); 江別市越後;召: 宮ト(1994); 苫小牧市美沢: 林' 八木
(2000); sapporO: SMETANA(1980); 女満別町住吉: 加藤(1993); 女満別町: 上手(l998); 江別市野幌森林公国:
坂本・ 門崎・ 渡辺 (1976)
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図2. エソ コガムシの分布図
(本州・ 九州 )

標本データ

以下に標本データを示す. 基本的に著者らの同定・ 確認を行った標本であるが, 一部情報を頂いたたものも
同定が正確であると判断し同じく ;r、す. データは[採集地: (頭数) 頭, 採集目, 採集者名] の順に記す. また,
採集者は次のように略した. EM: 松井英司, KA: 秋田勝己, HY: 吉富博之, SH: 堀 繁久, YY: 山川雄大.

北海道
豊富町推u美内: 1 頭, 19.vm. l995,SH;1 頭, 29. VII i994,KA;1 頭, 26.VIII.1994, 野中 勝採集. 標

津町: 多数, 23. Ix 2000, HY. 苫小牧市ウトナイ湖北岸: 1 頭, 5. X.1993, SH;2 頭, 10. VI. l996, SH. ・ｸ、
庭市南島松: l 頭, 29. v. 1993, SH. 千歳市千歳湖: 3頭, 12. V. l994, SH;3 頭, 19. IX. 1995, SH. 女満別
町網走湖: 10頭, 5. vII i994, SH;23 頭, 24. IX.1995, SH;3 頭, 8. X. l995, SH. 女満別町網走川河口: 2
頭, 26.vm.1994, 加藤敏行採集. 女満別町本郷: 1 頭, 21. VII i994, 加藤敏行採集. 女満別町: 1 頭, 9.
Ix. l990. YY. 幌延町音類: 1 頭, 7. X. l995, SH;1 頭, l9. VIII.1995, SH. 石持町八幡: 5 頭, 30. V. l992,
佐々 木邦彦採集; 4 頭, 12. VIII.1995, SH (ライトトラップ). 小清水町1上別: 3 頭, 29. IX.1996, SH; l 頭,
17. x.1993, YY;1 頭, 3. vII i994, YY. 中川郡豊頃町佐々田町: l 頭, 12. V.1988, YY. 中川郡池田町川合
(半月沼) : 2 頭, l8. vIII.1999, YY;1 頭, 28. VIII.1999. 江別市越後沼: 1 頭, 17. IV.1993, 宮下公範採集.
浜中町: 1 頭,  13. Ix. 1990, M. ITou採集 (名古屋女子大学保存).
本州
青森県車力付豊富: 3 頭, 3. v.1993, K. EMoTo leg. 青森県Hiranuma:2 頭, 23. Vm.1990, N. HIKIDA採
集 (名古屋女子大学保存). 秋田県大館市商人留: 1 頭, 24. IX.1993, 丸屋良博採集. 宮城県小野田町口ノ沼:
l 頭, 7. vm. l978, 渡部 徳採集 (名古屋女子大学保存). 新潟県上川村栃堀: 11 頭, 4.X 2000, 苅部治紀 '
永幡嘉之採集. 三重県青山町上高尾: 4頭, 29. V.1994, KA. 三重県阿山町湯舟: 1 頭, 24. IX. l994, KA.
三重県上野市大野木法花: 3 頭, 23. Vm 2000, M. MoRt採集 (名古屋女子大学保存).

分 布

国内では, 北海道, 本州, 九州に分布する. 国外では北朝鮮, 中国, 極東ロシアなどから記録されているが,
国外の既知産地は目本海沿岸地域に限られている.
北海道では広く分布するようで, 特に適北と適東, 石狩低地帯で確認された産地が多い. 道央地域は本種の
生息環境である湿地などの水域環境が限定されるため, 生息場所は限定されると考えられる.  また, 渡島半島
部での記録はないが, おそらく分布するものと思われる. 本州では, 東北~関東甲信越地方, 三重県, 岡山県
に生息地が極限されている.  しかし東北~関東甲信越地方には広く分布し, 今後の調査で新産地が多く発見さ
れると思われる. 特に日本海側は狙い目であろう. IL州からは野村・ 林(1998) の報告のみである. なお, 愛媛
大学には四国各地で採集されたコガムシHydrochara affinis(SHARP) の標本が保管されているが, その中にェ
ソコガムシの標本は発見されなかった. 四国には本種の生息に適した水辺環境が少ないと予想され, 分布して
いない可能性が高い.
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林・ 八木(2000) に詳しい. コガムシに比べ, 水生植物が繁茂する良好な止水環境に生息する傾向が強い. 秋
田が採集した三重県の個体は,  いずれも泥深い休耕田から採集された. 加藤(1993) や樋口・ 丸屋(1994) は本
種が土中で越冬することを報告している.

存続を書かしている原因とその時代的変化

生息を かす原因としては, 生息環境の悪化や消失が挙げられる. 湿地や休耕田を生息環境とする場所では,
湿地の乾選移や生息環境の消減, 池を生息環境とする場所では富栄蛋化に伴う水質悪化や生息環境の消滅, 水
生植物辞落の減少等が考えられる. 特に本州や九州での本種の生息環境は保全対象となりうる可能性が高い.
本種の生息を脅かす可能性のある近似種との生存競争は考えられない. 大敵として本州ではァメリカザリガニ
の存在が考えられる. 水田や湿地などの水深が浅い水域にアメリカザリガニが侵入すると中~大型の水生昆虫
類は顕著に減少する. 三重県ではェソコガムシが確認された地点では少なくとも採集時にアメリカザリガニの
生息は認められなかった. 青森県や秋田県でのェソコガムシの生息地においても同様であるという (丸屋氏私
信).

特記事項

近似種のコガムシとの区別は, 佐藤(1985) や林・ 八木(2000) などを参考にすれば容易であり, 慣れれば野
外でも識別可能であろう.
ェソコガムシのほうがコガムシより珍しい種で, 分布も偏り生息数も少ないと考えられるが,  コガムシも
偏った分布を示す種で,  コガムシは石川県や高知県では県のレッドデータブックにも掲載されている. この 2
種は同時に採集されることは少ないようで, 生息環境の違いやすみ分けが見られるようであるが, 詳細な分布
状況の解明は今後の調査に期待する.

引用文献
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林 成多, 1996a. 下北で採集したネクイハムシ・ ゲンコロウ・ カムシ (まとめ).  うんころ力1し, (77):2-3.
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林 成多・ 八木 剛, 2000.  日本におけるェソコガムシの分布. 甲虫ニュース, (132):7-8.
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(愛媛大学農学部ll ,11学研究室: 吉 i博之) (熊本県荒尾高等学校: 松井英司)
(北海道開拓記念館: 堀 繁久) (三重県久居市: 秋田勝已) (室蘭工業高等学校: 山川雄大)
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0九州におけるクロズァカチビゴモクムシの採集例
クロズァカチビゴモクムシ Acupalj)us (SetacuP-

aipus) 加lans TscHITscHtRINEは, その名のとおり
頭部が.增A色,  前理向背板が赤褐色の非常に小型のゴモ
クムシである. 北方系の種でシペリァ, わが国にお
いては北海適, 東北地方(HABU, 1981; 割京, 1988)
および関東地方より知られているにすぎない.
者者は大分県において本種を採集しているのでこ
こに報告する.

lex., 大分県f久珠郡九重町筋湯温泉, 3. V. 1996; 3
exs.,大分県玖珠郡)1重町飯田高原,  20. VI. 1998;
10exs., 大分県玖珠郡庄内町西大原, 20. VI. 1998.
採集地点は, 標高約1,000 m, 湿地の点在した草
地で, いずれの個体も石や枯れ草の下より採集され
た.
従来の産地から速く離れた九州のr高地より採集さ
れた点, 非常に興味深い記録と思われる.
末筆ながら, 標本の同定、M,びに原稿を見て頂いた
森田誠司氏,  また採集に同行頂いた西田光康氏に厚
く御礼申し上げる.

参考文献

HABU, A ., 198 1 . Acupa11)us (SetacuPatPus) hi lans TSCHI-
TscHtRn、tE found in Japan (Coleoptera, Carabidae).
Ent. Ret,. Japan,Osaka, 35:41-44.

一f原,?底生,  1988. 福島県のゴミムシ類2 種について.
Etytra, Tokyo. 16: l22.

( 広島県広島市,  大塚健之)

0大雪山におけるキタクロベニコメツキの記録
キタクロベニコ メ ッキ entzcoMozdes os o aωa l

ARIMoToは, 1983 年 7 月 l 目に北海道河東郡上士
幌町=俣で採集された1 個体の難標本に基づいて,
2000年末に命名記載された種である. 者は,  滝
沢春雄氏所蔵のコメッキムシ科の標本を調査してい
る中で, 本種の雌と思われる個体を検することがで
きたので,  ここに記録しておきたい.

1 早, 北海道大コ山, 17. VIII. 1968, H. TAKIzAwA
leg.
調査できた標本は, 残念ながら腹部, 前 腹板の

大部分, 腿節順面部が虫の食害により消失し, 詳細
を見ることはできなかったが, 触角, 前 背板等の
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特徴は, 本種の原記載と一致した.
GuRJEvA ( l963) はDenticouoides属を設立した
際, 雄第6 腹節が11客出する特徴がべニコメッキ属
Denticouisと共通するところから, 本属の所属位置
をべニコメッキ属の隣に置き, 本属の識別点とし
て, 前胸a更板片が発達し, 前方へ伸びること (口器
の一部を隠すぐらい) をあげた.
筆者は,  この特徴について今回発見されたキタク
ロベニコメッキの難個体について調査したところ,
ぺニコメッキ属の種と同様の形状を示していること
が判明した.

GuRJEvA(l963) が属のtype speciesに指定した
Denticouoides paradoxus GuRJEvAの検視標本が雄
個体だけであったことを考えると, 本属のこの特徴
は難雄により異なるのかもしれないが, 今後, 属の
模式種の雌とキタクロベニコメッキの雄 (未知) を
調flした上で,  この辺の間題を明らかにしたい.
短報を書くに当たり, 資重な標本を調査する機会
を与えてくださった, 滝沢春雄氏, 文献入手でお世
話になったオーストリアのDr. CATEに厚くお礼申
し上げる.

参考文献

ARIMoT0. H., 200 0. A new species of the genus Dentico1-
io ides (Coleoptera,  Elateridae)  from Hokkaido,
Japan. Elytra. Tokyo 28: 369-372.

DoLIN, V. G., et P. C.. CATE, 1999. Revision der Gattung
Dentico11oides GURJEvA. 1963 (Coleoptera, Elateri-
dae1 sowie Beschreibungen zweier neuer Arten. Z
A rb. Germ. ost Ent., Wien 51: 25-30.

GURJEvA, E. L.. 1963. A new elaterid genus (ColeOpte「a,
Elateridae) from the No rt h T ien-Sha n. Zoo1. Zh..
Mosktla, 42: 1410-1412. 5 figs. (In Russian wi th
Engl ish summary )

(東京都世田谷区,  鈴木 亙)

0ケシツプスナサビキコリ熊本 で採集
ケシッブスナサビキコリは海浜性の種で, 屋久島
以南の琉球列島に広く分布することが知られている
が, 九州内陸からは古く G. LEWIS( l894) による長
崎からMeristhus scobinulaとしての記録があるの
みである.
本種については大平(1986) が 美大島産の個体
の形態を報告している. また, 大平(1995) は原記載
で扱われたChina産と琉球産とは別種ではないか
としていて,  この見解に基づいて, 0HIRA (大平仁
夫) (l999) は石垣島産の個体を完模式標本に指定し
てRismelhusryukyuensisと命名, 新種として記載
したので, 現在では日本産はこの学名が用いられて
る.
体長は2 mm内外の砂地色をした小形種で, 石下
や砂際中にいてよく跳ねるため, 目視による採集は
簡単ではないが, 平松(1975) は石垣島で糖蜜ト
ラップに, 大平(2000) は石垣島でサナギ粉のト
ラップに入ったことを報告している.

l 0 -
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ここに記録する個体は, 熊本県の中島英貴氏が,
熊本県天草郡の四季咲t甲の浜辺で, こぶし大の石起
こしで見いだした.  これは, 九州の内陸からは, G.
LEWIS(1894) 以来の発見であり, 熊本県からは最初
の記録である.

終わりにこの貴重な資料の提供をいただいた中島
英貴氏と,  発表について種々 お世話になった熊本市
の大塚 動氏に感謝の意を表する.
調査標本: 3exs., 熊本県 草郡苓北町富岡・ 四季
咲ll甲, 30. x. l999, 中島採集.  (うち1 個体を図示,
筆者保管).

引用文献

平松広吉,  l975. 石垣島でのトラップ採集で得られたコメ
ツキムシ. 甲虫ニュース, (25/26):11.

LEWIS, G., 1894.On the Elateridae of Japan. Ann. Mag.
,lat. Hist., (6) l3: 26-48.

大平仁夫, 1986. 九州に産するコメッキムシ科の珍種(22).
北九州の昆虫, 33( l ): 1-2.

大平仁夫, 1995. 日本産ヶシッブスナサビキコリについて.
Etytra. Tokyo, 23:193-194.

OHIRA, H., l999. New or li ttle-known Elateridae(Coleo-
ptera) from Japan, XL. Elytra, Tokyo, 27:409-416.

大平仁夫,  2000. 粟原 隆氏採集の3 月の石垣島のコメッ
キムシ. 北九州の昆虫, 47(2):104.

(愛知県岡崎市,  大平仁夫)

0芳資氏 「メダカオオキパハネカクシを奥多摩町日
原で採集」 への補足
本誌第133 号の13 べ一ジで, 芳賀氏は上記の報
文を寄せられ, 「本州束部からの記録は神奈川県の
1 例を見る程度」 と書かれた.  日原での記録はそれ
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自体価値があるが, 実はこれ以前にはるか北東の福
島県で3 例の記録があることに触れておられない.
借越とも恩ったが実例を指摘して補っておきたい.

1)  l 頭 1. vn. 1970. 福島市飯坂町茂庭増沢林
内のから沢の石下から. 「福島生物』 No. 14 ( l971
年4 月) pp. 1~2. 田添採集・ 保管.

2) 1 頭 10.VI. 1979. 原町市大古林道. イヌブ
ナの伐根に生じた軟質のキノコから. 田添採集・ 保
管. (未発表)

3)  l頭 30. VII i988. 福島県描葉町井出川林
道. 倒木に生えたキノコから. 「ふく しまの虫」 No.
7. (1988 年11 月) p 36. 久保田證二「阿武隈山地の
甲虫類の記録」 久保田氏採集・ 保管.
芳賀氏は福島県内で精力的な採集を続け, 注目す
べき多くの成果を挙げておられるのみならず, 「ふ
くしま虫の会」 の会員として県内の民虫界にも通暁
しておられる方である. 記録 2) は未発表だから仕
方ないが, その点で今回の見落しはやや意外の感を
覚えた.

(静岡県田方郡, 田添京二)

0アナパネコツプゲンゴロウの採集例
アナバネコツブゲンゴロウ Noterus clav ico rn is

(DE GEER)は, ヨーロッパ, ロシア, コーカサス, 中
央アジア,  イラン,  シリアなどから知られており,
国内においては堀(2000) によって初めて存在が明
らかになった種である. 肉眼による本種およびコツ
ブゲンゴロウN. japomcus SHARPの識別は困難で
はあるものの, 実体顕徴鏡を使用すれば特徴的な点
刻により容易に識別できる.
筆者の手元にあるNotertisを検してみたところ,
以下の地域から本種を採集していたので報告する.

7 頭, 小清水町涛沸湖, 20. VI 2000, 筆者採集;
1 頭, 小清水町浜小清水, 25. Vn 2000, 筆者採集;
l 頭, 網走市音根内, 17. V. 1999, 筆者採集.
生息地3 箇所はいずれも富栄養な浅瀬であり, 小
清水町浜小清水において, 同所的にコツプゲンゴ
ロ, 小清水町涛沸湖においては,  コツブゲンゴロウ
およびヒゲブトコツブケ' ンゴロウN angustutus
ZAITzEvが得られている.
現在までの知見として本種は, 国内ではオホーツ

ク沿岸の低地帯からしか見つかっていない. 今後の
詳細な調査により新たな生息域が発見されるものと
思われる.
末筆ながら,  日頃よりご指導頂いている名古屋女
了一大学の佐藤正孝教授および本種に関しての情報を
頂いた北海道開拓記念館の堀 繁久氏に厚く御礼申
し上げる.

参考文献

堀 繁久,  2000. 日本初記録のアナバネコツブゲンゴロウ
(新称). 知床博物館研究報告, (21):33-38.

(愛媛大学農学部昆虫学研究室, 上手雄 f )
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0 =セコメノゴミムシダマシを日高町日勝 で採集
ニセコメノゴミムシダマシBius thoracicus (FAB-

Rictus) は西ヨーロッパの山地からロシア沿海州に
かけての1日北区の森林地帯に産する種で,  日本では
MAsuMoTo (1985) によって北海適幌加内町母子里
から初記録され, 川田(1999) によって同上川町大
;' ダム産の標本に基づき初めて図示された. 者は
本種を日高町日勝峠で採集しており,  口高山脈から
は最初の採集例と思うので記録しておきたい.

lex., 北海道日高町沙流川源流・ =国沢出会付近
(環境省メッシュ番号6442-35-77),  23. VI. 1990,
芳賀 馨採集, 保管.
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虫相を示す日高山脈から発見されたこと も考える
と, 本種の分布は道内でもさらに南西方向まで広
がっているかも知れない.

参考文献

川田 -之,  1999. ーセコメノゴミムシダマシの採集例.  月
刊むし, (346): 7.

MAsUMoT0, K., 1985. Notes and descript ion of Japanese
Tenebrionidae(IV). Ent. Reυ. Japan, 40:21-27.

ME;lBEIEB, Γ.C.. 1992. Tenebrionidae. 0nPene川「「eJIb
HaCe KOMbiX a fI bHe 「 0 BOCTOKa CCCp. TOM  I I I,
tlacTb2. pp 621-659. CaHKT-lleTep6yp「.

(埼玉県さいたま市,  芳資 基)

0沖a県粟国島におけるサカグチオオヒラタコメツ
キの記録
サカグチオオヒラタコメッキ Anthracataus sa-

kaguchit (MlwA, 1929) は, これまでに琉球列島
(沖縄本島, 慶良間島, 渡嘉数島, 久米島, 石垣島,
西表島, 与那国島) に広く分布することが知られて
いるが, 粟国島からの記録はなかった. 筆者は,
国島で採集された個体を検する機会を得たので,  こ
こに報告しておきたい.

to , 沖 県島尻郡粟国島,  4. VII i998, M.
SuGIMoTo leg. (華者保管)

参考文献

KlsHll, T., l 999. A check-list of the family Elateridae
f rom Japan (Coleoptera). Buff. Heian High School.
Kyoto, (42):1-144.

(東京都世田谷区,  鈴木 亙)

採集地点は日膀トンネルのH高側坑L]から国道
274 号を5 kmほど下った地点にある枝沢の合流点
付近で, 大然保 区域「沙流川源流原始林」 の指定
範囲をわずかにはずれた位ll'i にあり, 多少の伐採が
行われているものの,  クロエソマツとダケカンバを
主体とする良好な白然林内に位置している. 本種は
ササの中に立っていたやや陽当りの良い新しいアカ
エソマツの立t占の幹に,  ツツホソナガクチキととも
に止まっていた.
者は本種を上鶚一幌町一股でも採集している.  川

田の記録と同じ大'1'山地での記録ではあるが, 本種
の採集記録はまだ非常に少ないと思うのであわせて
記録しておきたい.

lex., 」ヒ海道上士幌町三股14 の沢林適 (環境省
メ ッシュ番号6543-21-14 又は15), 8. VII, 1989,
方資 馨採集, 保管.
林適沿いにあったトドマツの立枯の幹にll:まって
いた.  この立枯はかなり古く , 黑ずんで乾燥し樹皮
が、f一分以上刹離した状態だった.
今回の採集記録はいずれも針葉樹材からのもので
あるが, ME.lBF_fEB(l992) によれば本種は広葉樹材
からも得られるという. 北海適の中では南方的な昆
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針00, 0, l,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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