
には剛毛列を具える. 第9 腹板 (体内に格納) はY型
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COLEOPTERISTS' NEWS
日本産ツツキノ コムシ科検索図説I注'

ーッッキノコムシ亜科の族およびッッキノコムシ族の属への検索一

川那 部 真

は じめに

ッッキノコムシ科Ciidaeは,  ゴミムシダマシ上科に所属する食菌性甲虫の一群で,  これまでに日本から76
極, 全世界から約600種が知られる. 成虫の体長は1~6 mm程度と小さく, 成虫' 幼虫ともにサルノコシカ
ヶ類などの子実体に穿孔して生活している. 円筒形の体型は穿孔生活への適応と考えられ, これが「筒章虫」と
いう和名の由来でもある. 同じ子実体の中に類似した複数の種が混生していることが多く, また餌資源の多少
により個体変異が大きく現れるので, 一般的に分類は難しい. さらに北海道や南西諸島を中心に未記載 ' 未記
録種がいくつかあり, 既知種の中にも再検討すべきものが存在する.
日本産ツツキノコムシ科に関しては, 北隆館「原色昆虫大図鑑II」(1963) で l3 種, 保育社「原色日本甲虫図
鑑m」 (1985) で57 種が解説されており, 概要を知ることができる.  しかし多くの読者にとっては, 一部の顕
著な種を除いて,  これらの図鑑を駆使しても種までたどり着くことがなかなか難しいと思う. そこで, 実体顕
微鏡を用いてなんとか日本産の既知種を同定できるように, 検索表と検索図をつくることにした. そして今後
は, 皆さんに使っていただくことにより, さらに改善を加えていきたいと思っている.
なお, 検索表および検索図で用いた記号の意味は次の通りである. PL: 前胸背板の中央長, PW: 前胸背板の
最大幅, EL: 小幅板の基部から上翅先端までの上翅中央長, EW: 左右の上翅をあわせた上翅最大幅, TL: PL
とELの合計長 (頭部は含まない). 参考文献類は, 連載の最終回にまとめて掲載する予定である.
ツツキノコムシ亜科Ciinae
ッッキノコムシ科は, カワリッッキノコムシ亜科Sphindociinae (和名新称) とッッキノコムシ亜科の2 亜
科からなり, 日本産の種はすべてソツキノコムシ亜科に所属する. カワリッッキノコムシ亜科に所属するのは,
北米に分布するsphindocis denticouts FALL l 種から構成されるSPhindocis属だけである. 外見上はキノコ
ムシダマシ科に類似しており, 本科の系統を考える上で興味深い存在である. ツツキノコムシ亜科には, SPhin-
docis属を除く全ての属が含まれ, 日本から23 属, 全世界から約40属が知られる. 附節式は4-4-4 (外国には
まれに3-3-3 の属が存在), 触角は8~10節で先端3 節が球桿を形成する. しばしば は, 頭部や前胸に葉状,
歯状, 角状,  こぶ状の突起を具え, 腹部a更板に腹孔をもつ.  日本産の本亜科は次の4族に分かれる.
族への検索
1. 球桿(触角先端三節) はゆるく, または多少かたく連接する. 球桿の末端節には4 個の感覚孔を具える( ま
れに感覚孔を欠く ). 下 前基節は短い. 下 ひげは下唇前基節の先端付近にっき, 下 ひげ末端節は円筒

形. 中・ 後脚腿節の背面には剛毛列を欠く. c,;''第9 腹板 (体内に格納) はUないしV型. - - - - - -2
- 球桿 (触角先端三節) は大きく, かたく連接する. 球桿の末端節には5 個以上の感覚孔を具える. 下 前

基節は細長い. 下唇ひげは下 前基節の中間付近にっき, 下一書ひげ末端節は広がる. 中 ' 後脚腿節の背面

2. 前脚基節は横長か球形で基節高より著しく突出しない. 後胸腹板は縦溝を具える. - - ツツキノ コムシ族
- 前脚基節は円錐形で基節高より著しく突出する. 後胸腹板に縦溝を欠く. - - - - ツヤッッキノコムシ族

t1 Makoto KAwA_sABE: An illustrated guide to identification of ciid beetles of Japan, I
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ツツキノコムシ亜科の族への検索

Ia角球標はかたく連接 下書ひげ末端節は広がる 般角球標はゆる<、または多少かたく連接

ツヤッッキノコムシ族 ツツキノコムシ族
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ツツキノコムシ族の属への検索

.  _ .                          _ _ _ _ _ ,

前脚 f l節外線に がない

前脚題節外細二 ﾓ歯はないか、 っても不明 前脚座節外細二明破な鑑富がある

前脚題節外角は突出する 前脚座節外角は単純
前脚座節外線の鑑富は小さい 前脚題節外線の 富は大きい

球 先端に1 感覚孔

体
の
両
側
は
平
行

体
の
両
側
は
丸
み

般
角9

節

球得感覚孔は4個が対照

般
角10

節

上翅会合部末端に屈曲線 上翅会合部末端に屈曲

ホソツツキニ一,属

前 板に隆起線がある 前 題板は隆起線を欠く

. _
: ﾆ一 義E田

線を欠く 聽

前脚座節外角は11歯状 前脚歴節外角は2富状

面
は
光
沢
が
強
い

一-:

面
にf

毛
列

、

フタツノツヤツツキノコムシ属 ノコアシツツキノコムシ属

ポリアヒメツツキノコムシ属 工プリコヒメツツキノコムシ属
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ｫ①ｻ

1a角10節

♂の頭相中央に切れ日がない

}般角球標はゆる<連接
球
得
に
各
節4

個
の
感
覚
孔

般角9節

♂の頭橋中央に切れ日がある
、 (まれにないこと力tある)

ツツキノコムシ属

後翅は発達
体型は円簡形

♂の 部題板は 孔を欠く ♂の 部 板に 孔

前胸 板に隆起線がある 前胸 板に隆起線を欠く ナガツツキノコムシ属 ッッキノコムシ属

ダルマツツキノコムシ属 ムネブトツツキノコムシ属
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:

一一
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面
は
光
沢
が
強
い

Ia角1

No. 142 (Jun 2003)

ｫ②ｻ

前胸 板突起は薄片状

神は前脚歴節外編1の先端2/3 は前脚歴節外角

般角8 ~ 9

上翅会合部末端に屈曲線

ミツノツツキノコムシ属

一一-:

面
はf

毛
で
被
わ
れ
る

前胸 板突起は幅がある

_ _ :二 _

期角10節

前 板突起は両側が平行

角9 ~ 10買i

前 板突起は後方で狭まる

ll、、、 ◆ll、、
上翅会合部末端に屈曲線 上翅会合部末端に屈曲線を欠く

エゾヒメツツキノコムシ トゲヒメツツキノコムシ属

上翅会合部末端に屈曲線を欠く

ツヤヒメツツキノコムシ属



2

一

3

一

4

一

一

6

一

7. 体は丸みがある. 前胸背板は前方でやや狭まり, 前胸の幅は上翅より狭い

8.

一

9

一

0
一

1

- 触角球桿は多少かたく連接し, 各節は感覚孔を欠く . 前胸腹板中央部は強く膨ら

2

一

3

一

4

一

5

一

触角は9 節からなり
縁の鋸歯は小さい.

甲虫ニュース

3. 下唇は2 節からなる. 前脚基節は横長で, 基節高より実出しない.   _ _ オモゴッッキノコムシ族 (仮称)
- 下唇は3 節からなる. 前脚基節は円錐形で, 基節高より突出する. _ _ _ _ーコキクイッツキノコムシ族

1.  ツツキノコムシ族Ci ini
ッッキノコムシ亜科の中で最も大きく, 日本からは l7 属60種が知られる. 触角球桿はゆるく, あるいは多
少かたく連接し, 下唇ひげの末端節は円筒形, 前脚基節は横長か球形, 後胸腹板の後縁に縦溝を具える.

属への検索
1. 前脚脛節の外縁に棘がない.
- 前脚 節の外縁に棘を具える
前脚脛節の外縁は明瞭な鋸歯状
前脚脛節の外縁には鋸歯を欠く か, または不明瞭な鋸歯状

を欠く

第142 号 (2003 年6 月)

l 3

球桿の末端節にある4 個の感覚孔のうち1 個は節の先端部に位置する. 前脚脛節外
フタッノツツキノコムシ属

触角は10節からなり,  球桝≠ﾌ末端節に る4 個の感覚孔はいずれも節の先端部から等位置に位置す

体背面は剛毛で被われる. 前胸腹板中央部はわずかに膨らむが縦の隆起線を欠く. 前胸突起は薄片状. 前

前脚脛節外縁の鋸歯は大き く , 5~10歯を具える
体背面は光沢が強い. 前胸腹板中央部は強く膨ら
ならない. 前脚脛節の先端外角は l 歯

脚脛節の先端外角は2 歯.
前脚脛節の先端外角は単純
前脚脛節の先端外角は突出する
触角は10節. 上翅会合部末端に屈曲緑がある
触角は9 節. 上翅会合部末端に屈曲縁を欠く.

み縦に隆起線を形成する
4

前胸突起は薄いが薄片状には
フタッノツヤッッキノコムシ属

ノコアシツツキノコムシ属

ホソツツキノコムシ属

エブリコヒメッッキノコムシ属

体は細長く, ほほ並行. 前胸背板は方形に近く, 上翅の幅とほぼ同じ. _ _ ポリァヒメッッキノコムシ属
前胸突起は薄く, 横から見ると前胸腹板中央部の高さよりもはるかに突出している.

前 突起は幅があり, 横から見ると前胸腹板中央部の高さとほぼ同じ
触角は10節. 頭箱中央部に切れ目がない
触角は9 節. 頭橋中央部に切れ目がある ( まれにないことがある). _ _ _ _ エグリッツキノコムシ属
後翅は退化し, 体型はダルマ型
後翅は発達し, 体型は円筒形.
触角球桿はゆるく連接し, 各節に4 個の感覚孔を具える. 前胸腹板中央部はわずかに膨らむが縦の隆起線

体背面は中~短毛を装うか, きわめて短く ほとんど見えない徴毛を装う. f の腹部腹板には腹孔を具える

体背面は顕著な中~長毛を装う. の腹部腹板は腹孔を欠く .  _ _
前胸腹板突起は薄片状. 体背面は光沢が強い (高倍率下では非常に
前胸腹板突起は多少なりとも幅がある. 体背面は剛毛で被われる.

アラゲッッキノコムシ属

10

11
l 2

ムネブトッッキノコムシ属
み縦の隆起線を具える.
ダルマツツキノコムシ属

ソツキノコムシ属
_ _ _ _ _ _ _ ナガッッキノコムシ属
細かい毛が見える) .   _ _ _ _ _ _14

l 6
前脚 節外縁の先端2/3 に沿って棘を具え, 先端外角は単純. 触角は10節

ヒトッノツツキノコムシ属
前脚脛節の先端外角が丸く 広が
」二翅会合部末端に屈曲縁がある
上翅会合部末端に屈曲緑を欠く

り数本の棘を具える. 触角は8~ 9 節
ソ ノ

ソヤヒ メ

l 5
ソツキノコムシ属
ソツキノコムシ属

l6. 触角は10節. 前胸突起は幅があり両側は平行, 横から見ると前 腹板中央部の高さとほぼ同じ. 上翅会合
部末端に屈曲緑がある エゾヒメッッキノコムシ属
触角は9~10節. 前胸突起は幅があるが後方に向かって狭まり, 横から見ると前胸腹板中央部の高さより
わずかに突出する. 上翅会合部末端に屈曲縁を欠く

- 6

トゲヒメツツキノコムシ属
((株)人と自然の環境研究所)
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日本産ヒラタ ドロムシ科のチェックリストと覚え書き

吉富博之・ 佐藤正孝

Check list and notes on the Japanese Psephenidae

Hiroyuki YosHIToMI and Masataka SAT0

No. 142 (Jun 2003)

ヒラタ ドロムシの成虫は円形に近い偏平な形をしており, 産卵時に一部が水中に潜る以外は水辺の植物上な
どに見られる. 幼虫は河川などの流水中に生息し, 円形から楕円形で, 陣笠状である. かっては成虫の外部形
態の特徴から,  ヒゲナガハナノミ科やマルハナノミ科と混同された仲間もあったが, 現在では幼虫の特徴によ
り科の概要がはっきりとしている.
日本の種については, 中根猛彦や佐藤正孝などにより研究されてきたが, l990年代に入り, 李奇峰・ 楊平世

(Chi-Feng LEE・ Ping-Shih YANG) が目本の研究者と共同で精力的に研究を行い, 全容が見えてきた. しかし,
再検討が必要な属や種も一部に残されている.
本報では, 現段階での日本産のチェックリストを取り めると共に, 残されている問題を指摘した. また,
幼虫期が図示されている種についてもリストアップした.
報告に当たり, 文献記録等のご教示を頂いた亀澤 洋氏にお礼申し上げる.

チェツク リス ト

ヒラタ ドロムシ科 Psephenidae LAcoRDAIRE, 1854
ヒラタ ドロムシ亜科 Psepheninae LECoNTE & HORN, l 883
ヒラタ ドロムシ属 Mataeopsephus WATERHOUSE, l 876

よく知られた属であるが,  未だに分類学的問題が残されている. MataeoPsePhenusは,  ZAITzEv(l910) に
よって不正に訂正されたものであり, Betetmis MATsuMuRA, l915 はシノニムである.
1 -1. ヒラタドロムシMataeopsephus japomcus japomcus (MATsUMURA, l916)

分布: 北海道・ 本州・ 四国・ 九州
M gramcouis HINTON, 1935 は, 本種のシノニムである.

1 -2. ッシマヒラタ ドロムシ Mataeopsephus ja1)omcus sasaj i i M. SAT0, l970
分布: 対馬
中根(1ggl) は, M coreamcus sasajii として扱ったが, coreamcusと japomcusの関係は検討中である
ものの, 同一種と考えられる.

2. ヒメヒラタドロムシMataeopsephus maculatus NoMURA, l957
分布: 本州・ 四国

マルヒラタ ドロムシ亜科 Eubr ianacinae BOvING & CRAIGHEAD, 1930
マルヒラタ ドロムシ属 Eubrianax KIEsNwETTER, 1874

本属とその近縁の属については, LEEらの一連の研究により世界的に解明されている. 日本産種については,
LEE, SAT0& YANG(1999) およびLEE, YANG& SAT0(2001) により取り扱われている. 幼虫期の解明を含め,
再検討する課題も残されている. なお,  クシヒゲマルヒラタドロムシをタイプ種としてHeibrianax LEE, SAT0
& YANG,1999 が創設されたが, 近縁属との系統解析の結果, Eubriana:lcの新参シノニムとされた(LEE, YANG
& SAT0, 2001).
3-1. オオシママルヒラタ ドロムシ Eubriana:ll amamiensis amamiensis M. SAT0, 1965

分布: 奄美大島
3-2. キムラマルヒラタドロムシ (新称) Eubriana:lc amamiensis kimurat LEE, YANG & M. SAT0, 2001

分布: 沖縄島・ 多良間島
4. ク シヒケ'マルヒラ タ ドロムシ ubnanaxgramcoihs LEWIS, 1895
分布: 本州・ 四国・ 九州

5.  イハマルヒラタドロムシ Eubrianax ihai CHOJ0 & M. SAT0, l 970
分布: 石垣島・ 西表島

6. ヤクマルヒラタドロムシ Eubriana:)cmsulans NAKANE, 1952
分布: 屋久島

7. オキナワマルヒラタ ドロムシ Eubrianax toochooensis NAKANE, l 952

- 7 -
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分布: 沖縄島
8. ャェャママルヒラタドロムシEubrianax manakikikuse M. SAT0, 1964
分布: 石垣島・ 西表島; 台湾

g. ァマミマルヒラタ ドロムシEubriana:x; nobuoi M. SAT0, l 965
分布: 奄美大島

10. ヒメマルヒラタドロムシEubr ianax peuucidus LEWIS, 1895
分布: 本州・ 四国・ 九州; 中国

11.  マルヒラタドロムシEubrianax ramicorms KIESENWETTER, 1874
分布: 本州・ 四国・ 九州・ 五島列島・ 対馬; 朝鮮
キタマルヒラタドロムシEubrianaxramicomis brunneicorms NAKANE,1952 は, 本種の色彩変異とさ
れた.

チビヒラタ ドロムシ亜科 Psephenoidinae HINTON, l939
チビヒラタ ドロムシ属 Psephenoides GAHAN, 1914

本属は, 未だ分類学的再検討が必要であり,  さらに未記載の種もある.
12. マスダチビヒラタドロムシPsephenoides japomcus MASUDA, 1935
分布: 本州・ 四国・ 九州・ 対馬

ヒゲナガヒラタ ドロムシ亜科 (新称) Eubriinae LECONTE
マルヒゲナガハナノミ属 Schinostethus WATERHOUSE, l 880

本属に対しては, 長年Cophaesthetus WATERHOUSE, l880が使用されてきたが, 本属の新参シノニムとされ
た.
13.  マルヒゲナガハナノミSchinostethu broυis (LEWIS, 1895)
分布: 本州・ 四国・ 九州; 中国
タケゥチマルヒゲナガハナノミSchinostethubreυis takeucht'i(NAKANE,1952) は, LEE, JACH& YANG
(1998) により色彩変異の1 つであるとされた.

ァミメチビマルヒゲハナノ ミ属 Dicranopselaphus GUtRIN-M;1lNEVILLE, l861
これまでSpmeubria NAKANE, l952 として知られてきた属であるが, LEE& YANG(1996) により上記属の
新参シノニムに扱われた.

l 4. ァミメチビマルヒゲナガハナノ、Dicranopsetaphus rettculatus (NAKANE, 1952)
分布: 奄美大島

ヒゲナガヒラタ ドロムシ属 Nipponeubria LEE & M. SAT0, l996
最近に記載された種である. 愛知県で2 箇所のみ生息が確認されているにすぎない.
15. ヒゲナガヒラタドロムシNipponeubria yoshitomu LEE & M. SAT0, l996
分布: 本州

チビヒゲナガハナノ ミ属 EctoPna LECoNTE, l 853
本属はLEE, YANG& SAT0(l998) により既知の2 種の分布記録が追加された.
l6-1.  チビヒゲナガハナノミEctopna opaca opaca (KIESENWETTER, 1874)
分布: 本州・ 四国・ 九州・ 対馬

16-2.  ァマミチビヒケ'ナガハナノミ (新称) Ectopna opaca tomokumi LEE, YANG& M. SAT0, l998
分布: 奄美大島・ 徳之島

17.   イシガキチビヒゲナガハナノミ (和名改称) Ectopria tachtkaωal (M. SAT0, 1968)
分布: 石垣島・ 西表島

チビマルヒゲナガハナノ ミ属 Macroeubria PIc, l 916
従来, 1 種だけが知られてきたが, LEE, YANG& SAT0(1997) の再検討により,  日本には3 種と l 未記載種
が産することが判った.

18.  チビマルヒゲナガハナノミ Macroeubria Ieω1st NAKANE, 1952
分布: 本州・ 四国・ 九州・ 屋久島・ 奄美大島

lg. オキナワチビマルヒゲナガハナノミ (新称) Macroeubria okinaωana LEE, YANG& M. SAT0, 1997
分布: 沖縄島

- 8 -
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20. ホンシュウチ ビマルヒゲナガハナノ

分布: 本州・ 九州
21.  ヤェヤマチ ビマルヒゲナガハナノ ミ

分布: 石垣島 (幼虫のみ知られる)

No. l 42 (Jun 2003)

ミ (新称) Macroeubna sim itis LEE, YANG & M. SAT0, 1997

(新称: 未記載) Macroeubria sp. A

なお,  現段階で幼虫が知られている種は,  以下の通りである.
チビマルヒゲナガハナノミ,  オキナワチビマルヒゲナガハナノミ,  ヤェヤマチビマルヒゲナガハナノミ,  マ
スダチビヒラタ ドロムシ,  ヒラタドロムシ,  ヒケ'ナガヒラタドロムシ,  チビヒケ'ナガハナノミ,  ヒメマルヒラ

タドロムシ (=Eubriana:xlsp. EA: 御勢,  l957,20),  ヤェヤママルヒラタドロムシ,  オオシママルヒラタドロ
ム シ
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(佐藤: 名古屋市緑区)

0ハチジョウチャイロコメツキダマシの採集記録
ハチジョウチャイロコ メツキダマシ Fornax hac-

加toms HIsAMATsu, 1963 は, 伊豆八丈島の末吉で
採集された1 雌個体に基づいて命名記載された種
である (Fig. l). その後, 本種は久松(1985) により
小笠原と琉球が分布域として加えられたが, 島名に
ついては触れられず,  その後の昆虫総目録でも明記
されていない (久松,  1989).
筆者は, 小?立原諸島の母島で採集された複数の個
体を検することができたので,  ここに記録しておき

たい. 雄の触角(Fig. 2) が図示されるのはこれが最
初と思われる.

l 2早 , Sekimon--Sakaigadake, Haha-jima Is.,
3. VI I. 1997, T. MATSUMOTO leg ; 1早, dO., 5. VII.
l 997, T. MATSUMOTO leg ; lex., Nagahama, Haha-
jima Is., 27. V. 2001, K. MATSUMOTO leg; 2 exs.,
Mt. Kuwanokiyama, Haha-j ima Is., 28. V. 2001,
K. MATSUMOTO leg; l , Funamidai, Haha-j ima Is.,
K. MATSUMOTO leg.
記録するにあたって, 標本をご提供をしていただ
いた, 松本俊信氏, 松本慶一氏に厚くお礼申し上げ
る .
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不思議の島・ 宮古島

露 木 繁 雄

No. l 42 (Jun 2003)

私は2003 年4 月14 日に八重山諸島の宮古島を訪れた. 2001 年5 月以来2 度目の来島である. 今回の主な
目的は, 宮古島本島に分布しているミヤコルリボシカミキリ (Glenea kusamai) と宮古島の属島のような池間
島で分布が確認されているイワサキキンスジカミキリ (Glenea iωasakii) の関係を調べてみたかったためであ
る.
イヮサキキンスジは古くから先島諸島 (石垣島・ 西表島・ 与那国島) に分布していることは知られていたが,
池間島での棲息は1991 年に新潟在住の中林博之氏により, 初めて確認・ 発表された. 先島諸島以外での記録
は初めてで,  しかも宮古島の属島のような池間島 (宮古島本島の西平安崎との距離はわずか1.2 kmほどしか
ない) に棲息していることに, 私は興味をそそられた.
もっとも私は不勉強で, 池間島にイヮサキキンスジがいるということを, つい最近まで知らなかったのだが

とにかく, 両種の最盛期と思われるこの時期に調査しようと宮古島を訪ねたわけである. 今回は逗子市在住
のカミキリ屋の大先輩であるA氏と2 人で, 宮古島本島と池間島・ 来間島を3 日間, 採集・ 調査した.
〔ミヤコルリボシとィヮサキキンスジ〕
まず宮古島南部の城辺町 ( ぐすくべちょう) 友利 ( ともり) の上比屋 ( うぃびゃ一) 遺跡付近で採集した.
この両種とも成虫はノブドウの葉に, 後食のため集まることが知られていたので, ノブドウ探しから始めた.
すぐにSaperdiniの後食跡のついたノブドウの葉が見つかり,  しばらくして待望のミヤコルリボシの成虫が,
ビーティングとスイー ピングで得られた.
午後の l 時から4 時ごろまで,  ほとんど同じところを繰り返しスイー ピングして,  2 人で合計 l8 頭を採集
することができた. 3 時ごろまでは活発に飛来してきたようで, その後は減少したように感じた.

15 目は午前中でもGteneaが出現しているか確認のため,  もう一度友利を訪れた. 食痕のあるノブドウの葉
を見ると, l早が葉上に静止していたので, 写真撮影のあと採集した. 午前中でも活動していることが確認でき
たので, すぐに池間島へ移動した.

10時過ぎには池間島へ到着. 池間島は橋で宮古島と繁がっているので, 簡単に入れる. 車で移動しながらノ
ブドウを探す. 道脇になかなか良さそうなノブドウの群落を見つけ, 見てみると葉に食痕があった.
高さが3~4 mほどあったので,  スイー ピング したところ, まさにイワサキキンスジそのものがネットに
入った. ちょうど撮影できそうな高さ・ 位置の葉に飛んできた個体を見つけたが, 落ち若きがなく残念ながら
写真は撮れなかった. 2 人で4~5 頭ずつ採集できたので, 池間島の他の場所を調べてみたが, これはというノ
ブドウは見つからなかった.
結局, 最初に採集した付近だけでしか, イワサキキンスジは見られなかった.

Fig. 1.  テリハノブドウの集を後食しているミヤコルリポシカミキリ  (宮古島城辺町友利,  l5. IV 2003, 露木搬影)
- 11 -
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Fig 2.  宮古島概略図

とりあえず宮古島南部にはミヤコルリポシが, 池間島にはイワサキキンスジが棲息していることが確認でき
たので, 宮古島北部の半島のようになっているところには, どちらのタイプがいるのかが非常に気になった.
そこで最も北の西平安名崎 (にしへんなざき) 付近, 2~3 km南に下がった狩俣 (かりまた) 周辺など, 3~4
カ所ほど調査をしてみた. どこもノブドウは見られたが, 食跡はゼロ. 友利周辺と池間島の発生状況から考え
て,  このあたりで発生してないとは考えにくく , 恐らく接息していないものと推定された.

16 日は宮古島南東部にある来間島 ( くりまじま= ここも約1.2 kmの橋があるのですぐに渡れる) へ調査に
行った.
畑の脇みたいなところにノブドウの美味しそうな株が何ヵ所かあったが, 全く食跡がなく,  この島には

Gteneaは分布していないと思われた.
宮古島へ戻り, 国道390号を友利方面へ車を走らせていると, 下地町と上野村の境あたりに, 「ヤーバルやす
らぎの森」 という, ちょうど採集に良さそうなところがあったので,  ここでもノブドウを見つけて調べたが,
やはり食跡は全くなかった.  ここは友利まで直距離にして4 km弱しかないのだ.
さらに宮古島の採集ポイントとして有名な 「平良市熱帯植物園」 へ回り, 同様にノブドウを調べたがここも
食跡はゼロであった.
たったの3 日間調べただけの結果だが,  ミヤコルリボシは, 少なくとも宮古島北部の平良市と南西部の下地
町には分布していないものと思われる. また, イワサキキンスジは池間島のみに分布し, 来間島には両種とも
いないと考えられる.
友利周辺と環境がほとんど変わらないように見える,  宮古島中北部・ 西部に,  なぜGleneaが分布していな
いのか, 全く不可解である.
なお, 私自身でまだ確認はしていないが, 石垣島北部の平久保半島では,  ミヤコルリポシによく似たタイプ
のイワサキキンスジがいるという情報あり, ますます両種の関係の興味が深まった.
もっとも, 種のレベルという意味では, 私は両種ともリュウキュウルリポシの亜種でよいと考えている.  さ
らに大胆な考えにたっと, 台湾にいるルリキラホシカミキリやセンカクルリポシも含めて, すべて1 種の扱い
が妥当だと思料する.
〔ミヤコリンゴカミキリ〕
ミヤコリンゴカミキリ (0bereashirakii) は, 宮古島のみに分布するユニークなリンゴカミキリとして知られ

る.
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私は本種が宮古島本島以外の宮古諸島 (池間島・ 来間島・ 伊良部島・ 下地島・ 多良間島など) に分布してい
るという情報は, 寡聞にして知らない.
池間島にイワサキキンスジが棲息しているということは, 池間島にリンゴカミキリがいたら,  もしかしてイ
シガキリンゴみたいなのがいるかもしれないという, 妄想が生まれて, 池間島でリンゴカミキリ探しをしてみ
た.
宮古島本島では, 一番北のはずれの西平安名崎付近でも,  本種はダブノキ?  などのクス科植物の葉を後食
していて, 島全域に分布している. ちょうどこの時期は本種の発生最盛期と思われ, 葉の食痕もたくさん見ら
れるので, 調査には好都合だった.
ところが, 池間島でリンゴカミキリを探そうと思って,  クス科の植物を探したが, なんとクス科植物自体が
見つからないのだ. l ~2 時間, 車であちこち回っただけなので, 絶対にないとはいえないが, 宮古島や来間島
ではごく普通に見られる植物なのに全く不可解としかいいようがなかった.
来間島ではリンゴカミキリが好きそうなクス科植物がかなり見られたが,  ここでは葉に食痕が全くなく, ホ
ストはあるがリンゴカミキリの類は分布していないと思われた.
池間・ 来間両島とも宮古島からは2 kmも離れていないのに,  リンゴカミキリの類がいそうもないのは,  な
んとも不思議な気がした.
今回は行けなかった伊良部島や多良間島も, リンゴカミキリ類がいないのか, 大いに気になるところである.
(この原稿を書き終った直後に, 酒井香氏から伊良部島でミヤコリンゴカミキリを採集した旨の情報をいた
だいた. 酒井氏によると,  ミヤコリンゴそのもので, 特段の変異はないように見受けられたとのことであっ
た. )
〔ゴマフカミキリ類〕
宮古島 (諸島) にはゴマフカミキリ類が, 一応3 種分布していることになっている. イシガキゴマフ, アシナ
ガゴマフとャェヤマゴマフだが, 宮古島に棲息しているヤェヤマゴマフは, 石垣島にいるヤェヤマゴマフより
も, 沖縄本島や奄美大島などに分布しているオキナワゴマフに明らかに近く, 扱いとしてはオキナワゴマフの
宮古島亜種とするのが妥当であろう.
また, ャェャマゴマフを独立種として扱うのであれば, 宮古島のものも独立種としなければなるまい. l980
年代のように,  トカラ列島から石垣島まで, すべてオキナワゴマフ(MesosaPictiPes) とし, 現在の3 亜種(P.
pjctjpes, p miyamotoi, p yayeyamai) に, 宮古島のものを新亜種として整理するのが最もスッキリとしたまと
め方だと思う.
次に, ァシナガゴマフとィシガキゴマフの関係を見てみよう. アシナガゴマフ(M PraetongtPes) は宮古島本
島と来間島に棲息しているが, 宮古島では城辺町友利付近を中心にした島の南部に分布し, 少なくとも島中部
の平良市熱帯植物園付近から北は, イシガキゴマフが接息している.
といっても, 宮古島のイシガキゴマフは, 池間島 (伊良部島・ 多良間島) のものも含めてM yonaguni sim-

ilansの亜種名がっけられているように, アシナガゴマフに非常によく似ており, 宮古島南部寄りの, たとえば
城辺町の「いこいの森」周辺の個体は,  どちらともいえないような形態をしている.
現時点では両種を明確に区別することはむずかしいように思われる.

私のほんのわずかな知見では, この程度のお話しかできないが, いずれにしろ 「種」「亜種」 の問題を考えた
り, 島l興におけるファウナの成立過程を考察するのには恰好の地域で, 興味あふれるとても面白い場所である
ことは間違いない.
興味のある方はこの地を訪れて, さらに調査を進め,  この不思議な島の謎を解明してみませんか.

(神奈川県逗子市)

0クロサワドロムシの北海道における記録
ク ロ サワ ド ロ ム シ N,eonohetmis kurosaωal

NoMuRAは, 本州および九州から知られる比較的大
型のヒメドロムシの l 種であり, 河川の上・ 中流や
森林内を流れる細流で採集されることが多い.  しか
し, 東北地方南部や関東地方を除き, 一般には生息
個体数は少ない種である (吉富ほか, l999).
著者は, 未記録であった北海道にて本種を採集し
ているので, 以下に記録する.

1 頭, 北海道上磯郡上磯町湯の沢 (茂辺地川), 31.
v Il 2002, 吉富博之採集.

l 3

茂辺地川の中流域において, 川岸の水中を歩行中
の個体を採集した. 道南地方の他河川でも探索した
が, 本種の生息を確認することが出来なかったた
め, 北海道での生息個体数は少ないと考えられる.

引用文献

吉富博之・ 白金晶子・ 疋田直之, 1999. 作川水系のヒメ
ド ロム シ. 矢作川研究, 3:95- l l6.

(株式会社 環境指標生物, 吉 i博之)
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0伊豆大島で採集されたコメ ツキムシ6 種
伊豆大島は, 交通の便が良いこともあり, 調査に
訪れる昆虫研究者も多いが, 甲虫相についてみると
一部のグループを除き十分解明されているとはいえ
ない. コメ ッムシに関して見ると,  これまでに20
種程の記録があるに過ぎない. 本州に近く ,  ミヤマ
クワガタなどの山地性の甲虫が確認されていること
を考えると,  まだ多くの種が発見される可能性が高
い地域といえる.
筆者は,  2002 年の夏に大島を訪ね,  短時間であ
るがコメツキムシを採集する機会を得たので,  ここ
にその結果を報告する.

1.  Lacon (Ataotypus) maenamu (0HIRA, 1969)
マエナ ミサビコ メツキ

l ex., 岡田, 22. VII 2002 (ライ ト トラップ).
伊豆諸島からはこれまでに, 式根島, 三宅島, 御
蔵島, 八丈島, 青ヶ島の記録があるが, 大島から採
集されるのはこれが最初かも知れない.

2.  Agrypnus (Agryp,nus) binodulus binodu tus
(MoTscHULsKY, l 861) サビキコリ

2 exs., 岡田, 23. VII 2002 (ライト トラップ) ; 2
exs., 同, 22. VII 2002 (ライ ト トラップ) ; 5 exs., 三
原山頂口 (御神火茶屋付近), 23. VII 2002.
個体数の多い種であるが, 大島の記録は, 神谷

(1931: 23 [」Lacon属のものとして] ), 久慈 (1983:
26 [和名のみ] ) がある程度である.

3.  Quasimus7aPomcus KIsHn, 1959 ニホンチビ
マメ コメ ッキ

77 exs., 三原山頂口 (御神火茶屋付近 ), 23. VII.
2002.
伊豆諸島を含め, 東京都から記録されるのはこれ
が最初と思われる. 道路脇に生えたススキのビー
ティングで採集されたものである.

4.  Melanotus legatus masakianus KIsHII, 1977
イズク シコ メ ッキ

1 ex., 岡田23. VII 2002 (ライトトラップ).
伊豆諸島特産の亜種で,  これまでに大島, 利島,
神津島, =宅島, 御蔵島, 八丈島, 八丈小島, 青ヶ
島から記録がある. 個体数は多いようであるが, 大
島町からの記録は 0HIRA (1969: 45) による報告が
あるだけである.

5.  Ptatynychus(Ptatynychus) nothus(CANDtzE,
l 865) オオハナコメッキ

3 exs., 岡田, 22. VII 2002 (ライ ト トラップ).
日本各地に広く分布する種で, 伊豆諸島では, 大
島, 式根島, 神津島, 利島, 新島からの記録がある.
大島の記録は 0HIRA (1969: 48) により岡田の元町
付近で採集されたものがあるのみである.

6.  Paracard1oPhorus leωIsl FLEUTIAUx, 1902
ルイスコハナコ メ ッキ

1 ex., 三原山頂口 (御神火茶屋付近),  23. v Il.
2002.
伊豆諸島では, 大島, 利島, 神津島, 八丈島から
記録があるようである.
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0北海道知床半島におけるシロウズベニコメツキの
大量死亡例
シロウズベニコメッキ ent icoM υanans s加ro-

zui OHIRAは, 全体が黒掲色で, 触角が雄でも鋸歯
状を呈する特徴のある種である. 本亜種は, 大雪山
で採集された個体に基づいて新種として命名記載さ
れたが(0HIRA,1963), その後, シベリァに生息する
D tlartans (GERMAR, l 846) と亜種関係にあること
が大平(1987) により明らかにされ, 現在では上記
のように扱われいる.
北海道亜種は, 記載以後, 利尻島を含め各地から
記録がなされ, 道内に広く分布していることが明ら
かになったが, その生態については不明なところが
多い.
筆者は, 1988 年7 月 30日に知床半島の羅臼平
を訪ねた際, 4~8 cmの小石の下や隙間に本亜種の
成虫が重なりつもるように死亡しているのを観察す
ることができた.  コメツキムシのこのような例は珍
しいと思われるので,  ここに記録しておきたい.
観察されたほとんどの個体は体がすでにばらばら
になっていたが, 形をとどめている個体も中にあ
り, それによって本亜種と確認することができた.
付近に生存個体が残っていないか, 調べたが, 発生
時期をとうに過ぎていたのか, 姿を見ることはでき
なかった. 付近で発生した個体が, 風によって運ば
れ, たまたま吹きだまりとなったこの場所に集めら
れたのかも知れない.
羅臼平で調査をおこなった後, 幌尻岳へ足をのば
して山頂や接線などの同じょうな環境で調査をおこ
なったが, 同様の觀察はできなかった.

参考文献

0HIRA, H., 1963. New or little-known Elateridae from
Japan. V. Kontya. Tokyo 31: 176-179.

大平仁夫,  1987. 北海道とその周辺のコメッキムシ(m).
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(東京都世田谷区,  鈴木 互)
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日本初記録のアンビンチビゲンゴロウ

上手雄貴・ 疋田直之・ 佐藤正孝

No. 142 (Jun 2003)

New record of HydrogLyphus flammulatus (SHARP) from Japan

Yuuk i KAMITE, Naoyuk i HIKITA and Masataka SAT0

アンピンチビゲンゴロウ Bidessus antennatus R tGIMBART, 1892 は神谷 (1938) によって台湾から記録され
た. そのB antennatusとされていたものは, GUIGNoT(1954) によってGmgnotus HoULBERT,1934 に移され,
さらに, GuIGNoT(1959) はG fiammulatus SHARP,1882 のシノニムとした. Bidessus flammutatusは, 中国,
台湾,  インドシナ,  インド,  スリランカ,  パキスタンなどから知られる広域分布種である.  なお,  Bidessus
SHARP,1882 として記載された種の一部は, Guignotusに移され,  さらに後者はNILSSON et at. ( l989) によっ
てHydroglyphus MoTsUcHULsKY, 1853 のシノニムとされた.
本種は,  これまで日本からの記録がなく, 戦後日本のファウナから削除されていた. 筆者らは,  この種を琉
球列島の石垣島, 西表島および与那国島で採集し,  それらの標本を検する機会を得たのでここに報告する.  な
お, 台湾においては, TAKlzAwA(1933) と関 (1944) が同様にB antennatusとして本種を記録している.

採集記録
2 exs., 沖縄県石垣島石垣市山原, 8. IV.1999, 高橋敬一採集; 1 ex., 沖縄県石垣島石垣市名蔵21. VI. 1999,
記野直人採集; 6 exs., 沖縄県西表島竹富町古見, 24.XII.1999, 疋田直之採集; 12 exs., 沖縄県与那国島与那
国町祖内, 29-30. 111.1989, 有賀俊司採集; 5 , 1♀, 沖縄県与那国島与那国町南牧場, 25. X 2002, 上手
雄貴採集.

形態的所見
体長2.2~2.5 mmで, 体型は長卵形. 背面は細かく網状に印刻される. 頭部は黄褐色で, 後縁に沿った部分

2

図 l -2. アンビンチビゲンゴロウ Hydroglyphus flammulatus (SHARP), ( f
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図3-4.  ァンピンチビゲンゴロウ Hydroglyphus flammutatus(SHARP), . 3, 右触角先端部; 4. 雄交尾器

はわずかに暗褐色で, 点刻は明瞭であるが, まばらとなる. 触角は黄褐色で数珠状であり, 第10節は 「く」 の
字状に湾曲する. 前胸背板は黄褐色で, 前縁に沿った部分はわずかに暗褐色. 点刻は明瞭でまばらに散布され,
基部の縦溝は斜状で前胸背板中央に達しない. 上翅は亜会合部に明瞭な縦溝をもち, 前胸から続く縦溝はやや
浅く不明瞭である. 全体に強い点刻及び密な細毛を有する. 細犬印刻は明瞭であるが難でより強い傾向がある・
上翅は黄褐色で黒褐色の模様が入るが変異が多い. 基本となる模様は, 以下の通りである.
① 上翅のほぼ全長にわたる会合線から両側の亜会合部縦溝付近にかけての縦橋.
② 上翅中央付近の亜会合部縦溝から両側縁部に続き, 上縁と下緑は不規則に波状で, 上緑は会合線から上
翅幅の約 l/3~2/3, 下縁は約l /4~ l/3 付近で急に細くなる横帯.
③ 上翅端やや前方側縁付近にある長楕円形の紋.
腹面は暗黄褐色で, 腹節はより暗色となる. 各脚部は黄褐色である.
雄交尾器中央片は滑らかに湾曲するが, H mconstans (RtGIMBART, l892) に比べやや湾曲は強い. 基部から

l/5 辺りの内緑部には先端が丸みを帯びた突起が見られる. また先端部1/5 辺りから徐々 に狭まり, 先端は尖
る.
日本産同属の他種との識別は, 大型(2.2~2.5 mm) であること, 触角第10節が明瞭に湾曲すること, さらに
本種特有の上翅色彩パターンなどから容易である.

生態的所見
本種の日本国内における採集例は極めて少ないが, 牧場内にある牛の水浴び用の水溜まり (与那国島) や休
耕田 (石垣島, 西表島) 等, 周囲が開けた不安定な水域から採集されており, 同属のアマミチビゲンゴロウl l-
ama;miensis(M. SAT0, l961) も同所的に観察された. また, 有賀俊司氏から「水田中に設置された誘蛾灯に飛
来した個体を採集した. 」 との私信を受けおり, 灯下にも飛来する.

特記事項
vAzlRANl(l968) は本種の再記載の中で, 上翅基部の縦溝が無いことを記述しているが,  これは彼の見落と
しであると考えられる.  このため,  この文献を扱う際には十分な注意が必要である.

謝 辞
大桃定洋博士, 高橋敬一博士, 有資俊司氏には貴重な標本を恵与いただき, データの公表を許可いただいた.
記野直人氏にはデータの公表を許可頂き, 写真撮影をして頂いた. 更に, 北野 忠, 木村正明, 記野直人, 栗
原 隆, 中島 淳, 長谷川 洋, 堀 繁久, 森 正人の各氏には八重山諸島における水生甲虫の情報を頂いた.
それらの諸氏に厚くお礼申し上げる.
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Summar y

Until now, Hydroglypluts fklmmulatus(SHARP) has been known widely from China, Taiwan, Indo-China,
India, Sri Lanka, Pakistan and so on. Recently, we could examine the species col lected from the Ryukyu
Islands (Ishigaki Is. Iriomote Is and Yonaguni Is) as the first record. They w e r e obtained at the
temporary pools and the fallow paddy field in the open space together with H amamiensis (M. SAT0).

(上手: 環境科学株式会社)
(疋田: 水戸市)

(佐藤: 名古屋市)

0 =セクチプ トコメツキの難内部生殖器の形態
ニセクチブトコメッキ Lanecarus palustnsは,
北海道から九州にかけて分布する種で, 一般に河川
の土手の笹などが生えているところで見いだされ
る. 幼虫は大平(1962) が明らかにしており, 河川敷
の砂壊土中に生息している.  しかし, 河川の水辺の
汚濁や改修などで, 現在では生息地が減少してお
り, 全く見られなくなっている場所も多い.

diverticula of

v

Fig. l . Ou tli ne o f t he in te rnal reproduct ive
organs of Lanecarus palustns (Coleoptera:
Elater idae, Agriotinae).

- 1 7

本種の成虫の形態の概要は大平・ 山内(1992) が
報告しているが, 雌の内部性殖器は図示したよう
で,  きわめて特徴のある形態をしている. 本種は近
属の種に通常見られるcolleteriumに l 対ある col-
1eteria1 glands を欠き,  bursa copulatrix (Bcpx)
の袋内には木の葉状をした1 対の扁平状の硬板を
有するが, その袋の末端部から伸長する 1 本のやや
太いbase of spermathecal ductの基部の内側面に
は, 小数の棘状をした小硬針を不規則に分布し, そ
の末端部からさらに細い腺が伸び, そこには10数
個の風船状をした分泌腺 (diverticula of spermat-
hecal duct) が見られる.   細い腺の先はさらに細
まって, 末端はspermatheca (to sp) に達する.

BECKER(1956) の研究では, 北米産の広義の
Agnotes属の種の中に, このような分泌腺を生じる
ものがいるので,  この形態は本属固有のものではな
いようであるが, 筆者が今までに調査した日本産の
Agnotes属や let加us属やParastiests属などの種
の中には, 付属腺にこのような分泌腺を有するもの
は見ていない.  この付属腺の機能は不明である.

引用文献

BECKER, E. C.. 1956. Revision of the Nearctic Species of
Agr1otes (CoIeoptera: Elateridae). Canad. Ent., 88,
Suppl. 1: 95 pp., 6 pls.

大平仁夫, 1962.  日本産コメッキムシ科の幼虫の形態学的
ならびに分類学的研究: 179 pp.,61 pls. (岡崎: 自刊)

大平仁夫・ 山内 智, 1992.  ,_i-森県のコメッキムシ若干種
について 111. 青森県立郷土館調査研究年報, (16):73-
82.

(愛知県岡崎市,  大平仁夫 )
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0四国で採集したセスジダルマガムシ属
セスジダルマガムシ属 0chthebiusは, 主に渓流
に生息し, 岩の水際などに見られるグループであ
る.  吉富ほか(2000) および吉富(2003) によると,
四国からはセスジダルマガムシとコセスジダルマガ
ムシの2 種が記録されている. 筆者らは, 四国にお
いて初記録種を含む3 種のセスジダルマガムシ属
を採集しているので報告する.
ホンシュウセスジダルマガムシ 0chthebius.3aPon-
ious JAcH (図1)

20頭, 愛媛県内子町立川,  19. IIL2002, 吉富 '
上手採集保管; 5 頭, 愛媛県柳谷村柳井川, 14. VII.
2002; 5頭,  愛媛県美川村上黒岩,  8.VII 2002; l
頭, 高知県野市町西町, 4. X 2002, 以上上手採集 '
保管.
四国初記録である. 本種は新潟県から紀伊半島,
広島県 (秋山, 2003) まで分布するものの, 生息地
は限定されており, 本州や九州では本種に近縁なハ
セガワダルマガムシ 0. hasegaωal NAKANE et
MATsulのほうが普通に見られる.
セスジダルマガムシ 0chthebius mermis SHARP

図1.  四国産のホンシュウセスジダルマガムシ

l 8
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l頭, 香川県琴南町大川山, 9. VL2002; 2 頭, 香
川県飯山町東小川土器川, 28.V 2002, 藤本採集保
管; 18頭, 同所, 9.VL2002; 2頭, 同所,  10.VI.
2002, 以上上手採集・ 保管.
大川山の採集例は, 渓流底の石下から得られたも
のである. 土器川では, 河川中流域の伏流水が湧き
出してできた水溜りで, 主にアオミドロ内から得ら
れた. また, 次種は愛媛県における分布を確認した
が, 本種は確認することができなかった.
コセスジダルマガムシ 0chthebius satoi NAKANE

3 頭, 愛媛県重信町横河原重信川, 27. 111. 1993,
酒井雅博採集・ 上手保管; 6 頭, 愛媛県松山市森松
重信川,  30.v 2002; 3頭,  香川県飯山町東小川土
器川, 9.vI 2002; 3頭, 同所, 10. VI 2002, 上手
採集保管;  2 頭,  香川県丸亀市垂水町土器川,  13.
VL2002, 藤本採集・ 保管.
河川の中流域で得られ, 前種と同所的に生息して
いるところもあったが, より流れが速く, アオミド
口類の少ない環境を好むようであった. 生息地で
は, 岸辺付近の水をせき止め, 石ごと底をかき回す
ことで, 浮かんできた多くの個体を採集することが
できた.
なお, 対岸の中国地方にはハセガワダルマガムシ

0. hasegaωal NAKANE et MATsUIが広く生息して
いるよ うである (秋山,  2003 および山地治氏私信
による). それゆえ四国における生息の可能性も十
分に考えられたが, 今回の調査では確認できなかっ
た. 今後の調査の進展に期待したい.
報告に当たり,  日頃よりお世話になっている名古
屋女子大学の佐藤正孝博士,  コセスジダルマガムシ
の標本を恵与いただき, データの公表を許可いただ

いた愛媛大学の酒井雅博博士, 参考文献についてご
教示頂いた環境科学株式会社の森正人氏, および中
国地方のハセガヮダルマガムシの分布状況を教えて
くださった山地治氏に厚く御礼申し上げる.

引用文献

秋山美文, 2003. 広島県産甲虫の分布記録(7). 比和科学博
物館研究報告, (42): 45-59 +3 pls.

吉富博之, 2003. 日本産ダルマガムシ科. 虫と自然,
38(2): 23-26.

吉富博之・ 松井英司・ 佐藤光一 ・ ｳ田直之,  2000.  日本産
セスジダルマガムシ属概説. 甲虫ニュース, (130): 5-
11.

(環境科学株式会社, 上手雄責)
(香川県丸亀市, 藤本博文)

(株式会社 環境指標生物, 吉 i博之)
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日本産アシプトコメツキ類の属名について

大 平 仁 夫

No. 142 (Jun 2003)

Notes on the generic posit ion of Anchastus-species from Japan
(Coleoptera: Elateridae, Physorhinini)

Hitoo OHIRA

A bstr ac t The Japanese species of the elaterid genus A'ichastus LECoNTE, 1857 are
r e vi ew ed. At least eight species and subspecies so far recognized from Japan. As a

result, al l the Japanese species should be given P'iodeomus KIEsENwETTER, l 858 instead
to the genus Anchastus LECoNTE, 1857.  The genus Akitsu KIsHII, 1985 (type species:
Anchastus mus LEWIS, 1894) is synonymous of the genus Podeomus KIEsNwETTER, l858.

日本に分布するァシブトコメ ツキ類は, 現在ではElaterinae亜科のPhysorhinini族に含められており,
MlwA (三輪勇四郎) (1934) の総説を始め, 最近までの報告は主としてAnchastusの属名で扱われていたが,
KlsHl1( l999) のリストではChastamis属とAkitsu 属に分けて位置させている. また,  日本産種についての分
類の概要は大平 (1996) が報告しており, そこでは属名に疑問を呈しながらもAnchastus属の種として記録し,
7 種1 亜種を扱っている. この族に含まれる種はSTIBlcK(1979) によれば, 世界に9 属200種あまりが記録さ
れており, その約半数はAnchastus属の種として扱われているが, この属は寄せ集めになっていて, 将来いく
つかの属に分割されるだろうと述べている.
筆者は日本に分布するこの属の種の位置について調査を続けてきたが, 大平・ 奥(2001) による報告で若干
指摘したように,  日本産種はChastanus属でも Akitsu 属でもなく , Podeomus属に含めるのが正しい位置で
あることが判明したので,  ここにその概要を報告する. なお, 東京都の鈴木 亙博士に分類上の扱いについて
種々ご教示をいただいた, 心から感謝の意を表する.

Genus Podeon ius K IEsENwETTER, l858
Podeomus KIEsNwETTER, 1858, Naturgesch. Ins. Deutsch1., 4: 229, 349. Type species: Etateracuticornts

GERMAR, 1824, by monot ypy.
Akitsu KlsHl l, 1985, Bul l. Heian High School, Kyoto, (29): 22. Type species: Anchastus mus LEWIS, 1894,

by original desigina tion. Syn n o v .

本属の基準種は中央ヨーロッパに分布, ScHENKLING(1925) の JUNKのカタログではPorthmidius属の種と
して扱われているが, GuRJEvA(1979) はPodeomus属の種として扱い, その特徴を示している. また, DoLIN
(1988) は成虫と幼虫の形態を示している.  その他, LAIBNER(2000) は属の特徴の一つとして, P acuticorms
の雌内部生殖器の形態を示している.  筆者はこの属の実態をより詳しく調査するため,  Austria産の P ac-
uttcormsの雌個体を入手し, 一般の外部形態も含めて内部形態についても調査した. 内部形態はFig.1Aに示
したようで,  uterusは細長い軟弱な袋で,  そこには1 対の小形の半球状をした co11etrial glands を生じ,
bursa copulatrix との境は明瞭でなく, bursa copulatrixは細長い楕円形状の袋で, そこには硬板は生じない
が, 硬針状物を不規則に生じる. また, その先端部から1 本の長いaccessory glandが渦巻き状に伸び, そこ
には細長い硬針と太短い硬針とを生じ, 腺は次第に細まり, 末端近くで分枝し, 内1 本の末端部は括円形状の
袋になっている ( これらの付属腺はゴム風船のように膨らんだり, 細くなったりするので, 内部生殖器の処理
の状態で太さや膨らみは変異する) .
雌雄成虫の外部形態では, 頭部の前頭横隆線はよく発達し, 前縁は弧状で, 頭盾は明瞭に存在する. 触角の
第2 節は短く, 幅と長さはほぼ等しいかやや長い程度で, 第3 節から鋸歯状を呈し, 第3 節と第4 節の長さや
外形はほぼ相同である. 前胸背板の後角背面には各2 本の隆起線を有し, 前胸腹側板線は二重線状で, 先端部
は浅く凹溝状である. 腰板はよく発達し, 内方部は顕著に幅広くなり, そこの後縁は多少とも角ばる. 肢の脛
節の末端の距剌はきわめてよく発達する. また, 第 l 附節は著しく長く, 第2,3, 4 附節を合わせたものとほぼ
等長で, 通常は第3 附節の末端下側は多少とも膜状に進展する. 爪は簡単である.
幼虫は細長い針金虫型で, 触角の第2 節の感覚器(sap) は大形で, 節の大部分を占めており, 第3 節はきわ
めて短小である. 腹節の側背板には条凹薄(sim) を欠き, 第9 腹節は細長い円錐形状で, 側面は弱く内方に湾
曲して末端に細まり, 末端は鋭くとがる.  また, 第9 腹節の表皮面は平滑状であるが, そこに規則的に生ずる

- lg -
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剛毛の基部は小突起状に隆起する. 幼虫は通常は朽木の内部に生息する. 日本産の種の詳しい形態は大平
(1962) が示している.  目本産種のリストを示すと以下のようになる.

Check list of the Japanese Podeon加s
1.  Podeomus castaneus(MlwA, 1934), comb nov. クリイロアシブトコメッキ (Fig. 1C)

Anchastus castaneus MIwA, l984, Dept. Agri. Gov. Res. Inst. Formosa, (65): 253. (Amami-0shima Is)
Chastanus castaneus: KlsHII, 1985, Gekkan-Mushi, Tokyo, (177): 21.

2.  Podeomus aqtalus aqu11us (CANDtzE, 1873) クリイロニセコメッキ (Fig. 1 B)
Anchastus aqutlus CANDiizE, 1873, Mom. Soc. rev. Sci. Li?ge, (2)5: 8 (Japan).
Akitsu aquilus aquitus: KIsHII, 1985, Bull. Heian High School, Kyoto, (42): 72.
P1odeonus [sic quitus aquitus:0HIRA, 0KADoME, YAMAGIsHI & MURATA,2002, Kita Kyushu no Kontyu,

49: 113.

3. Podeomus aqulLusryukyuensis(0HIRA, l968) リュウキュウアシブトコメッキ
Anchastus aquilus ryukyuensis OHIRA, 1968, Kontyu, Tokyo, 36: 134, figs 3, 4 (Amami-0shima Is.,

Okinawa-honto Is., Ishigaki-j ima Is and Iriomote-j ima Is).
Akitsu aquttus ryukyuensis: KlsHn, 1999, Bull. Heian High School, Kyoto, (42): 72.
Podeomus aqmlusryukyuensts: 0HIRA,2002, Korasana, (70):29.

4.  Podeonius riagaot (0HIRA, l968), comb nov. ナガオァシブトコメツキ
Anchastus nagaoi OHIRA,1968, Kontyu, Tokyo, 36:135, figs 5,6 (Amami-0shima Is).
Akitsu :nagaoi: KIsHII, l985, Bull. Heian High School, Kyoto, (29):23 (Amami-0shima Is)

5. Podeomus rufipes (LEWIS, 1894), comb nov. アカアシニセコメ ッキ
Anchastus rufipes LEWIS, l894, Ann. Mag nat. Hist., (6)13: 32 (Nikko and Yuyama).
Akitsu rufij)os: KIsHII, 1985, Bull. Heian High School, Kyoto, (29): 23.

、

c
Fig.l. A-C.  Outline of the female internal reproducti、,e organs.

A, Podeomus a ticomis ( Aus tr ia in Euro ); B, Podeomus agm'ius agu iius (Yakushima Is. o f
Kyushu); C, Podeomus castaneus (Ishigaki-j ima Is. in Ryukyu Islands).

- 2 0 -
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6.  Podeomus mus (LEWIS, 1894), comb nov. クローセコメ ッキ
Anchastus mus LEWIS, 1894, Ann. Mag nat. Hist., (6)18: 31 (Miyanoshita).
Akitsu :mus: KIsH1l, l 985, Bul l. Heian High School, Kyoto, (29): 22.

No. 142 (Jun 2003)

7.  Podeonius amamiensis(0HIRA, l996), comb nov. アマミアシブトコメッキ
Anchastus amamiiensis OHIRA, Trans. Essa ent. Soc. Niigata, (76): 13, f5 A-K. (Amai-0shima Is)

8.  Podeonius yamamotoi (0HIRA, 1996), comb nov. オガサワラァシブトコメツキ
Anchastusyamamotoi OHIRA, 1996, Tran. Essa ent. Soc. Niigata, (76): 14, fig 7 A-K (Chichi-jima Is).

引用文献

CANDiizE, E.,1873. Insectes recuill isau Japon par M. G. LEWIS, pendant les ann6s1869-1871. Elat6r ides. Mom. Soc. rev.
Sci. Li ige, (2)5: 32 pp.

DoLIN, V.G.,1988. Fauna Uktrainy, l9(4):202 pp. (Naukova Dumka, Kiev )
GURJEvA, E. L., 1979. Fauna of USSR, l2(4): 452 pp. (Nauka, Leningrad)
K1sH11, T., 1985. Some new forms of Elateridae in Japan (XVII). Buff. Heian Hig1i Soho()1. Kyoto, (29):1-30, 1 pl.
KlsH11, T., 1999. A check-list of the famil y Elateridae in Japan (Coleoptera). Buff. Heian High Sob()01, Kyoto, (42): 1-144.
LAIBNER, S., 2000. Elater idae of the Czch and Slovak Repablics: 192 pp. ( Kabourk)
LEWIS, G.,1894. On the Elateridae of Japan. Ann. Mag nat. Hist., (6)13:26-48.
MlwA, Y., 1934. The fauna of Elateridae in the Japanese Empire. Dept. Agnc. Got'. Res. Inst. F'ormosa, (65):289 pp.,9 pls.
大平仁夫,  1962.  日本産コメッキムシ科の幼虫の形態学的ならびに分類学的研究: 179 pp.,61 pls. (岡崎: 自刊)
OHIRA, H., l968. The Elateridae of the Ryuk yu A rchipelago, V. Kontyu. Tokyo, 36: 134-143.

大平仁夫,  1996.  日本産アシブトコメッキ類について. 越佐.El i虫同好会報, (76):1-14.
大平f二l;ll、,  2002.  岩橋正氏採集の奄美大島産コメツキムシ若千種. Korasana, (70):29.
大平仁夫・ 興 俊夫, 2001.  岩手県産アカァシアシプトコメッキについて.  岩手虫の会会報, 28: 1-4.
大平仁夫, 岡留恒丸, 山岸健三, 村田豊昭, 2002.  マレー ズトラップで捕獲された屋久島産コメッキムシ類. 北1L州の昆虫,

49: 111~ 116, 1 pl.
ScHENKLING, S., 1925. Elateridae 1. In Jし'NK, W., & S. ScHENKL!NG(eds), ColeoPter,orum Cata1ogus, (80): l -263. W. Junk,

Be rl in.

STIBIcK, J. N. L., l979. Classification of the Elateridae(Coleoptera), relantionships and classification of the subfamil ies
and tribes. Paci f lns., 20: l45-186.

(愛知県岡崎市 )

OMegatoma graeser i (REITTER) ( 力ツオプシムシ
科) の記録
北海道開拓記念館の堀 繁久氏から微小甲虫の同
定を依頼された中に見たこともないカッオブシムシ
科の甲虫があった. 調べたところ, 今まで日本から
記録されていない Megatoma graesert (REITTER,
1887) と思われる. 鞘翅学会の大会の折, 大林延夫
先生に確認していただいた. 本種は体長2.8~4.2
mmで, 上翅に薄い赤褐色がかった4 つの紋があ
る. d,'の触角の末端節は長く , 長三角形を呈するの
が特徴である. 大陸に広く分布しているので, 北海
道に生息しても不思議ではないが, 屋内害虫として
侵入したことも考えられる. 何れにせよ,  もう少し
記録を増やしてほしいものである. なお,  この個体
は標本のタトウの中から出てきたという. データは
次の通り.

lex., 北海道野幌森林公園, 5.V 2001, 堀繁久.
末筆ではあるが, 標本をいただき, 発表を委譲さ
れた堀 繁久氏に厚く御礼申し上げると共に, 確認
していただいた大林延夫博士に感謝する.

- 21

(神奈川県小田原市, 平野幸彦)
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0ツヤケシクロフ トコメツキダマシの採集例
ツヤケシクロフトコメツキダマシCatyptocerus

faυipuncatatus LucHT, l986 は, 台湾桃園県三光で
採集された1 年個体に基づいて記載された種であ
る.  その後, 鈴木(1988) により, 台湾北部のKaoi
で採集された個体 (1 雄2 雌) が記録されているが,
それ以外の記録はない. 筆者は, 黒澤良彦博士より
いただいた標本の中に, 本種を見いだしたのでここ
に記録しておきたい.
本極は黒色で, 太く厚みがあること, 触角は第

2 ・3 節が短小で, 4 節より櫛歯状となること, 前胸
は深い点刻を密布し, 正中部に明瞭な縦溝が存在す
ることなどの特徴により, 台湾に生息する他のコメ

lex., Ural (.島来), N. Taiwan, 6. IV. l 975, K.
UtDA leg. (筆者保管).
貴重な標本をご提供下さった故黒澤良彦博士に
厚くお礼申し上げる.

参考文献

LucHT, W., 1986. Calyptocerus fav lpt‘nctatus n. sp aus
Taiwan(Col., Eucnemidae, Melasinae).Entomot. Btat-
ter Bio l. Syst. Kafer, 82: 103-106.

鈴木 互, 1988. 台湾北部におけるッヤケシクロフ トコメ

ツキダマシ (新称) の記録. Trans. E:ssa ent. Soc., M-
igata, (66):21-22,2 figs.

(東京都世田谷区, 鈴木 亙)

0対馬, 桧枝岐村, 大購半島におけるデパヒラタム
シの採集記録
デバヒラタムシP「0stomis latorts REITTER の分
布は, 図鑑によれば北海道, 本州, 四国, 九州, 対
馬とされている. しかし平野( l994, l995) によって
ヒメデバヒラタムシP mordax REITTERの混在が判
明したことにより,  これ以前の分布記録は全て再検
討を要することとなった. 筆者は, 平野の論文以降
に本種の記録がないと恩われる対馬, 福島県桧技岐
村, 大隅半島で本種を採集しているので記録してお
きたい.

1 頭, 長崎県 (対馬) 上県町香ノ木山南斜面, 1. V.
2003, 筆者採集・ 保管

l 頭,  福島県桧枝岐村会津駒ヶ岳登山道入口,  3.
VI.1984, 筆者採集 ・ 保管

l 頭,  鹿児島県佐多町大中尾専用林道~川口川河
ロ (環境省メッシュ番号 4630-46-81 または71),
6. V. l994, 筆者採集・ 保管
以上の3 個体は, 頭部腹面の角状突起 (jugular

processes) の先端が二又状となることにより本種
と同定した. 対馬と桧枝岐村の個体は大隅半島の個
体に比べて左 (腹面から見ると右) 実起の二又の外
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側の隅角部が鋭いが, 3 個体とも平野(1995) が図示
した本種の変位幅に収まっている.
対馬の採集地点は, 香ノ木トンネル西坑口の約

500 m下流から香ノ木山頂上に突き上げる沢の途
中で,  古い炭焼場の適構を伴うゥラジロガシ?  二
次林 (胸高直径10~20cm) である. 沢底に落下し
ていた直径約30 cmのァカマツの結木 (樹皮が残
るが材部は赤褐色に腐朽) を叩き網して採集した.
桧枝岐村の採集地点は, 入口付近で林道となって
いる標記登山道が歩道に切り替わる付近で, 竜ノ門
の滝を望む林道終点で残雪の溶け際の石を起こして
ゴミムシを採っていたところ, なぜか本種が得られ
た.
大隅半島の採集地点は, 赤瀬崎の北約1 kmに流
入する小河川の流域で, 川沿いに断片的に残された
シイ・ カシ自然林内の広葉樹倒木の叩き綱によって
採集した.
なお桧枝岐村からは, 芳賀(1998) によりヒメデ
バヒラタムシが記録されているので, 同村は2 種の
混生地となる.
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