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はじめに

キボシケシゲンゴロウ Allopachiria flavomaculata (Kamiya, 

1938）は体長2.4～2.5 mmの小型流水性甲虫である．体型は短

楕円形で比較的厚みがあり，腹面は黄褐色から赤褐色を呈す

る（森・北山，2002；中島ほか，2020）．本種上翅の色彩は黒

地に黄紋を散布するが，変異があり，原型（基部および会合

部に達しない大横紋の他，中央後内方の会合部付近に小縦紋，

後部外方に横紋を有する），f. kumozuensis M. Satô, 1958（原型

の中央後内方の紋を欠くもの），f. narusei M. Satô, 1958（原型

の中央後内方の紋および後部外方紋を欠くもの）の 3 つの型

が知られる（佐藤，1958；森・北山，2002）．国内では北海道，

本州，四国，九州，対馬，南西諸島（種子島，屋久島）から

記録されている（中島ほか，2020）．また，埼玉県周辺では，

東京都（佐藤，1958），神奈川県（高桑，1987；平野，1996；

金田，1997；守屋，1997；相模原市立博物館，2008；佐野，

2011；佐野・北野，2019），千葉県（松丸，1979；山崎，2008；

鈴木，2009；斉藤ほか，2017），栃木県（佐藤・大桃，1995），

茨城県（大桃ほか，1993）から記録がある．最新の環境省レ

ッドリストでは情報不足（DD）に指定されており（環境省，

online），埼玉県周辺では神奈川県で絶滅危惧IB類（苅部，2006），

千葉県で重要保護生物（B）（千葉県，online），栃木県で準絶

滅危惧（Cランク）（栃木県，online）に指定されている． 

キボシツブゲンゴロウ Japanolaccophilus niponensis (Kamiya, 

1939）は体長3.0～3.2 mm（中島ほか，2020）の小型流水性甲

虫である．体型は幅広い逆卵形で後方に向かって急に細くな

り，背面は著しく膨張する（森・北山，2002）．上翅は黒色を

基調とし 5～6 対の黄色斑を有するが，各斑紋が融合したり，

斑紋が不明瞭であったりすることもある（中島ほか，2020）．

国内では北海道，本州，四国，九州（北部），対馬から記録さ

れている（中島ほか，2020）．また，埼玉県周辺では，東京都

（神谷，1939），神奈川県（岩崎，2020），千葉県（鈴木，1999；

鈴木，2009），栃木県（佐藤ほか，1998），群馬県（茶珍，私

信），茨城県（疋田，2002；大桃・高野，2014）でそれぞれ確

認されている．最新の環境省レッドリストでは準絶滅危惧

（NT）に指定されており（環境省，online），埼玉県周辺では

千葉県で最重要保護生物（A）（千葉県，online），栃木県で準

絶滅危惧（Cランク）（栃木県，online），茨城県で絶滅危惧 II

類（大桃・疋田，2016）にそれぞれ各県レッドリスト等指定

されている． 

埼玉県からはコツブゲンゴロウ科 Noteridae，ゲンゴロウ科

Dytiscidae が合計 36 種記録されている（吉越ほか，1998；新

井，2005；新井ほか，2018；亀澤・渡部，2018；岩田ほか，

2019）．筆者らは埼玉県初記録となるこれらの科に属するゲン

ゴロウ類 2 種を得たため，その記録を公表し，その生息環境

および分布状況について報告する．  

 

方 法

（１）調査地：埼玉県ときがわ町（荒川水系），同県東秩父村

（荒川水系），同県神川町（利根川水系） 

（２）調査日：ときがわ町：2020 年 6 月10 日，2020 年 8 月

16日；東秩父村：2020年8月9日，2020年8月24日；

神川町：2020年8月15日． 

（３）採集方法：D型フレームネットを用いて2020年の任意

の日時に県内で掬い取りを実施した．  
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結 果

今回の調査により，キボシケシゲンゴロウを 3 地点，キボ

シツブゲンゴロウを 1 地点で確認した．両種とも生息地が局

所的であり，保全を図る必要性があると考え，本稿では具体

的な地名は示さず，標本ラベルにのみ詳細を記した． 

（１）キボシケシゲンゴロウ A. flavomaculata 

【記録】2exs.，埼玉県ときがわ町（荒川水系），10. VI. 2020, 

神田雅治採集，1ex.は埼玉県立自然の博物館収蔵（SMNH-In2

5689）（図1）； 4exs.，同所，16. VIII. 2020, 神田雅治採集；1

ex.，同県東秩父村（荒川水系），9. VIII. 2020, 神田雅治採集；

28exs.（他多数目撃），神川町（利根川水系），15. VIII. 2020, 

岩田泰幸・内田大貴採集，5exs. は埼玉県立自然の博物館収蔵

（SMNH-In25690-25694）． 

【形態的特徴】今回の調査で得られた個体のうち，ときがわ

町および東秩父村で得られた個体は全て原型であった．神川

町で得られた個体の中にはf. kumozuensisとf. naruseiと認めら

れる型がそれぞれ1個体ずつ見られた． 

【生活史】神川町で 8 月に採集したものの中には，背面（上

翅の大部分）の色が赤みがかった個体が複数確認された．こ

れらは外骨格のキチン質の硬化が不充分な羽化後間もない個

体と考えられ，夏季に新成虫が羽化したものと思われる． 

【生息環境と生息状況】ときがわ町では，河川の岸際の淀み

に生えたヤナギ属の根元（図2）から次種のキボシツブゲンゴ

ロウとともに得られた．本調査地では2020年6月から8月に

かけて，2回調査した結果，各調査において採集した個体以外

に10個体程度が確認された． 

東秩父村では，河川内の水中に垂れ下がった植物の根（図3）

から 1 個体のみ得られた．追加調査の際には河川の水位低下

により植物の根が露出して乾燥しており，新たな個体は確認

できなかった． 

神川町（図4）では，河川岸際の砂礫中から本種が20個体

以上確認された．前述のときがわ町や東秩父村の産地のよう

な植物は見られなかった．また，周辺には岩や倒木のような

構造物はなく水流は緩やかであった． 

本種を得た 3 地点は，河川中流域より上流に位置し，いず

れも河床はデトリタスで覆われない清流であり，本種の典型

図3 キボシケシゲンゴロウの生息環境（東秩父村） 

図4 キボシケシゲンゴロウの生息環境（神川町）

図1．埼玉県産キボシケシゲンゴロウ，標本番号SMNH-In25689， 
ときがわ町，神田雅治撮影． 

図2. キボシケシゲンゴロウ，キボシツブゲンゴロウの生息地 
（ときがわ町）（A：採集環境，B：A白枠拡大図） 
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結 果

今回の調査により，キボシケシゲンゴロウを 3 地点，キボ

シツブゲンゴロウを 1 地点で確認した．両種とも生息地が局

所的であり，保全を図る必要性があると考え，本稿では具体

的な地名は示さず，標本ラベルにのみ詳細を記した．

（１）キボシケシゲンゴロウ A. flavomaculata

【記録】2exs.，埼玉県ときがわ町（荒川水系），10. VI. 2020,

神田雅治採集，1ex.は埼玉県立自然の博物館収蔵（SMNH-In2

5689）（図1）； 4exs.，同所，16. VIII. 2020, 神田雅治採集；1

ex.，同県東秩父村（荒川水系），9. VIII. 2020, 神田雅治採集；

28exs.（他多数目撃），神川町（利根川水系），15. VIII. 2020,

岩田泰幸・内田大貴採集，5exs. は埼玉県立自然の博物館収蔵

（SMNH-In25690-25694）．

【形態的特徴】今回の調査で得られた個体のうち，ときがわ

町および東秩父村で得られた個体は全て原型であった．神川

町で得られた個体の中にはf. kumozuensisとf. naruseiと認めら

れる型がそれぞれ1個体ずつ見られた．

【生活史】神川町で 8 月に採集したものの中には，背面（上

翅の大部分）の色が赤みがかった個体が複数確認された．こ

れらは外骨格のキチン質の硬化が不充分な羽化後間もない個

体と考えられ，夏季に新成虫が羽化したものと思われる．

【生息環境と生息状況】ときがわ町では，河川の岸際の淀み

に生えたヤナギ属の根元（図2）から次種のキボシツブゲンゴ

ロウとともに得られた．本調査地では2020年6月から8月に

かけて，2回調査した結果，各調査において採集した個体以外

に10個体程度が確認された．

東秩父村では，河川内の水中に垂れ下がった植物の根（図3）

から 1 個体のみ得られた．追加調査の際には河川の水位低下

により植物の根が露出して乾燥しており，新たな個体は確認

できなかった．

神川町（図4）では，河川岸際の砂礫中から本種が20個体

以上確認された．前述のときがわ町や東秩父村の産地のよう

な植物は見られなかった．また，周辺には岩や倒木のような

構造物はなく水流は緩やかであった．

本種を得た 3 地点は，河川中流域より上流に位置し，いず

れも河床はデトリタスで覆われない清流であり，本種の典型

図3 キボシケシゲンゴロウの生息環境（東秩父村）

図4 キボシケシゲンゴロウの生息環境（神川町）

図1．埼玉県産キボシケシゲンゴロウ，標本番号SMNH-In25689，
ときがわ町，神田雅治撮影．

図2. キボシケシゲンゴロウ，キボシツブゲンゴロウの生息地
（ときがわ町）（A：採集環境，B：A白枠拡大図）

埼玉県初記録のゲンゴロウ科 2 種の初記録 

的な生息環境（森・北山，2002；中島ほか，2020）と一致し

ていた． 

（２）キボシツブゲンゴロウ J. niponensis 

【記録】7exs.，埼玉県ときがわ町（荒川水系），16.VIII. 2020,

 神田雅治採集，2exs. は埼玉県立自然の博物館収蔵（SMNH-

In25695-25696）． 

【形態的特徴】本調査で採集された個体は，すべて上翅の各

斑紋が独立していた（図5）． 

【生息環境と生息状況】前述のキボシケシゲンゴロウと同様

に河川の岸際の淀みに生えたヤナギ属の根元（図2）から採集

した．採集個体以外は見られなかった． 

考 察

両種の主な生息環境は，川岸の水面際に植物帯が発達する，

河川の上中流域であり，落葉溜まりや石の隙間から見つかっ

ていることから（鈴木，1999；森・北山，2002；佐野・北野，

2019），河床がデトリタスで覆われないことが重要な要素と考

えられる． 

両種とも生息地が限られている上，流水性のゲンゴロウ科

の他種と比較して一度に確認される個体数は少ない（渡部，

2016；中島，2019）．このことから，両種ともに各調査地点で

複数個体が確認され，キボシケシゲンゴロウについては30個

体を超える多産地が発見されたことは特筆される．さらに， 2

水系において生息が確認されたことから，県内においては各

水系に沿った他地域にも生息している可能性がある． 

また，キボシツブゲンゴロウは本報告と同様にキボシケシ

ゲンゴロウと同所で得られた例があるため（森・北山，2002）

ため，本調査でキボシケシゲンゴロウが確認された東秩父村，

神川町の調査地点でも発見される可能性がある．両種は産地

の確認数が少なく情報が乏しいことから，県内の分布状況を

明らかにする必要がある． 
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