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はじめに
ケスジドロムシ Pseudamophilus japonicus Nomura, 

1957 （図 1） （以下，ケスジという） は，体長 4.8～
5.3 mm （佐藤，1985） であり，国内のヒメドロムシ
科 Elmidae最大種である （上手，2015）．本州およ
び九州に分布することが知られ （Nomura, 1957; 上
手，2015），河川上流から下流までの様々な環境 （渓
流，一級河川，支流，細流など） に広く見られる （林，

2011；上手，2015；林，2016；佐藤・吉富，2018）．
かつては普通種だったが，現在は得難い種であり 
（佐藤・吉富，2018），「環境省レッドリスト 2020」
では絶滅危惧 II類に選定されている （環境省自然
環境局野生生物課希少種保全推進室，2020）．ま
た，複数の県でレッドデータブックやレッドリス
トに掲載されている （NPO法人野生生物調査協会・
NPO法人 Envision環境保全事務所，2007）．
しかし，本種の保全を考える上で重要な生態面
については不明な点が多く，特に生活史に関する
知見は断片的である．先行研究により，幼虫期間
が 2～ 3年と推定されること （林，2009b），幼虫は
春に上陸し砂や朽木などにもぐって蛹室をつくる
こと （林，2009b），流木への依存度が高いことが報
告されており （林，2011；上手，2015；林，2016），
生息条件として流木が絶えず供給されることが重
要との指摘もある （上手，2015）．
この度，筆者らは栃木県の河川でケスジを発見
し，観察を継続した結果，本種の生活史にかかわ
るいくつかの知見を得ることができたので報告す
る．また，本種の生息条件についても，観察結果
に基づき推定を加えた．
また，本論とは直結しないが，データの死蔵を

避けるため，調査過程で得られた環境に関する知
見も付表とともに示すこととした． 

栃木県におけるケスジドロムシの生態的知見と生息環境
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Ecological Notes on Pseudamophilus japonicus Nomura, 1957 （Coleoptera, Elmidae）
and Its Habitat in Tochigi Prefecture, Honshu, Japan

Yasuyuki Iwata, Masaharu Kanda, Daiki Uchida and Takashi Kurihara

Abstract. Pseudamophilus japonicus is the largest riffle beetle in Japan and it is recorded from Honshu and Kyushu. In 
the past, this beetle was often found on driftwood from upper to lower stream. However, it is currently threatened with 
extinction because the supply of driftwood has decreased due to river modification and the disappearance of riparian forest. 
In this paper, we recorded this species from Tochigi Prefecture for the first time. In addition, mature larvae of P. japonicus 
were obtained in winter. The abundant mature larvae were observed anywhere on the surface of driftwood in summer, but 
they were found only on driftwood buried in the reverbed or under the bark in winter. This species depends on driftwood 
for a long period of its life history. Therefore, it was considered important that the habitat of P. japonicus is not only 
supplied with driftwood, but that the driftwood stays in the river for a period of one year or longer. 

図 1．栃木県産ケスジドロムシ （A：成虫，B：幼虫）．
 スケールバーは 2.0 mm．
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材料と方法
方法

1）調査地点・日時：栃木県内の流水域，計 12
箇所において，それぞれ任意の日時に調査し
た．

2）調査方法：D型フレームネットを用い，沈水
したヨシ等の抽水植物の根際で掬い採りを
行ったほか，流木の表面や樹皮下を目視で確
認した．適宜，河床でも掬い採りを追加で実
施した．ケスジ以外の水生甲虫も採集した．

3）標本作成：多数のケスジを確認した場合，一
部を標本とし，他は再放した．成虫・幼虫と
もに，原則，乾燥標本としたが，幼虫の一部
は 99.8％の無水エタノールで液浸標本とした．
標本は，基本的に各採集者が保管している．
なお，岩田採集個体の一部は，次の各機関に
収蔵した （括弧内は収蔵数を示す）：栃木県立
博物館 （成虫 10，幼虫 6），愛媛大学ミュージ

アム （成虫 10，幼虫 6）．
4）同定：ケスジは，成虫・幼虫ともに大型で類
似するものが国内にはいないため，現地で目
視にて行った．標本化したものは，成虫は佐
藤・吉富 （2018），中島ら （2020） で，幼虫は
Hayashi & Sota （2010），林 （2011，2020） で，
形態的特徴を確認した．

調査記録
表に以下の事柄を列挙した．
1）調査地：地点 （Site） ごとに番号 （St.に数字を
付記したもの） を振り，以下の項目を列挙した．

2）ケスジの有無：表中では，採集・確認数の後
に，成虫には「A」，幼虫には「L」を付記した．
採集できなかった時は「－」を記した． 

3）地名：河川名，標高も明記した．
4）調査年月日：ほとんどは 2020年調査であるが，
一部に 2019，2021年を含む．

5）調査者：次のとおり略記した．YI （岩田泰幸），

表．栃木県におけるケスジドロムシの採集状況．
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MK （神田雅治），DU （内田大貴）．
6）水温：Digital Thermometer （RISEPRO製） で測
定した数値を示した．

7）倒流木：ここでは中村 （2013a） に従い，水辺
林や斜面に成立する森林から河川に供給され
る倒木や流された木を倒流木 （大型木質片：
Large woody debris） という．表中では，岩田
が 1地点あたり約 30分でカウントした直径
1cm以上の倒流木の本数を次のとおり区分し
た：少 （30本以下），普通 （31から 100本），
多 （100本を超える）．なお，これらは，厳密
な測量によって定量評価したものではない．

環境記載
調査で得られた環境に関する以下の知見を，付
表に列挙した．

1）河川地形：調査地点ごとに，萱場 （2013），
永山ら （2015） により，セグメントタイプ 
（Segment types），リーチタイプ （Reach types）
を確定し，河川地形を分類した．

2）川幅：川幅は，細流 （2 mまで） はメジャーで
実測し，それ以上は国土地理院 （2021） のウェ
ブサイトを参照し地図から求めた．

3）水深：調査地点のおおむねの深さを実測した．
4）植生：目視で調査地点周辺のおおまかな植生
（河畔林・渓畔林，草本の有無など）を確認した．

5）水生甲虫相：得られた水生甲虫は，Gentili 
（1995），吉富ら （2000），森・北山 （2002），
林 （2009a，2011，2016），佐藤・吉富 （2018），
中島ら （2020） で同定した．

結果
生態に関すること
採集記録

1）調査の結果，ケスジは 12箇所中 2箇所で採
集された （表）．

2）St. 1と St. 6は，成虫・幼虫がともに得られ，
かつ，複数個体が見つかった．後者は非常に
多くの個体が確認された．

3）本種は栃木県初記録である．
4）流木上から得られたほとんどの幼虫は，

Hayashi & Sota （2010）， 林 （2011，2020） に
ある，老齢幼虫 （mature larva） という円筒形
のタイプのものであった．表の幼虫個体数は，
老齢幼虫の確認数を指す． 

5）背面に明らかな隆起条を持つ若齢幼虫 
（immature larva） もわずかに得られたが，現地
で目視のみによる正確な同定が困難であるこ
とから，これは個体数に含めなかった．以下，
本文内で単に「幼虫」と表記した場合は「老
齢幼虫」を指すものとする．

付表．各調査地の環境の特徴と水生甲虫相．
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倒流木
本種の生息に重要な倒流木の状態は，以下のと
おりである．

1）倒流木が全く見られない地点は，一つもなかっ
た．

2）St. 3, 10のように，ケスジが採集できなかっ
たものの，大口径の倒流木が複数確認できた
地点があった．

3）本種が得られた St. 1 （図 2） については，倒
流木量は顕著に多くはなかった．特記事項と
して，魚道や堰堤の一部に使用された木材か
らもケスジが得られたことが挙げられる．St. 
1が属する余笹川は，1998年 8月の水害後
に災害復旧工事が行われ，木工沈床の設置
を含む大規模な改修がなされている （三品ら，
2002；上野，2004）．

4）本種の個体数が多かった St. 6 （図 3） について
は，河畔林に由来する非常に多くの倒流木が
流路の蛇行部や階段状のステップ＆プール構
造 （中村，2013b） に層状に積み上がっていた．

他の調査地と比較して明らかに倒流木の量が
多かった．

生活史 （特に越冬生態）
ケスジは，成虫が 5～ 8月に （緒方・中島，2006；
林，2007，2009b；市川，2013；中島ら，2020），
幼虫が 3月中旬～ 10月末に見つかっている （林，
2009b；渡部，2018）．また，林 （2009b） の飼育観
察から，幼虫は春に上陸し，砂や朽木などにもぐっ
て蛹室をつくり，1カ月ほどで蛹化することが示唆
されている．
今回の調査では，St. 6でケスジを長期間にわたっ

て観察できたので，初めて得られた越冬に関する
知見を含め，以下に示す．

1）6月には，河川流路内の倒流木表面に成虫と
幼虫が同所的に多数見られた．

2）10月には成虫が全く見られず，幼虫のみが倒
流木上に多数確認された．

3）11，12月にもまとまった数の幼虫が倒流木か
ら得られた （図 4，5）．しかし，この時期に
幼虫が見られたのは，①倒流木の下面 （河床

図 2．St. 1 （那須町高久 （余笹川））． 図 3．St. 6 （日光市小林 （細流））．

図 4．St. 6で 12月に得られたケスジドロムシ幼虫． 図 5．St. 6における幼虫の越冬状況 （12月）．図中の白矢印
は幼虫を示す．
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との接触面），②河床の砂中に埋没した木材
の表面，③前述①，②の樹皮下のみであった．

4）3月末の観察では，倒流木に幼虫がほとんど
見られなくなった．

5）幼虫は，夏季には水中の倒流木上に満遍な
く見られたが，冬季には倒流木の遮蔽部 （流
水が直接当たらない場所） に限って観察され，
季節間で確認場所に変化があった．

6）11，12，3月の調査時には，河床や河川敷の
砂中を掘り起こしたり，河川敷の木片下を確
認したりしたが，本種は見つからなかった．

7）目視観察では，11，12月に幼虫はほとんど動
かなったが，3月末にはゆっくりと体を反ら
したり歩行したりしていた．

生息環境等 （付表を含む） に関すること
調査地の環境を特徴づける事柄を付表に示し，

以下のとおり項目ごとにまとめを記した．
河川地形，川幅，水深

12箇所中 10箇所は，中流域に属する河川地形で
あった （付表）．河川の規模により川幅や水深は様々
である．ケスジが得られた 2地点も河川の規模に
差があり，巨視的な景観要素だけで産地の識別は
できなかった．
植生
付表のとおり，山あいの細流である St. 5, 8を除
き，全ての地点でヨシ Phragmites australisが川沿い
や中州に繁茂し，一部は流路に伸張していた．St. 
1, 3, 4, 6, 7, 11, 12では河畔林 （多くはヤナギ類 Salix 
spp.であり，St. 3, 4では竹が混じる） が流路沿いに
確認された．
水生甲虫相
各調査地点で多くの水生甲虫が確認されたが 

（付表），倒流木から得られるアシナガミゾドロ
ムシ Stenelmis vulgaris Nomura，ヨコミゾドロム
シ Leptelmis gracilis Sharp，アヤスジミゾドロムシ
Graphelmis shirahatai （Nomura） （Hayashi & Yoshitomi, 
2014；上手，2015；上手・丸山，2015；吉富・丸山，
2015；林，2016） は，確認できなかった．
採 集 種 で は， ヒ メ ハ バ ビ ロ ド ロ ム シ

Dryopomorphus nakanei Nomuraとキスジミゾドロム
シ Ordobrevia foveicollis （Schönfeldt） が，比較的倒
流木と関連がある （林，2009, 2016；Hayashi, 2009；
中島ら，2020）．前者は，St. 1でケスジと同所的に
得られた．
その他，良好な水環境で出現するゲンゴロウ科

DytiscidaeのキボシツブゲンゴロウJapanolaccophilus 
niponensis （Kamiya） やホタル科 Lampyridaeのゲン

ジボタル Luciola cruciata Motschulsky （栃木県環境
森林部自然環境課・栃木県立博物館，2018；中島ら，
2020） なども見られた．ケスジの産地のみで水生甲
虫相が突出して豊かであったわけではない．
近隣県を含むケスジの分布状況
ケスジは，那珂川水系 （St. 1） と鬼怒川水系 （St. 

6） から得られた．St. 1が県北部，St. 6が県央部に
位置する．
栃木県を含む関東地方のケスジの情報は少なく，
神奈川県 （平野，1995；守屋，1997；相模原市立博
物館，2001；平野，2006），埼玉県 （小田，1998；
新井，2007；新井ら，2018），群馬県 （茶珍，2015），
茨城県 （茨城県生活環境部環境政策課，2016；大桃，
2017；渡辺，2018；大森・山崎，2020） で記録され
ているが，比較的最近の情報があるのは群馬と茨
城のみであり確認地点も多くない．千葉県では近
年確認されたようであり （法師人氏，未発表），東
京都から既知記録はない （亀澤氏，私信）．関東地
方近隣では，福島県浜通りで分布が局地的 （田村，
2012） とされるが，新潟県中越ではわりと最近でも
多産地が見つかっている （Iwata, 2011）．
栃木県のヒメドロムシ相 （概要）
ヒメドロムシ科全体については，栃木県は比較
的調査されており，これまでに 19種 （種が未確
定のもの，標本の再検討を要するものを含む） が
記録されている （佐藤・大桃，2003；大桃・高橋，
2007）． 多くの種は一定数の記録があり （Nomura, 
1958, 1963；大川，1993；佐藤・大桃，2003，大桃・
高橋，2007；大川，2010），近隣他県と比較しても
解明度は高い．傾向としては，主に河床の砂礫中
に生息する種はよく調査されているが，流木上か
ら見つかる種は記録が少ない．

考察
生活史情報から推定される安定産地の条件
ケスジは各地で倒流木から得られており （吉富ら，

1999；緒方・中島，2006；林，2009；市川，2013），
その依存度は高いとされる （上手，2015）．また，
夏季に，成虫と大型の幼虫が同時に見られること
から，幼虫期間が 2～ 3年になるとの推定がある 
（林，2009b）．加えて，今回の観察から，初夏から
翌早春にわたって老齢幼虫が倒流木に見られるこ
とが明らかになった．これらの情報を総合すると，
ケスジは「年単位」で倒流木に依存した生活史を
もつと考えられる．したがって，ケスジが安定し
て生息するための条件としては，倒流木が絶えず
供給されること （上手，2015） だけではなく，倒流
木が河川流路内に 1年以上滞留していることも重
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要であるといえる．
今後の課題としては，今回の調査で確認数がわ
ずかであった若齢幼虫の主たる生息場所の探索，
齢期解明などが挙げられる．ケスジと同じく倒流
木から得られることが多いヨコミゾドロムシにつ
いては，飼育と野外調査を組み合わせることによ
り生活史が明らかにされているので （Morimoto & 
Hayashi, 2020），ケスジについても同様の手法を用
いての生活史の全容把握が望まれる．
なお，倒流木への依存度 （特に時期的なもの） は，
地域差が見られる可能性もあり，岩田が新潟県で
2011～ 2012年の冬期に実施した調査では，少なく
とも 10月以降に倒流木から幼虫は得られておらず，
越冬に関する知見もない （岩田，未発表）．

倒流木の流下を妨げる要因
河川中流域 （流量が増し氾濫原が拡大するエリ
ア） では，流路内に滞留する倒流木は極めて少なく
なることが知られている （中村，2013b）．したがっ
て，ケスジが安定的に見られる河川 （特に中流域）
においては，倒流木が流下しにくい何らかの構造
が見られる可能性が高い．

St. 1では，魚道や堰堤による階段状のステップ
＆プール構造，ヨシを伴う中州が複数形成されて
いる構造が倒流木を流下しにくくしていた （図 2）． 

St. 6では，流路の蛇行部と階段状のステップ＆
プール構造があり，実際に多くの倒流木や枯れた
ヨシなどがうず高く溜まっていた （図 3）．

St. 1と 6にある前述のような構造が倒流木の流
下を妨げ，それによってケスジの産地が創出され
ていたと推定される． 
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（足立区），亀澤洋氏 （株式会社環境指標生物），小
林教太氏 （宇都宮市），中山恒友氏 （宇都宮市），大
川秀雄氏 （足利市），文献提供の北野忠博士 （東海
大学教養学部），佐伯智哉氏 （東京農業大学昆虫学
研究室） 標本収蔵を快諾いただいた吉富博之博士 
（愛媛大学ミュージアム）に御礼申し上げる．
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【短報】ヒメツチハンミョウの死骸に集まるアカホ
ソアリモドキ
ヒメツチハンミョウ Meloe coarctatus Motschulsky, 

1872の死骸にアカホソアリモドキClavicollis fugiens 
（Marseul, 1876） が多数来集 （図 1） していたのを観
察したので報告する．Meloe属の種の同定は，岡野
ら （2015） を参照した．
アカホソアリモドキの雄は上翅中ほど外側に 1

対の陥没を有することで判別できる （黒澤，1985）．
採集した 18頭はいずれも雄であった．
＜採集データ＞ヒメツチハンミョウ 1♂，アカホ
ソアリモドキ 38 exs. （うち，18♂♂を採集；図 2），
滋賀県東近江市杠葉尾町 （alt. 619 m，N35°4′10″
E136°23′50″），2. IV. 2021，筆者採集・保管．
生物群集においてカンタリジン・ワールドと名

付けられたカンタリジンのやりとりが報告されて
いる （橋本，2018）．カンタリジンは，ツチハンミョ

図 1．ヒメツチハンミョウ♂の死骸に来集する多数のアカ
ホソアリモドキ．


