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Records of Berosus incretus and Their Habitat in the Coastal Areas of Tokyo Bay

Daiki Uchida, Toshiki Takano, Ryoichi Furuhata and Masashi Ohara

Abstract. Berosus incretus d'Orchymont, 1937 is a species that inhabits still waters near the coast and has been recorded 
from the Tokai region and southwards in Japan. In this paper, we record this species for the first time from the coastal area 
of Tokyo Bay in eastern Japan. In addition, we investigate also investigated the habitat and found that, like other habitats 
found in Japan until now habitats found in the past, proximity to the coast, unstable water levels, and vegetation zones were 
considered to be suitable habitat. Salinity was also considered to be a possible factor in the change in population size due to 
fluctuations in concentration.

1．はじめに
オ オ ト ゲ バ ゴ マ フ ガ ム シ Berosus incretus 

d'Orchymont, 1937は，ガムシ科 Hydrophilidaeに属
する水生甲虫の一種であり，主に海岸近くの止水
域で採集されることが多いものの，詳しい生態は
不明とされる （中島ら，2020）．国内では，東海地
方以南から記録されるが （松井，1988，1990；新
田・吉富，2012；蓑島・林，2016；境，2021；中
島ら，2020；中島ら，2021），九州以北では 2021
年時点では 5県からのみ知られる稀種である （中島
ら，2021）．
今回筆者らは，東京都江戸川区の東京湾沿岸部
に位置する都立葛西臨海公園において，本種の生

息を確認した．これは，東京都初記録かつ国内に
おける本種の分布東限となる．また，本種採集地
の生息環境も記録したため合わせて報告する．

2．材料と方法
2-1．調査地の概要
調査地の都立葛西臨海公園 （図 1） は，東京都江

戸川区南部の荒川と旧江戸川に挟まれた立地にあ
る （東京都建設局，2015）．「葛西沖開発土地区画整
理事業」において，葛西沖及び江戸川区水没地を
埋め立てて造成された由来を持ち，陸域面積は約
80 haほど （東京都建設局，2015；江戸川区，2021），
敷地内には水族館や観覧車，宿泊施設などが設置

図 1．調査地位置図． 図 2．葛西臨海公園「上の池」．
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されている．調査地の東側に位置する鳥類園は，
樹林と淡水・汽水の水域が入り混じった環境で構
成されており，野鳥観察等が可能なウォッチング
センターを拠点として都内有数の野鳥観察地と
なっている （後藤ら，2018）．なお，鳥類は 252種 
（鈴木ら，2014），両生類・爬虫類は 13種 （後藤ら，
2018） が確認され，東京湾沿岸部における動物の貴
重な生息地である．

2-2．調査方法
調査は，前記鳥類園の一部にある淡水池の「上

の池」 （図 1，2） において，環境保全活動の一貫
として毎月定期的に行われているものである．な
お，園内は自然環境保護の観点から原則一般来園
者による動植物の採集を固く禁じているが，筆者
らは前記の調査に関わる特別な許可に基づき採集
を行った．
上の池北部の地点 （図 1） において，おおよそ縦

10 m×横 20 mの範囲を設定し，D型フレームネッ
ト （目合 400 µm） を用いて，沈水したヨシ等の抽水
植物の根際や岸際などを中心に掬い取りを実施した．
採集個体はその場で 70％エタノール水溶液に
より固定後持ち帰り，種同定後に乾燥標本とした．
種同定は Schödl （1992），新田・吉富 （2012） に従い，
さらに，境 （2021） と中島ら （2021） の図も参考と
した．なお，標本は全て愛媛大学ミュージアムに
収蔵した．
採集地の環境データ測定は，全て調査範囲の中
心地点付近で行った．水質については，マルチ水
質計 （サトテック製　HJ-PC60-Z） を用いて，岸か

ら約 50 cmの地点において，水温，pH，EC，塩分
濃度を測定した．なお，塩分については計測値単
位が pptのため，％に換算して示した．水深につ
いては，岸から 10 cm・50 cm・100 cmの地点にお
いて折尺 （シンワ測定製　ファイバー折尺） を用い
て測定し，その平均値を算出した．水生植物の密
度については岸から約 50 cmの地点において 50 cm
× 50 cmのコドラートを設置し，水生植物の種と
生育本数を記録・計数した．なお，水生植物の同
定は角野 （2014） を参考とした．

3．結果
3-1．採集記録
オ オ ト ゲ バ ゴ マ フ ガ ム シ Berosus incretus 

d'Orchymont, 1937 （図 3）
3♂，東京都江戸川区臨海町，21. VIII. 2021，内

田大貴採集．
採集された個体は以下の形態的特徴から本種と
同定された：1）雄交尾器は細長く，中央片・側片
共に背面側へ曲がり，中央片・側片共に先端で広
がること （図 4A，B），2）上翅の後方にトゲを持ち，
上翅端のトゲは長くならず，外縁の深さは浅いこ
と （図 4C），3）頭楯縫合線は U字型になること，4）
頭部・前胸背板の点刻は中央で大きくなり，外縁
へ向けて小さくなること，5）頭部・前胸背板の点
刻は少ないこと，6）後胸腹板突起の中央の窪みは
楕円型であること （図 4D）．
採集個体の体長は 4.2 mm，4.7 mm，4.9 mmであり，

新田・吉富 （2012） で示された平均値 5.04 mmより
いずれも小型であった．

図 3．採集されたオオトゲバゴマ
フガムシ （雄個体，スケール
は 1 mm），内田大貴撮影．

図 4．雄交尾器 （A，背面全景；B，側面），形態的特徴の一部 （C，上翅後端；D，後胸腹板）．
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3-2．採集地の環境と採集時の様子
採集地点における環境データの測定結果は以下に
示す：水温，29.7℃；pH，6.46；EC，985 µS/cm；
塩分濃度，0.1％未満 （換算値）；水深，13 cm （平均
値）；水生植物の密度，42本 /cm2；水生植物の種類，
ヨシ Phragmites australis，アシカキ Leersia japonica，
ガマ Typha latifolia．
採集地は，上の池北部に造成された比較的水深
の浅い水域で，湿地状態の場所と植物帯，開放水
面が入り組んで形成される （図 5）．なお，オオト
ゲバゴマフガムシはその中でも岸際から約 50 cm
地点付近 （水深 13 cm） のヨシやアシカキが群生し
た場所でのみ得られた．なお，当地で同属他種は
見られず，本種のみが得られた．採集日の個体密
度は高くなかった．

3-3．国内分布
本種は，国内では，東海地方以南の本州 （島根
県，岡山県，三重県），四国 （愛媛県），九州 （福岡
県），対馬 （長崎県），南西諸島 （奄美大島，伊是名
島，石垣島，小浜島，与那国島，南大東島） で分布
記録が報告されている （松井，1988，1990；新田・
吉富，2012；蓑島・林，2016；境，2021；中島ら，
2020；中島ら，2021） が，九州以北では 2021年時
点における確認都道府県が 5県のみと少ない （中島
ら，2021）．
今回の記録は，太平洋側の北限にあたり，既知

産地から比較的離れていること，東日本から初記
録となることが特筆される．

4．考察
今回の採集地は，本種の既知記録でも指摘され
ている以下のような特徴を有していた．

1）立地：本種は主に海岸近くの水域に多いとさ

れ （中島ら，2020），今回の採集地も海岸から直線
距離約 300 mの場所であった．

2）水域の安定性：境 （2021） では，水量の不安
定な湿地環境で採集されているが，この点も類似
している．上の池北部では渇水期に水域が干上が
ることが確認されており，水量は年間を通して不
安定である （大原庄史，私信）．比較的水量が不安
定または水深の浅い水域を好むことが示唆される．

3）植生など：中島ら （2021） では池の周囲がヨ
シに覆われ，泥底の開けた浅い水域で採集されて
おり，これと類似した浅い環境が上の池採集地点
付近に点在する．海岸近傍の植物帯の豊かな場所
が生息環境として重要と考えられる．

4）塩分濃度：中島ら （2021） では，採集地が塩
分を含む汽水域であり，本種の利用環境や個体数
が塩分濃度の影響で季節変動していることを示唆
した．上の池の下流部は，採集当時，海水の影響
を受ける下の池 （汽水域） とコンクリート堰で分断
されており，塩分濃度は検出できない程度に低く
淡水環境であった．しかし，上の池は季節や時期
によって塩分の流入が確認されており，汽水環境
へ一時的な変化が見られる （大原庄史，未発表デー
タ）．園内の淡水域・汽水域両方で個体数変化を比
較すると，当地での個体群動態が明らかになると
考えられる．

5）分布：東京湾沿岸部には，河口域の植物帯や
埋め立て地に造成された湿地，海岸湿地などが複
数あることからも，今後さらなる生息地の発見が
期待される．また，川沿いに内陸で得られないか
という点にも興味がもたれる．
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【短報】本州におけるケマダラケシキスイの追加記録
ケマダラケシキスイ Xenostrongylus variegatus 

Fairmaire, 1891は，背面に長毛からなる斑紋をあら
わす，日本産のケシキスイ科としては特徴的な外
観の種である．本種の属する Xenostrongylus属は幼
虫が潜葉性である種が知られている （久松，2017）．
本種は中国 （北京市，河南省，陝西省） および
極東ロシアに分布するとされ （Jelínek & Audisio, 
2007），日本では北海道帯広市および青森県十二湖
から記録されている （久松，2003）．
筆者は以下のように，日本における既知産地か
ら南に飛び離れた関東山地で採集された本種を確

認しているので報告
する．同定は久松 
（2003） を参照した．

1 ♂ （ 図 1），［ 神
奈川県山北町／山梨
県山中湖村］三国峠，
11. VI. 2016，小林敏
男採集，筆者保管．

末筆ながら，標本
を恵与され，記録の
報告を委ねられた小
林敏男氏に深く感謝
申し上げる．
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【短報】ツマキクロツツハムシを東京都の低標高地
でアカマツ・クロマツより採集
ツマキクロツツハムシは，George Lewis が

栃木県日光で採集した 3♂♂の標本により，
Cryptocephalus difformis Jacoby, 1885として記載さ
れた．現在ではヨーロッパ産の種 C. （Disopus） pini 
（Linnaeus, 1758） の亜種 ssp. difformis Jacoby, 1885と
されており，日本の他にロシア極東・シベリアに
分布するという （Lopatin et al., 2010）．
筆者らは，今までに記録のないと思われる東京都

で，本種が低地のアカマツ Pinus densiflora Siebold 
& Zucc.やクロマツ Pinus thunbergii Parl.から得られ
ることを見出したので，採集状況と共に報告する．

1♂，東京都世田谷区成城 （国分寺崖線，標高
40 m），2–23. X. 2021，山崎採集；1♀ （図 1b），東
京都調布市多摩川 （標高 30 m），24. IX. 2021，関採
集；4♂♂ 3♀♀ （図 2），東京都稲城市矢野口 （南
山，標高 120 m），29. IX. 2021，伊藤採集；2♂♂ 6
♀♀ （図 1a），同地，2. X. 2021，伊藤採集；5♂♂
1♀，東京都府中市多磨町 （標高 50 m），5. X. 2021，
伊藤採集；1♀，同地，8. X. 2021，関採集；1♂ 3
♀♀，同地，15. X. 2021，伊藤採集；1♂ 1♀，同
地，15. XI. 2021，関採集；1♀ （図 3），東京都町田
市玉川学園 （標高 88 m），27. IX. 2021，関採集；1♂，
同地，5. X. 2021，関採集；1♀ （図 1c），同地，11. X. 
2021，関採集；1♂，同地，20. X. 2021，関採集．

図 1． ケマダラケシキスイ
Xenostrongylus variegatus 
Fairmaire, ♂（三国峠産）．


