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埼玉県におけるアシボソトビイロサシガメの採集記録 

 

奥田 恭介・内田 博 

 

 アシボソトビイロサシガメ Caunus noctulus Hsiao, 1977 は関東地方（群馬県，栃木県，埼玉県，神奈川県）

および愛媛県，宮崎県，対馬で記録がある極めて稀なサシガメである（石川，2016）．環境省のレッドリス

トでは準絶滅危惧種として掲載されているほか，栃木県でも新たにレッドリストに掲載された．埼玉県内

では 1997 年に嵐山町で得られた記録がある（野澤，2012）が，その後の採集例は知られていなかった．そ

の他古い記録では皆野町，鳩山町など比企丘陵や秩父地方で記録が散見される（野澤，1990）ものの，い

ずれも散発的で少ない．採集地域も県北西部に偏り，県南東部では一切知られてこなかった．筆者は埼玉

県さいたま市および東松山市で本種を確認しているため，県内におけるおよそ 20 年ぶりの確認記録として

ここで報告する． 

 

標本データ 

1）1♀, 25. Dec. 2017, 東松山市神戸 内田博 撮影（図 1） 

2）1♂, 22. June 2018, さいたま市緑区大道（灯火に飛来）奥田恭介 採集（図 2） 

  

図 1                         図 2 

 

 トビイロサシガメ Oncocephalus assimillis Reuter, 1882 に似るが，前脚腿節が細いこと，♂の複眼が頭部腹

面で近接することなどから容易に識別できる（野澤，1990）．本種は 1968-1969 年に群馬県で得られた複数

の標本と，対馬で得られた採集年不明の標本を基に 2005 年に日本から記録された（Ishikawa et al., 2005）．

本種が属するトビイロサシガメ亜科の多くの種は灯火によって得られた標本をもとに記載されており，夜

行性であるために日中に行動を直接観察する事は難しいとされている（Schuh and Slater, 1995）．  

 

 東松山市で撮影された個体は，イタチと思われる動物の糞上に静止していた．写真では口吻を伸ばして

いる様子が確認でき，吸汁している可能性も考えられるが，撮影当時は吸汁したかどうかの確認には至っ

ていない． 

 なお，獣糞からの吸汁はカメムシ下目の一部ではよく知られている行動である．国内において，斉藤・

石川（2017）はオオモンシロナガカメムシがタヌキの糞の中に含まれる未消化の種子から吸汁する様子を
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観察し，未消化種子を目的にしている可能性を指摘している．また野村・鈴木（2013）はヒメトゲヘリカ

メムシによる獣糞からの吸汁を観察し，糞のミネラル，アンモニアを摂取して繁殖に役立てる行動も可能

性の一つとして指摘している．  

 一方でサシガメ科による獣糞からの吸汁は国内では知られておらず，国外においてインドで複数の

Lophocephala guerini Laporte による発酵した牛糞の液体からの吸汁が報告されている（Ambrose & 

Livingstone, 1979）のみである．しかし Constant（2007）は，本種を発酵した牛糞のみで飼育した場合の生

存率が 10 日を下回ったこと，複数のサシガメ科で動物の糞の中にいるハエの幼虫を捕食する様子が観察さ

れていることなどを根拠に，この事例でも牛糞の中のハエの幼虫を吸汁している可能性もあるため確認が

必要だと指摘している．今回の観察では獣糞を解体するなどの作業を行なっていないため，本観察のみで

はこの仮説を否定することはできない．確認場所は日当りの良い堤防であり，北東には都幾川が流れてい

る．堤防は当時未舗装で，脇にはイネ科の雑草群落がみられた．2018 年現在，確認地はコンクリートで舗

装されている．  

 

 一方さいたま市で確認された個体は灯火に飛来したものである．採集日は非常に蒸し暑く（23℃），風の

ない日であったことから，過去に本種が灯火で得られた条件に類似している（奥田，2012）．本種を確認し

た芝川は，堤防沿いに良好なイネ科草地が広がり，河川敷にはヨシ原が点在している．また，左岸側は耕

作地が多いため，本種をはじめとした多くのカメムシ類にとって良好な環境が残されている． 

 また，筆者は 2011 年から 2014 年にかけて宮崎県で複数の個体を得ているが，いずれも梅雨真っ盛りの 6

月の下旬から 7 月の上旬にのみ灯火で得られている．また，1968-1969 年に群馬県でまとまって得られた標

本もこの時期に得られたものがほとんどであった．このように灯火への飛来時期が限定されることも，本

種の確認記録が少ない要因の一つとして考えられる．今後この時期に集中的に調査を行うことで，県内の

各地で確認できる可能性がある． 

 

 本稿の作成にあたって，東京農業大学昆虫学研究室の石川忠博士からは同定や獣糞からの吸汁事例につ

いてご意見をいただき，文献を恵与していただいた．また，埼玉県立自然の博物館外部研究者の野澤雅美

氏からは同定の際にご意見をいただいた．さらに，株式会社 CTI アウラの井上太志氏からは，獣糞を同定

していただき，獣糞に関する知見についてご教示いただいた．諸氏に心よりお礼申し上げる． 
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（おくだ きょうすけ：〒330-0072 さいたま市浦和区領家 5-11-8 フィオーレ領家 102 号室） 

（うちだ ひろし：〒355-0017 東松山市松葉町 4-2-14） 

 

埼玉県におけるヒメマダラナガカメムシの初記録 

 

奥田 恭介・田悟 敏弘 

 

ヒメマダラナガカメムシ Graptostethus servus（Fabricius）はヒルガオ科を寄主植物とすることが知られて

おり，海岸の砂地のハマヒルガオ（安永ほか，1993）やグンバイヒルガオ（川沢ほか，1975）で発見され

る．関東では 3 県のレッドリストに記載されており，茨城県（準絶滅危惧種），千葉県（※準絶滅危惧種），

神奈川県（情報不足）などランクは様々である．各地で絶滅が危ぶまれる昆虫として注目されているが，

これは本種が海岸の砂地というかなり限られた環境に生息する種である事に起因すると思われ，レッドデ

ータブックの解説にはハマヒルガオの減少とそれに伴う本種の衰退を危惧している内容が記述されている． 

本種の記録は沿岸部を中心に散見されるが，内陸県である埼玉県ではこれまでに記録は無い． 

筆者らは埼玉県さいたま市及び川口市において本種を確認したためここに報告する． 

 

【採集データ】1♂3♀，さいたま市緑区大道，1-IX-2018，奥田採集・保管． 

       1♂1♀，同所，16-IX-2018，奥田採集・保管． 

       1♂，同所，27-X-2018，奥田採集・保管． 

       1♂，川口市青木，8-IX-2018，田悟採集・保管． 

       2♀，同所，6-X-2018，田悟採集・保管． 

 

2012 年には東京都の内陸部（板橋区）で記録されている（釣巻，2012）．2017 年には栃木県で記録され

ており，栃木県の記録ではセイタカアワダチソウの花上から成虫 1 個体が得られている（前原，2018）．さ

いたま市の発生地では未開花のセイタカアワダチソウ上で複数個体を確認したほか，様々な植物上でも成

虫を確認した．本地域には広く生息しており，比較的広い範囲で確認できる．本種の成虫はホスト植物に

こだわらずに活動するようであり，キョウチクトウ科（旧ガガイモ科を含む）の植物から成虫が見つかる

（安永ほか，1993）との記述も見いだせる． 

一方で川口市の発生地は芝川沿いに整備された緑地帯で，本種はイネ科植物やヨモギ他の多数種の雑草

群落をスイーピングした際に得られたものである．当然，ハマヒルガオは自生していない． 

前述の通り，本種は従来，海岸沿いの砂地でハマヒルガオに依存して分布していた種であり．埼玉県で

の発生は明らかにこれまでの生態と異なると言える．あくまで推測の域を超えないが，川口市の生息環境

から分布拡大の原因を考えたとき，外来種マメアサガオの存在が疑われる．マメアサガオは荒川沿いの河

川敷や土手沿いでは近年高密度で繁茂しており，これにより沿岸部から内陸部へのヒルガオの道ができた

ことが内陸部進出のきっかけとなった可能性があると推測する．（但し，マメアサガオが本種のホストとな

る確証は得ていない．） 


