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Record of Cybister brevis Aubé, 1838 (Coleoptera, Dytiscidae) from Yamanashi Prefecture, Honshu, Japan

Kazutaka togAShi, Yasuyuki iwAtA and Yuuichi tAkAno

はじめに
クロゲンゴロウ Cybister brevis Aubé は，環境省

レッドリスト 2017 において準絶滅危惧種として選
定されている大型（体長 20 ～ 25 mm）のゲンゴロ
ウ科の甲虫である（西原ほか，2015）．本種は国内
に分布するゲンゴロウ属の中では比較的個体数の
多い種とされているが，その産地はやや局地的な
傾向があるとされる（森・北山，2002；西原ほか，
2015）．また近年，南日本の太平洋側では各県で産
地が数ヶ所まで激減しており（西原ほか，2015），
南関東でも絶滅かそれに近い状態の地域が多く
なっているようである（例えば，苅部，2006；埼玉県，
2008；東京都，2013）．

山梨県においては，本種はもともと少ない種と
思われ，森・北山（2002）の記録・分布表には記
載がなく，水野・細田（2010）でも記録されては
いなかった．筆者らの知る限りでは，杉村（2014）
において同県北部で採集されたものが，公表され
ている県内産の唯一の記録と思われる．

筆者らは，最近，本種を山梨県内の数ヶ所で得
ているため，分布記録としてデータを示すととも
に採集時の状況を記した．また，山梨県および近
隣各県の既知記録を比較し，本種の分布について
小考察を付記した． 

方法
採集は D 型フレームネットにより掬い取りを

行った．

山梨県下の記録
クロゲンゴロウCybister brevis Aubé（図1）

1ex., 北杜市北部（ため池 A，図 2），5. XI. 2016, 
高野雄一採集，岩田泰幸保管；1♂1♀，北杜市北部（た
め池 B，図 3），26. IX. 2016，冨樫和孝採集，北杜
市オオムラサキセンター収蔵予定；1♀，北杜市北
部（水田集水枡 C），22. III. 2016，細田楓採集，北
杜市オオムラサキセンター収蔵予定．

なお，本種を含むゲンゴロウ科の大型種の詳細
な産地を公表することは採集圧を高める危険性が

図1．山梨県産クロゲンゴロウ．

図2．採集環境：北杜市ため池A． 図3．採集環境：北杜市ため池B．
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あることから，本報告では上記にように地名の詳
細を伏せた．なお，標本に付したラベルには可能
な限り詳細な地名を明記してある．

採集時の状況と環境
ため池 A（図 2）は，年間を通じて水が枯れない

ため池であり，岸際の抽水植物の根もとから得ら
れた．この個体は越冬状態に入りつつあり，採集
時の動きは緩慢であった．

ため池 B（図 3）は，ほぼ全面がコンクリート護
岸されており，植生は乏しい．池は水深が深く調
査はしづらかった．採集個体は底泥中より得られ
た．

水田集水枡 C は，コンクリート製であり，年間
を通じて河川の水や湧水が溜まっている．採集個
体は，枡内に溜まった枯死植物中より得られた．

各個体が得られた地点で本種が発生できる可能
性があるのは A 池のみであり，B 池と集水枡 C で
は他所から飛翔により移動してきたものが採集さ
れたものと推測される．

なお，A 池においては筆者らが年間を通じて調
査を行っているが，今までにクロゲンゴロウの幼
虫は採集されていない．A 池では同属のゲンゴロ
ウ Cybister chinensis Motschulsky の幼虫が多数確認
されており，クロゲンゴロウと競合関係にある可
能性もある．

分布
表 1 に，山梨県および近隣各県のクロゲンゴロ

ウの分布状況を示す．記録は網羅的に集積したも
のではないが，分る範囲でそれぞれの分布傾向を
示した．

分布域については，今回記録を調べた範囲に限
定すれば，大きな空白域は見られなかったが，埼
玉の県央・東部，静岡の県央部は分布の希薄な地

域の可能性がある．
個体密度については記録数が少なく，かつ，現

在ではかなり減少している地域（東京，神奈川，
埼玉）では，かつての状況を推測することが困難
である．おおまかな傾向としては，関東地方（特
に平野部から低山帯）より山梨県を含む東海・甲
信地方の方が本種の生息密度は元来薄いのではな
いかと思われる．

山梨県については，これまでの状況から推測す
ると個体数は多くないと考えられるが，広く分布
している可能性はある．同県では同所的に確認さ
れることが多い同属のゲンゴロウとの関係性を見
ながら，今後は県北部以外でも得られるかどうか
や，採集される機会が増えるかどうかなど，動向
に着目していくことが重要と考えられる． 
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【短報】本州のリュウキュウダエンチビドロムシと
チビドロムシ

リ ュ ウ キ ュ ウ ダ エ ン チ ビ ド ロ ム シ Pelochares 
ryukyuensis M.Satô は 南 西 諸 島（ 宝 島・ 奄 美 大
島・ 沖 縄 本 島・ 西 表 島：Satô, 1966； 与 那 国 島：
Yoshitomi, 2007）と台湾（Satô, 1965, 1966）から知
られる種であるが , この他に広島県三次市の記録

（秋山 , 2000）がある．しかし , この記録を引用し
た中村（2014）が「本種は琉球列島を分布域とし
ているチビドロムシで , この記録は誤同定の可能性
もある」と述べているように , 本種が本州に産する
ことは広く認められていないようである．

筆者らは，広島県東広島市と東京都稲城市で本
種を採集するとともに，秋山（2000）の広島県三
次市からの記録個体が正しく本種であることも確
認できたので報告する．なお，本種と後述のチビ
ドロムシ Limnichus lewisi Nakane の同定は Nakane

（1963），Satô (1966)，上野ほか（1985）によった．

リ ュ ウ キ ュ ウ ダ エ ン チ ビ ド ロ ム シ P e l o c h a re s 
ryukyuensis M.Satô（図1, 2）

広 島 県 三 次 市 向 江 田 町： 秋 山（2000）；
4♂♂10♀♀，広島県東広島市西条町下見，2. VIII. 
2017，前原和雄採集；1♂，東京都稲城市大丸（多
摩川河川敷），16. X. 2014，伊藤淳採集．

三次市の個体は，秋山（2000）によれば故・中

根猛彦博士の同定によるもので，比和町立自然科
学博物館に所蔵されている．今回，秋山美文氏に
標本写真をお送りいただき，本種と確認できた．

東広島市では，夏季に前原の自宅の灯火に本種
が毎夜多数飛来する．その一部を伊藤が同定した．
記録した標本は伊藤が保管している．なお，前原
は平野幸彦氏にも標本をお送りし，本種であると
の同定結果をいただいている．また，前原はこれ
以後も，自宅に飛来したものを 50 頭以上調べてい
るが，すべて本種と同定できるものであった．

稲城市の個体は，台風による増水の後に洪水堆
積物を篩って得たもので，伊藤が保管している．
この個体は伊藤（2015）がチビドロムシ Limnichus 
lewisi Nakane として報告したものであるが，これ
は誤同定であったので，この場を借りて訂正する．

一方，今回の調査の過程で，伊藤の採集品の中
に真のチビドロムシも存在することが明らかに
なったので，以下に記録しておく．

チビドロムシ Limnichus lewisi Nakane（図3, 4）
1♂1♀，東京都稲城市大丸（多摩川河川敷），8. X. 

2014，伊藤淳採集．

これらも台風による増水の後に洪水堆積物を
篩って得たもので，伊藤が保管している．

以上の記録から見て，リュウキュウダエンチビ
ドロムシは本州の広い範囲に，更には九州や四国


