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栃木県 （大桃・佐藤，
1993），新潟県 （岩田・
大石，2010；林・八木，
2000），長野県 （林・
八木，2000） で記録さ
れている．筆者は，群
馬県において，初記
録となる本種を確認
したので以下に記録
する．

1 ex., 群馬県みなか
み町入須川，30. VII 

2012，著者採集，ぐんま昆虫の森保管；3 exs., 同所，2. 
VII. 2019，著者採集，ぐんま昆虫の森保管．

本種は，群馬県北部の山間部 （標高 785 m） にあ
るスゲ類 Carex spp.などの植物が繁茂する湿地の水
たまりで採集された （図 2）．採集時の水温は 18℃
であった．今回の確認地点ではオオコオイムシの
幼虫 Appasus major （Esaki, 1934），コシマゲンゴロ
ウ Hydaticus grammicus （Germar, 1827） も確認された．
2021年 7月に同所を再び訪れた時には，湿地の水
たまりは干上がっており，本種は確認できなかった．
埼玉県および近隣県におけるエゾコガムシの生息

環境についてご教示いただいた岩田泰幸氏 （埼玉県
所沢市），また調査に同行いただいた群馬県自然環
境調査研究会の斎藤晋氏，宮原義夫氏，土屋清喜氏
に厚く御礼申し上げる．
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【短報】愛媛県におけるオオセンチコガネとクロボシ
ヒラタシデムシの低標高地での採集例
ニホンジカ Cervus nipponを主とした中・大型哺
乳類の増加に伴う環境の変化は日本各地で報告され
ている．愛媛県におけるニホンジカの分布は，南予
地域と東予地域の一部，および高縄半島の一部山塊
に限られていたが，2000年代からそれらの地域の
周辺域に分布地が拡大傾向にある （環境省，2021）．
高槻 （2015） はシカが増えることによりその糞を食
べる糞虫と死体を食べるシデムシ類が増加するとし
ている．食糞性や腐肉食性の甲虫類相の生息状況は
中大型哺乳類の増加に伴い変化することが考えられ，
モニタリングの必要があるだろう．
筆者らは愛媛県においてオオセンチコガネ

Phelotrupes （Chromogeotrupes） auratus （Motschulsky, 
1857） とクロボシヒラタシデムシ Oiceoptoma 
nigropunctatum （Lewis, 1888） の 2種をこれまで確認
されてこなかった低標高地で採集した．いずれの地
点も高縄半島部の平野部に位置し，近年になりニホ
ンジカが侵入した地域である．

オオセンチコガネ （図 1）
四国におけるオオセンチコガネの分布は，永井 

（2004） がまとめており，ニホンジカの分布と重な
るとしている．近年では，永井 （2004） で記録され
ていなかった四国の他地域での生息が確認されて
おり，その中には比較的標高の低い地域も含まれ
ている （伊東，2016）．永井 （2004） は高縄半島にあ
る愛媛大学農学部附属米野々演習林（標高 515～
1,216 m）と楢原山 （標高 1,041 m） から本種を記録
し，松山市および四国の中央構造線以北からの初の
記録とした．

1 ex. （他に 3個体目撃），愛媛県松山市日浦 （標
高約 300 m），1. V. 2016，吉富博之採集；1 ex. 目撃，
愛媛県東温市荒木谷 （標高約 250 m），25. III. 2022, 

図 1．群馬県産エゾコガムシ．

図 2．生息環境．
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吉富博之目撃．

クロボシヒラタシデムシ （図 2）
保育社の原色日本甲虫図鑑では四国の記録がな

いが，佐野 （1990） により記録されている．しか
し本種は古くから記録されており （例えば石原ほ
か （1953）），前者は単なる掲載ミスであると考える．
本種は山地性の種と考えられるが以下のとおり低標
高地で確認した．なお，この地点はニホンジカの生
息密度は高くないもののタヌキ等の中型哺乳類は多
く確認されている．

1 ex., 愛媛県松山市畑寺 （標高 123 m），17. V. 
2013，池田大採集；1 ex., 愛媛県松山市食場町 （標
高 183 m），1. V. 2022，明尾亮佑採集．

なお，本報告の基となる両種の四国における
記録は表にまとめ ZENEDOにてエクセルファ
イルとして公開している （https://doi.org/10.5281/
zenodo.6609412）．
末筆ながら，文献の問い合わせに応じて頂いた藤

本博文氏，高縄半島における生息状況についてご教
示頂いた越智恒夫氏に深くお礼申し上げる．
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（池田　大　橿原市昆虫館）
（吉富博之　愛媛大学ミュージアム）
（明尾亮佑　愛媛大学農学部環境昆虫学研究室）

【短報】石垣島からのツヤアトキリアリヅカムシの
記録
ツヤアトキリア
リヅカムシ Batraxis 
splendida Nomura, 
1986 （図 1） は西表島
産の標本を用いて記
載 さ れ た （Nomura, 
1986）．その後，国内
では奄美大島，徳之
島，沖縄本島 （新井，
2001；Nomura, 1996）
から記録され，国外
では韓国 （Nomura & 
Lee, 1993）から記録
されている．
筆者の松田と嶋本

は石垣島で調査を行
い，同島初記録と考えられる本種を確認したので記
録しておく．報告に用いた標本は全て千葉県立中央
博物館に所蔵されている．本調査の一部は，日本科
学協会の笹川科学研究助成による助成 （第 3著者の
嶋本） を受けて行われた．

1♂ 1♀，沖縄県石垣市平得嵩田林道，25. I. 2022，
図 2．クロボシヒラタシデムシ （2021年 6月 20日　宇和島

市鬼ヶ城山）．

図 1．オオセンチコガネ （2022年 5月 20日　愛媛大学農学
部附属米野々演習林）．

図 1．ツヤアトキリアリヅカム
シ♂ （スケール：0.5 mm）．


