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異なる （Takakuwa, 2001）．これ
までホロタイプの♂個体以外の
採集例は知られておらず （高桑，

2006），上記の個体は西表島からは初めての記録で
あると思われる．
上記の西表島産の♂個体は，特徴的な交尾器側
片の形状 （図 3） を含むほとんどの特徴が本種の原
記載に合致する一方で，小顎髭末端節の前縁は内
縁とほぼ等長であることと，尾節板は側面から見
てほぼ一様に直線状である点では原記載による前
述の特徴とは異なる．また，原記載による体長は
4 mm （頭部から上翅端まで） とされているが，上記
の個体は約 5 mmで，より大型である．
しかし，上記の個体と，神奈川県立生命の星・
地球博物館に収蔵されている本種のホロタイプと
を比較した結果，両者の小顎髭末端節や尾節板の
形状の差異は実際にはきわめて軽微であることが
判明した．また，体サイズの差についても，原記
載において本種と比較されている近似種のオナガ
クロハナノミのような同属他種にもみられるもの
であることから，今後更なる追加個体が得られた
段階で検討すべきではあるものの，少なくとも現
時点ではこれらの差異はいずれも同種の個体差の
範疇に収まるものと考えられる．
なお，Takakuwa （2001） による図とは別の方向
から観察した上記の個体の交尾器右側片 （図 4） は，
野村 （1958） により台湾から記載されたイノウエク
ロハナノミ M. inouei Nomura, 1958の原記載の図に
も似ている （野村 （1958） による雄交尾器の図は右
側片の分枝が左側に位置する方向から描画されて
いる）．本種の原記載ではイノウエクロハナノミに

ついては言及されていないが，野村 （1958） による
イノウエクロハナノミの原記載では，尾節板が下
方に曲がるとされている点など，♂交尾器の形状
以外のいくつかの特徴も本種に類似することから，
両者の関係については今後検討を要すると思われ
る．
末筆ながら，ササジクロハナノミのホロタイプ

を検する機会を頂いた渡辺恭平博士 （神奈川県立生
命の星・地球博物館） に深く感謝申し上げる．
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【短報】沖縄島におけるヤギマルケシゲンゴロウの
初記録
ヤ ギ マ ル ケ シ ゲ ン ゴ ロ ウ Hydrovatus yagii 

Kitayama, Mori et Matsui, 1993 （ゲンゴロウ科） は，
マルケシゲンゴロウ属に属する小型の水生甲虫で，
環境省レッドリストの準絶滅危惧に選定されてい
る希少種である （環境省自然環境局野生生物課希少
種保全推進室編，2020）．国内では本州，四国 （小
豆島），九州，南西諸島 （奄美大島，久米島，池間
島，宮古島，石垣島，西表島，与那国島，北大東
島） において確認されている （森・北山，2002；佐藤，
2003；青柳，2011；松島，2019；森，2020；中島ら，
2020；Watanabe et al., 2020；渡部・上手，2021；
Kato & Watanabe, 2021）．沖縄島からは標本を伴わ
ない形でリストに掲載されているが （佐藤，1997；
佐藤・比屋根，2007），標本および採集データが伴
う記録は存在しない．
筆者らは，沖縄島から本種を採集しているため，
標本を伴う正式な初記録として報告する．

図 2–4．西表島産ササジクロハナノミ 
Mordella sasajii Takakuwa, ♂ 
（2：全形，3–4：交尾器右側片）．
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1♂，1♀，1 ex., 沖縄
県国頭郡大宜味村字喜
如 嘉，28. XI. 2021， 加
藤採集，渡部・石川県ふ
れあい昆虫館保管 （図 1）．

本種は，クロモやオ
オフサモの茂る小水路
内の，イネ科草本がま
とまって生育した場所か
ら，多数のコマルケシゲ
ンゴロウ H. acuminatus 
Motschulsky, 1860等に混
ざり少数個体が確認さ
れた．
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【短報】西表島におけるヤマヤクシコメツキの記録
ヤマヤクシコメツキ Melanotus yamayai Kishii, 

1985は，石垣島のオモト岳で山屋茂人氏により採
集された 2雄 2雌個体 ［のちに 4雄個体と訂正 （岸
井，2006）］ に基づいて命名記載された種である  

（Kishii, 1985）．原記載以降の採集記録は 1例あるが，
生息地はタイプ産地のオモト岳に限られていた （岸
井，2006）．筆者らは，西表島で採集された個体を
検することができたので，ここに報告する．
小文を書くに当たり，貴重な標本をご提供いた
だいた榎戸良裕氏と早川浩之氏，採集時の状況に
ついてご教示いただいた細川浩司氏と山屋茂人氏，
リュウキュウチクなどの生息状況についてご教示
いただいた青木一宰氏，仲介いただいた星野光之
介氏に厚くお礼申し上げる．なお，調査した標本
は鈴木が保管している．
検視標本
［西表島］：1♂，大原，29. III. 1982，榎戸良裕採集；
1♀ （Figs. 2 & 5），浦内，26. III. 1985，早川浩之採集；
1 ♂ （Figs. 1，3–4），古見，27. V. 2014，坂本栄一採集．
本種は体が細く，色彩が茶褐色～暗褐色を呈す
る点では先島諸島に分布するサキシマカンシャク
シコメツキ Melanotus sakishimensis Ôhira, 1982に似

図 1．沖縄島産ヤギマルケ
シゲンゴロウ雄．

Figs. 1–5．Melanotus yamayai Kishii, 1985 from Iriomote-jima 
Is. 1–2，dorsal habitus; 3，male genitalia, ventral view；
4–5. pronotum. 1，3–4：♂；2 & 5：♀．


