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【短報】自然下で確認されたクロゲンゴロウの産卵
基質
ゲンゴロウ属 Cybister Curtis, 1827の雌は，植物
の茎に大顎で穴をあけ，そこに産卵管を差し込ん
で植物組織内に産卵することが知られている （市川，
1984；市川・北添，2010など）．例えばゲンゴロウ
Cybister chinensis Motschulsky, 1854は，日本産の植
物ではコウホネ，タガラシ，カワヂシャ，ヒメガマ，
サンカクイ，クワイ，ヘラオモダカ，サジオモダカ，
オモダカ，ミクリ，トチカガミ，コナギ，ミズアオイ，
フトイ，アサザ，イボクサ，ミツガシワ，サトイモ （都
築ら，2000；市川，2002；市川・北添，2010；松尾，
2011） などに産卵することが知られている．実際に
は穴だけあけて産卵しない植物も知られており，ゲ
ンゴロウは稲 （古代米），セリ，フトヒルムシロは植
物を齧るものの，産卵をしないことが報告されてい
る （市川・北添，2010）．多くの飼育データが蓄積さ
れているゲンゴロウにおいては，上記のように産卵
基質の解明度が高いが，他のゲンゴロウ属の種に関
する知見は乏しい．日本産ゲンゴロウ属は全 7種の
うち 6種 （約 86％） が環境省版レッドリストに選定
されている（環境省自然環境局野生生物課希少種保

全推進室編，2020）．産卵基質となる水田雑草の消
失はゲンゴロウの減少要因の一つであることが指摘
されており （市川，2002），全国各地で除草剤が散布
されている現状を鑑みると，他のゲンゴロウ属の種
においても同様の影響があると考えるのが妥当であ
ろう．ゲンゴロウ属に与える影響が大きい水田雑草
について議論するためにも，ゲンゴロウ属各種の産
卵基質の情報は保全上重要であると考えられる．
クロゲンゴロウ Cybister brevis Aubé, 1838の産卵
基質は，日本産の種ではヘラオモダカ，カンガレイ，
クワイ （市川，1984；松尾，2016） が報告されてい
る．松尾 （2011） は抽水植物の見られない池から持
ち帰ったフトヒルムシロを保管していた水槽からク
ロゲンゴロウの幼虫が孵化したことを報告しており，
フトヒルムシロも産卵基質と考えて良さそうである．
筆者は定期的にモニタリングをしていた水田におい
て，これまで未記録であったクロゲンゴロウの産卵
基質を特定できたので，新知見として報告する．
クロゲンゴロウの産卵が確認されたのは石川県珠
洲市野々江町にある，Watanabe et al. （2013） が調査
を実施した慣行水田である．2010年 6月 28日の午
前 9時頃，イボクサの周辺にクロゲンゴロウの成虫
が発見されたため，イボクサの表面を観察してみた
ところ，複数の産卵痕を発見した （図 1）．一部の茎
を割いて中を確認すると，卵が確認されたため，現
地で写真撮影により記録した （撮影時刻 9時 33～ 36

分） （図 2）．本圃場周辺ではゲンゴロウとクロゲンゴ
ロウが観察されていたが，本圃場ではクロゲンゴロ
ウのみが確認されたこと，ゲンゴロウに比べて卵が
明らかに小さかったことなどから，クロゲンゴロウ
の卵と同定した．また，この水田からはクロゲンゴ
ロウの幼虫も多数観察されていたこと，複数の産卵
痕や卵が確認されたことから，イボクサは自然下で
産卵基質として利用されているものと推測された．
環境省版レッドリストにおいて準絶滅危惧に選定

されているクロゲンゴロウのほか，同
レッドリストの絶滅危惧 II類に選定
されているゲンゴロウとマルガタゲ
ンゴロウ Graphoderus adamsii （Clark, 

1864） （環境省自然環境局野生生物課
希少種保全推進室編，2020） も産卵基
質としてイボクサを利用することから 

（市川，2002；渡部，2011），イボクサ
はゲンゴロウ科を保全する上で重要
な植物の一つと言えるであろう．
末筆ではあるが，水田での調査を

ご快諾いただいた農事組合法人きず
なの皆様に深謝申し上げる．

図 1–2．クロゲンゴロウが産卵したイボクサ．1，クロゲンゴロウの産卵痕；2，
イボクサの中の卵．
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【短報】福島市土湯温泉で採集されたソリヴァグス
コナガアリヅカムシ
ソリヴァグスコナガアリヅカムシ Leptoplectus 

solivagus Kurbatov, 1991 （ハネカクシ科アリヅカム
シ亜科） は，北方領土国後島から記載され，その
後の記録がなかった種である．筆者は福島県吾妻
山の東側山麓に位置する土湯温泉において本種を
採集した．標本を同定された野村周平博士によれ
ば本州から最初の記録となるとのことであるので，
記録しておきたい．

1♂，福島県福島市土湯温泉 （不動湯歩道下端
部），芳賀馨採集の土壌試料から須摩靖彦が抽出，
28. V. 2017，野村周平保管．
採集地点は阿武隈川水系荒川左岸 （標高約

490 m） の南東向きの急斜面である．土湯温泉市
街から不動湯温泉に至る歩道の下端部で，約 10 m

下にアスファルト舗装道路が通っている．植生は
ケヤキの大径木が混じる古いスギ植林地で，低層
にはササ類と広葉草本が半々程度に混在していた．
土壌は福島県内の他の山の森林のものに比べて特
別な差異はないと思われた．上記の個体は，トビ
ムシ類調査のために採取した土壌試料から，ツル
グレン装置により抽出されたものである．試料は
スギとケヤキの大径木各 1本 （いずれも胸高直径約
40 cm） の根際から各 0.5 L程度採取され，混合後に

須摩氏に送付された．採取した土の深さはいずれ
も地表から 15 cm程度以下で，試料には腐植が多
く含まれていた．
なお上記の土壌試料からは，本種の他にも複数
の微小甲虫が抽出されたが，そのうちアリヅカム
シ亜科に属する種をあわせて記録する （全て野村周
平同定，保管）．

Batriscenellus sp.  1♀
Batrisceniola dissimilis （Sharp） アナズアリヅカムシ  

1♂
Bryaxis sp.  1♀
Pseudoplectus sp.  1♀

末筆ながら，標本を同定してくださり発表を勧
められた野村周平博士 （国立科学博物館） と土壌試
料から甲虫を回収してくださった須摩靖彦氏 （釧路
市） に，心からお礼申しあげる．

（芳賀　馨　330–0841　さいたま市大宮区東町
1–16–1–804）

図 1．福島市土湯温泉の土壌試料採取地の森林．

図 2．土壌試料の採取箇所 （スギの根際）．


