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本種について大桃・福富 （2013） は，「上翅端近
くに 1対計 2個の白色毛斑があるが，消失する個
体もある」としているが，福富ら （2022） は「鞘翅
には 1～ 3対の斑紋がある」としている．今回報
告する個体は，斑紋の掠れが見られる個体以外は
上翅の白色毛斑が 3対認められた．
具体的な採集状況は以下の通りである．日の出
町の例では，午後 3時頃，クヌギ・コナラの伐採
地付近の林縁で，高さ 5 m程のカシ類と思われ
る葉や枯れ枝を叩いて得た．八王子市の例では，
2021年はブナ科樹木萎凋病 （ナラ枯れ） で伐採され
たシラカシ材上で目撃し，2022年は採集日の数日
前に折れたコナラ太枝上から得た．稲城市の例で
は，午前 8時過ぎに，日当たりの良い林縁に立て
かけるように置かれた径 5 cmほどのコナラ伐採枝
を叩いて得た．多摩動物公園の例では，いずれも
コナラ衰弱木 （胸高直径 16 cm） の地上高 0.5–1.5 m

の幹から得たが，本種がこの衰弱木に飛来したの
は晴れて気温が 25℃以上の日に限られていた．飛
来個体の一部は，樹幹周囲をまとわりつくように
飛翔したのちに樹幹に止まり，少し移動してから
静止するという行動を示した．

Jendek & Polákóva （2014） は寄主植物としてヤナ
ギ属を挙げているが，過去の例を見ると，本種は
ミズナラ生葉 （伊藤，1999；平松，2000），クヌギ
枝先 （下野，2014），クヌギやシラカシの枝先 （大
桃，2011），シラカシの伐採木 （大桃，2013；大桃・
福富，2013）から採集されている．本報告の採集・
観察例を加味すると，本種はコナラ属の樹木を加
害していることが示唆される．また，本報告のい
ずれの採集地点付近でも，ナラ枯れの被害木が多
数確認されている．本種の分布とナラ枯れとの関
連性の有無は断定できないが，今後の採集記録に
注目したい．
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【短報】石川県におけるフトヒメツノゴミムシダマ
シの初記録
フトヒメツノゴミムシダマシ Toxicum morii 

（Masumoto et Akita, 2008） は，兵庫県産の標本を基
に記載された種で （Masumoto & Akita, 2008），その
後 Cryphaeus属から Toxicum属へと所属が変更され
た （Akita & Masumoto, 2015）．秋田・益本 （2016）
では“急速な分布の拡大傾向が伺える”と記述さ
れており，タイプロカリティの兵庫県のほか，愛
知県，福井県，京都府，奈良県，三重県，岡山県，
島根県で確認されている （秋田・益本，2016；大野
ら，2019；三木，2019；木村・池田，2022）．
筆者は石川県においてフトヒメツノゴミムシダ
マシを採集しているので，同県初記録として報告
する．

図 1．石川県初記録のフトヒメツノゴミムシダマシ．
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報告に先立ち，同定結果をご確認いただいた秋
田勝己氏，最初に本種を発見した息子の晴登にお
礼申し上げる．

2 exs., 能美市松が岡，10. IX. 2019，渡部晃平・晴
登採集，保管；1 ex., 同地，15. IX. 2019，渡部晃平・
晴登採集，保管；1 ex., 同地，19. VII. 2020，渡部晃
平採集，保管；1 ex., 同地，28. VI. 2022，渡部晃平
採集，保管 （図 1）；1 ex., 能美市西旭台町，20. VII. 

2022，渡部晃平採集，保管．

能美市松が岡の採集個体は全てライトトラップ
に飛来したものである．一度に飛来する個体数は
少ないものの，数年継続して確認されている．能
美市西旭台町の採集個体はブナ科の立ち枯れ上で
採集した．
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【短報】淡路島におけるタマムシ科甲虫 2種の新分
布記録
淡路島 （兵庫県） は瀬戸内海の東端近くに位置

し，日本国内では対馬に次ぐ面積 （約 592 km2） の
島として知られている．同島からはこれまでに 15

種のタマムシ科甲虫が記録されている （高橋，1997，
1998，1999）．筆者は淡路島にて分布記録のない
2種の本科甲虫を採集したので，ここに報告する．
なお，本研究の一部は JST次世代研究者挑戦的研
究プログラム JPMJSP 2119の支援を受けた．

1．シラホシナガタマムシ Agrilus decoloratus 

Kerremans, 1892 （図 1）
2 exs., 兵庫県洲本市由良町由良，13. VII. 2022，
筆者採集，保管．
寄主植物であるエノキ （Celtis sinensis） のス

ウィーピングによって得られた．

2．ムネアカチビナカボソタマムシ原名亜種 Nalanda 
rutilicollis rutilicollis （Obenberger, 1914） （図 2）

3 exs., 兵庫県洲本市由良町由良，13. VII. 2022，
筆者採集，保管．
寄主植物であるアカメガシワ （Mallotus japonicus） 

のスウィーピングによって得られた．
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【短報】飼育下で確認されたゲンゴロウ属のヒシへ
の産卵
国内に生息するゲンゴロウ属，ゲンゴロウモド
キ属といった大型のゲンゴロウ科は水生植物の基
質の内部に産卵し，産卵する水生植物の種類には
選好性があることが知られ，生息地においては水
生植物の量が個体数の制限要因になっていると考
えられている （市川，2002；Inoda, 2011a, b）．
ゲンゴロウ属は国内に 7種が記録されており，た

図 1–2．淡路島産タマムシ科甲虫 2種．1，シラホシナガタ
マムシ；2，ムネアカチビナカボソタマムシ原名亜種．


