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Abstract.　Synuchus cycloderus is a ground beetle species commonly found in wood-
lands over a wide range in East Asia. We found a remarkable increase in the population 
density of this species a�er logging or vegetation cutting in forests. �is sensitivity to the 
environmental changes potentially enable us to use this species as a bioindicator. Howev-
er, feeding habits and other important ecological traits of this species are little known. 
Here we study feeding habits of S. cycloderus by means of gut dissection method. We an-
alyzed 112 out of 1,273 individuals collected by pitfall traps during the spring (May to 
July) and autumn (Oct. to Dec.) in 2012 at a Satoyama Oaota-no-mori forest (100 ha, 35°
54′ N, 139°55′ E, 18 to 25 m a.s.l., Chiba Prefecture). Gut contents were examined using a 
microscope. We detected fragments of prey in 83 guts (74％), the others were empty or 
contained �uid/amorphous materials. Synuchus cycloderus seemed to be a generalist 
predator that preys voraciously and successively on various types of small arthropods of-
ten consuming them without chewing. In the guts we also found compound eyes and 
feet with a pair of claws suggesting that the beetle can hunt not only larvae but also 
adults (of probably �ies) as prey. Collembola species including Hypogastrura gracilis 
were detected in 11 guts. Overall, whole or identi�able fragments of prey were detectable 
in S. cycloderus guts indicating that gut dissection was an eective method for determin-
ing the diets of this species.

Key words:　bioindicator, Carabidae, Collembola, diet, ecological trait, generalist 
predator, ground beetle.

緒　　　言

地表徘徊性甲虫（コウチュウ目オサムシ科）は，農地での食植性害虫の天敵 (Lövei & Sunderland 1996)
として，あるいは雑草種子の除去に貢献するばかりか (Bohan et al. 2011)，生息地の環境変化に鋭敏に反
応するため，英国でEnvironmental Change Networkのモニタリングに使用されるなど指標生物として注
目されている (Brooks et al. 2012)．また，日本でも環境省生物多様性センターが自然環境の変化をとらえ
るための環境省モニタリングサイト1000の対象生物に採用している（環境省生物多様性センター 2003）．
しかし，調査結果を解釈する際に必要な地表徘徊性甲虫の生態的特質については，オサムシ亜科について
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若干の知見があるものの（石谷 1996；曽田 2000；久保田ら 2004；鎌田 2005；八尋 2008），他の多く
は“ゴミムシ”という和名に象徴されるように“ただの虫”としての認識しかなく（桐谷 2004），詳細は
明らかになっていない．クロツヤヒラタゴミムシSynuchus cycloderus (Bates) は，地表徘徊性甲虫の一種
であり，北海道，本州，四国，九州，朝鮮半島，中国に広く分布する体長10.5～14 mmの昆虫である
（上野ら 1985）．本種は，埼玉県の樹林地で皆伐や下刈りを実施すると個体数が増加し（渋谷 2005），そ
の後千葉県の笹薮の刈り払いや樹林地の間伐を実施した地点では同様に顕著な増加を示した (Shibuya et 
al. 2014)．また，Osawa et al. (2005)は京都府の樹林地で樹木の伐採後に本種の個体数が増加したことを
報告した．本種の環境変化に対するこうした鋭敏な反応は，どのような生態的特質により生じているかが
判明すれば，今後日本全国で本種の個体数変化を生息地の環境変化の指標として用いることができるかも
しれない．
食性は生態的特質の中では重要な項目であり，個体数の変動要因を探る上で不可欠であるが，クロツヤ
ヒラタゴミムシの食性は，捕食性（石谷 1996）とされているのみで具体的な餌生物についてはわかって
いない．本種は先に述べたように環境変化の有力な指標候補種であるが，東アジアの森林的環境の優占種
でもあることから（Siddiquee & Nakamura 2004; Osawa et al. 2005; 渋谷 2008; Do & Joo 2013; Kiritani 
2013; Kaizuka & Iwasa 2015），その食性を知ることは森林生態系の物質循環を明らかにするうえでも重要
である．
一般に食物を特定するには，野外での摂食行動を観察し餌種を視認するのが確実であるが，クロツヤヒ
ラタゴミムシは小型で黒色かつ地表徘徊性であるため，植生被覆がある場合は特に観察は困難を極める．
さらに観察可能な場合でも摂食量の定量的評価は困難であり，定性的評価に止まる．直接観察以外の方法
としては，胃の内容物のDNA分析が広く行われているが (e.g. Harper et al. 2006; Itou et al. 2013)，複数
の餌種を捕食している場合は増幅させたDNA領域が混合物となってしまう問題点がある．また安定同位
体法も有効な手段であり (e.g. Ikeda et al. 2010; Okuzaki et al. 2010)食物連鎖上の位置づけが可能である
が，消化管内で複数種の餌が混在していた場合は個別の餌種の同定は難しい．このように近年主流となり
つつあるDNA分析や安定同位体法など各種分析技術も，万能かつ容易に適用できる方法ではない．過去
には，解剖で捕食性か植食性かを調べたものや（石谷 1996），摘出した餌の体片からどのようなものを
摂食しているかを調べた研究 (Sunderland et al. 1995)があり，直接餌種を特定でき，ある程度定量的な評
価ができる可能性がある．そこで本研究では，野外に設置したトラップで捕獲したクロツヤヒラタゴミム
シを解剖し，消化管内容物を顕微鏡観察することにより，その食性と摂取量の定量的な評価を試みた．

材料および方法

千葉県柏市の大青田の森 (100 ha, 35°54′ N, 139°55′ E, 18～25 m a.s.l.)において，2012年4月から2013
年3月にかけて毎月3回から4回の頻度で，32個のピットフォールトラップ（プラスチックカップ：直径
15 cm，高さ10 cm）を設置した．なお，カップ内には誘引物質を使用せず，設置5～7日後の回収とし
た．捕獲されたクロツヤヒラタゴミムシ1,273個体のうち112個体を解剖に供した．112個体の内訳は，
32個体が春期（5月から7月）に，80個体が秋期（10月から12月）に捕獲されたものである．4月，8月，
9月，翌年の1月，2月，3月に設置したトラップには捕獲されなかった．解剖供試虫はオス43個体，メス
69個体であった．季節，及び性差による食性の違いをみるためにフィッシャーの正確確率検定を行った
(So�ware Statistix 8, Analytical So�warem Tallahassee, Fl., U.S.A.)．解剖は，実体顕微鏡下で消化管（前
腸，中腸，後腸）を体内から摘出後に，消化管の内容物のみを取り出し観察した後，プレパラートを作成
して光学顕微鏡 (Nikon ECLIPSE E800)下で40～400倍で観察した．液状あるいは形状を持たない流動物
質は不定形物，構造を持った物質は定型物として記載した．
ほぼ丸ごとの状態で消化管から検出された餌生物や，特徴的な構造を持った生物体片（以下，体片とい
う）は，専門家に同定を依頼した．また体片と照合するために，ピットフォールトラップの周辺で捕獲し
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たトビムシ類，ハエ目成虫，チョウ目成幼虫について，対象と思われる部位を顕微鏡で観察し比較した．

結　　　果

112個体のクロツヤヒラタゴミムシの消化管を調べたところ，83個体（全体の74％）から完全な状態の
餌生物あるいは体片の定型物が検出された (Table 1)．10個体（同9％）については内容物が不定形物のみ
だったために特定できず，また19個体（同17％）については消化管内が空であった (Table 1)．定型物，
不定型物，検出なしの内訳について，春期（5月から7月）と秋期（10月から12月）の時期別，およびオ
スとメスの性別についてみたところ，時期については春と秋の検出率に大きな違いはなかった (Table 1)．
性別に関しては不定形物がオス2％でメス13％，検出なしがオス23％でメス13％となり，統計的に不定形
物のみで有意的傾向が認められた（p＜0.1, Table 1）．次に定型物が検出された83個体についてみると，
74個体からは多数の餌生物の全体やさまざまな形状の体片が同時に検出された．9個体については消化管
内容物が少なく複数の餌は検出されなかった．検出された体片は，0.1 mm近辺のものが多かった．

Table 1.　Food remains in the guts of 112 individuals of Synuchus cycloderus found by gut dissection, in rela-
tion to the season and sex.

Food remains 
消化管内容物

Number of  
individuals

Spring1 number 
(％)

Autumn1 number 
(％)

Male number  
(％)

Female number 
(％)

Fragments　定型物 83 22 (69％) 61 (76％) 32 (75％) 51 (74％)
Amorphous/Fluid　不定形物 10 3 (9％) 7 (9％) 1 (2％)a 9 (13％)b

Empty　検出なし 19 7 (22％) 12 (15％) 10 (23％) 9 (13％)

Total　個体数合計 112 32 80 43 69
1 Spring (May–July in 2012), Autumn (Oct.–Dec in 2012).
Dierent superscript alphabets indicate marginally signi�cant dierence (p＜0.1 by the Fisher’s exact test).

Fig. 1.　Food remains found in the guts of Synuchus cycloderus: Collembola species. a) Many collembolan in-
dividuals; b) Hypogastrura gracilis; c) Ceratophysella sp. Scale＝1 mm for a), 0.1 mm for b) and c).

Fig. 2.　Food remains in the guts of Synuchus cycloderus: compound eyes. Scale＝0.1 mm.
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検出された定型物は，トビムシ類 (Fig. 1)，複眼 (Fig. 2)，肢先 (Fig. 3)，表皮 (Fig. 4)，部位不明体片
(Fig. 5)，その他 (Fig. 6)であり，それぞれ11, 8, 24, 53, 65, 30個体から検出された．
トビムシ類は，完全な状態で多数検出されたため (Fig. 1a)，種あるいは属レベルまで同定が可能であっ

た．ムラサキトビムシ科ホソムラサキトビムシ (Hypogastrura gracilis: Fig. 1b)，ムラサキトビムシ科フク
ロムラサキトビムシ属の1種 (Ceratophysella sp.)の成体 (Fig. 1c)とその幼体，およびイボトビムシ科ヒシ
ガタトビムシ属の1種 (Superodontella sp.)を捕食していることが明らかになった．
次に特徴的な定型物としては，複眼 (Fig. 2)と肢先 (Fig. 3)があった．複眼は表皮が付着したものが多

く，肢先に関してはFig. 3a～dは2本爪を有しており，そのうちFig. 3aとFig. 3bはハエ目成虫の肢先と考
えられた．表皮に関しては，さまざまな模様の表皮があり，棘のような毛が密に付いたものや疎らに付い
たものまで多様なものがあった (Fig. 4)．上述以外の体片については，部位不明体片としてまとめた (Fig. 
5)．Fig. 5aはトラップの周辺で捕獲したチョウ目幼虫の大顎と類似していた．鱗毛 (Fig. 5b, c)も確認さ
れ，周辺で捕獲したチョウ目成虫及びカ科成虫のものと比較したが，いずれのものか判明しなかった．
ダニ類と菌類，および不明生物体について，その他としてまとめた (Fig. 6)．ダニ類については，Fig. 

6aがヒゲダニ科，Fig. 6bがコナダニ科（おそらくネダニモドキ属）であった．菌類に関しては，さまざ
まな形状の子のう菌の胞子（分生子）が検出された (Fig. 6c～e)．Fig. 6fに示した餌は生物体全体が検出さ
れたが，同定することができなかった．

Fig. 3.　Food remains in the guts of Synuchus cycloderus: feet with claws. ab) Probably feet of Diptera; cd) 
Feet with a pair of claws of unidenti�ed animals. Scale＝0.1 mm.
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考　　　察

112個体のクロツヤヒラタゴミムシのうち，83個体の消化管から定型物が検出され，不定形物のみの検
出は10個体のみであった．このことからクロツヤヒラタゴミムシにおいては，消化管内容物を検鏡する
ことで餌の種類あるいはその手がかりとなるものを検出することができた．その結果，餌の種まで特定で
きなかったが，クロツヤヒラタゴミムシは多様な節足動物を捕食していることがわかった．さらに同一個
体から複数種と思われる餌の体片が検出されたことから，短い間隔で様々な種を食べていること，体片の
サイズから考えて小型の餌を食べている可能性が高いことも明らかになった．大型の餌の柔らかい部分を
選択的に食べるのであれば不定形物の比率が高くなることから，小型の餌を丸飲みもしくは噛み砕く程度
で捕食していると考えられる．少なくともトビムシや丸ごと出てきた不明種のように，体長が1 mm弱程
度の餌は丸飲みしていると考えられる．また体片のサイズが0.1 mm程度のものが多かったことより，餌
生物のサイズは数mm程度のものが多いことが予想される．以上のことから，クロツヤヒラタゴミムシ
は，単食性または狭食性ではなく広食性の捕食者 (generalist predator)であるといえるであろう．
また，クロツヤヒラタゴミムシは春に未成熟な成虫が，秋に成熟個体が出現することから（渋谷 未発

表），春期と秋期に分けて食性を調べたが，消化管から定型物検出，不定形物検出，そして検出なしのそ
れぞれの比率には春期と秋期で大きな違いはなかったことから，成虫は年間を通じて一定の食性を示すこ
とが示唆された．性差についても，有意な差があるとはいえなかったが，Sunderland et al. (1995)は食性
の性差に関して，ゴモクムシ亜科の1種Harpalus a�nisにおいて検出なしに関してオスが統計的に有意に
高い（オス16.2％，メス8.9％, p＜0.05）という結果を示しており，本調査でも，検出なしにおいてオス
23％でメス13％という結果だった．今後，栄養要求の性差などを含めた詳細な調査が必要であろう．

Cole et al. (2002) は，地表徘徊性甲虫群集を分類群でなく食性，体長，生活史，後翅タイプなどの生態
的特質でグループ分けしており，トビムシ専門食種は体サイズが5 mm以下のものが多いとしている．ク
ロツヤヒラタゴミムシはこれより大型で，今回の解剖結果でもさまざまな種類の餌を捕食する広食性捕食
者であることが確認された．しかし少なくとも解剖した全112個体のうち約10％の11個体がトビムシ類
を選択的に捕食しており，特にトビムシ類を好んで捕食することが示唆された．今回確実にトビムシ類と
同定できたもののみを記述したが，トラップ設置直後に捕獲された個体では，トビムシを捕食していて

Fig. 4.　Food remains in the guts of Synuchus cycloderus: dierent types of integuments. Scale＝0.1 mm.
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も，回収までの間に消化が進んでしまい鮮明な体片が残らず確認することができなかった可能性もある．
また，種まで同定できたホソムラサキトビムシは，秋から晩秋に多く出現することから（渋谷 未発表），
秋繁殖のクロツヤヒラタゴミムシにとって餌資源が減少する晩秋に大量発生するホソムラサキトビムシが
貴重な餌となっている可能性がある．トビムシ類は，ミミズ類とともに土壌生物相の重要な腐食連鎖を構
成する昆虫群である（e.g. 武田 2002）．今回判明したクロツヤヒラタゴミムシの食性は，本種が所属する
生食連鎖と腐食連鎖を結ぶキーストーン種の役割を果たすものとして，今後注目していく必要があると考
えられる．
オサムシ亜科の一部は昆虫幼虫食（曽田 2000）であることが知られているが，ナガゴミムシ亜科の

Synuchus属でもハエ目幼虫の捕食を示唆した研究がある（久保田ら 2000）．本調査でもチョウ目幼虫の
大顎と思われる体片が検出された．しかし，昆虫類成虫のものと思われる複眼や2本爪が多数検出された
ことから，幼虫だけでなく成虫も多く捕食している可能性が高い．小型のゴミムシがダニ類を餌としてい

Fig. 5.　Food remains in the guts of Synuchus cycloderus: “Unidenti�ed fragments”. a) Probably the mandible 
of lepidopteran larva; bc) Scales of unidenti�ed animals. Scale＝0.1 mm.
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る複数の報告 (e.g. Penney 1966, Sunderland et al. 1995)があり，本種もダニ類を餌の一つとしていると考
えられる．菌類については，餌として挙げているものもあるが (Sunderland et al. 1995)，餌に付着してい
たものを餌と一緒に食べたものが検出された可能性もある．さらに鱗毛も検出されたが，チョウ目成虫の
体片と考えられるものが検出されなかったので，餌に付着していたものを摂取した可能性も考えられる．
食性を調べることは生態的特質を知る上で不可欠であるが，体長15 mmに満たない小型でしかも黒色

のゴミムシ類の捕食場面を野外で観察するのは難しい．筆者ら（未発表）は，野外で本種が数cmの昆虫
幼虫を捕食しているのを確認したことがあるが，本調査の結果，クロツヤヒラタゴミムシは体長数mmの
小型の餌を捕食していることが多いことが明らかになった．このような小型の餌の場合は，摂食場面に遭
遇していてもその存在に気が付かないため，大型の餌のみが注目されることになりがちである．クロツヤ
ヒラタゴミムシの場合，今回の調査で消化管から完全個体，あるいは定型の体片が検出できたので，解剖
は餌を推定するにあたり有効な手段となりうることが示された．これはクロツヤヒラタゴミムシの摂食方
法が，丸のみかあるいは噛み砕く程度であったためであると考えられる．なお解剖個体のうち9％（10個
体）で不定型物のみが検出された．不定型物の形成が，捕食後の時間経過によるものか，オサムシ亜科で
見られるような餌動物の体液吸汁に由来するのかは，今後の食性調査で明らかにする必要がある．シンプ
ルで安価な解剖法は，ゴミムシなど地表徘徊性の食性を含む生態を調べる上で有効かつ手軽な手段となる
だろう．
冒頭に述べたように，本種は地表徘徊性甲虫としては局所的ではなく日本全国に広域分布するため，さ
まざまな地点での環境指標としての活用が期待できる．モニタリングサイト1000森林・草原調査第2期
とりまとめ報告書（環境省生物多様性センター 2015）によると，本種を温暖化の指標として選出してお
り，全国的に温暖化が進行した場合，高温の地域で本種が減少する可能性を指摘している．これらの分布
域が北上することに加え，今後，低標高から高標高へ分布が移行する可能性がある（桐谷・湯川 2010）．
本種は平地のみならず高標高でも生息（平松 2002; Suttiprapan et al. 2006）するため，今後標高別のモニ
タリングを実施することにより，温暖化に関する指標種としての活用が期待できる．今後クロツヤヒラタ
ゴミムシが生物指標として充分に活用されるために，生活史や形態を含めた基礎的・生態的特質の知見を
集約していくことが重要であると考えられる．

Fig. 6.　Food remains in the guts of Synuchus cycloderus: “others” category. a) Mite: Histiostomatidae; b) 
Mite: Acaridae (probably Sancassania); c–e). Fungi; f） Unidenti�ed animal. Scale＝0.1 mm.
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要　　　約

地表徘徊性甲虫のクロツヤヒラタゴミムシは，日本全国および東アジアに広く分布し，森林的環境に多
く出現する．樹木の伐採や笹薮の刈り払いの後にクロツヤヒラタゴミムシの個体数が顕著に増加した例が
あり，本種の生息地変化に対する鋭敏な反応がうかがえたが，今後環境変化の指標種として活用していく
ためには，本種の生態的特質，とりわけ食性の解明が必要である．そこで，千葉県柏市の大青田の森
(100 ha, 35°54′ N, 139°55′ E)で2012年の春期（5月～7月）と秋期（10月～12月）にピットフォールト
ラップで捕獲した1,273個体のうち112個体を解剖し，消化管内容物の顕微鏡観察を行った．112個体の
うち，83個体から定型物が検出され，多種の節足動物を捕食していることがわかった．また同一個体か
ら複数種と思われる餌生物の体片が検出されたことから，一度に様々な種類の餌を食べていることがわ
かった．本種は広食の捕食者 (generalist predator)であり，数mm程度の小型の餌を丸飲みか噛み砕く程
度で捕食していると考えられる．また複眼や2本爪が多く検出されたことから昆虫類の成虫も捕食してい
ると考えられる．一方，種まで同定できたホソムラサキトビムシなど，トビムシ類は11個体から検出さ
れた．以上のように，消化管から餌の完全個体，あるいは定型の体片が検出できたので，解剖は本種の食
性を推定する有効な手段であると考えられた．
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