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石川県におけるオオゴキブリの分布

嶋田敬介

Distribution of the wood-feeding cockroach Panesthia angustipennis spadica 
(Blattodea: Blaberidae: Panesthiinae) in Ishikawa Prefecture

Keisuke SHIMADA

要旨
　オオゴキブリは，主に照葉樹林内の朽木に生息する食材性のゴキブリで，石川県のレッドデータ
ブックでは絶滅危惧 II類に指定されている．2009年以前には，県内 13ヶ所で生息が確認されてい
たが，その多くは加賀地方にあり，特に能登地方における報告が少なく，県全体における分布は不
明であった．2013年から 2016年にかけて，北陸三県における本種の生息状況を調査した結果，石
川県内の9ヶ所で本種が見つかり，新たに能登地方の数ヶ所（輪島市と志賀町）で生息を確認した．
これまでの記録を含めると，石川県における本種の生息地は，珠洲市・輪島市・能登町・志賀町・
七尾市・羽咋市・金沢市・小松市・加賀市に計33ヶ所あることが明らかになった．

Abstract

Wood-feeding cockroach Panesthia angustipennis spadica is mainly found in laurel forest in Japan. They 
are listed as vulnerable species in the red data book of Ishikawa Prefecture. Habitats of this species were 
only recorded in thirteen sites in 2009. Most of these habitats were located in Kaga region, and the informa-
tion of other areas, especially in Noto region, was quite lacking. In this study, I investigated the distribution 
of this species in the three Hokuriku prefectures (Ishikawa, Fukui and Toyama) including Noto region in 
2013-2016. Nine habitats were recorded in Ishikawa Prefecture, and they were newly found in several sites 
of Noto region (Wajima City and Shika-machi). Based on previous records and present study, they are 
distributed in thirty-three sites in Suzu City, Wajima City, Noto-cho, Shika-machi, Nanao City, Hakui City, 
Kanazawa City, Komatsu and Kaga City.
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はじめに
　オオゴキブリ Panesthia angustipennis spadica 
（Shiraki, 1906） は，ゴキブリ目オオゴキブリ科オ
オゴキブリ亜科に属する森林性のゴキブリである
（町田・日本直翅類学会 , 2016）．本種は，生活史の
ほぼ全てを朽木に依存する食材性ゴキブリ類の一種
で，主に照葉樹林内にある倒木や立枯木などの朽木
に生息し，それらを餌かつ住み処としている．近縁

なクチキゴキブリ属 Salganeaやシロアリの姉妹群
であるキゴキブリ科 Cryptocercidaeでは，両親が子
の世話をしながら家族で長期間生活する亜社会性が
見られるが（Nalepa, 1984; Maekawa et al., 2008），
本種ではそのような生態は見られない（Nalepa et 
al., 2008）．また，シロアリやキゴキブリとは異な
り，本種の腸内には木材の消化に関わる原生生物は
共生しておらず，主に，唾液腺から分泌される自身
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の消化酵素（セルラーゼ）によって木材を消化・利
用していると考えられている（嶋田 , 2012）．
　体長は 3.7-4.1cmで，漆黒色の体表は硬く，各
脚の脛節などに多数の顕著な棘突起を持つ．成虫
は雌雄ともに腹部末端まで届く翅を持つが（図 1; 
写真 1），野外では翅が途中で破れている個体も少
なからず見られる（朝比奈 , 1991）．幼虫（写真 2）
については，正確な齢構成は不明であるが，頭幅と
前胸背板幅を測定したデータから 9齢程度であると
推定されている（Shimada & Maekawa, 2008）．
　日本国内では，本州から九州・種子島・屋久島
まで広く分布しており，八重山列島（石垣島・
西表島）には別亜種ヤエヤマオオゴキブリ P. a. 
yaeyamensis Asahina, 1988が分布する（朝比奈 , 
1991）．ミトコンドリアDNAのcytochrome oxidase 
subunit II (COII) 遺伝子の解析によると，日本産
の本種（P. a. spadica）は単系統群を構成し，本州
（和歌山県）・四国（高知県）・屋久島の間では遺伝
的な違いは見られないが，種子島産の個体でのみわ
ずかな変異が認められる（Maekawa et al ., 1999）．

また，ヤエヤマオオゴキブリとの分岐時期はおよそ
200～ 300万年前と推定され，本種（P. a. spadica）
は過去の陸域拡大期に大陸や台湾などの南方から侵
入し，琉球列島を通ってトカラ海峡以北に分布を
広げたと考えられている（Maekawa & Matsumoto, 
2003; 前川 , 2006）．
　本州の記録としては，北は青森県，南は広島県な
どがあるが（朝比奈 , 1991），その分布は局所的で，
一部の県では準絶滅危惧に（青森県 , 2010; 千葉県 , 
2011; 愛知県 , 2015），宮城県と石川県では絶滅危
惧 II類に指定されている（石川県 , 2009; 宮城県 , 
2016）．石川県では，これまで珠洲市・七尾市・羽
咋市・金沢市・小松市・加賀市の計 13ヶ所で本種
の生息が確認されていた（石川県 , 2009）．その後，
鳳珠郡能登町（折戸・嶋田 , 2013）や七尾市・小松
市・加賀市で新たに記録されたが（富沢 , 2003; 佐
藤 , 2014; 渡部 , 2015），現生息地の多くは加賀地方
南部に集中しており，特に能登地方における記録は
少なく，石川県全体における本種の分布は不明であ
る．

図1　�石川県および福井・富山県におけるオオゴキブリの生息地．○は今回の調査で本種が確認された場所を，●は文
献上の記録を示す（詳細は表1参照）．左上は，雌成虫（輪島市岩倉山産）の写真で，スケールバーは1cmを示す．
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材料と方法
　2013年から 2016年にかけて，石川県内の照葉樹
林または二次林において，オオゴキブリの生息状況
を調査した．また，特に石川県と隣接する地域を中
心に，福井県および富山県においても同様の調査を
行った．
　本種が多数生息している朽木には，本種が穿孔し
た穴が空いており，その入口付近には木屑や糞が溜
まっていることが多いことから（写真 3, 4），これ
らの条件に合う倒木や立枯木を探し，ハンマー（パ
イプ柄ブロック鎚 , 450g; DOGYU, 日本）で朽木を
割り，得られた個体を採集した．本種および生息環
境の写真をデジタルカメラ Tough TG-4（Olympus, 
日本）または CX5（RICHO, 日本）で撮影すると
ともに，採集地の標高を確認し，本種が得られた朽
木の樹種も可能な限り記録した．
　成虫の雌雄は，前胸背板および腹端部の形態に
よって判別した（朝比奈 , 1991; 町田・日本直翅類
学会 , 2016）．雄の前胸背板の前端部中央は窪み，
一対の突起がある（写真 5-8）．また，雄の腹端部
（腹面）は第 8腹節の先端部が露出するが，雌には
そのような特徴は見られない（写真 9, 10）．幼虫に
ついても，初齢など特に若齢の個体を除き，この腹
端部の特徴で雌雄を判別することが可能である．

結果と考察
　以下の通り，石川県内の 9ヶ所，福井県内の 1ヶ
所，富山県内の5ヶ所で本種を確認した（図1）．

石川県
・1♂ 1♀ 3幼虫，珠洲市三崎町寺家（県道 28号線
道路東側），25-X-2015

・1幼虫，珠洲市三崎町寺家（須須神社周辺），14-
IX-2016
・3♂ 4♀ 12幼虫，輪島市町野町西時国（岩倉山），

20-VI-2015
・1♀2幼虫，輪島市杉平町木戸谷内，7-XII-2015
・1♂1♀3幼虫，志賀町火打谷，13-II-2016
・1幼虫，七尾市能登島須曽町，3-XII-2016
・1♂ 1♀ 2幼虫，七尾市能登島別所町，3-XII-

2016
・1♂1♀8幼虫，羽咋市一ノ宮町，3-XII-2016
・1♂1幼虫，羽咋市寺家町，13-II-2016
・1成虫（目撃），加賀市山中温泉今立町（県民の

森），30-X-2013

福井県
・1♀，坂井市丸岡町山崎三ケ，16-XI-2016

富山県
・2♂1♀4幼虫，氷見市惣領，21-XII-2016
・1♀ 2幼虫，高岡市伏木一宮（氣田神社周辺），

20-XII-2015
・1♂1♀3幼虫，高岡市伏木一宮（氣田神社周辺），

21-XII-2016
・1♀2幼虫，富山市町長，19-II-2016
・3♂1♀1幼虫，下新川郡朝日町横尾，23-X-2016
・2♀ 4幼虫，下新川郡朝日町宮崎（城山），23-X-

2016

　今回の結果を含め，石川県および福井・富山県に
おけるこれまでの記録を表 1に示した．本種はほぼ
1年を通して採集されており，成虫も幼虫も季節に
関係なく通年見られることがわかる．石川県内にお
ける本種の生息地は33ヶ所あり，珠洲市・輪島市・
能登町・志賀町・七尾市・羽咋市・金沢市・小松
市・加賀市に分布していることが明らかになった．
輪島市と志賀町，七尾市能登島において本種が報告
されたのは今回が初めてである．
　今回の調査により，能登地方で新たな生息地が複
数見つかった（図 1, 表 1）．また，富山県では，羽
咋市や七尾市に隣接する氷見市や，高岡市などで本
種が確認された．氷見市では，他に戸津宮でも報
告がある（富山新聞2003年3月5日朝刊）．従って，
能登地方から富山県西部にかけて，多数の生息地が
点在していることが明らかになった．一方，加賀地
方では，小松市の一部から加賀市にかけて本種がほ
ぼ連続的に分布していることが示され，坂井市でも
本種が確認されていることから，その分布は福井県
嶺北北部にまで及んでいることが示唆される．
　本種は，主に照葉樹林に生息していると考えられ
ているが（写真 11），実際には二次林で見つかるこ
とも多く，今回の調査でも，輪島市杉平町木戸谷
内・志賀町火打谷・七尾市能登島別所町などで二次
林内の朽木から採集された（写真 12）．朽木の樹種
については，アカマツやスダジイが多く，モミ・ス
ギなどからも確認された（表 1）．これは，朝比奈
（1991）の「広葉樹林中の切株や針葉樹の腐朽材」
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で本種が見られるという記述と一致する．また，朽
木以外でも，稀ではあるが，林床を歩いている個体
や道路・人工建築物の近くにいる個体が見つかるこ
とがある（表 1）．今回の調査でも，翅が完全な成
虫個体と翅が途中で破れている成虫個体どちらも確
認された．本種が飛翔するかどうかについては確実
な記録はなく（朝比奈 , 1991），これまでの調査で
も飛翔する個体は一度も確認されていないことか
ら，本種の飛翔傾向は極めて低いと考えられる．
　北陸 3県における本種の生息地の標高は，15-

400mの範囲にあり，標高が 200mを超えたのは 5
例のみであった（表 1）．石川県内において，本種
が確認された地点の原植生を見てみると，全てヤブ
ツバキクラス域（照葉樹林帯）で，ほとんどが標
高 200m以下に見られたシイ林（スダジイ－ヤブコ
ウジ群集）であり，ごく一部がウラジロガシ林（標
高200-400m）であった（石川県 , 1993; 石川県植生
誌編纂委員会 , 1997）．従って，本種の現在の分布
には，過去の植生の分布が深く関わっていると考え
られ，かつては県内の標高 200m以下の照葉樹林帯

表１　石川県および福井・富山県におけるオオゴキブリの記録

場所 番号 標高 年月日 備考 引用文献
石川県珠洲市山伏山
　　　　　　三崎町寺家

〃　
　　　　　　三崎町森腰
　　　輪島市町野町西時国（岩倉山）
　　　　　　杉平町木戸谷内
　　　能登町瑞穂（大峯神社）
　　　七尾市能登島須曽町
　　　　　　能登島別所町
　　　　　　赤蔵山
　　　　　　三引町
　　　　　　満仁町
　　　志賀町火打谷
　　　羽咋市一ノ宮町
　　　　　　能登一ノ宮（気多大社）

〃　
　　　　　　寺家町
　　　金沢市卯辰山
　　　小松市那谷町（那谷寺）

〃　
〃　
〃　

　　　　　　菩提町（花山法皇陵）
　　　　　　菩提町
　　　　　　滝ヶ原町
　　　　　　赤瀬町
　　　　　　西俣町
　　　加賀市大聖寺町（錦城山）
　　　　　　塩屋町（鹿島の森）
　　　　　　山代温泉
　　　　　　勅使町
　　　　　　横北町
　　　　　　塔尾町
　　　　　　山中温泉長谷田町
　　　　　　山中温泉上原町
　　　　　　山中温泉本町
　　　　　　山中温泉東町
　　　　　　直下町
　　　　　　山中温泉今立町（県民
　　　　　　の森）

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

65m
15m

90m
60m

150m
100m
180m

80m
60m

50m

40m
40m
40m

100m
250m
50m

220m
360m
60m
35m
20m

30m
80m
30m
50m
60m

120m

400m

1963年5月4日
2015年10月25日
2016年9月14日

2001年10月23日
2015年6月20日
2015年12月7日
2013年9月14日
2016年12月3日
2016年12月3日
2009年6月28日
2015年6月16日
2002年5月15日
2016年2月13日
2016年12月3日
1962年7月17日
1962年8月21日
2016年2月13日

1970年6月7日
2009年7月30日
2009年8月19日
2011年8月3日

1997年12月6日
2013年10月1日
1999年1月8日

2013年10月1日
2013年10月15日
1997年10月28日
1986年7月28日
2002年8月1日

2004年12月10日
1998年10月5日
2013年9月17日
1998年10月5日
1999年8月18日
2013年8月16日
2013年8月17日
2001年8月17日

2013年10月30日

幼虫を採集
スギの朽木から成虫・幼虫を採集
朽木から幼虫を採集
側溝に落ちていた死骸（幼虫）を発見
アカマツの朽木から成虫・幼虫を採集
スギの朽木から成虫・幼虫を採集
ブナ林の林床で成虫を目撃
アカマツの朽木から幼虫を採集
アカマツの朽木から成虫・幼虫を採集
木造建築物の壁で幼虫を目撃
モミの朽木から成虫を採集
モミの朽木から幼虫を採集
アカマツの朽木から成虫・幼虫を採集
アカマツの朽木から成虫・幼虫を採集
成虫♂を採集
成虫を採集および目撃
朽木から成虫・幼虫を採集
マツの倒木で確認
参道の傍で成虫を採集

スダジイ・アカマツの朽木から採集
朽木から成虫♂♀を採集
スダジイ・アカマツの朽木から成虫♂・幼虫を採集
朽木から成虫♀を採集
朽木から成虫♂を採集
スダジイ・アカマツ・モミの朽木から採集
朽木より採集
スダジイの朽木から成虫♂を採集
アカマツの朽木から成虫♂♀を採集
スダジイの朽木から成虫♂・幼虫を採集
朽木から幼虫を採集
スダジイの朽木から幼虫を採集
スダジイの朽木から幼虫を採集
スーパーの駐車場で死骸（成虫♂）を発見
朽木から成虫♂♀・幼虫を採集
成虫♂を採集
立枯木の樹皮下で成虫を目撃

徳本 , 1964
本研究
本研究

石原 , 2002a
本研究
本研究

折戸・嶋田 , 2013
本研究
本研究
石原 , 2009
渡部 , 2015
石原 , 2002b
本研究
本研究

朝比奈 , 1991
徳本 , 1964
本研究
富沢 , 2003
武藤 , 1970
富沢 , 2013
富沢 , 2013
富沢 , 2013
石川県 , 1998
佐藤 , 2014
富沢 , 1999
佐藤 , 2014
佐藤 , 2014
石川県 , 1998
富樫 , 1988
富沢 , 2003
富沢 , 2005
富沢 , 1999
佐藤 , 2014
富沢 , 1999
富沢 , 1999
佐藤 , 2014
佐藤 , 2014
富沢 , 2003
本研究

福井県坂井市丸岡町田屋
　　　　　　丸岡町山崎三ケ

34
35

100m
55m

2013年10月29日
2016年11月16日

朽木から成虫・幼虫を採集
朽木から成虫を採集

嶋田 , 2013
本研究

富山県氷見市惣領
　　　高岡市伏木一宮（氣多神社）

〃　
　　　富山市町長
　　　朝日町小川温泉
　　　　　　横尾
　　　　　　宮崎（城山）

36
37

38
※
39
40

25m
50m
50m

340m

25m
170m

2016年12月21日
2015年12月20日
2016年12月21日
2016年2月19日
1956年3月3日

2016年10月23日
2016年10月23日

アカマツの朽木から成虫♂♀・幼虫を採集
アカマツの朽木から成虫♀・幼虫を採集
アカマツの朽木から成虫♂♀・幼虫を採集
アカマツの朽木から成虫♀・幼虫を採集
成虫♀・幼虫を採集
アカマツの朽木から成虫♂♀・幼虫を採集
アカマツの朽木から成虫♀・幼虫を採集

本研究
本研究
本研究
本研究

朝比奈 , 1991
本研究
本研究

※当時，小川温泉には２つの施設（小川温泉元湯と天望閣）が存在したため，どちらで採集されたかは不明である．
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に広く分布していたことが推測される．しかし，人
為的活動により，照葉樹林の多くはアカマツ林やコ
ナラ林（二次林）に変わり，原植生は社叢林などご
く一部に残るだけとなった（石川県 , 1993）．現在
では，本種は，原植生である照葉樹林が残る場所の
ほか，照葉樹林が改変されて二次林となった場所に
遺存的に生息していると考えられる．二次林であっ
ても，適切な環境（湿度や日照条件など）が維持さ
れ，林内に朽木が豊富に存在する場所であれば，本
種は生息できるものと考えられる．
　石川県における本種の古い記録は，羽咋市能登一
ノ宮（1962年）・珠洲市山伏山（1963年）・小松市
那谷寺（1970年）などがあり，40～ 50年経った現
在でも生息が確認されている（表 1）．これらの場
所にはいずれも原植生が残る社叢林があり（石川県
, 1993），本種にとって好適な環境が長期間にわた
って維持されていると考えられ，この 3ヶ所が県内
でも有数の安定的な生息地であると言える．
　今回の調査では，金沢市・能美市・白山市でも同
様の調査を行ったが，現時点では生息を確認できて
いない．しかし，上述のように，かつて照葉樹林
（主にシイ林）であった二次林を中心に探せば，新
たな生息地が見つかる可能性がある．今後も，県内
における本種の生息状況および分布を調査する予定
である．
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写真１　�朽木の中から見つかったオオゴキブリの雄成虫
（羽咋市寺家町）．

写真２　�幼虫（羽咋市寺家町）．4〜5齢の個体であると
推定される．

写真３　�本種が確認された倒木（輪島市町野町西時国：
岩倉山）．

写真４　�樹皮下に溜まっていた木屑と本種の糞．右下は，
糞の拡大写真（スケールバーは1mm）．

写真５　�雄成虫の前胸背板．前端部の中央はくぼみ,一対
の牛角状突起がある．

写真６　�雌成虫の前胸背板．前端部に顕著な突起はなく，
中央のくぼみもほとんどない．
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写真７　�雄成虫の頭部（側面）．前胸背板には突起構造が
あるため，前端部は反り返る．

写真８　�雌成虫の頭部（側面）．前胸背板に顕著な突起構
造はなく，前端部はなだらかである．

写真９　�雄成虫の腹端部（腹面）．第7腹板の下に，第8
腹板の先端部が見える．�

写真10　�雌成虫の腹端部（腹面）．第7腹板が腹端部を
覆い，第8腹板の先端部は見えない．�

写真11　�本種の主な生息環境である照葉樹林（羽咋市寺
家町）．

写真12　�本種が確認された二次林（七尾市能登島須曽
町）．
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