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発表のポイント 

• 白亜紀“中期”約 9900 万年前のミャンマー北部産琥珀からアミメカゲロウ目トガマム

シ科トゲズネトガマムシ亜科（新称）の昆虫４新属７新種を記載、分類した。 

• アミメカゲロウ目トガマムシ科の現生種はサハラ砂漠以南のアフリカ大陸に１３種が

分布しているだけである。トゲズネトガマムシ亜科は世界各地の中生代白亜紀の琥珀

からのみ記録がある分類群で、2018 年 12 月に記載論文が発表された久慈琥珀産の

Kujiberotha teruyukii（クイベロータ・テルユキイ）を含めこれまで１４種が記載され
ていた。今回の発見で新たに７種が加わり、中生代白亜紀におけるトゲズネトガマムシ

亜科の予期せぬ多様性が明らかになった。 

• 現生のトガマムシ科トガマムシ亜科昆虫と比べて捕獲脚の形態がきわめて多様である

ことが明らかになった。 

• 2020年 4月 7日(火) Cambridge University Press よりオンライン出版。 

（https://doi.org/10.1017/S0016756820000205） 

 

発表内容 

①研究の背景 

トガマムシ科（Rhachiberothidae）はアミメカゲロウ目（Neuroptera）の小さい分類

群で、カマキリモドキ科（Mantispidae）、ケカゲロウ科（Berothidae）と共にカマキリ

モドキ上科を構成します。トガマムシ科の現生種は３属１３種が記載されているにすぎ

ず、分布域もアフリカ大陸のサハラ砂漠以南、特に南部に限定的に分布しているだけで

す。一方、トガマムシ科の化石は世界各地の琥珀から複数見つかっており、白亜紀から新

生代第三紀にかけて本研究で記載した７新種を含め１９属２４種１不明種が記録されて

います（図１）。このように現生種よりも絶滅種の方が多く記載されているのもこの科の

特徴です。 
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②研究内容 

ミャンマー北部、カチン州フーコン渓谷は古くから琥珀の産地として知られていまし

た。ミャンマー産琥珀は白亜紀中期約 9900 万年前のものとされており、保存状態の良好

な昆虫を含む節足動物の化石が豊富に含まれていることから、2000 年代以降盛んに研究

されています。 

本研究ではミャンマー産琥珀に含まれていたトガマムシ科トゲズネトガマムシ亜科の

の４新属７新種を記載、分類しました（図２－９）。 

 

新属新種 Acanthoberotha cuspis gen. et sp. nov. 

【尖頭具を持つ刺のベロータ】 

属名はギリシャ語で「刺」を意味する‘akantha’ [ἄκανθα]と、このグループの一般名であ

る‘Berotha’の結合、種小名は前脚の第１跗節
ふ せ つ
の先端が尖っていることから、ラテン語で

「先の尖った道具」を意味する‘cuspis’を用いました。 

新属新種 Astioberotha falcipes gen. et sp. nov. 
【鎌脚の秀麗なるベロータ】 

属名はギリシャ語で「洗練された」という意味の‘asteios’ [ἀστεῖος]と‘Berotha’の結合、

種小名はラテン語で「鎌」を意味する‘falcis’と「脚の」を意味する‘–pes’の結合です。本

種の標本の保存状態が良好で、前脚が大鎌のように見えることに由来します。 

新属新種 Stygioberotha siculifera gen. et sp. nov. 
【短剣を携えし冥府のベロータ】 

属名はギリシャ語で「冥府」を意味する‘Stygios’ [Στύγιος]と‘Berotha’の結合、種小名は

ラテン語で「短剣」を意味する‘sicula’と「～を持つ」の意味の‘–fer’の結合です。琥珀は

地中深くから掘り出されること、また前脚の第１跗節
ふ せ つ
が伸長し短剣を持っているように

見えることから名付けました。 

新属新種 Uranoberotha chariessa gen. et sp. nov. 
【優美なる天空のベロータ】 

属名はギリシャ語で「天空」を意味する‘ouranos’ [οὐρανός]と ‘Berotha’の結合、種小名

はギリシャ語で「優美な」の意味の‘charieis’ [χαρίεις]に由来します。本種の標本の保存

状態が極めて良好で天を駆けているように見えることから名付けました。 

新種 Creagroparaberotha cuneata sp. nov. 

属名はギリシャ語で「分岐」を意味する‘kreagris’ [κρεαγρις]と、このグループの一般名

である‘Paraberotha’の結合、種小名はラテン語で「楔」を意味する‘cuneatus’に由来しま

す。腹端に楔状の構造物があることから名付けました。 
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新種 Micromantispa galeata sp. nov. 
属名は小さなカマキリモドキの意、種小名は頭頂部が丸く、兜をかぶっているように見

えることからラテン語で「兜をかぶった」を意味する‘galeatus’を用いました。 

新種 Micromantispa spicata sp. nov. 
種小名は腹端に穂状の構造物を持つことから、ラテン語で「穂先」の意味の‘spica’を用

いました。 

 

これらの標本はいずれも保存状態が良好で、前脚や翅脈、腹端形態など分類や系統関

係を知る上で重要な形態形質の詳細な観察が可能でした。特にUranoberotha chariessa 
gen. et sp. nov.の保存状態は極めて良好で、詳細なオス交尾器の構造が明らかになりま

した（図６）。 

なお、本研究に用いた全ての標本はアメリカ合衆国ニューヨーク市のアメリカ自然史

博物館に収蔵、管理されています。 

 

③研究の意義など 

中生代白亜紀におけるトガマムシ科トゲズネトガマムシ亜科昆虫の形態や種の多様性

が非常に高いことが明らかになりました（図１０）。特に捕獲脚である前脚の大きさ、脛

節の刺の数、第１跗節の刺の有無や長さなど、その形態的な多様性は獲物の種類や行動

に対応している可能性が考えられます。前脚が捕獲脚に変化している昆虫はカマキリ、

サシガメやタガメのような捕食性カメムシ、ハエ目のカマバエなど、複数の分類群でみ

られます。本研究は昆虫における捕獲脚の進化について洞察を与えるものと考えられま

す。 

上述したように現生トガマムシ科昆虫はアフリカ大陸サハラ砂漠以南にのみ遺存的に

分布していますが、中生代白亜紀には広い分布域を持ち、多様な種により構成される繁

栄した分類群であることが明らかになりました。このように中生代白亜紀の昆虫相を理

解し現生種と比較検討することは、トガマムシ科だけでなくアミメカゲロウ目の進化史

の解明に寄与すると考えられます。 
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※ アミメカゲロウ目は完全変態昆虫の一群で、ヘビトンボ目、ラクダムシ目と共にアミメカゲ

ロウ上目Neuropterida を構成し、世界で２０科 約６５００種、日本から１２科 約１５０

種が知られています。ふつう前翅後翅ともに大きく、翅脈が複雑で網目状になっています。

幼虫の一部がアリジゴク（蟻地獄）として有名なウスバカゲロウの仲間や、ツノトンボ、カ

マキリモドキなどが含まれます。 

※ Paraberothinae亜科の和名「トゲズネトガマムシ亜科」は標本や古物も扱う自然科学系雑

貨店『うみねこ博物堂』店主の小野広樹さんの発案によります。 

※ 中生代白亜紀は前期と後期に区分され、「中期」という区分は用いられていません。しかし

ミャンマー琥珀の成立年代である９９００万年前は白亜紀の中頃であるため、“中期”と表

記しています。 

※ 学名に用いられている「Berotha」はケカゲロウ科（Berothidae）の基準属Berotha Walker, 

1860 の属名で一般名としても用いられています。なお「Berotha」の語源は不詳ですが、

旧約聖書のエゼキエル書にガリラヤ北部の地名として「Berotha」が記述されており、関連

が示唆されます。 

※ クジコハクトガマムシの属名 Kujiberotha の読みを「クジベローサ」と発表しましたが生

物の学名に用いられるラテン語の発音では「クイベロータ」とするのが正式です。 

※ ミャンマー北部産琥珀は約２千年前から宝石として採掘されていました。昆虫のような節

足動物の化石だけでなく小型の恐竜化石なども発見されています。 

※ 記載に用いられる「gen. et sp. nov.」はラテン語の「genus et species novum」の略で「新

属新種」の意味です。同様に「sp. nov.」は「species novum」の略で「新種」を意味しま

す。 

 

 

  

本研究の問い合わせ先 
〒５６２－０００２ 
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電話：０７２－７２１－７９６７ 
FAX：０７２－７２１－３１４０ 
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図 2：新属新種Acanthoberotha cuspis gen. et sp. nov.（正模式標本 AMNH Bu-SY16）。（a）左側
面、（b）左前脚。スケールバー：1.0 mm（a）；0.2 mm（b） 

図１：中生代白亜紀、約１億年前の古地理図。トガマムシ科の化石種および現生種の分布を示す。中生
代白亜紀には北半球に広く分布していたが（紫色）、現生種の分布はアフリカ南部に限定されている
（赤）。なお星形③はミャンマー琥珀の産地を、⑥は岩手県久慈市の久慈琥珀の産地を示す。 
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図３：新属新種Astioberotha falcipes gen. et sp. nov.（正模式標本 AMNH Bu-SY17）。（a）右側面、
（b）左前脚腿節

たいせつ
の側面、（c）左前脚脛節

けいせつ
・跗節
ふせつ
の側面。スケールバー：1.0 mm（a）；0.5 mm（b, 

c） 

図４：新属新種 Stygioberotha siculifera gen. et sp. nov.（正模式標本 AMNH Bu-SY18）。（a）右側面、
（b）左前脚腿節

たいせつ
・脛節
けいせつ

・跗節
ふせつ
の側面。スケールバー：1.0 mm（a）；0.2 mm（b） 
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図５：新属新種Uranoberotha chariessa gen. et sp. nov.（正模式標本 AMNH Bu-SY19）。（a）左
上側面、（b）前脚左側面。スケールバー：1.0 mm（a）；0.5 mm（b） 

図６：新属新種 Uranoberotha chariessa 
gen. et sp. nov.の腹端構造と雄交尾器。（a）
腹部左側背面、（b）腹部右側腹面、（c）腹端、
（d）腹端構造を線で示す。略語 e：
ectoproct、gx9：gonocoxite 9、psp：偽陰茎

ぎ い ん け い

（pseudopenis）、S1‒S9：第１－第９腹板
（sternite 1‒9）、T2‒T9：第２－第９背板。
スケールバー：0.2 mm 
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図７：新種Creagroparaberotha cuneata sp. nov.（正模式標本 AMNH Bu-SY20）。（a）右側面、
（b）左前脚。スケールバー： 1.0 mm（a）；0.5 mm（b） 

図 8：新種Micromantispa galeata sp. nov.（正模式標本 AMNH Bu-SY21）。（a）左側面、（b）左
前脚脛節

けいせつ
前半部の側面、（c）左前脚脛節

けいせつ
先端部と第一跗節

ふせつ
の側面。スケールバー： 1.0 mm（a）；0.1 

mm（b, c） 
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図９：新種Micromantispa spicata 
sp. nov.正模式標本 AMNH Bu-
SY22）。（a）右側面、（b）右前脚脛節

けいせつ
、

（c）左前脚左前脚脛節
けいせつ

。スケール
バー： 1.0 mm（a）；0.2 mm（b）；
0.1 mm（c） 

図１０：再構成した各種の左前脚。サイズ、刺の数など形態的な多様性の高さが理解できる。 
（a）Acanthoberotha cuspis gen. et sp. nov.、（b）Astioberotha falcipes gen. et sp. nov.、（c）
Stygioberotha siculifera gen. et sp. nov.、（d）Uranoberotha chariessa gen. et sp. nov.、（e）
Creagroparaberotha cuneata sp. nov.、（f）Micromantispa spicata sp. nov.。スケールバー：1.0 
mm 


