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岡山県下でヒサマツミドリを採集

NO.120

Apr。 1985

ゼフィルスと称されるミドリシジミ族の中で,かつ

ては最稀種 とされ,生活史の解明も最後となったヒサ

マツミドリシジミは,ウ ラジロガシ,ア カガシなど主

に常緑カシ類を食樹とすることが半J明 して以来,次々

に新産地が発見され,本州中部以西,四国,九州の暖

帯常緑広葉樹林帯上部を中心に,局地的ではあるが広

く分布することが明らかとなった。 しかしながら,岡
山県下においてはこれまで精力的に調査が行われてき

たにもかかわらず,成虫,卵 ともに全 く発見されるこ

となく,本州西部における唯―の未記録県となってい

中 村 具 見
*

〔写真〕

苫田郡加茂町倉見産

ヒサマツミドリシジミ

1.♂ (筆者採集 )

2.同上裏面

3.♂ (渡辺和夫氏採集 )

4.同上裏面

た。筆者 も,新見市北部,勝山町,奥津町,勝北町な

ど県北の山地帯でウラジロガシが多 く見られる渓谷沿

いを中心に何回か調査を試みたが確認することはでき

ず,本種が県下に分布 している可能性は低いものと考

えていた。ところが,1984年 7月 3日 に苫田郡上斉原

村の岡山県立森林公園内のブナ林中で,岡 山県立短期

大学の伊藤國彦氏により1♀が採集され,県下初記録

としてカラー生態写真とともに山陽新聞紙上にも大き

く報 じられ,話題となったのは周知のとお りである。

そして,ち ょうどその 1週間後,森林公園から東へ約

15kmほ ど離れた苫田郡加茂町においてチ ョウの分布調

査を行っていたところ,偶然にも本種を採集すること* 〒719-11総社市真壁1048
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ができたので報告 しておく。

Cんッ sθzのり 物 sん tSαπα″s%sαπ%s NAGAMIet lsⅢ GA

ヒサマツミドリシジミ

5♂ ,苫 田郡加茂町倉見 (950m),10.Ⅶ .1984,

筆者並びに渡辺和夫氏採集

採集地は森林公園の場合 と同じく,標高900mか ら

1000mの ブナが優占するいわゆる温帯落葉広葉樹林帯

である。午後 2時頃,沢沿いで活発に占有飛翔を繰 り

返すメスアカミドリを採集 していた際に,やや離れた

陽当たりのよい斜面上部の低木上を敏速に飛ぶゼフを

発見,採集 したところ本種であった。続いて近 くにあ

るスギの大本の枝先を占有 していた♂を渡辺氏が採集

し,こ の付近で計 5♂ を得ることができた。いずれも

汚損 しており,発生後10日 から2週間程度は経過 して

いるものと思われた。

以上のように, これまで県下未記録であったヒサマ

ッミドリは,1984年 になって漸 く岡山県からも発見さ

れたわけである。県下では,今のところわずかの成虫

が,北部の中国山地に局地的に残されたブナ林中で得

られているだけであるが,他府県においてもブナ,イ

ヌブナ, コナラ, ミズナラなど常緑カシ以外のブナ科

I は じ め に

最近では観光地として有名な蒜山高原は,県下有数

の好採集地として古 くから知られており,訪れる人も

多いが,過去の報告を見るとその採集地は単に「蒜山」

として簡単に表現 される場合がほとんどであったた

め,こ の地域における蝶の分布の詳細については,現

在でも意外に不明確な部分が多いと思われる。

そこで,筆者は1982年から3年間,同地の明連渓谷

に的を絞ってシジミチ ョウ科を中心に分布調査 を行

い,一応の記録をまとめることができたので,そ の概

要を報告する。

調査地域 岡山県真庭郡川上村上福田明連渓谷 (図

I:太線内の部分)

調査 日時等

1982年 6月 27日  10:00～ 13:00 晴時々曇 り

1983年 7月 3日  6:30～ 8:00 月ヽ雨

各種から卵,幼虫が発見されていることから,ブナ林

が発生地であると同時に成虫の生息地となっていると

も考えられる。しかしながら,本種には,成虫の見ら

れる場所と発生地と考えられる場所 とがかなり離れて

いて,成虫に移動性が認められる場合 もあり,従って

県下で得られた個体が, より低所の常緑カシ類のある

発生地からブナ林へ飛来した可能性 も否定できないよ

うに思われる。いずれにしても,中国山地帯の高所で

発見された本種については,その生態に不明な点が多

く,今後,食草の確認などさらに詳 しい調査が望まれ

る。

末筆ながら,調査に協力されデータの発表を許され

た渡辺和夫氏並びに森林公園での採集状況等について

御教示いただいた伊藤國彦氏には深 く感謝する次第で

ある。

参 考 文 献

1)伊藤國彦 (1984)岡 山県で発見されたヒサマツミ

ドリシジミについて,月 刊むし (164):34

2)福田晴夫ほか (1984)原 色 日本蝶類生態図鑑 (Ⅲ )

保育社,大阪

渡 辺 和 夫
*

00～ 15:00 晴

00～ 15:00 晴

00～ 18:30 曇り

1984年 7月 1日  7:00～ 9:00 小雨後曇 り

なお,筆者自身が採集又は目撃 して確認できたもの

についてはそのデータを示 したが,一部は中村具見氏

の資料をお借 りした。氏には深謝する。

川上村明連渓谷のシジミチ ョウ

1984年 5月 8日  14
1984年 5月 12日  13
1984年 6月 30日  16

＼
ゞ

* 〒719-11 総社市三輪203
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I 調査地域 の概 要

明連渓谷は,岡 山県北部・鳥取県境にそびえる擬宝

珠山 (1,112m)を 源 とする明連川によって刻まれた

渓谷で,蒜山三座に連なる皆ヶ山 (1,159m)の西南

麓に位置 しており,す ぐ西側の尾根を通る蒜山大山有

料道路とほぼ平行に走っている。

上流部は谷幅が狭 く,大部分はスギ, ヒノキの造林

地となっているが,一部に温帯落葉広葉樹林 (二次林

ではあるが)が残されている。また,下流域では次第

に谷床の平担面が広 くなり,牧草地や畑になっている。

今回は,上流部よりの比較的自然度の高い植生の温

存された地域を主に調査 した。ごく狭い範囲に残され

た温帯落葉広葉樹林は, ミズナラ,コ ナラ,ク リ,ハ
ルニレ等を主体とし,ブナ, トチノキ,マ ンサク,ヤ
マザクラ,ホ オノキ等が見られ,林床にはササが密生

している。

Ⅲ 採 集 記 録

1.ル″s%πι θttιαjθι BuTLER ウラクロシジミ

3♂ ,30.Ⅵ .1984 採集確認

時期的に遅かったせいか,かなり破損 した個体ばか

りだった。頭上にミズナラが被さるような場所には少

なく,開 けた場所を好んで飛ぶ。個体数はやや少ない

ようである。

2.ヵ
"続

θα ιπιια HEWrSON アカシジミ

2 exs.30.Ⅵ 。1984 目撃確認

夕刻飛翔中のものを目撃 した。

3.ツ lζαgtπθ st″tαια BuTLER ダイセンシジミ

6卵 (ミ ズナラより), 5.V.1984 中村具見採

り「 (101♀ , 15～ 16.Ⅵ .1984羽化 )

4.■″づ」πS α′′づJグα BREMER ミズ イ ロ オ ナ ガ シ ジ ミ

1♀ , 3.Ⅶ .1983

5.ス″づgtπ s bπιιι″FENTON ウスイロオナガシジミ

1♀ ,30.Ⅵ .1984;1♂ , 1.Ⅶ。1984

6. Cれっsθzθク″ 7Zι S b″ι′απ″π%s STAUDINGER

アイノミドリシジミ

1♂ , 3.Ⅶ .1983〔写真 1〕

県下に産するゼフィルスの中では,少ないものの 1

つである。成虫の採集例が少ないのは,活動期が早朝

に限られることもその一因であろう。占有位置が約

8mと 高かったため,採集した個体は少ないが,数頭

の個体を目撃した。

7.Cん ッ sθzιクリ 物 S Sπα鶴 ♂ 物 πs BREMER

メスアカミドリシジミ

4♂ 2♀ , 27.Ⅵ 。1982;1♀ , 3.Ⅶ .1983;2

♂1♀ ,30.Ⅵ .1984;1♀ , 1.Ⅶ .1984

最初に当地を訪れた際には,本種と次種エゾミドリ

シジミしか採集できなかったが,その個体密度の高さ

がその後の調査のきっかけとなったものである。占有

位置は5～ 6mで ,ア イノミドリシジミより若干低い。

♀前翅表のA斑 は個体変異が多いと思われるが,参
考までに当地で得られたものの中で最もA斑の大きい

個体 〔写真 2〕 と最も小さい個体 〔写真 3〕 を示す。

|■■■■■‖■‖■■■|

8.λ υ粥 づ%sル zθθηStS MATSUMURA エ ゾ ミ ド リ シ ジ ミ

5♂ ,27.Ⅵ .1982;14♂ ,30.Ⅵ .1984

7♂ 1♀ , 1.Ⅶ .1984
当地に産するゼフィルスの中では,個体数は最も多

く,鮮度もよいものばかりだった。占有位置はメスア

カミドリシジミと同程度。
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9. Fαυ
"3じ

%sα%御ππ%S OBERTHUR

ジョウザンミドリシジミ

2♂ , 3.Ⅶ 。1983;1♂ , 30.Ⅵ .1984;5♂
,

1.Ⅶ .1984

前種に比べると若干採集 した個体数は少ないが,天

候に恵まれなかったことも影響 しているのかもしれな

い。占有位置は前 3種 に比べ最も低 く採集は容易だが ,

アイノミドリシジミと同様活動が早朝に限られるた

め,成虫の採集記録は少ないようである。

10。 S′ηπωtatα υ_αιb%π KNOCH

カラスシジミ 〔写真 4〕

1♂ 2♀ , 30.Ⅵ .1984;1♀ , 1.Ⅶ .1984

ハルニレが相当数あり,個体密度は高いものと思わ

れる。♀は新鮮だったが♂は若千汚損していた。当地

では1979年に1♂ の記録があるか。

11.Cαιι″ んηSル鰯θα BUTLER コ ツ バ メ

1♂ , 8.V。  1984

12.Cθ ιαs′ππα″ ζθル s LINNAEUS ル リ シ ジ ミ

多数, 8.V.1984 目撃確認

13.Cιιαsιπ%α s%」めπづt MATSUMURA

スギタニルリシジミ〔写真 5:♂ 〕〔写真 6:♀ 〕

1♂ 2♀ , 12.V.1984

|■■■■■■I■||"■■■■■■■|

トチノキの大木の下に密生 しているササの葉上から

飛び出したものを採集 した。

1984年は厳冬の影響で,春先の蝶の発生が例年より

も2～ 3週間程度遅れるという異常なシーズンであっ

たが,本種の場合 もその例外ではなかったようで,比
較的新鮮な個体が得 られた。例年なら4月 下旬の発生

であろう。

4

14.Pιιb″%s αγル S LINNAEUS ヒメ シ ジ ミ

2♂ 1♀ ,30.Ⅵ .1984

蒜山産の本種は他地域のものと比べ,若干大型とな

る傾向があるようだ。

Ⅳ そ の 他

調査活動を続けているうちに, 1点おもしろい事実

に気付いたので報告しておく。

1984年 6月 30日 夕刻,活動期のエゾミドリの採集後

のことである。附近の樹を叩いていると, トチノキか

らメスアカミドリ♂が飛び出した。活動期は過ぎてい

るはずだが, と思いながらじっと見ていると,どうや

らトチノキの実へ吸汁に来ているようだ。夕闇迫る中,

エゾミドリも来る,カ ラスシジミも来る,と うとうジョ

ウザンミドリまで飛来した。クワの実にゼフが集まる

という報告はある力滋), トチノキの実へ集まるのは報

告がないようだ。採集品は次のとおり。 (本文と重複,

種名は略記)

1984年 6月 30日 エゾミドリ 6♂
メスアカミドリ 2♂ 1♀

ジョウザンミドリ 1♂
カラスシジミ 1♂ 1♀

エゾミドリ 7♂1984年 7月 1日

メスアカミドリ 1♀
カラスシジミ 1♀

活動期を過 ぎたものや,活動期に入る前のものが多

いようで,活動期には特に♂は占有行動をとるため吸

汁には来ないものと思われる。

参 考 文 献

1)石井貞志 (1978)岡 山県の Zephyrus.月 刊むし(84)

: 17--22

2)岸清己 (1984)カ ラスシジミの一産地.み ちじる

べ(1):4

3)倉敷昆虫同好会 (1972)岡 山県の蝶.すずむし(108)

4)鈴木二生 (1979)ク ワの実に来集 したゼフィルス.

月刊むし (95):18
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岡山県のコメツキムシ追録 Ⅱ
*

昨年に引続 き,新たに岡山県内に分布することが確

認できた種を報告すると共に,初報で報告 した種の中

で種名の変更が必要となった種について訂正・解説す

る。また,初報において報告 した124種の内で 4種は

文献よりの引用のみによっていたのであるが,内 3種

については県内産の標本を検することができ,残る 1

種については岸井りの言うように疑問種 として処理を

すべ きと考えられ,一応の区切 りがついたのであわせ

て報告する。

貴重な標本・記録を提供 して頂いた植田千弘,金田

昌士,光枝洋,三宅誠治,山地治の各氏,文献等いろ

いろお世話になった岸井尚氏には心よりお礼申し上げ

ます。また,標本写真の撮影にあたっては山地治氏に

協力頂いた。

なお,種の番号は前報に引続き通 し番号とし,亜科

等の取扱いや配列 も前報までに準 じた。

追加記録種

s%曖閉の AGRYPNINAE サビキコリ亜科

133.Cθιαπιαり協ゥαπθιθづ′s%々απθιθづKIsHII, 1956

ハマベオオヒメサビキコリ (Fig.la,b,c)

玉野市出崎, 2♂ 5♀ ,29.Ⅳ .1984

(山 地治,渡辺採集)

ク   , 9 exs.29.Ⅸ .1984(山地治採集)

海浜性の種 としてよく知られており,本州 。四国 。

九州の海岸で黒潮の当たるような所に主に分布が知ら

れている。そのような本種が瀬戸内海奥深 くまで侵入

していることは,次種 と共に興味深い。今回の個体は

砂浜の中でわずかに泥質がかった所から採集できた。

本種は一見,県内に産する同属種のヒメサビキコリに

似ているが,後翅が退化 しているので区別はたやすい。

慣れれば外観での区別 も難かしいものではない。なお
,

今の所県内の海岸ではこの属の種では本種 しか得 られ

ていない。

134.」 イヽι″s′んπs(S%ι θjπι%S)π炒粥 θπsts LEWIS, 1894

スナサビキコリ (Fig.2)

倉敷市黒崎, 1♂ ,20.V.1984(渡辺採集)

本種 も海浜性であるが,一般に稀な種である。また,

* 初報 すずむし 114,追 録 I すずむし119

** 〒701-01 倉敷市上東10501

渡 辺 昭 彦
**

前種よりも北方に分布するようで, 日本海沿岸に既知

産地が多い。なお,こ の個体は非常にさらさらした清

潔な感 じの砂の所で得 られた。

s%瞬協の NEGASTRIINAE ミズギワコメツキ亜科

135. ゴИjgづりαノθ′s%bθ sんづKIsHH, 1976

ヨツボシミズギヮコメツキ

岡山市大原,(月 刊むし-116,岸 井尚,1984)

苫田郡奥津,(月 刊むし-116,岸 井尚,1984)

本種は筆者らの採集品に基づいて岸井尚氏により発

表されたものである。これが原記載以降初の記録であ

るが,県内河川の中～下流部の河原に産する斑紋を有

する本属の種は,大部分本種ではないかと考えられる

ので今後の検討を要する。岸井の報文中採集者名で兼

田とあるのは金田 (昌 士氏)の誤 り
｀
である。

また,初報で No.25几 fjgαづυα(M)9%ααπιι%%と して

報告 した記録は全て本種であるが,詳 しくは後で記す。

136.」 4ヽιθんρα
“
πSルαα例ソαれづKIsHII, 1976

カ ドワキツヤミズギヮコメツキ (Fig.3a,b)

真庭郡川上村,10♂ 7♀ , 8.Ⅶ 。1984

(渡辺採集)

上記の採集個体の内 3頭 を岸井氏に同定 して頂い

た。全ての個体 は極めて狭い (数ポ程度)所 よリス

ウイービングで得 られ,近 くに似たような環境が多 く

かなり採集を試みたにもかかわらず全 く得られなかっ

た。

本種は島根県より記載された種であり,近 くの岡山

県に産することは不思議ではないが,原記載以降記録

はないようである。また,酷似種がいるので同定には

注意を要する。

s%瞬閉の ATHOINAE ツヤハダコメツキ亜科

137. ∬α?7γιづ%づ %s gα ιιθづsづ LIII、vA, 1928

ガロアムネスジダンダラコメツキ (Fig.4)

英田郡後山, 1♂ , 4.Ⅷ .1984(渡辺採集)

後山奥ノ院での灯火採集により得られた。
s%瞬閉 物 HYPNOIDINAE ヒサ ゴ コメ ツ キ亜科

138. 乃リクθl」
l′んπs b?っιππι)∫範sθ%S(NAKANE, 1954)

チャグロヒサゴコメツキ (Fig.5)

英田郡後山, 10, 3.Ⅵ .1984(三宅誠治採集)

あまり多いものではない。四国より記載された種で

ある。今回の個体を含めて中国山地東部のものは,四
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1954)

国山地の個体群に比較 して体型等いくらかの差異があ

るようで,小型で前胸が短い。

Sπ b/a滋りCTENICERINAE ヒラタコメツキ亜科

139.ス θ″πづθιγθγνzθゆんπS ttψι%at(MIWA,1934)

ミヤマフトヒラタコメツキ

高梁市臥牛山, 1♀ ,14.V.1984(光枝洋採集)

S%b/a滋り MELANOTINAE ク シ コ メ ツ キ亜 科

140。 Moιαγτθ′πs(SρんιπtSθθs(ηγτ%S)プのク
"Zづ

θ%S OHIRA, 1974

ハネナガオオクシコメツキ

苫田郡泉源, 1♂ ,18.Ⅵ .1978(金 田昌士採集)

前回の追録で書 き落 したものである。割合少ない種

である。

s%瞬開の AGRIOTINAE カバイロコメツキ亜科

141. Cん αれ παノπS tSんづんαγα

`tsん

じんα7包 t(NAKANE et KIsHH,

ウスカバイロコメツキ (Fig.6)

のであるが,そ の後その時の標本を中心 として岸井氏

により新種 として記載されたものである。 (基産地は

若杉である)

本属の種は,小型で酷似種が多 く,同定の難 しいグ

ループの一つである。本種 も外見上の特徴が少ない上 ,

変異 も多 く,外見からの同定はたやす くないが,♂ の

交尾器には特色があり, これによれば同定はさほど難

しくない。県内においては,中国山地部で原生林の保

存されているような所では多産する。

初報で引用のみによつた種

1.Tθ ′πル s ιιωtst CANDEZE, 1873

オオクシヒゲコメツキ

岡山市金山, 1♀ , 1.Ⅵ .1984(植 田千弘採集)

ク   , 1♂ ,23.Ⅵ .1984(植 田千弘採集)

岡山市竜ノロ山, 1♀ ,14.Ⅷ .1984

(植 田千弘採集)

金山の個体は両方共にモ ミジの朽木中より得られた

とのことである。また,竜 ノロ山の個体は樹液より得

られたとのことである。

51.Cθッπbづιθαas θbsθ %γ

"ι

S(LEWIS, 1894)

コゲチャホソヒラタコメツキ (Fig.8)

英田郡若杉, 1♀ , 2.Ⅵ .1984(山地治採集)

割合に知られた種であるが,稀な種のようで標本も

あまり入手できない。また,近似種 との区別は案外難

しく,同属の C.θ

“
θθιθγクロホソヒラタコメツキの西

日本産の個体では,関東あたりのものに比べ大型で幅

広 く明色 (足 も含めて)な ものが多 く,本種に似てく

るので同定には注意を要する。

90.Sん j御乙ιιπs bうのυιιαtts(LEWIS, 1894)

コガネホソコメツキ

英田郡若杉, 10,24.Ⅵ .1984(渡辺採集)

ゴトウズルの花より得られた。

114.Dα ι″づ%SクθιαJαttS(LEWS, 1894)

クロスジヒメコメツキ→疑問種

岸井 (1984)の は,本属 を総括 した中で,本種の確

実な分布地は三重県以北の本州であることを示 し,岡

山県の記録は前記の113.D.bづ zι%の誤認ではないかと

記 している。筆者 も今までに県内産本属の標本を200

個体以上検 しているが,全て D.bづ zιπであった。重井

他 6)の 示 した個体が何であるのかは今後の調査による

としても, とりあえず本種は疑問種としてお くのがよ

いと思う。

参 考 文 献

1)大平仁夫 (1969-1971)日 本のコメツキムシ,昆

虫と自然

2) H.OHIRA (1974) New or Little‐ known Elateridae

総社市三輪, 10, 8.Ⅷ .1984(渡辺採集)

南方系の稀種で,灯火にて得 られた。南方系の種で

は,盛夏期に発生 し夜行性でよく灯火に飛来すると

いったパターンを示すことが多いが,本種 もその典型

のようである。

142.Eθ″%%s″gぃう%s(LEWIS, 1984)

クロムナボソコメツキ

新見市千屋, 3 exs.6.Ⅵ .1984(光枝洋採集)

九州 (原産地),四 国や本州中部以北では多産するが ,

中国地方の標本はなぜかあまり得ていない。

種名変更等を要する種

25,Mづ ♂ υα (ハワ
"γ

ztyりα)9πααπιιπ2(CANDEZE, 1973)

ヨツモンミズギワコメツキ

前記 したように,初報で示 した採集個体は真の本種

ではなく,全て No 135の Mに sιγ.)ノθιSttθ Sんづであっ

た。この点については同定者の岸井尚氏にも確認 して

頂いたので,こ こに訂正 しておく。

ところでi真のM.Ⅳ .)ク%αα″ιι%復 も県内より得

られているので,改めてここに報告する。

苫田郡倉見, 5 exs.16.Ⅶ .1980(渡辺採集)

赤磐郡山陽町, 7 exs.1.Ⅵ .1977(渡辺採集)

一見似ているM(s.s′γ.)夕θιS%bθ sんづヨツボシミズギ

ワコメツキとは生態的にかなり異なるように思われ,

今回示 した採集例ではいずれも畑地の地表 (砂質では

ない)よ り得 られたものであり,県内の採集では未だ

河原より得ていない。

113. Dα ιqρt%sん tttSαπ%s KIsHII, 1966

ヒラナカグロヒメコメツキ

→D bizen KIsHII, 1984

チュウゴクナカグロヒメコメツキ (Fig.7a～ d)

初報ではヒラナカグロヒメコメツキの名で報告 した

6
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(COleOptera)from Japan,XⅧ .Kontyi 42(1):24-

28

3) T KIsHII(1976) New Negastr五 nae with Some

Notes.Bun Heian H s.

4) 一――――――― (1984)The Elaterid_beetles of the

Tribe Agriotini frOm」 apan.Bun.H.S.

5)岸井尚 (1984)未 記録及び珍 しいコメツキムシ若

干について,月 刊むし166:21-23
6)重井博他 (1965)新庄村の昆虫調査報告 (そ の 2),

すずむし144)
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Fig.3

※ 2, 3は 小型種のため縮少が異なる

〔写 真 説 明〕

1.ハマベオオヒメサビキコリ

(a― ♂, b― ♀, c― ♀後翅の退化を示す)

2.ス ナサビキコリ ♂

3.カ ドヮキツヤミズギヮコメツキ(a-3, b― ♀)

4.ガロアムネスジダンダラコメツキ ♂

5.チ ャグロヒサゴコメツキ ♂

6.ウ スカバイロコメツキ ♂

7.チ ュウゴクナカグロヒメコメツキ

(a～ C― ♂, d一 ♀)

8.コ ゲチャホソヒラタコメツキ ♀
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岡山県のカミキリムシ数種の記録

岡山県下から採集されたカミキリムシの内,初記録

及び従来記録の少なかったものについて報告 したい。

記録の発表を許された植田千弘・黒田祐一・那須敏・

渡辺昭彦の各氏には御礼申し上げる。学名及び和名に

ついては,最近発行された “カミキリ大図鑑 (日 本翰

翅目学会編)"に 従った。学名の前の *印 は岡山県初

記録種である。

1.Ⅳ θ″んθγん物α″ιπθια他 (FABRICIU勁

ケブカヒラタカミキリ

8 exs.高 梁市臥牛山, 6.Ⅸ .1981,那 須・山地

採集

ふいご山し附近のアカマツ樹皮下より。

2.動のθι″s θιづυαθια BATES テツイロハナカミキリ

2♂ 1♀ ,真庭郡中和村津黒山, 2.Ⅵ .1984,山

地採集

ウラジロノキ花上より。

3. *Rα ο73tα ,73α ιs%sんづιαづOHBAYASHI

マツシタヒメハナカミキリ

1♀ ,英田郡西粟倉村若杉峠,30.Ⅵ .1983,植 田

採集 ;1♂ ,同所,24.Ⅵ 。1984,渡 辺採集 ;1♂ 1

♀,同所,28.Ⅵ .1984,

植田採集 ;5♂ 2♀ ,同所 ,

1.Ⅶ .1984,渡辺採集 ;

3♂ ,同所,7.Ⅶ 。1984,

山地採集

ミヤマイボタ・サワフタ

ギ・フウリンウメモ ドキ花

上で採集 した。主に中部山

岳に分布する種で,近 くで

は氷ノ山・扇ノ山の記録が

ある。当地は本種の既知産

地の西端に当たる。

4. Rαθ2zじα,7zα θ%ιづιんθγαχ PIc

ムネモンヒメハナカミキリ

1♂ 1♀ ,英 田郡西栗倉村若杉峠,30.Ⅵ .1983,

植田採集 ;404♀ ,同所,24.Ⅵ .1984,渡辺採集

;2♂ 1♀ ,同所,28.Ⅵ .1984,植 田採集 ;1♂ 3♀ ,

同所, 1.Ⅶ .1984,渡辺採集 ;6♂ 5♀ ,同所, 7.

山 地
ミム
ノ「 コ

Ⅶ.1984,山 地採集 ;2♂ ,同所,11.Ⅶ .1984,植

田採集

ミヤマイボタ・サワフタギ・イヌツゲ・フウリンウ

メモ ドキ花上。
｀
すずむし、前号で那須氏の採集品で後

山から記録 した種 と同じである。当地で多数採集され

たが,近似の P.bθπυづιπカクムネヒメハナは含まれて

いなかった。当地は後山と共に本種の既知産地の西端

になった。

5.動鶴sttημ″sル sηιづ(PК )

―ョウホウホソハナカミキリ

many exs.英 田郡西栗倉村若杉峠, 7.Ⅶ .1984,

山地採集

他にも多数採集されている。イヌツゲ 。フウリンウ

メモ ドキ花上で採集 した。

6.*Ob″ ππ πα力α%ιづOHBAYASHI

ナカネアメイロカミキリ

1♂ ,英田郡西粟倉村若杉峠, 7.Ⅶ .1984,山地

採集

センノキの葉をスイービングして採集した。

7.Pα ttθん′んづs′αtts ybbι γ ααづsι4 MIYAKE et TsuЛ

セダカコブヤハズカミキリ

101♀ ,真庭郡中和村津黒山, 2.Ⅵ .1984,山

地採集

スキー場上部を横切る林道の側溝中で採集。

8.*Nα ηθんαππ%si鷲QSθι%S BATES

1

採集

イ

クリイロシラホシカミキリ

Ⅶ.1984,山地♀,英 田郡西粟倉村若杉峠,14.

ヌツゲの叩網で採集 した。

一̈蝿

* 〒700 岡山市幸町9-9
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ナカネアメイロ
カミキリ

ヒメビロウ ド
カミキリ

筆者等は日頃岡山県下で各種甲虫の採集を行なって

いるが,今回比較的記録の少ないと思われる若干の種

について報告する。ハナノミについて同定 して頂いた

畑山武一郎氏 。貴重な標本を下さった那須敏氏に感謝

する。筆者等の採集者名は (山 地一Y・ 渡辺―W)と
略記 した。

セスジムシ科

1.Rり SθαθS π炒
"ι

πstS LEWヽ  ホ ソ セ ス ジ ム シ

2 exs.真庭郡新庄村毛無山,11.Ⅵ .1983,Y;1
ex.英田郡西粟倉村若杉峠,28.Ⅶ。1984,Y

ヒゲブ トオサムシ科

1.Eπ s′鶴ノ″
“
づθα BATES エグリゴミムシ

2 exs.玉野市出崎海岸,29.Ⅳ。1984,YoW
アカマツ倒木の樹皮下より採集 した。

オサムシ科

1.Nあπα παθttgttα BATES オオマルクビゴミムシ

l ex.御津郡御津町矢原,17.Ⅸ .1984,Y
ハネカクシ科

1. Psθ zαθ″タクθ,っιS Sα 力αg%″ ι NAKANE et K.SAWADA

ハネビロオオキバハネカクシ

2 exs.高梁市臥牛山,23.Ⅳ .1983,Y

暗 色 型 (α b.π づgりし

“

勧 ιづs NAKANE et SAWADA)で あ る 。

コガネムシ科

1. Saπθαηづα πα′πsづ′αづSAWADA

* 〒700 岡山市幸町99
** 〒701-01 倉敷市上東10501

9.スθαιθι″ια αι″πιγ(BATES)ヒ メビロウドカミキリ

1♀ ,真庭郡川上村上徳山,30.Ⅵ .1984,山地採

集 ;1♂ ,同所, 1.Ⅶ .1984,黒 田採集

ススキ葉上・ヨモギ葉上で採集 した。奥田好秀氏に

より当地での記録が発表されたが,筆者等の記録 も報

告 しておく。

10.E%π ιθθθιれ αγ

`ツ

御 Sκθ他 (BATES)

ヒゲナガシラホシカミキリ

1♂ ,英 田郡西粟倉村若杉峠, 7.Ⅶ .1984,山地

採集

シナノキの葉のスイーピングで採集。県下で 2例 目

の記録である。

(〒 700 岡山市幸町9-9)

マツシタチャイロコガネ

1♀ ,赤磐郡熊山,23.Ⅳ .1972,W
2.Bι 夕αριγ′んα θんααづθπsts SAWADA

オオダイセマダラコガネ

l ex.英 田郡西粟倉村若杉峠,28.Ⅶ .1984,Y
シナノキ花上より

マル トゲムシ科

1.Lα 7ゅ句妙 〃ん%ι%Sれ ″α%s ScHALLER

ドウガネチビマル トゲムシ

l ex.新見市内 (高梁川川原), 2.V.1976,W
ホソクシヒゲムシ科

1.助 懺 ′θθι鶴 ゅ
“

tθα LEWISム ネ ア カ ク シ ヒ ゲ ム シ

l ex.英田郡東栗倉村後山, 4.Ⅷ .1984,W
シバンムシ科

1. 24%んιαθbづαθ¢クπθづ%α REITTER

ヒメ トサカシバンムシ

l ex.高 梁市臥牛山,10.Ⅵ .1972,Y;l ex.高

梁市広瀬,10.V.1975,Y
2.しりιθκ%%S炒銘づθπS Plc セスジタヮラシバンムシ

2 exs.高梁市臥牛山,10.V.1974,Y;l ex.同
所, 9.Ⅵ .1974,Y

カッコウムシ科

1.Tιπιtts ιιttst LOHDE ルリツツカッコウムシ

l ex.阿哲郡哲多町荒戸山,28.Ⅳ .1983,Y
2.Tικιtts θαS′αηι%s KoNO クリイロカソコウムシ

10,英田郡東栗倉村後山, 4.Ⅷ。1984,W

ナイターに飛来 した。

i尋 :

岡山県より採集した甲虫類の記録・訂正

山地  治
*・

渡辺 昭彦
**
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オオキスイムシ科                   ハナノミ科 〔畑山氏同定(HD

l.〃 θιθめ ι

“

η″ πθιαめ LEWIS ミ ド リ オ オ キ ス イ      1.GJttα  Sんづ知務 づNAKANEオ オ オ ビ ハ ナ ノ ミ

l ex.苫 田郡奥津町泉源, 2.Ⅵ。1984,Y;l ex。    2 exs.高梁市臥牛山, 1.Ⅷ .1971,Y;l ex.同

英田郡西粟倉村若杉峠,24.Ⅵ .1984,W        所,16.Ⅷ .1972,Y:1♂ ,真庭郡新庄村毛無山,

オオキノコムシ科                  11.Ⅵ .1983,Y(H);l ex.同 所,30.Ⅶ .1983,Y

l.M■御sttπ %s ιπθθιθγ LEWIS              2.T"γ τθχづα sθ%″ιJαια KoNOネ ジロモンハナノミ

ミイロムナビロオオキノコムシ    1♂ .真庭郡新庄村毛無山,11.Ⅵ .1983,Y(H)

2 exζ .高梁市臥牛山,23.Ⅳ .1983,Y        3.Tttθ χづα″″餡づθα KONOモ ンハナノミ

すでに採集されているようであるが筆者も記録して    1♀ .真庭郡新庄村毛無山,11.Ⅵ .1983,Y(H)

おく。褐色のサルノコシカケ類のキノコで採集した。    前種と共にブナ立枯れより採集した。

2. MOgαιθααθ%ι bιιι%ια LEWIS                             4. HOsん なんαηα%θ
"τ

じα 77ι づ″sπJ NAKANE et NoMuRA

カタボシエグリオオキノコムシ                  ミッオホシハナノミ

l ex.真庭郡新庄村毛無山,21.Ⅵ .1983,Y      l♀ ,真庭郡新庄村毛無山,11.Ⅵ .1983,Y(H)

サルノコシカケ科のキノコより採集           ブナ大木 (生木)の幹に止まっていたものを採集。

3.Eπθα%stts θ%ιπれク鶴ιπθbづιtS LEWIS              5.レ lαπづπθπα/Jαυづπαηα(MARSEUL)

オオキノコムシ                   キンオビハナノミ

l ex.英 田郡西粟倉村若杉峠,28.Ⅶ。1984,Y     l♂ 1♀ ,真庭郡新庄村毛無山,11.Ⅵ .1983,Y

日本産オオキノコムシ科最大の種で島取県下では多   (H)
産地が有るが岡山県下からの報告はなかった。       ツチハンミョウ科

4.Cν γ″θ″γttιαχ παθ%ι 勾敏ZS παθπι勾麟ZS LEWIS           l.ε ρづθαπια″ γんαπづMARSEUL マ メ ハ ン ミ ョ ウ

ミツボシオオキノコムシ    2 exs.真庭郡新庄村田浪,15.Ⅷ .1976,Y;l ex.

l exr高梁市臥牛山,23.Ⅳ .1983,Y        真庭郡川上村上福田,31.Ⅶ .1982,Y
テン トウムシ科                    田浪ではキャンプ場の草地に多産 していた。

1.Mttθ θんづιπs sθχπαθπιαtts FABRICIUS            2.Z"づ ιtsノ の 働 づθα PIc キ イ ロ グ ン セ イ

ダンダラテントウ    2 exs.真庭郡湯原町湯原,14.Ⅷ。1977,Y

l ex.倉敷市上東, 8.Ⅵ .1969,W;l ex.倉 敷    カラスザンショウ花上で採集 した。

市日差山,10.V。 1970,W               ハムシ科

2.Cθ θθづ%ιιια αtπ%LEWISジ ユ ウ イ チ ホ シ テ ン ト ウ     1.多 笏 g9ク んθtt πtttSθづαια」ACOBY

2 exs.新見市井倉 (高梁川川原),19.Ⅵ .1983,                  オビモンナガハムシ

W                           l ex.阿 哲郡哲多町荒戸山.18.Ⅵ .1983,W
ナ ガ ク チ キ ム シ 科                   2.比 閉 %sんづα ιb%鶴協 HAROLDヨ ツ キ ボ シ ハ ム シ

1.Pんιθιθりα bιιιづεθsα LEWIS               l ex.苫 田郡上斉原村三ヶ上, 9,V.1982,W
オオクロホソナガクチキムシ   〔訂正〕

l ex.英田郡西栗倉村若杉峠, 7.Ⅶ .1984,Y     岡山県より採集した甲虫類 (山 地治)｀すずむし、第

2.λ御 帝αα
“
づ%s θγθルsθ%J%S LEWS          l15号中に和名の誤 りがあったのでお詫びと共に訂正

コメツキガタナガクチキムシ   させていただきたい。 p.28上から31行 日

l ex.真庭郡新庄村毛無山, 9.Ⅶ .1983,Y     (誤 )ク ロヘリメツブテントウ

中国地方からは記録がなかったようである。スギ切   (正 )ク ロジュウエホシテントウ

株の樹皮下より採集した。

3.M施 %αηα弱ぃθ′α′α NOMuRA            〔写真説明〕

アカモ ンナガクチキムシ   1.オ オダイセマダラコガネ

l ex.英 田郡西粟倉村若杉峠,27.V.1984,W;   2.オ オマルクビゴミムシ  3.オ オキノコムシ

l ex.英 田郡東粟倉村後山, 3.Ⅵ .1984,那須敏氏   4.ジ ュウイチホシテントウ

採集                         5.オ オクロホソナガクチキムシ

6.コ メツキガタナガクチキムシ

7.ア カモンナガクチキムシ

10
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臥牛山の材 より

ヒゲナガヒメカミキリ羽化脱出

福田 元信

高梁市臥牛山にてベーッヤサカミキリ採集のためカ

ゴノキ枯木を持ち帰っていたところ,0″stππ ι
“
♂―

θθπθ PК ヒゲナガヒメカミキリの脱出をみたので報告

する。なお,カ ゴノキ以外の材 も少々混 じっていたた

め,脱出材は不明である。

2 exs.25.Ⅶ .1982(羽化脱出)

なお,本種は津山市下高倉西の樹種不明の材からも,

l ex.8.Ⅵ .1982 羽化脱出している。

(〒 708-11津 山市下高倉西97)

総社市のヒゲナガヒメカミキリ

竹内 幸夫

1982年 3月 ,総社市市場付近でウメ枯枝を採取保存

していたところ,Pんθ′りπι απππια″αシロスジ ドウボソ

カミキリ l ex.が 羽化脱出した後, 9月 12日 ～ 9月 15

日の間にOπst%π ι
“

gづθθπιヒゲナガヒメカミキリが

4 exs.羽化脱出した。本種はかなり雑食性のようで

あるが,新分布地及び新食樹 と思われるので,こ こに

報告する。

(〒 708津 山市林田790-1)
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ミドリシジミ類の黒紋消失個体について

渡辺 和夫

ミドリシジミ類の後翅裏面肛角部にある橙色斑内に

は,通常小円形の黒紋が存在するが,こ れを完全に消

失 した異常型を数例見出したので報告する。

1.ジ ョウザンミドリシジミ

1♀ ,真庭部川上村苗代谷,24.V.1984 羽化 ,

尾関啓吉採卵飼育 〔写真 1〕

同地で得た卵を飼育して得られた132♀ の中に含

まれていた。

2.ア イノミドリシジミ

1♂ ,真庭郡中和村山乗山,12.Ⅶ .

見採集 〔写真 2〕

10,真庭郡中和村山乗山,10.Ⅶ .

集 〔写真 3〕

両種 とも,黒紋の消失以外には異常は認められない。

このような異常型は,筆者の知る限 りでは,オ オミド

リシジミ0,メ スアカミドリシジミ4),ゥ ラジロミド

リシジミつ, ミドリシジミめについて 1例ずつ報告 さ

れている。

また,藤岡1)に よれば,ハ ヤシミドリシジミの北海

道東部産の個体については,黒紋が消失 しかけた個体

が少なくないとされている。しかし,図示された標本

を見る限 り,こ れらの個体は橙色斑そのものの発達 も

あまりよくないようで,こ の付近の個体に共通 した地

理的変異と考えられる。

ところで, これまでに報告された同様な異常型のう

ち,野外での採集品はオオミドリシジミとウラジロミ

ドリシジミのみであり,今回のアイノミドリシジミの

ように,遺伝的に劣性なはずのこうした異常型が,同
一地点で 2年連続 して野外で採集されたことは,注 目

に値するものと思われる。

末筆ながら,快 く発表に同意頂いた尾関啓吉,中村

具見両氏に厚 くお礼申しあげる。

参 考 文 献

1)藤岡知夫 (1981)日 本産蝶類大図鑑 :PL.64,ig.

46～ 54

2)木暮 翠 (1975)昆 虫と自然10(13):26
3)中村泰士 (1983)す かしば (20):24～ 27

4)大塚依久 (1976)蝶 と蛾27(2):58
5)粒見智晃 (1977)月 刊むし71:8

(〒 719-11総社市三輪203)

アカエゾゼミ蒜山でも記録 される

近藤 光宏

岡山県下でこれまで未発見であったアカエゾゼ ミ

が,昭和59年 8月 12日 岡山県立森林公園において伊藤

國彦氏により初めて記録されたがつ,そ の後間もなく

蒜山でも 1♂ 〔写真〕が記録されたので, ここに採集

者の中村具見氏に代わって報告する。

採 集 地 名 岡山県真庭郡川上村苗代谷

(蒜 山大山有料道路)

採集年月日 1984年 8月 25日

採集個体数 1♂

採 集 者 名 中村具見

採 集 方 法 ライトトラップ

同 定 方 法 図鑑同定 (翅 の紋,♂ は腹弁の交わり

方の違い等により,近縁種と容易に区

別 し得る)

所 蔵 者 近藤光宏

1983 中村具

1984 筆者採



むずす し No.120(1985)

同氏によって,ア カエゾゼミが県内に生息すること

は, より確かになってきた。また, これで Tづ btθιπ属

3種 (コ エゾセミ,ア カエゾゼ ミ,エ ゾゼミ)は いず

れも県内に産することになった。

保育社の図鑑めによると,Tづ bづειπ属 3種の西南 日本

における分布は,いずれも山地性である。そして,コ
エゾゼ ミが最 も高標高の1,000m以 上のブナ林などに

生息 しており,次いでアカエゾゼ ミとなる。アカエゾ

ゼミはスギ林などでエゾゼミと混生 していることも多

いが,生息標高はエゾゼミよりやや高 く,ブナ林など

の自然度の高い広葉樹林に多い。 しかし,産地は局地

的である。エゾゼ ミは前 2種より生虐、範囲が広 く700

～1,000mの マツ,ス ギなどの針葉樹林に生息するよ

うで、岡山県でも上房郡大平山のあたりまで確認され

ている。

ちなみに隣接県の分布について述べてみたい。広島

県の場合,宮武頼夫勾ま,吾妻山及び後冠山山地での

記録を掲げ,個体数は多 くないと報告 している。兵庫

県の場合は,奥谷禎一つの報文には,コ エゾゼ ミ,エ
ゾゼミの記録はあるが,ア カエ ゾゼミは見当たらない。

また,鳥取県,島根県についても,環境庁のでみる限

り,ア カエゾゼミは産 しない。

参 考 文 献

1)奥谷禎一 (1974)東 中国山地自然環境調査報告「中

国山脈東端の昆虫相」

2)宮武頼夫 (1977)比 和の自然 :239

3)保育社 (1977)原 色 日本昆虫図鑑 (下 )

4)環境庁 (1981)日 本の重要な昆虫類 (中 国版)

5)伊藤國彦 (1984)昆 虫と自然19(14)

(〒 710倉敷市中央 2-1614)

蜂 に寄生 す る甲虫 2種の記録

原田 裕康

筆者はここ数年ハチ類の採集をしているが,野外よ

り採集した蜂の巣からは寄主の他にさまざまな寄生昆

虫 (ハ チ・アブ・ハエ・甲虫類など)が現われる。そ

の中に岡山県では記録が少ないと思われる寄生性甲虫

2種について報告しておく。

1.乙滋κsノ″のりθα`Pic キイログンセイ

l ex.邑久郡長船町福岡,12.Ⅶ .1983

我家に造巣していたオォハキリバチの巣より夕方羽

化脱出。 (体長20mm)

2. 盤Qθttstα g"多 παs%ι%π Thunberg

ムモンオオハナノミ

l ex.赤磐郡瀬戸町森末,15.Ⅵ .1983
スズバチの巣より羽化。 (体長12mm)

l ex.赤磐郡瀬戸町児童公園,15。 Ⅵ.1984

便所に造られていたオォカバフスジドロバチ (エ ン

トツドロバチ)の巣より羽化。本種はドロバチ類に広

く寄生するがこの例は珍 しい。 (体長12mm)

参 考 文 献

岩田久二雄 (1975)自 然観察者の手記

岩田久二雄 (1983)新 ・昆虫記

(〒 701-42邑 久郡長船町福岡453-7)

ナガサキアゲハ岡山県東南部にも分布

原田 裕康

ナガサキアゲハは県南部を中心に広 く記録されてい

るが,未だ邑久郡においては確認されていないような

ので報告 しておく。

邑久郡邑久町片山,31.Ⅶ .1982, リョウブの花に

1頭訪れているのを目撃。

邑久郡牛窓町前島,23.Ⅷ .1982,山道を1♂ が飛

んでいた。

邑久郡邑久町福谷,29.V.1983, ミカン畑上で数

頭 目撃 ;26.Ⅶ .1984,ヤ ブガラシの花に 1♀ の訪花

を目撃 ;7.Ⅸ .1984,道路上を飛んでいる 1♀ を目

撃。

ここは錦海湾に面する通 り山という山で南西斜面に

はミカン畑が広がっておリアゲハ類が多い。

長船町においてはまだ確認できていないが近い将来

確認できるであろう。一方,ク ロアゲハは毎年我家 (長

船町福岡)のユズとレモンの盆栽に発生するし,付近

の山においてもまだ普通に見かけることを付記 してお

く。
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参 考 文 献

難波通孝 (1980)岡 山県のナガサキアゲハについて .

すずむし,(117):5-11
岡田耕一 (1982)ナ ガサキアゲハの分布と生態につい

て。すずむし,(118):47-48

(〒 701-42邑 久郡長船町福岡453-7)

倉敷でクロアゲハ無尾型を採集

青野 孝昭

クロアゲハの無尾型は,九州以北の日本本土では出

現率が小さく,標本が得られた折には,珍 しい例 とし

て,こ れまでにも各紙によく報告されている。岡山県

では,1942年 に岡山市北部の金山で 1♂ が採集された

例が報告されているが (昆虫界,vol.10,No.100:P.

650-651),県 下 2例 目と思われる標本が,こ の度 ,

倉敷市で採集されているので報告 しておく。

1♂ ,倉敷市鶴形山, 2.X.1984,松田幹雄採集

標本は,倉敷市立自然史博物館員の松田幹雄氏が採

集したもので,現在,同博物館が所蔵 している。

ちなみに,ク ロアゲハ Rレ″θク筍″%θγの分布圏はヒ

マラヤ西部からカシミールを経て, ビルマ北部,ラ オ

ス,ベ トナム,中国大陸南半,台湾,朝鮮半島南部 ,

日本列島の本州までと,東洋の亜熱帯から暖温帯に帯

状に広がっている。そのうち,朝鮮半島南部と日本列

島のほぼ九州以北に分布する個体群に尾状突起があり

(有尾型),南西諸島でクライン傾向をみせ,ほ ぼ台

湾以西の分布地では尾状突起を欠 く (無尾型)のが通

常のようである。遺伝的には劣性の無尾型が,本州で

時折,出現する現象には興味深いものがある。

(〒 710倉敷市大内937-8)

ワタナベカレハを岡山県大佐町で採集

風早 保男

Gα s′γ9クαθんα ttιαπαbιづOKANOワ タナ ベ カ レハ の既 知

14

産地については,亀田満氏により,屋久島,熊本県,

和歌山県,秋田県,山形県についで北海道が報ぜ られ

ているがの,筆者の手元に下記の採集品があるので報

告する。

1♂ ,岡 山県阿哲郡大佐町大佐ダム,19.Ⅷ 。1984

中国地方では初記録になると思われるが,古い図鑑

には載っていないので,ホ シカレハと混同されている

かもしれない。

参 考 文 献

1)井上寛ほか (1982)日 本産蛾類大図鑑

2)亀 田満 (1984)北 海道産 GastrOpacha属 3種の記

録。誘蛾燈97

(〒 710-11都 窪郡山手村地頭片山576)

蝶の異常型 2例

尾関 啓吉

筆者の手元にある蝶の異常型 2例 について報告す

る。

1.キチョウ 〔写真 1〕

1♀ ,赤磐郡吉井町河原屋,23. Ⅸ.1976,筆者採

集

lI‖11‖11響W:111轟‖W騨11:I‖111
前後翅の裏面中央部に褐色の鱗粉が広が り,ウ スキ

シロチョウ (ギ ンモン型)の赤斑型のような印象を受

ける異常型である。

キチ ョウの秋型は一般に裏面の褐色斑が発達 し,特
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に南西諸島産の個体の中には裏面前翅端にはかなり大

きな斑紋を有するものも見られる。 しかし,こ の個体

の斑紋は,そ うした地理的変異とは異なるものと思わ

れる。

2.ル リシジミ 〔写真 2〕

1♀ ,岡山市金山,15.Ⅷ。1976,筆者採集

藤岡知夫 (1971)シ ジミチ ョウ科の斑紋,昆虫 と自然

6(2): 2--14

(〒 440愛知県豊橋市曙町字宮前20-1)

赤坂町におけるヒメヒカゲの採集記録

中村 具見

ヒメヒカゲは,主 に湿性草原と結びついて県下に広

く分布 しているが,一般に産地は局地的である。南部

瀬戸内沿岸にはやや多 くの産地が知られているが,こ

れまで記録されていないと思われる赤坂町において,

下記のとおり採集 しているので,少 し古い記録ではあ

るが報告しておく。

1♂ 2♀ ,赤磐郡赤坂町大刈田,11.

3♂ 1♀ ,    ク   ,4.
いずれも筆者採集,保管

1977

1978

赤坂町産

ヒメヒカゲ

1.♂ 裏面

(4.Ⅵ .1978)

2.♀ 裏面

(11.Ⅵ .1977)

採集地は山麓緩斜面の窪地に生 じた,約 500ぽ ほど

の広さの湿性草原である。アカマツ矮木林に囲まれた

このような湿原は,南部瀬戸内沿岸の花間岩地帯によ

く見られ,本種 もこうした環境を生息地とすることが

多いが,こ の湿原では上記の個体を発見 したにすぎず ,

個体数はかなり少ないようである。その後 もわずかな

がら得られていたが,1982年 6月 5日 に訪れた時は全

く目撃することができなかった。

なお,こ こで得られた個体は,県北の山地帯に産す

るものに比べて一般に大型となる南部低地産の中でも

特に大型であり, また♀裏面の地色 も一層黄褐色味が

強 く,明 るい色調を呈 している。

(〒 719-11総社市真壁 1048)
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Ⅵ

Ⅵ

裏面中央の黒点列が消失 したもので,ル リシジミ属

にはよく見られる異常型である。前翅の黒点列は全 く

消失 しているが,後翅では肛角付近に一部残ってお り,

また,前縁付近では外側へ流れてむしろ拡大 している。

参 考 文 献

藤岡知夫 (1981)日 本産蝶類大図鑑

(〒 709-08赤 磐郡山陽町桜が丘西114-31)

ミズイロオナガシジミの異常型

近藤 要一

ミズイロオナガシジミには,前後翅基部付近に黒点

を現わすもの (fsのαπαιπstS)や ,黒帯が内側に拡がっ

たもの (f.π ιθα′ιづκα)な ど裏面の斑紋にい くつかの遺

伝的変異のあることが知られているが,筆者は,こ れ

らの遺伝型とは異なる変異傾向を有する異常型を採集

しているので報告 してお く。

1♀ ,総社市井尻野, 9.Ⅵ .1967

写真に示すように,前後翅とも中央部の黒帯が亜外

縁にかけて拡がってお り,前翅ではさらにπιθαι′づ″α

のように内側へと流れているものである。

なお,標本は倉敷昆虫館に収蔵されている。

参 考 文 献
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津山市下高倉西におけるカミキ リムシ

4種の記録

福田 元信

岡山県下では既に報告されている種であるが,津山

市下高倉西の狭い範囲で次の 4種のカミキリムシがま

とめて採集されたので報告する。

1.Sθん微π″π%π ″ααπθθιιι(BATES)ア オカミキリ

3♂ , 8.Ⅵ。1980 福田採集

101♀ , 9.Ⅵ。1980 福田採集

2♂ 2♀ ,12.Ⅵ。1980 竹内採集

自宅より50mも 離れていない墓地に生えているモミ

ジの枝が,前年の秋大量に切 り落とされ,本種の加害

が観察されたので,発生時期に訪れると被害木の周辺

を飛ぶ本種を発見 した。なお,そ のモミジは毎春オダ

ヒゲナガコバネカミキリが採集されるため,伐採の時

に残 しておいたものである。

2. ■%ιαθ
"τ

θttsクαθリクιZθづαιS THoMsoN

タテジマカミキリ

5 exs。 12.XI。 1981 福田採集

2 exs.20.xI。 1981 竹内採集

自宅周辺の山にカクレミノが多 く自生 し,いたると

ころに本種の被害が見られた。上記の記録以後も数多

くの本種が観察され, また,竹内氏の調査によれば
,

津山市の他の地域においても各地に食樹は自生 し,一

部を除 き食害されている地域が多いことが確認され

た。

4 exs。  12.  I.

2 exs. 13.  I.

2 exs. 15.  I.

3 exs. 18.  I.

5 exs. 20.  I.

l ex。  25.  I。

l ex. 25。   I.

l ex. 17.  I.

津山市高野山西 竹内採集

1982        //           //

1982 津山市下高倉西  ク

1982 津山市野介代   ク

1982 津山市林田    ク

1982 津山市勝部    ク

2 exs.14.Ⅳ .1981 福田採集

津山市周辺でも本種は普通であるが,今迄その習性

を知らなかったため,採集 しにくかった。関西林業試

験場 (勝央町)の指導によりその習性を知 り,採集が

容易になったので,その知見を報告する。本種は脱出

後被害木の根際の落葉や土の下にもぐり,盛んに活動

しているので,小指程の新 しい脱出回のある被害木の

根際を捜せば容易に発見できる。津山市周辺では4月

5日 ～10日 が最盛期のようである。

(〒 710-11津 山市下高倉西97)

草間台地でヒメキマダラヒカゲを採集

織田 明文

岡山県におけるヒメキマダラヒカゲの記録は,従来

北部山地に多く,吉備高原からの報告はわずかに 1例

川上郡備中町小谷Dがあるだけで,県内はもとより県

外からの採集者も多い草間台地では,こ れまで採集・

目撃の記録はないようである。

1♀ ,新見市草間大原 (440m),18.Ⅵ。1983

附近には食草と思われるササの一種 (種名不詳)が
群生 しておりこの場所で発生 したものと思われるが ,

その後確認 してないので今後調査を重ねたいと思う。

参 考 文 献

1)倉敷昆虫同好会 (1972)岡 山県の蝶,すずむ し

108:46--47

(〒 701-12岡 山市佐山2105-9)

コクワガタ♂の大腺異常型

原田 裕康

コクワガタの大腺が体の大きさによって変異するこ

とはよく知られているところであるが,筆者は大肥内

歯を 2対 もった異常個体 (体長42mm)を 保管 している

ので報告 しておく。

この個体は1983年 8月 10日 に筆者の家に泊 りに来た

1982

1982

1982

17.I.1982 津山市志戸部にて材採 15.Ⅵ .1982,

2 exs. 可コ化]屯と日

3.Pりπα″θdas″ sttθι%s(LNN⇒

チャイロホソヒラタカミキリ

12exs.23.Ⅵ .1982 福田採集

自宅横の薪に次々と飛来 した。時刻は18:30～ 19:

00の 夕暮に限られ,昼間は 1頭 も姿を見かけなかった。

なお,黄褐色型は 1頭のみであったが前胸背は赤から

黒まであった。

4.Sθ παηθttsノ玲鴨 づθπS(LACORDAIRE) ス ギ カ ミ キ リ

many exs.14.Ⅸ .1980 福田採集 (材 中)

16
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小学生の従弟 (井原政雄)が
手に持っていたものであり,

死後同君より譲 り受けた。採

集地を聞いたが子供のことゆ

え覚えていなかったのが残念

であった。

(〒 701-42邑 久郡長船町福

岡453-7)

メスアカ ミ ドリシジ ミ0型♀の記録

尾関 啓吉

メスアカミドリシジミ♀の前翅表に現れる橙色斑

(A斑)は,一般に中部以北ではよく発達するが,近

畿以西では南に行くに従って減退し,いわゆるクライ

ン現象をなすことが知られている。このA斑 を全く消

失した0型個体は,こ れまで九州D,四 国の,広 島県⇒

などで得られているが,岡山県からはまだ記録されて

いないようなので,飼育によって得られた個体ではあ

るが,参考までに報告しておく。

1♀ ,真庭部中和村植杉渓谷,24.V.1984 羽化

参 考 文 献

1)藤岡知夫 (1981)日 本産蝶類大図鑑

2)片岡敬一 (1984)や どりが,117.118:26
(〒 709-08赤 磐郡山陽町桜が丘西1-14-31)

イシガヶチ ョウの新産地

織田 明文

県内におけるイシガケチ ョウは散発的に記録されて

いるが,大部分は成虫の記録であり幼生期が確認され

たのはこれまでに倉敷市,岡 山市力液日られている。

筆者は児島郡においてサ トキマダラヒカゲの分布調

査を行なっていた際,下記の通 り幼虫と蛹を確認 した

ので報告する。

7幼虫 1蛹 ,児島郡灘崎町片岡,23.Ⅷ .1983

池畔に生えた 1株のイヌビワの葉表に静止中の幼虫

を偶然に見つけたので, さらに附近を調べた結果,あ
わせて 2令幼虫 l ex.3令 幼虫 4 exs終 令幼虫 2 exs.

蛹 l ex.を 確認できたものである。

(〒 701-12岡 山市佐山2105-9)

岡山市内で採集 したカ ミキ リムシ

2種の記録

山地   治

岡山市内のカミキリムシは,平田信夫・植田千弘・

那須敏・伊藤國彦の各氏によって,「岡山市街地周辺

部の昆虫本臥3トカミキリムシ科― 〔岡山県立短期大学

研究紀要第28号 (1984)p。 11～ 18〕 」として103種が

まとめられたが,筆者はその後,未記録種2種 を採集

したので追加したい。

1.Djπ ″ 腕 πづπ%ια (GEBLER)ヒ ナ ル リ ハ ナ カ ミ キ リ

4 exs.岡山市掛畑, 4.V.1984
賀陽町から黒谷池への途中のウワミズザクラ花上に

多産 していたが,黒谷池のカエデ花上では未だ採集出

来ないでいる。

〔写真〕 1.表面, 2.

全体に小型で地色は淡く,

一見するとメスアカミドリ

個体である。

裏面

翅形 もやや円味をおびて,

シジミとは思えないような
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2.乃 ιθ′惚θん%S♂ηガ t(WHITE)

ムネマダラトラカミキリ

5 exs.岡山市 日応寺,19,V.1984
アカマツの混 じった雑木林の伐採地で,カ シ類 (?)

の伐採木上で採集 した。

(〒 700岡山市幸町9-9)

ォニクワガタを中和村で採集

吉原 一美

オニ クワカ
゛
夕 P、ヽ sπo脚 α′んπS απ♂ ‰ια″ s WATERHOUSEは ,

中国地方においては採集例の少ない種のようである。

の採集記録.み ち

筆者は本種を下記のとおり採集

しているので分布資料として報

1告 したい。
1  2♂ ,岡 山県真庭郡中和村山

1乗山,11～ 12.Ⅷ.1984

1 燈火採集の際,近 くの地上に

,来ていたものを採集 した。

1 参 考 文 献

1山地 治 (1984)高 鉢山 (′鳥取

1 県)の クワガタムシ.すずむ

|  し,(119):14
1那須 敏 (1984)オ ニクワガタ

じるべ,に ):16

(〒 700岡 山市学南町 1-835)

ミヤマカラスアゲハを岡山市街地で採集

中村 具見

ミヤマカラスアゲハは,岡山県下では一般に山地性

の種で吉備高原から中国山地にかけて広 く分布 し,や

や普通に見られるところもあるが,南部低地ではわず

かの採集例があるにすぎない。 しかも,こ れら低地で

の採集記録のほとんどは,飛翔力が強 く分散傾向のみ

られる夏型個体である。

筆者は,岡 山市街地の一角にある丘陵地において
,

多数のカラスアゲハ,ク ロアゲハ等に混 じって飛来 し

た本種の春型 1♂ を採集 しているので,下記のとお り

報告 しておく。

1♂ ,岡山市湊操陽南山,24.V.、 1984

前翅の一部を破損 しているが,比較的新鮮な個体で

ある。

本種はミカン科の中で も特にキハダ,カ ラスザ ン

ショウ,ハ マセンダン等を好んで食樹 とすることから,

県下では,こ れらのうち前 2種が多 く自生する吉備高

原地域以北に多いが,逆に,こ うした食樹さえあれば
,

平野部や時には市街地にも生息すること力液日られてい

18

るので,今回の採集地を含む操山山系一帯でも稀なが

ら食樹が自生 し,本種 もこれに依存 して定着 している

ものと思われる。

(〒 719-11総社市真壁1048)

灯火に飛来 した蝶

渡辺 和夫

蝶の訪火例については,各地の同好会誌・月刊誌等

に数多 く報告されており,特 に目新 しいものはないが,

岡山県内の記録として次のとお り報告する。

これは,1984年 6月 か ら 9月 にかけて,県 内産

CatocJa分布調査のため行った延べ19回 に亘る灯火採

集の際の記録である。光源は,ブラックライ ト20w×

1本 と白色螢光燈20w× 2本 を使用 した。

なお, 日撃又は採集確認 したにとどまり,標本は存

在 しない。 (現認者は中村具見氏)

時間は,飛来 したと思われる時間を記録 した。

1.ウ ラナミアカシジミ

l ex.岡 山市上高田。

2.ミ ズイロオナガシジミ

l ex.岡 山市西花尻 ,

3.エ ゾミドリシジミ

1♀ ,中和村山乗山,

1♀ ,中和村山乗山,

4.フ ジミドリシジミ

1♀ ,中和村山乗山,

5.ト ラフシジミ (夏型)

l ex.賀 陽町大平山,

6.ヒ メアカタテハ

l ex.中和村山乗山,

7.ヒ メキマダラヒカゲ

29.Ⅵ .1984, 10:00pm

1984, 8

18.Ⅵ .1984,9

11. Vlll. 1984, 11

19. Wll. 1984, 9

11. Wll. 1984, 9

1.Ⅷ .

12.Ⅷ .

00pm

: 00pm

30pm

00pm

30pm

1984,  1 :00am
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l ex.加茂町倉見,23.Ⅷ .1984,11:30pm     9.コ バチャバネセセリ

8.ク ロヒカゲ l ex。 中和村山乗山,19.Ⅷ .1984,11:00pm
l ex。 中和村山乗山,12.Ⅷ .1984, 1:30am (〒 719-11総社市三輪203)

l ex.大佐町大佐山, 8.Ⅸ .1984,11:00,m

投 稿 規 定             要部数を朱書すること。

1.報文の原稿は次のような体裁にする。          4.原 稿の送付は下記宛とする。

(1)用 紙は400字詰横書原稿用紙を用いる。           〒710 岡山県倉敷市幸町 重井病院内

(2)記 述は表題,著者名,現住所,本文,要約,文献           倉敷昆虫同好会

の順序とする。

(3)動 植物の和名は片かなで書 き,学 名は P9ρづπθ           出版物分譲案内

χπιんπs LINNEの ように下線で引く。            ・ 岡山県の昆虫 (1978)B5,146pp,会 員1,200円 ,一

(4)データの記載は次のように略記する。          般1,500円 ,送料250円

2♂ , 1♀ ,Aug 2 6, 1966ま たは2♂ , 1♀ ,     0すずむしバックナンバー

26Ⅷ 1966な ど                    16(2, 3, 4合 併号) 1,000円 (〒 200円 )

(5)読 点は (。 ,:“ ")な どを用い,句読点及びカッ    17(1, 2)     各500円 (〒 170円 )

コは 1マ スに 1つ ,数字や英字は 1マ スに 2字ずつ    18(1, 2)      各500円 (〒 170円 )

書 く。                         19(1, 2合 併号)   1,000円 (〒 170円 )

(6)文 献は本文に引用 したものに限 り,著者名のアル    106号          600円 (〒 170円 )

ファベ ット順に並べて下記のような形式で記す。      107号          400円 (〒 120円 )

大野正男 (1966) 広島県のハムシ相 すずむし,     108～ 117号        各1,000円 (〒 170円 た

lα l)1-11                             だ し110,114号 は〒

MOTSCHULSKY.V (1865) HOmOpteres in in-                        200円 )

sectes.Etud.Ert 8:25-118          118号 .119号      1,500円 (〒 200円 )

2.報文は簡潔に記すこと,原稿は返却 しない。        申込みは送料 をそえて,前 金 (現金,振替,小為替)

3.別刷は著者の負担で調製できる。原稿 1頁欄外に必    で本会事務所へ。

倉敷昆虫同好会会則

1984年 (昭和59年 )11月 25日 改正

1.本会を「倉敷昆虫同好会」と称する。         趣旨, 目的に賛意を表する者は誰でも本会に入会で

2.本会の本部を倉敷市中央 2丁 目岡山大学農業生物    きる。

研究所作物害虫第 2研究室内におき,事務連絡先   7.本 会の会員は機関誌の配布を受け,こ れに執筆 し,

又懇談会など本会の行 う諸行事に参加することがでは倉敷市幸町倉敷昆虫館内におく。

,会費年1,500円 を前納 しなければな3.本会は昆虫学に関するあらゆる研究を行い,その    きる。ただし
,

進歩普及をはか り,あ わせて同好者間の親睦を増    らない。会費滞納が 2ケ 年以上継続 し,通知 しても

連絡のない時は自然退会とみなされる。すことを目的とする。

4.前項の目的を達成するために,次の諸事業を行う。  8.退 会せんとするものはその旨を本会事務所に申し

出ること。ただし既納の会費は返付 しない。(1)随時採集会,懇談会等を行う。

(2)機関誌 “すずむし"を 年 1回以上発行する。ま   9.本 会には幹事若干名をおく。

た,連絡紙 “KURAKON"を 年数回発行する。    lo。 幹事の任期は 2年 とする。ただし重任を妨げない。

(3)そ の他 目的達成のため必要と認められる行事を   11.幹 事改選は紙上連絡により,投票をもってこれを

行う。                    行う。

5.本会の行事年度は毎年 1月 1日 に始まり,12月 31   12.本会の運営に関する事項,会則の変更及びその他

細則については幹事会がこれを行い,紙上に発表 し,
日に終る。

6.年令,性別を問わず,昆虫に関心を有 し,本会の    会員の承認を得る。
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―・―・―・―・―。一。一 目

岡山県下でヒサマツミドリを採集………中村具見

川上村明連渓谷のシジミチ ョウ…………渡辺和夫

岡山県のコメツキムシ追録 Ⅱ……………渡辺昭彦

岡山県のカミキリムシ数種の記録………山地 治

岡山県より採集 した甲虫類の記録 :訂正

…………山地 治 。渡辺昭彦

―おとしぶみ一

臥牛山の材よリヒゲナガヒメカミキリ羽化脱出
|         

…………福田元信

総社市のヒゲナガヒメカミキリ……竹内幸夫

ミドリシジミ類の黒紋消失個体について

…………渡辺和夫

アカエゾゼミ蒜山でも記録される…近藤光宏

蜂に寄生する甲虫 2種の記録…・:・ …原田裕康

ナガサキアゲハ岡山県東南部にも分布

…………原田裕康

倉敷でクロアゲハ無尾型を採集……青野孝昭

ワタナベカレハを岡山県大佐町で採集

1

2

5

8

蝶の異常型 2例………………………尾関啓吉 14
ミズイロオナガシジミの異常型……近藤要- 15
赤坂町におけるヒメヒカゲの採集記録

…………中村具見 15
津山市下高倉西におけるカミキリムシ4種の記録

…………福田元信 16
草間台地でヒメキマダラヒカゲを採集

:・・………織田明文 16
コクワガタ♂の大腺異常型…………原田裕康 16
メスアカミドリシジミ0型 ♀の記録

…………尾関啓吉 17
イシガケチ ョウの新産地……………織田明文 17
岡山市内で採集 したカミキリムシ 2種の記録

…………山地 治 17
オニクワガタを中和村で採集………吉原一美 18
ミヤマカラスアゲハを岡山市街地で採集

…………中村具見 18
灯火に飛来 した蝶……………………渡辺和夫 18

…………風早保男 14

医 療 法 人

井 病 院
倉 敷 市 幸 町  ao864(22)3655

編 集 後 記

編集者自身が採集と編集の二股をかけているうえに,原稿の集まり具合が今一つであったため,予定より約 lヶ

月発行が遅れ,会員諸氏には御心配をおかけしましたが,何とか第120号 を世に出すことができました。

今回の「すずむし」には異常型の短報がかなり目につきますが,こ うした報告は1つ 1つ の積み重ねが重要です。
お手元に記録を温存している方がおられましたら,多少古い記録でも結構ですので,是非写真を添えて発表される
ことをお勧めします。新分布地,食草・生態等の新知見等も同様です。皆様の積極的な投稿をお待ちしています。

その他,御意見 。御感想 。御批判等何でも結構ですので事務局局宛にお寄せください。そうすることが会員全員
で創る内容に富んだ層、の長い会誌創 りに結びつ くと考えてお りますので,よ ろしくお願いします。 (KoW)
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