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最近の種松山山系の トンボ

種松山山系は,岡山県南倉敷市街地の南に位置 し
,

標高258.4mの 種松山を中心に東西約 7 km,南北約 5 km

の山地である。ここには大小の池や小湿地が散在 し,

小渓流 もい くつかあって,水生昆虫である トンボに

とっては恵まれた環境 といえる。 しかし,近年粒江か

ら曽原にかけての瀬戸中央道,土取場,産業廃棄物処

理場などの建設によりその生′自、場所はどんどんせばめ

られている。当地域の トンボ相については,重井 (1981)

の報告がある。筆者は,1991年 5月 から1993年 10月 に

かけて,当地域において調査を行ったところ,以下の

トンボを採集あるいは目撃 したので報告する。なお
,

このなかには,幼虫を飼育羽化させたものも含まれる。

また,重井 (1981)に より報告されていないものにつ

いては,種名の前に○印をつけ,筆者の採集保管品以

外には注書をつけた。

イ トトンボ科

○キイ トトンボ 1♂ ,28.Ⅶ .1991

アジアイ トトンボ 1♂ ,26.Ⅳ .1992

0ア オモンイ トトンボ 1♂ ,29.Vll.1992

クロイ トトンボ 1♀ ,11.X.1992
オオイトトンボ 1♀ ,29.Ⅳ。1992

0ム スジイ トトンボ 1♂ ,28.Ⅵ .1992

0セ スジイ トトンボ 1♂ ,28.Ⅵ .1992

モノサシ トンボ科

モノサシ トンボ 1♂ ,19.V.1991
アオイ トトンボ科

オツネントンボ 1♀ ,29.Ⅳ .1992

ホソミオツネントンボ 1♂ ,29.Ⅳ .1992

アオイ トトンボ 1♀ ,26.Ⅶ .1991

0オ オアオイ トトンボ 1♀ ,15.Ⅸ .1993
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カワトンボ科

○ハグロトンボ 1♂ ,24.Ⅶ .1993

ニシカワトンボ 5♂ ,29.Ⅳ .1992

サナエトンボ科

ヤマサナエ 1♀ , 4.V.1992
キイロサナエ 1♂ ,11.Ⅶ .1993

フタスジサナエ 1♀ , 3.V.1993
オグマサナエ 1♂ 1♀ ,19.Ⅵ .1991

0オ ジロサナエ 1♀ ,13.Ⅵ .1993

1♀ , 21.Ⅵ .1993, 羽化

○コオニヤンマ 1♀ ,11.Ⅵ .1993,羽化

1♂ ,31.Ⅶ .1993, 日撃

ウチワヤンマ 1♂ ,11.Ⅷ .1991

0タ イワンウチワヤンマ 1♂ ,11.Ⅷ .1991

オニヤンマ科

オニヤンマ 1♀ ,28.Ⅶ。1991

ヤンマ科

○コシボソヤンマ 1♀ ,24.Ⅵ .1993,日 撃

○ミルンヤンマ 1♀ ,31.Ⅵ .1993

アオヤンマ 1♀ ,21.Ⅷ .1991

0カ トリヤンマ 1♀ ,26.Ⅶ .1991

0ヤ ブヤンマ 1♀ , 3.Ⅶ .1993

0マ ルタンヤンマ 1♀ ,20.llI.1993,羽 化

1♂ ,20.Ⅵ .1993

ギンヤンマ 1♂ ,14.Ⅷ .1992

0ク ロスジギンヤンマ 1♀ ,24.Ⅳ .1992,羽化

エゾトンボ科

○コヤマトンボ 1♂ ,10,V.1993,羽 化

○キイロヤマトンボ 1♂ ,18.Ⅵ .1993,羽化,筆

者採集倉敷昆虫館保管    ■

○オオヤマトンボ 1♀ ,11.Ⅷ .1991

0ハ ネビロエゾトンボ 1♀ ,24.Ⅵ .1993

0タ カネトンボ 1♂ ,29.Ⅶ .1992* 〒710 倉敷市浦田2430
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○ トラフトンボ 1♂ ,19.V.1991
トンボ科

ハラビロ トンボ 1♂ ,21.Ⅶ .1991, 日撃

シオカラトンボ 1♂ , 3.Ⅶ .1993

シオヤ トンボ 1♀ , 3.V.1992
オオシオカラトンボ 1♂ , 5.Ⅵ .1991

ヨッボシトンボ 1♀ , 5.V.1992
ハッチ ョウトンボ 2♂ 1♀ , 6.Ⅷ .1991,日 撃

○コフキ トンボ 1♂ ,23.Ⅶ .1992

ショウジョウトンボ 1♂ ,11.V.1991
アキアカネ 1♀ ,22.Ⅸ .1991

ナツアカネ 1♀ ,29.Ⅶ .1991

マユタテアカネ 1♂ ,26.Ⅶ .1991

0マ イコアカネ 1♂ ,30.Ⅶ .1991

ヒメアカネ 1♂ ,16.Ⅸ .1991

ミヤマアカネ 1♀ ,29.Ⅸ .1991, 日撃

ノシメトンボ 1♂ ,16.Ⅸ .1991

コノシメトンボ 1♂ ,29.Ⅶ。1991

0リ スアカネ 1♂ ,22.Ⅸ .1992

0ナ ニワトンボ 1♂ ,15.Ⅸ .1992

0キ トンボ 1♂ , 9.X.1993
ネキ トンボ 1♂ ,15。 Ⅸ.1992, 日撃

コシアキ トンボ 1♂ ,28.Ⅶ 。1991

0チ ョウトンボ 1♂ ,28.Vll.1991

ウスバキ トンボ 1♂ , 16.Ⅸ .1991

以上 9科 60種を確認することができた。この中で
,

オジロサナエは倉敷市初記録,キ イロヤマ トンボは岡

山県初記録である。 しかし,重井 (1981)に より記録

されているホソミイ トトンボは,今回は見つからな

かった。また, タイリクアカネ,サ ラサヤンマ,モ ー

トンイトトンボについては今後発見される可能性があ

ると思われる。

次にいくつかの注目すべきトンボについてコメント

を添えておく。

1.ム スジイ トトンボ  Ca宅づθ70 sιχιイ%ια′π770(SELYS)

セスジイ トトンボと見分けにくい種類で,岡 山県

では,鴨方町と児島の阿津 と通生で確認されている

だけであるが,種松山北部の 3つ の池で確認するこ

とができた。

2.オ ジロサナエ

Sttιttθ 77tpttS Wれ れィ (oGUMA)〔 写 真 1 :♀ 〕

市内では初めての採集記録である。1992年 11月 28

日に小渓流で,ヤ マサナエやオニヤンマ,ニ シカワ

トンボの幼虫とともに,本種の幼虫を見つけた。成

2

虫を採集するため,羽化の始まる 5月 ごろから時々

幼虫のいた渓流に行っていたが,6月 13日 にやっと
,

羽化 したばかりの成虫を見つけることができた。ほ

かにも由加山系で 2か所,鴨 ガ辻山系で 2か所,種

松山山系で 1か所の小渓流で幼虫を見つけており,

倉敷市南部に広 く分布 しているようである。また,

1992年 11月 28日 に採集 した幼虫は, 自宅で飼育 した

ところ1993年 6月 16日 から6月 25日 にかけて 5匹が

可可化 した。

3.コ オニヤンマ

StabJdづπs αιbαγααθ SELYS〔 写 真 2:♀ 〕

重井 (1975)の 浅原での報告はあるが,種松山山

系では初めての記録である。1992年 8月 ,小渓流で

コヤマ トンボ,ヤ マサナエの幼虫に混じって,赤褐

色で著 しく扁平な本種の幼虫を見つけた。それから

数 日後,渓流沿いをクモの巣を避けるようにゆっく

り飛んでいる大型の トンボを見たが, コオニヤンマ

かどうか確認で きなかった。そ して,同 じ場所で

1993年 5月 8日 に採集 した幼虫を飼育 し, 6月 11日

に羽化させることができた。由加山系で 4か所,鴨

ガ辻山系で 1か所の渓流でも幼虫は確認 しており,

市内に広 く分布 しているようである。また,1993年

7月 31日 午後 3時 ごろ渓流沿いで,縄張活動をして

いる雄を目撃 している。

4.ア オヤンマ   スιsθん,t″んιιbづα:θ,な s′な観α SELYS

全体的に緑色をしたヤンマで,以前はよく見られ

たが,重井先生のお話によると,最近数が減ってい

るようである。種松山北部の池でマコモやヨシの間

を縫 うように飛ぶ姿を見ることができた。今回は西

の奥上池で草かげに休んでいるところを採集 した。

5.マ ルタンヤンマ

ん oαθづαasθん%α παγ′づ
'tt(SELYS)〔

写真 3:♂〕

最近では,奥島 (1993)の 報告があるが,採集さ

れることはまれである。1993年 4月 18日 ,種松山の

池で,活発で黒っぽい本種の幼虫を見つけ, 1匹だ

け持ち帰 り飼育 した。羽化する 5日 前から,体の一

部や,全身を水から出すようになり,頭 を下にして

水上に上がっていることが多 くなった。そして, 6

月20日 の朝,羽化 した雌を確認 した。同日に,幼虫

を採集 した池でも雄が羽化 していた。ほかにも,種

松山山系の 4か所の池で幼虫を確認 している。由加

山系でも2か所の池で幼虫は確認 しており,市内に

広 く分布 しているようである。

6.キ イロヤマ トンボ

Mαθη 77ttα αα物 ″づ OKUMURA〔 写 真 4, 5:♂ 〕

近県の兵庫県と鳥取県では記録はあるが,岡 山県
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では初めての記録である。1992年 8月 11日 に種松山

の渓流で幼虫の脱皮殻を採集 した。次の日,脱皮殻

のあった場所で,足の長いクモのような本種の幼虫

を見つけることができた。この小渓流は,集水域が

約50haで あ り,種松山山系の中でも水量の多い方

である。また,上流に人家や田畑がないため,家庭

排水や農薬の流入からも免れている。幼虫のいた場

所は下流部で,小渓流が小さな池に流れ込んでいる

ため,流 れの幅が 1～ 2mも あり,細 かい砂底で水

が緩やかに流れている。他の トンボの幼虫が枯れ葉

などがたまった落ち込みの底に多いのに対 し,本種

の幼虫は少 し浅い砂地か,り |1岸近 くの砂地の部分に

多かった。いずれの場所も近 くに灌木がある。ここ

で確認 した幼虫は 6匹で,いずれも終令であった。

幼虫を採集 したのは6月 6日 ,羽化は6月 18日 の午

前 0時 30分～ 2時 30分の間であったが正確な時間は

不明である。石田ほか (1991)に よると,“ キイロ

ヤマ トンボは,主 に丘陵地や低山地を流れる清流の

周辺に生虐、し,幼虫は緩やかな流れの砂底あるいは

砂礫底の凹みにうず くまっている。比較的産地が限

られているのは,好みとする川底の選択性の狭 さに

よるものと考えられる。"と いうことである。また,

関西 トンボ談話会 (1984)に よると,“生虐、場所は

近畿では,丘陵地または低山地を流れる河川の中流

域で,川 幅約10m～ 25m位 のところである。"と ある。

つまり今まで種松山のような小渓流 しかないところ

での生息は報告されていない。そういう意味でも貴

重な記録 となった。

7.ハ ッチョウトンボ  М筋,ηクリα″g71tαια RAMBUR

点在する小湿地には数は多 くないが細々と生膚、が

〆||11

1::|||||■
■■111■ |

確認できた。 しかし,1991年 に確認 した真弓池北部

の湿地は,上流の池の水を抜いて堤防が改修され
,

コンクリー トの溝で下流に水が流れるようにしたた

め,湿地が乾燥 して,1992年 には確認することがで

きなかった。

8.ミ ヤマアカネ

助711pι′γπ,η クι∂ι
'η

αι′απ
",η

θ勉′zι,2(SELYS)

重井 (1980)に より報告されているが,同 じ種松

山の山頂に近い小盆地で今も生虐、していることが確

認できた。1991年 9月 の台風の後であった。

自然環境がどんどん破壊 され,生虐、場所がせばめら

れているにもかかわらず, トンボたちは細々と生 き

残ってきた。種松山山系で今後行われる改変が, これ

以上 トンボたちを追いつめることなく, トンボたちの

生 きやすい豊かな自然がこれからも残 り続けていくこ

とを′と、より願って,種松山の トンボを今後も見守 り続

けていきたい。

最後になりましたが,い ろいろとお話を聞かせて頂

き, また資料を見せて頂いた倉敷昆虫館館長の重井博

先生に深 くお礼を申し上げる。
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一局梁川水系におけるアサギマダフ の繁

1989年暮れの加茂川町でのキジョランの確認,そ し

てその葉裏からの幼虫と蛹の発見以来,山 に入る度 ,

キジョランの存在に気をつけてきた。 しかし,草間及

び小豆島の岩場にわずかな本数のキジョランを見つけ

た以外,ア サギマダラの有力な繁殖地 となりそうな生

育場所は発見できなかった (た だ,小豆島で数本見つ

けたキジョランには,あ のアサギマダラによる独特の

九い食痕が認められてはいた)。

1993年 1月 6日 ,子供を連れ総社市槻の谷にオオム

ラサキの幼虫を探 しに行った。

この谷を 2 kmほ ど奥へ入ると,l・●,榎,欅 ,樫,コ

ナラ,ア ベマキをはじめ, 4～ 50年生の様々な樹木が

生い茂 り,植物相豊かな環境が残っている。

かってあった人家も (3～ 4年程前にはこの谷の最

深部にも数件の人家があった)田圃も放棄され,山道

は多少荒れ始めてはいるが,そ の分自然回復がすすん

でいる。加茂川町の渓谷程ではないが,杉や桧などの

人工林に混 り,広葉樹の自然林の豊富さが生物の生虐、

に好適な環境を与えている。谷の途中には自生ワサビ
,

イノシシのヌタ場なども見られる。

谷のあちこちには榎が見られ,か なりの数のオオム

ラサキ,ゴマダラの幼虫を見つけることができた。

その帰 り道に加茂川町のアサギマダラ生虐、地に似た

環境の場所があった。渓流に沿って椿林が茂 り,石が

ゴロゴロしていて,ほかの雑草,下草にとっては生育

条件の悪い半 日蔭地である。そしてその場所に偶然キ

ジョランが生育 しているのを見つけた。30cm大 から

数mの ものまで辺 りには数十本のキジョランがはえて

いる。小ぶりの株が多いものの,そ こには紛れもない

アサギマダラ幼虫の食痕があった。それも穴の回りに

は白い乳汁がまだ残っている葉 も認められた。そのう

ち蛹の殻 も見つかり,確かにここでアサギマグラが生

虐、していたことを確認 した。

そして夕方薄暗 くなった谷合の,あ るキジョランの

葉裏にようやく1令幼虫 2 exs.を 発見 した。高梁川水

系で初のアサギマダラ幼虫の発見である。

時間的に余裕がなかったせいもあり,当 日確認でき

河 遣 誠―郎
*

たのはこの 2 exs.だ けではあった。キジョランの繁茂

1大 ,兄 からみて, もっと広範囲にじっくり探 したら, さ

らに多 くの個体を見つけることができるものと思われ

る。このうちの l ex.を 持ち帰 り,現在倉敷の我が家

で飼育観察中である。

1令幼虫と蛹殻 (1993年 1月 17日 撮影)

今回, 1月 初めにアサギマダラ蛹の抜殻 と1令幼虫

を発見できたことより, この高梁川中 。下流域,総社

市槻においても,加茂川町と同様の産卵,生育パター

ンをとっていることが考えられた。

(1993年 3月 投稿)

追記  その後この幼虫は,1993年 4月 22日 ,倉敷市

の我家の庭で蛹化 し,同年 5月 9日 無事羽化 し

ている。

そして更に,1993年 5月 8日 ,同所で産卵直

後と思われるアサギマダラの卵 (10数卵)を見

つけた。このうち 7卵 を自宅庭で飼育 し, 5月

14日 の孵化, 6月 2日 に全て蛹化, 6月 中・下

旬にかけ羽化を観察 している (約 1か月半)。

補記  この他,最近明らかになった記録

-1993年 ～1994年のアサギマダラの記録一

(1)鳥取県大山の成虫の群れ

1993年 8月 9日 ,鳥取県大山桝水原 (標高800m)

のリフト (現在は撤去 。移動されている)下の杉

林北側にそったサワヒヨドリの花で吸蜜中の約50

頭のアサギマダラを確認 した。翌日の台風 8号襲

来をひかえ,強 くなりはじめた風を避けて集まっ

たものと考えられる。

(2)四国,香川県小豆島での発見 と総社の記録

1993年 11月 28日 ,総社市槻の例の谷で,蛹 1

ex.及 び 2令幼虫 3 exs.を 見つけた。* 〒710 倉敷市浜ノ茶屋二丁目3-33
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この他,1994年 5月 5日 には, この谷で倉敷自

然史博物館友の会会員によって成虫が目撃されて

いる。

1993年 12月 12日 ,第 3番 目 (小豆島で初,香川

県さらには四国でも初 ?)の生虐、地 として,香川

県小豆郡大部の北向き斜面のキジョランから, 3

令及び終令幼虫各々 l ex.が 見つけられた。

いずれの幼虫も,我家の北東向き無加温の部屋

の窓際にて植木鉢飼育をし,観察を行った。この

蛹の羽化は異常に遅 く, 1月 18日 になってやっと

雌が現れた。そのうえ,今回,いずれの幼虫も正

常な生育を示さなかった。1993年の異常低温など

による遅れも考えられた。小豆島の個体は12月 28

日及び 1月 14日 に,共に蛹になる寸前 (発育不十

分なまま)で , また総社の 2令個体は12月 下旬か

ら 1月 10日 にかけて 2令のままで死亡 してしまっ

た。

今回,十分成長 した,よ り高令幼虫の耐寒性に

関する観察・確認のチャンスを逃 してしまい,次

回冬季への持ち越 しとなってしまったことは残念

であった。 (総社の蛹はともか く,よ り温暖な気

候の地,小豆島での12月 下旬以降の高令幼虫との

再会の可能性は高いと思われる)

(3)高 梁市臥牛山 (317m)に おける第 4番 目の越

冬幼虫の発見

1994年 3月 29日 松山城直下の斜面にキジョラン

の株多数を発見。

キジョランにはあちこちにアサギマダラ独特の

食跡が見られたが,結局発見できたアサギマダラ

幼虫は 1令 1匹のみであった。緯度と標高のほか,

北から高梁川沿いに吹きおろして来る冬の北風の

せいか, 3月 末にもかかわらずその幼虫の成長は

著 しく遅れていた。恐らく,ア サギマダラ幼虫が

越冬できる寒さの限界に近いものと考えられる。

なお,当地より高梁川をさらに20km遡 った草間

台地のキジョランからは,未 だ幼虫越冬の確認は

できていない。

‐………梯出い オヽ‐…………ヽ

川上町 と備中町での

イシガケチ ョウの記録

小 路 嘉 明

筆者は,川 上郡川上町ならびに備中町でイシガケ

チヨウの
“

S′づS′りθααπαSを 採集 。日撃 した。本種の分

布動態を知る一資料 として,下記のとおり報告する。

《データ》

2頭 目撃,岡山県川上郡備中町二又瀬,Jun.9,
1992

1♂採集 (写真)数頭 目撃,岡山県川上郡川上町上

布瀬,Jun.9,1992

備中町二又瀬では,全通橋付近の道路上を飛翔する

のを目撃 した。採集はできなかったが,独特の滑空飛

蒻Zを 行っていたので,同定に問題はない。また,頭数

については, 1頭が飛び去った直後,別の方向から 2

頭目が現れたので,同 -4団体ではないと思われた。

川上町上布瀬ではウツギに訪花中の個体を採集 した。

このほか川沿いを飛翔する個体が しばしば見られた。

同一個体を重複 して観察 している可能性 もあるが,数

頭はいたものと思われる。

近年,瀬戸内沿岸地方や山陰地方では分布拡大・個

体数増加の傾向にあり,越冬も確認 されているが,こ

のような山間部において一度に複数の個体が見られた

ことを奇異に思い,中村具見氏にお尋ねしたところ
,

今年 (1992年 )は吉備高原の渓谷地帯で本種が多 く見

られたとのことであった。ご教示いただき,発表を勧

められた中村具見氏にお礼申し上げる。

(〒 567 茨木市総持寺11327 蝶研出版内)



ずす む し No.128(1994)

岡山県の コメツキム シ追録  V

渡 辺 昭 彦

県内のコメツキムシも同好諸氏のご好意により多く

の標本がもたらされ, さらに知見が深まりつつある。

県内で未記録の種がいくつか確認できたのでここに報

告しておく。

159. _4θ′ι,oイ θιη
`s遷

多gα
'τ

ιιπs KIsHII

ヨコズナシモフリコメッキ

1♀ 川上郡穴門山神社 Jul.25,1992(渡 辺和夫

採集)

邦産本属中最も大型の種であるが,今回得られた個

体 も25mmを 越える大型個体であった。ス.θπι,o′α′づsヒ

メシモフリコメツキに一見似るが,大型である他,灰
色の微毛を混 じえず濃淡 2色の褐色微毛で覆われるこ

と,銅色の金属光沢が強いことなどで, さほど同定は

困難でない。

基産地は,東京の高尾山であり既知産地は限られて

いる。中国地方では最近になって大平 。中村により広

島県より記録されているだけである。

160. MOg9ク ι夕z′んιS々%γθsαυαじ l`r.SuzuKl,1986

クロサワツヤケシコメツキ

1♀ 英田郡西栗倉村若杉 Jun.4,1989(植 田千

弘採集)〔写真〕
この個体は,ナ ナカマ ド花上よ

り採集されたとのことである。本

誌124号 でも述べたが,同属のム

ネアカツヤケシコメツキも同所的

に産するので注意が必要である。

161.Gα π ″ ιπ′んιS Stπづιts(LEWIS)    ~ ~ 
‐

ヒメキマダラコメツキ

1♀  川上郡穴門山神社 Jul.25,1992(渡 辺和夫

採集)

少ない種で,山地性の本種が当地のような低山地で

得られたのは少々意外であった。なお,本種は「岡山

県の昆虫」 (1978)に データなしの和名のみで採録 さ

れているが,筆者は今まで岡山県産の記録も標本も確

認できないでいた種である。

なお,文末ではあるが貴重な標本を譲られた渡辺和

夫,植田千弘の両氏には深 く感謝する。

参考文献

(1)大平仁夫 。中村慎吾 (1992)広 島県のコメツキムシ

類の記録(1)比婆科学,153:9-11
(2)倉敷昆虫館 (1978)岡 山県の昆虫

(〒 70101 倉敷市上東10501)

6

ヨ ドシロヘ リハ ン ミョウの記釜泉

赤 枝 一 弘

本種は岡山県下では絶滅したと考えられている種で

あるが,筆者がかつて吉井川河口で採集し,倉敷昆虫

館にシロヘリハンミョウとして展示したもの (現在も

展示されている)が本種であるのでここに記録してお

く。

Cづθ夕oαιιαノθグθ NAKANE    ヨ

岡山市西大寺雄川橋,10.Ⅷ . 1965

本種についてはそれ以前に

西大寺在住の久山氏が採集さ

れた標本を見たことがあり,

自分でも採 りたいと思ってい

たところ, はからずも1965年

に蛾の灯火採集をしていて飛

来 していた本種を採集 したも

のである。

なお,本種の採集地についてであるが, ラベルには

河本橋 とし, また西大寺のスズメガを報告 した際も河

本橋 (雄川橋)と して報告 しており, これは「岡山県

の昆虫」にも引用されている。ところで, この橋は雄

神地区河本と豊地区川口との間にかかっており,河本

橋 とも呼ばれるが,正式名称は雄川橋であるのでここ

に訂正 させていただく。なお本種は吉井川東岸の川口

側で採集 したことを付記 しておく。

(〒 704 岡山市西大寺中野7344)

倉敷で採集 したキバネツノ トンボの記録

青 野 孝 昭

キバネツノ トンボAsθαιψんπs ttπう%″ MACLACHLAN

はツノトンボ科に属する顕著な特徴をもった昆虫であ

る。加藤正世著「趣味の昆虫採集」のカラーページを

飾っていた美 しい昆虫の一つとして,ホ タルの季節に

初めて自分の手で採集 した時の興奮は今も忘れられな

いが,標本は残念ながら虫害を受け,今はない。 しか

も,メ モを記入 していたノー トもその年のものが手元

から離れたままになっており,採集月日も定かでない。

しかし, ここ数十年県南地方からの採集報告を見な

いので,自 然の草地がつぎつぎと消失 していく中,草

原性の本種が県南平地から絶滅 した可能性 もありうる

と考え,倉敷市の平地にも生息 していたあかしとして
,

ここに採集データを記 しておきたい。

l ex.,倉敷市北浜町,1949年 初夏,燈火飛来中を

筆者採集。

(〒 710 倉敷市大内9378)
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岡山県から採集した甲虫類の記録

山 地   治
*

岡山県下から採集した甲虫類のうち記録の少ないと   6.cん α力αt%s′α力αθんづんθO(HABU)

思われる若干の種について報告する。記録の発表を許 ハ コ不モ リヒラタゴ ミムシ

された福田元信氏,貴重な採集品を提供下さった安東    l ex.川 上村熊谷 2.X.1988 Y

瑞夫氏 。伊藤國彦氏・植田千弘氏・竹内幸夫氏・那須    l ex.新 庄村毛無山 4.V.1989 Y

敏氏・野嶋宏一氏 。三宅誠治氏・渡辺昭彦氏 。渡辺和    l ex.西粟倉村若杉峠 25.Ⅵ 。1898 AW

夫氏に感謝申し上げる。また,佐々治寛之先生 。笠原    l ex.加茂町倉見 9.Ⅷ .1990 N

須磨夫氏 。水野弘造氏には同定の便宜を計って頂 き,     l ex.上 斎原村三が上 (山 上 山)26.V.1991
ここにお礼申し上げる。なお,学名 。和名は原色 日本    Y
甲虫図鑑 Ⅱ～Ⅳに従い,採集者名は姓だけにさせてい    l ex.奈義町滝山 22.Ⅸ .1991 Y

ただき,筆者等頻繁に出て くる採集者名は山地一Y。     l ex。 東栗倉村後山 31.V.1993 N
野嶋一 N・ 渡辺昭彦一AW・ 渡辺和夫―KWと 略記 し    l ex.新庄村毛無山 29.V.1993 N
た。一部の種については写真を添付 したが,そ の番号    l ex。 中和村山乗山 4.Ⅷ .1991 Y

は学名の前の番号に対応 している。 l ex.新庄村土用白馬山 2.X.1993 三宅採集

l ex.神郷町三国山 5.V.1994 Y
1.地 bπα θんt,2,憾ts BATES    マルクビゴミムシ    2 exs.川上村蒜山大山道路 17.Ⅵ .1994 Y

4 exs.総社市水内橋 (高梁川河原)28.Ⅳ.1988    本種は後山産の標本 を笠原氏に同定 していただい

Y                            た。

l ex.岡山市竜ノロ 25.V.1988 植田採集     7.Pα ttbη sθπs θttsSttα レS(BATES)

2.Bttsθθsθπα aθι
'tヶ

zt(HAROLD) フ トクチ ヒゲ ヒラ タゴ ミムシ

ミヤマヒサゴゴミムシ    l ex.中和村山乗山 6.Ⅷ .1988 AW 笠原氏

l ex.芳井町蛇の穴 1.V.1994 AW        同定

洞窟入口付近の岩のコケ上で採集 した。成羽町の天    神郷町での記録がある。

神山でも得 られているらしいが,主にブナ帯に分布   8.助 協θんπS θαιι夕んι2s(BATEs)

している種がこのような低標高地で採集 されたこと

は,珍 しいことと思われる。

3._/1?η22α わθイιιιππs ttθ力θんα772α ι (BATES)

キアシツヤヒラタゴミムシ

1♀ ,岡山市牟佐 (旭川左岸)4.Ⅸ .1993 Y
4♀ ,奥津町井坂 26.Ⅸ .1993 三宅採集

キバナガミズギワゴミムシ    倉敷市での記録がある。

l ex.岡 山市西大寺新地 (吉井川)22.Ⅶ 。1989   9.Dtsθんtss%sノ″θ%づθπs(ANDREWES)

Y                                     ニツポンヨツボシゴミムシ

キバネキバナガゴミムシに混じって採集 していたも    l ex.奥津町井坂 23.Ⅸ .1990 Y

ので最近になって気付いたので報告 しておく。 県南での記録がある。

4.助 ″θαιS απttιづ%S BATES チ ビ モ リ ヒ ラ タ ゴ ミ ム シ    10.2″ πづS%づ gγづθαηs(WIEDEMANN)

l ex。 上斎原村辰巳峠 6.Ⅷ .1989 Y オオキベ リアオゴミムシ

那須 (1991)に おいてチビモリヒラタゴミムシ?と     2 exs.賀 陽町新谷 6.Ⅷ .1986 Y

して報告 したのは次種であったので訂正 しておく。     2 exs.中 和村津黒高原 18.V.1991 Y
5。 C πθαιs′づθγ BATES  イクビモリヒラタゴミムシ    賀陽町では夜間灯火の下にきていた。県南の古い記

l ex.日 生町鹿久居島 9.Ⅵ .1991 Y 録がある。

11.Bααts′ιγ″θttS BATES ヨツモンカタキバゴミムシ

l ex.加茂川町高富 18-19.Ⅷ .1990 KW 灯

火

* 〒70112 岡山市芳賀511611
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12. cヵ ′αι,tttι s′ιよγαgθ ,oθαθη
`s CHAllDOIR                  22. Lリ

グαれθπιS γttα ,1′θづαιs SHARP

ムナビロア トボシアオゴミムシ                ウスイロシマゲンゴロウ

3 exs.芳 井町石草 19-20,Wll.1985 KW 灯    2 exs.牛窓町蕪崎  1.Ⅳ 。1990 Y

火                          3 exs.岡 山市久々井 15.llll.1990 Y

3 exs.備 中町長屋 25-26.Vll.1985 KW 灯    倉敷市鴨が辻山での記録がある。

火                            23.Ltθ グιsstι S'限昭 αθの力αんιS(GscHwENDTNER)

l ex.富村のとろ原キャンプ場 27-28.Ⅶ 。1985                チヤイロチビゲンゴロウ

KW 灯火                      l ex.岡 山市中島 (百間川)18.IV.1992 Y
新庄村で採集されている。                大島と倉敷市の記録があるが,中 島はかなり内陸の

13.Oθ∂ιsんιγρクづθづαaS′θttθιηStS HABU            記録 となる。人工の四角い窪地の水たまりから採集

ニセ トックリゴミムシ    した。

3♂ 4♀ ,加茂町五輪原湿原 6.Ⅵ .1993 N   24.PιαttθιηιS αθπ′づθθι′づsαれ′αづFu口 TA

笠原氏同定                                   キンキコルリクワガタ

14.Lα ,lθん,oθθのづsク知ιづχα (BATES) トツクリゴミムシ    1♂ ,新見市西方布原阿哲峡, 4.V.1993 KW
l ex.岡 山市中島 (百 間川)23.Ⅵ .1990 伊藤    1♂ ,新庄村毛無山,14.V.1994 Y
採集 笠原氏同定                   岡山での記録は少ない。とくに阿哲峡はブナ帯から

15.Pιγづgθ,lα αθzψαttθ JαιS B,ヽ TES              遠 く離れた記録で注目される。

カ タ ボ シ ホ ナ シ ゴ ミ ム シ    25.Isθ γん炒 づsヵυια′α HIsAMATU

l ex.中 和村津黒高原 10.Ⅶ .1993 Y                    ホソナガコメツキダマシ

3 exs.奈義町滝山 8.Ⅲ .1992 N         l ex.鏡 野町花知山 20.V.1962 竹内採集

16.OJα θα,グλα αagη′α (BATES)                26.Bづ θ〃 ′πsプω θ,Oι

'OStS(FLEUTIAUX)
チャバネクビナガゴミムシ                ヒメフ トコメツキダマシ

l ex.中 和村山乗山 21.Vll.1987 竹内採集      8 exs.上 斎原村三が上 (山 上山)7.Ⅶ .1990

2 exs.岡山市西大寺新地 (吉井川)15.Ⅶ。1989    Y
Y 笠 原 氏 同 定                    27.χ νわbづπs γzψ ttα 電 物tα ′%s FLEUttAUX

2 exs.岡 山市桜橋 (旭川)6.Vll.1991 Y                  ツヤヒメコメツキダマシ

l ex.岡 山市桜橋 (旭川)9.Ⅷ .1992 Y      3exs.上 斎原村三が上 (山 上山)7.Vll.1990
2 exs.岡山市牟佐 (旭川)4.Ⅸ .1993 Y      Y
新地,桜橋,牟佐では増水時のゴミ中から採集 した。   28.P″ η%Sグαク

“
0イθπS H`AMATU

17._47γ
lクんづπι

'Oι

s″θιθιπS BATES                           フトヒゲコメツキダマシ

カワッブア トキリゴミムシ    l ex。 東粟倉村後山 20.Ⅶ .1990 那須採集

4 exs。 勝北町奥津川 28.Xll.1993 福田採集    29.E%73少 ″ιんπS υづθt,1%s FLEUTRUXク ロコメツキダマシ

樹皮下で越冬 しているものを採集。           l ex.蒜 山大山道路 20.Ⅶ 。1991 Y

18. Bttθん夕tπ sづ 7tθ θ7νψttS BATES ヒ メ ホ ソ ク ビ こゴミ ム シ     30. Tθ zgα tt bづθθιθγ HIsAMATU et M.SATO

l ex.旭町里 19.Ⅵ.1990 N                        メスグロコメツキダマシ

岡山市でも採集されている。               1♀ ,上斎原村三十人が仙附近 2.Ⅷ .1986 Y

19.B.,tイ gπαθ富づs NAKANE セグロホソクビゴミムシ    1♀ ,東粟倉村後山 20.Vll.1990 那須採集

6 exs.加 茂町根知峠 26.Ⅸ 。1992 Y トラッ   31.Pα ttθαttts ttηαれs″πづ(LEWIS)

プ                                   オオフタモンウバタマコメツキ

l ex.上斎原村赤和瀬 21.V.1994 Y        l ex.笠 岡市神島神島浅王 12.Wll.1993 安東採

20.助αttυα′πs αθπ物づ,9α′%s MoTsHsuLSKY           集

コマルケシゲンゴロウ    近県でも記録があるが,南方系の代表的な種である。

1♂ 1♀ ,吉 井 町 光 木  29.Ⅷ .1992 KW      32.Ltb,oι ′づs gttπづθθιιts(KEsENWETTER)

21.Lα θθ9クんづル S力οbιttts SHARP コ ウ ベ ツ ブ ゲ ン ゴ ロ ウ                           コ ク ロ ハ ナ ボ タ フレ

l ex.加茂川町高富 18-19.Ⅷ .1990 KW tt    l ex.旭 町里 22.Ⅵ 。1990 N

火                          l ex.加 茂町青柳  5_Ⅶ .1990 N

8
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33.Pι α′ιtts力θttα ,OπS KLEINE チ ヨ ウ セ ン ハ ナ ボ タ ル    45.Rι παθsげκ,Z%Spづ ιづ″″ πS(LEWS)

l ex.笠岡市笠岡湾干拓地 29.V.1992 N                     オオヒメテン トウ

広島市での記録がある。                l ex.加 茂町倉見  1.Ⅷ .1991 N 佐々木治先

34.Dづθttψ′ι4gθγんα鶴づ(KoNO)             生同定

メダカヒシベニボタル    l ex.加 茂町倉見  2.Ⅷ 。1991 N

l♂ ,加茂町倉見根知林道 28.V.1991 N     46.Rθ αθπα θθ,oθθιθγ(LEWIS)   アカヘリテントウ

1♂ ,加茂町倉見根知林道 30.V.1991 N      l ex.東 粟倉村後山 21.Ⅵ _1992 那須採集

35。 約ιοbαππS bα sjυづ′′αれιs NAK′ NヽE             新見市での記録がある。

カ タ ス ジ ア ミ メ ボ タ ル    47.Oι ,ηクイα sθαιαπS(TIMBERLAKE)ム ッ キ ボ シ テ ン ト ウ

1♀ ,中和村山乗山 11-12.Ⅶ .1987 KW 灯    l ex.加 茂川町高富 9.V.1990 N
火                          l ex.加 茂川町高富 27.Ⅶ .1990 N

36.② zι″惚sり θ,OθSa,o NAKANE  ニ セ ク ロ ベ ニ ボ タ ル     l ex.賀 陽 町 大 岩  9.XI.1991 KW 叩 き網

1♂ ,東栗倉村後山 20.Ⅶ .1990 那須採集     48.И θttψs aθ′θ
“
tsts(NAKANE et M.ARノ ●ヽ)

37.働哺oθαιs γtびθsθa,9S REITTER                          クロスジチャイロテン トウ

チビケブカカツオブシムシ    l ex.加 茂町倉見 15.V.1991 N
l ex.賀 陽町吉川八幡宮 12.Ⅵ .1993 KW 叩   49。 sκ b%sクθ″g4ππα FLACH

き網                                     エムモ ンチビヒメハナムシ

38.ル
“

b御づαιs aα 商 た,グθπs(LINNЁ)   コクヌス ト      l ex.旭町里  30。 Ⅸ.1990 N
2 exs.熊 山 町 可 真  29.Ⅸ .1993 Y         50.Mttbη θり sbづ 27tα θπttιπs(MATUMURA)

精 米 所 の 米 粉 ク ズ の 中 よ り採 集 し た 。                        フ タ ホ シ ヒ メ ハ ナ ム シ

39.cι ιsπs ιιθttα′πS NAKANE               l eX.湯 原 町 霞 ケ 丘  24.Ⅷ 。 1991 AW 灯 火

ナ ガ コ ケ シ ジ ョ ウ カ イ モ ドキ    51.Oι ィbπ s θθ,os“響力 1%%S FLACH

l ex.備 中町西油野 25.Ⅳ .1976 AW                     トビイロヒメハナムシ

l ex.高梁市臥牛山 9.V.1990 Y カエデ花    l ex.加 茂町倉見 1.Ⅸ 。1990 N

上 よ り                                 52.動 ゅιια ιιttst MASUMOTO

40.助πttια ηπααπ71tαεπια′α RDTTER            l♀ ,中和村一奥津町上杉山 30.Ⅵ .1984 Y
モンキヒラタケシキスイ    1♀ ,中和村山乗山 19-20.Ⅶ .1986 KW 灯

l ex.西粟倉村若杉峠 25.Ⅵ .1989 AW       火

l ex.西栗倉村若杉峠 17.X.1992 Y        l♀ ,中和村山乗山 9-10.Ⅷ.1986 KW 灯

41.Sι 77α′θπα7//iα  υ%ιgαtt SASAJI   ササマルキスイ    火

l ex.加茂町倉見 12.Ⅸ .1990 N          l♂ ,中和村山乗山 6-7.Ⅸ .1986 KW 灯

42.Magαηααθπι bιιιπια LEWIS                     火

カタボシエグリオオキノコ    1♀ ,上斎原村三が上 (山 上山)7.Ⅶ .1990

l ex.総 社市 国分尼寺跡 larva-17.Ⅸ 。 1989   Y
emerg。 -11.X.1989 AW              MASUMOTO(1993)に よると,岡 山県下からも記

2 exs.高梁市臥牛山 16.V.1988 AW       録 の あ る ヒ メ マ ル ム ネ ゴ ミム シ ダマ シ (■

国分尼寺跡では幼虫のいるキノコを持ち帰って羽脱    ιルク″%厖)は ,伊豆箱根地方の特産種だそうで,誤
した。今までは,中国山地帯でしか記録がなかった    同定の記録が多いそうである。県内の記録も再検討

が,低地にも分布 しているようである。          しなければならないだろう。

43.T、 ッ Oαι%ιsクθπα′πS SHARP                     53.Pttsわ 71tt%ta ιιυづst REITTER

アナムネカクホソカタムシ                ヒラタクチキムシダマシ

l ex.旭町里 22.Ⅱ .1990 N            l ex.西 粟倉村若杉峠 29.V.1988 AW
44.sιη %gづ %鶴 ク

“

αππ MIYATAKEズ グ ロ ツ ヤ テ ン ト ウ    54.E%θ んθαιs θπι%め Jts NIK

l ex.加茂町倉見 1.Ⅸ .1990 N                   ヒゲブ トキイロホソナガクチキ

l ex.上斎原村三が上 9.V.1987 Y        4exs。 中和村山乗山 9.Ⅷ .1986 AW 水野

氏同定

10
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55. Miθ γο′θ,oιιs ′α力αθsα ,ttι s No卜IuRA

タカオヒメナガクチキ

2 exs.御津町金川 31.V.1975 Y;AW 水野

氏同定

l ex.川 上村上蒜山 15。 Ⅵ.1985 Y 水野氏同

定

56.」 イヽιια,tαηα sp.(nr.sんづ77tのαttαづ)

ヒメルリナガクチキ

l ex.東粟倉村後山 3.Ⅶ .1992 植田採集

水野弘造氏によるとルリナガクチキ (Msれ2のα,ηαづ)

の近似種で未記載種であるが,す でによく知られた

種のようなので報告 しておく。岡山では美甘村での

記録がある。

57.肋 sん づんαπα%θ ,ηづαクιπα脇 (SULZER)

シラホシハナノミ

2 exs.西粟倉村若杉峠 28.Ⅶ .1984 Y
58. c77ρわθ(ψ ttα ιπS ιづπ bα ′づ″ ,o'OtS JACOBY

キスジッッハムシ

l ex.賀 陽町吉川国立少年 自然の家 18.Ⅶ。1993

KW
59.乃 た ,0夕 tづαのγ′θ,tθづαιs(JACOBY)   ア カ ソ ハ ム シ

l ex。 加茂町五輪原湿原 6.Ⅵ .1993 N
l♂ 2♀ ,西栗倉村若杉峠 4.Ⅵ .1994 AW
若杉峠ではウワバ ミソウ葉上に止まっていた。

60.Lθθんπαια θωttαι (LINNЁ ) ズグロアラメハムシ

l ex.上斎原村三が上 28.V.1989 Y
61.ら 〃 んαルα Sιπづ9oづ多 α OACOBY) カエデハ ムシ

l ex.川 上村蒜山高原 22.Ⅶ .1993 福田採集

62.cん″θα πι′Sπカタ (CHo」o)  ウエツキブナハムシ

l ex.川 上村鬼女台 10-11.Ⅷ .1991 KW 灯

火採集

l ex.川 上村鬼女台 7-8.Ⅸ .1991 KW 灯

火採集

63.スクψりιづαυづπαttι%as(JACOBY)ア オバホソハムシ

l ex.川 上村蒜山高原 22.Ⅶ .1993 福田採集

64.L″ιηπθゆんαクッιπ (BALY) クビアカ トビハムシ

l ex.落合町関 18-19.Ⅶ 。1987 KW 灯火

65.L.θ θιιαπs(BALY) ムネアカオオ トビハムシ

2 exs.中 和村山乗山 15。 Ⅵ.1991 Y
l ex.加茂町倉見 28.V.1991 N
l ex.上斎原村宮ケ谷 3.V.1992 KW

66.Lθ ,Tづ め富πsんθιsα′づθπs(LINNЁ )

イヌノフグリトビハムシ

l ex.旭町里 28-29.Ⅶ .1990 KW 灯火

l ex.備 中町角子惣田 24-25.Ⅶ 。1992 KW
灯火

67.sクヵαιttαι7η 71α ,ttgttθ θιιι」ACOBY

アカバネタマノミハムシ

l ex.賀 陽町大岩 4.V.1991 KW 叩き網

l ex.建部町品田 17.Ⅷ .1991 KW 叩き網

68。 s.αクづθαιι BALY     ツマキタマノミハムシ

l ex.岡山市本陣山 21.Ⅳ .1990 N
l ex.吉井町光木 13.Ⅵ .1992 KW

69.ス zιιιゎbづπs sπ b7んαθπ′α′Zιs(SHARP)

モンケシッブチ ョッキリ

l ex.新見市西方布原阿哲峡 4.V.1993 KW
70.D″θttπS υθSSt SAWADA キバライクビチ ョッキリ

l ex.奥津町上杉山 30.Ⅵ .1984 Y
71. D. ιπ7ηιgα θ

`ク

j2α ιπS SAV/ADA

l♀ ,新庄村毛無山 11.Ⅵ .1983 Y
l♂ ,中和村山乗山 4.Ⅶ 。1987 Y

l♂ ,上斎原村三十人が山 6.Ⅶ .1991 Y
72.D.2j,グ lltπs KoNO    チビイクビチ ョッキリ

l ex.佐伯町宇生 29.Ⅶ 。1992 KW 叩き網

73.Pαttα″θππSクαttS夕づθπs KoNOヤ ドカリチョッキリ

l ex.上斎原村三が上 18.V.1974 Y
74.力 zυθわπιπsのιγ′πS(SHARP)ル リデオチ ョッキリ

l ex。 中和村山乗山 11.Ⅶ .1993 KW
75.五 のιづ,oα πθθιιづs(ScHLSKY) ツツムネチ ョッキリ

3 exs.加茂町五輪原湿原 7.Ⅵ .1986 Y
76. ルゅιιθθι7ηιS αbtttθηγttα ιts SHARP

ヒゲブ トクチブ トゾウムシ

l ex.加茂町倉見 1.Ⅸ 。1990 N

77.Gα ιιθづstα t,′α′α HUSTACHEサ ビ マ ル ク チ ゾ ウ ム シ

l ex.加茂町倉見 10.Ⅷ。1990 N

l ex.落合町 16.Ⅷ .1991 福田採集

78.Dθ グ θ772πS π協 力θαι (MoRIMOTOさ t ENDA)

ポプライネゾウモ ドキ

l ex.川 上村湯船渓谷 21.Ⅵ .1992 KW 叩き

糸岡

79.Dt,Oθ γんψαια′α力αんαsんな
`(KoNO)

タカハシトゲゾウムシ

l ex.加茂町倉見 14.V.1991 N
80.五π′んθπ

"22%s 
πθ′jηS′πs(LINNЁ)

オビモンハナゾウムシ

l ex.岡山市後楽園 27.I.1994 福田採集

樹皮下で越冬中を採集

81.助 π %ιづθ θιttsθ%π (PAYKULL)

キマダラシギゾウムシ

l ex。 川上村蒜山高原 20.Ⅶ .1993 福田採集

82.oπ れ ゅ StS笏′π s ROELOFSツ ヤ チ ビ ヒ メ ゾ ウ ム シ

2 exs.落合町日名神の毛 26.V.1991 KW
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l ex.川 上町穴門山神社 23.V.1993 KW 叩

き網

l ex.川 上町穴門山神社 12.Ⅵ .1993 KW 叩

き糸岡

l ex.加茂町倉見 28.V.1991 N
83.2ssθαιs θbsθzttS RoELOFS  クロキボシゾウムシ

l ex.加茂川町上野西 5.Ⅸ .1992 KW 叩き

網

84.Dノ sθι%s θπb短 ′%s(RoELOFS)

コクロアナアキゾウムシ

l ex.勝 田町右手峠 17.Ⅵ。1990 福田採集

85.0′づbα zθ sp.オ チバゾウムシの一種

l ex.高梁市臥牛山 9.V.1990 Y
落ち葉ふるいで採集 した。

86. sιιι%θα θ力″′θt VOss

チュウジョウアナアキゾウムシ

l ex。 中和村津黒高原 10.Ⅶ .1993 KW 叩 き

網

87.θックゎαιttα ヵγ協フzιづ (WATERHOUSE)

オ オ シ ロ オ ビゾ ウ ム シ

l ex.新見市豊永 10.Ⅵ .1989 福田採集  ワラ

ビ葉上より

l ex.岡 山市牟佐  2.Ⅸ .1993 植田採集

l ex.岡 山市牟佐  1.Ⅷ 。1994 植田採集

岡山県からは古い記録がある。

参考文献

保育社 :原色 日本甲虫図鑑 (1)～ (Ⅳ )

那須敏 (1991):鹿久居島調査報告,み ち じるべ (12)

54--55

水野弘造 (1992):日 本産ナガクチキムシ科甲虫都道

府県別分布表,関西甲虫談話会資料 第三号

YOshihisa SAⅥ rADA(1993):A Systematic Study of the

Family Rhynchitidae of Japan (ColeOptera,Curculi―

onoidea),Humans and Nature.No。 2,1-93

MASUMOTO,K。 (1993):Notes and Descriptions of

Japanese Tenebrionidae,予 T.,Ent.Rev.Japan vOI X L

Ⅷ No.2,127-136

中… …撃 いて汁……………料……一   み…        ……

岡山県内のフ トキクスイモ ドキ

カミキリの記録

山 地   治

フ トキクスイモ ドキカ ミキ リ スsψιπα Stιυtθ %ι′πχ

TOYO,ヽfA et IWATAは 最近,京都 。大阪 。鳥取の標本で

記載 された種であるが,福 田元信氏が岡山県内で採集

された標本を確認 したので報告 しておく。

l ex.,勝 北町奥津川,23.V.1991,福 田元信採

集

末筆ながら記録の発表を快諾された福田氏にお礼申

(〒 70112 岡山市芳賀511611)し上 げる。
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蒜山高原の興味深いハムシ

蒜山高原では,大陸と関係が深いと考えられている

ウスイロヒョウモンモ ドキ, フサヒグルリカミキリ等

特色ある草原性の昆虫の分布が知られている。

筆者が, この蒜山高原の一部である真庭郡川上村上

徳山において採集 したハムシの中に興味深い種が何種

か確認できたので報告する。なお,こ のうち 2種類に

ついては食草が未記録,あ るいは今まで誤認されてき

たものと思われるので,こ の点についても記録 してお

きたい。

1.sπ απgαづ,oα πα,taZん%協 (JACOBSON)

ルリナガツツハムシ 〔写真 1〕

5 exs:,22.Ⅵ 。1991… …内 2個体今坂同定

全個体ヤマハギより採集した。道端のヤマハギに交

尾中のものを含め,かなりの数がみられた。そのため,

あまり珍しいものと思わずその中より5頭 を採集 し

た。

当地よりの標本によって,「月刊むし」誌に平野・

上田両氏により本州未記録種 として既に報告されてい

る。大陸に分布 し, 日本では九州と当地のみが既知分

布となる。

原色 日本甲虫図鑑 (Ⅳ )(保育社)等では食草はス

スキ類 と記されているが,上記のようにヤマハギにつ

いていた。周辺にススキは少なくなかったが,本種は

全 く見られなかった。

なお, 7月 27日 に再度現地を訪れたときには全 く見

られなかった。

* 〒701-01 倉敷市上東10501

111ttρ難::::葺筆,彗葺11111111翼撃|||

渡 辺 昭 彦
*

2. cα sstaα ιづ7ιιθια CREUTZER

クロスジカメノコハムシ 〔写真 2〕

3 exs.,22.Ⅵ .1991… …内 1個体今坂同定

2 exs.,27.Ⅶ .1991

全個体オ トコヨモギより採集 した。珍 しい種のよう

で,西 日本での記録はないようである。また,食草に

ついて書かれているものは見あたらず,今 までのとこ

ろ未確認 と考えられる。

6月 22日 に採集 した成虫はいずれも赤味の強い個体

であった。また,成虫と共に幼虫と思われるものが新

芽に見受けられた。

採集後日,種名の判明と共にこの種の食草が未記録

と思われることが判 り,食草の確認のため再度 7月 27

日に現地に立ち寄った。当日食草は未開花ながら花穂

が出ており同定 しやすい状態であった。さらに, これ

らから新成虫と思われる緑色の個体 と赤味の薄い個体

各 1頭が得られた。体色からテネラルと思われたが体

は硬化 していた。持ち帰って 1か月あまりの飼育で赤

味はかなり増 したが, 6月 に採集 した個体ほどにはな

らなかった。その後,餌の不足のためか死亡 した。

3. Gαιιγttι θα t/1tθじπα SoLSKY

アザミオオハムシ 〔写真 3〕

lex., 22.Ⅵ .1991

地表を歩いている個体を採集した。この種の既知の

分布は中部地方以北のようである。

4.スクψりιづαυ
`π

αttι%πづS(JACOBY)

アオバホソハムシ 〔写真 4〕

lex。 ,22.Ⅵ .1991… …今坂同定

●
■

２
勒
Ⅲ
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中部地方以外からは初の記録 と思われる。

なお,当地では普通種でも独特の変異傾向の見られ

る種があり,た とえばヤマハギにはフジハムシとヒメ

サルハムシが少なからず見られるが,フ ジハムシはほ

とんどの個体が黒化 しており全体黒い個体も少なくな

いし, ヒメサルハムシでは体上面は黒で肢や触角が黄

褐色の個体ばかりである。他の科の甲虫も含めて興味

深い。

文末ではあるが,こ の報文を書 くに当たって同定な

らびに多 くの助言をいただいた島原市の今坂正一氏に

深 く感謝申し上げる。

参考文献

(1)木元新作 (1985)ハ ムシ科。原色 日本甲虫図鑑,(Ⅳ )

:149-222,(保 育社)

(2)平野幸彦 。上田康之 (1993)ル リナガツツハムシ本

州に産す。月刊むし,270:40

…………撃 い オヽ・………

ズボンに止まったコエゾゼミ

佐 藤 國 康

1992年 の 8月 ,岡 山県北の地に重井博先生に同行さ

せていただく機会に恵まれた。散策中のこと,植林の

スギの檎 に,「 ギィッギィッギィッギィッ…」 とエゾ

ゼミの声を教わった。このエゾゼミ,西 日本では,標
高700m以上の高地の針葉樹の高いところに生活 して

いるとのお話。双眼鏡を手にし,一 日姿をと頑張った

が,む なしい努力に終わった。

そして, さらに標高の高いブナ林には, これに近縁

のコエゾゼ ミがいる。 しかし,生捕は困難,生体の写

真撮影も困難 とのお話も耳にする。「コエゾゼ ミなら
,

生体の写真があります。一度見て下さいませんか ?」

と。

研究室にもどり,古い写真帳から,一枚の写真を捜

しだした。記録をみると『“コエゾゼ ミ",1981年 (昭

56)7月 31日 ,森林公園おたからこう湿原北』 とあっ

た。

この日は,湿原の調査の目的で岡山県立森林公園を

訪れていた。天候は曇 り,雨が少 しちらつき始めた。

「小休止」 と,腰をおろそうとした矢先,一匹のセ ミ

が飛来 し,恩師故松本邦夫先生の膝に止 まった。「動

かないで」 と,無理な姿勢ですわる動 きをとめていた

だき,写真 を撮影 した (写真)。 撮 り終わるまで,雨
粒の跡のあるズボンに止 まっていたが,セ ミはいずこ

かへ飛び去っていった。

図鑑の写真と比べつつ,中胸背側中央に変形W字紋

があり,①前胸背側の後縁近くにある黄褐色の横帯が

外方で中断していること,②腹部の背側に黄褐色の横

帯があること等により,コ エゾゼミであることに間違

いないとしたものの,なお不安があったので,引 き伸

した写真を送りお教えを乞うていたところ,重井先生,

倉敷昆虫同好会の近藤光宏先生ともども,「 コエゾゼ

ミに間違いない。写真,記録を同同好会誌に」 とのお

言葉であった。門外漢ながら,お役にたてばと,雑文

を草 した次第である。

Cicadidae セミ科

T朽づθι,tbづんα,4α ′%sルIoTscHIJLSKY           コJ■ レドJゴ ミ

岡山県上斎原村県立森林公園おたからこう湿原北,31.

Ⅶ.1981撮影。

コエゾゼ ミは,本属の中ではもっとも標高の高い地

にすみ,北海道では平地にもいるが,西南 日本では標

高1,000m以 上のブナ林に棲んでいる1)。 岡山県北部

に生息がみられるが,少数。森林公園では注目種の一

つにされている2)。

野外の観察記録は,真なり。11年 間も書架に眠って

いた写真が 日の目を見ようとは。“Study nature,not

b00ks"を モ ットーに,そ して,「 フィルムは空気の如

く (使 え)」 と山野に導いてくださった松本先生に
,

また,種同定をいただいた重井,近藤先生に深 く感謝

します。

参考文献

1)保育社.1997.原色 日本昆虫図鑑 .

2)岡山県.1978.岡 山県の昆虫 .

(〒 70101 倉敷市松島577,

川崎医科大学生物学教室)
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街中で得 られたムラサキツバメ

中 村 具 見

ムラサキツバメは,県 中南部の山麓や丘陵部に局地

的に自生するシリブカガシ林を拠 り所 として分布 して

いる暖地性のチ ョウであるが,近年,分布拡大傾向の

著 しいナガサキアゲハ, イシガケチョウ, クロコノマ

チ ョウ等 とは異なり, シリブカガシと密接に結びつい

た定住性の種 といってよい。

一方,本種は越冬前などに若千の移動を行うことが

知られているが,近 くにまったくシリブカガシ林の認

められない岡山市街地の中心部において,盛夏に本種

を得ているので報告 してお く。

1♀ ,岡 山市大供一丁目 21.Ⅶ .1992

市庁舎の窓ガラスに静止 していたもの。日中はほと

んど窓の開閉を行わないので,お そらく前 日の夕方か

ら夜間にかけて迷入 したものと考えられる。この時期

の本種の記録は少なく,本県における周年経過も明ら

かでないが,個体の鮮度等からみて第 1化の残存個体

であろうと推測される。

筆者の知るかぎり採集地点からもっとも近いシリブ

カガシ林 (岡 山市牧山付近等)は直線距離にして10キ

ロ近 くはあると思われるので, この個体はかなりの距

離を移動 してきた可能性がある。なお, シリブカガシ

と同属のマテバシイが街路樹 として市街地に多数植栽

されており, これに発生 した可能性 も考えられるが県

内では今のところ確認されていない。あるいは,食樹

を求めて市街地まで飛来 してきたものかも知れない。

いずれにしても,移動事例の一つとして記録にとどめ

ておきたい。 (〒 71911 総社市真壁1048)

県南におけるタガメの採集 2例

青 野 孝 昭

大型の水生半翅類であるタガメが近年激減 し,通称

“レッドデータブ ック"に も危急種 にランクづけされ
,

16

掲載 されていることは周知の通 り。岡山県は全国レベ

ルでは, まだましのようであるが,県南地方に限って

みれば,近年の生虐、確認1青報はきわめて乏 しく,絶減

に近いのではないかと懸念される。

ここには,近年筆者が確認することのできた 2つ の

採集例を記録にとどめておきたい。

タ ガ メ Lθ′んθθιηιsグの 知 ιιιづ (VuILLEFROY)

l ex.,倉敷市平田,Aug.7,1981,筆者採集。

l ex.,総社市南秦,Aug.21,1985,手 島裕採集。

いずれも夜間水銀燈の下で拾ったもので,本種が強

い走光性をもっているばかりに電燈に飛来 し,事故死

する例の多いことを物語っている。総社市南秦の例は

小高い丘陵地上にある岡山厚生年金休暇センターのテ

ニスコー ト照明燈,倉敷市平田の例は倉敷市立東中学

校の校庭を照らす夜間照明燈であった。

文末ながら,標本の御提供をいただいた手島裕氏に

厚 くお礼申し上げます。

(〒 710 倉敷市大内9378)

フタイロチビジョウカイの記録

奥 島 雄 一

今坂 ら (1990)は 岡山県産のジョウカイボン科甲虫

のリス トを作成 したが,筆者は最近このリス トに載っ

ていない岡山県産のフタイロチビジョウカイ」ヽイαι′んづ,1‐

ι″πs bづθttθ γ KEsENWETTERを 検 す る 機 会 を 得 た 。 県 内

では未記録であると思われるのでここに報告 しておく。

1♀ ,岡 山県佐伯町宇生,29.Ⅶ .1992,渡辺和夫

採集。

|:11111111111:||||||||||||||||||||||||||11111111111:|||||||||||||

貴重な標本を提供 して下さった岡山市役所の渡辺和

夫氏に厚 くお礼申し上げる。なお,標本は倉敷市立自

然史博物館に保管 してある。

引用文献

今坂正一・山地治・渡辺昭彦 (1990)岡 山県のジョウ

カイボン相.すずむし,(125):123.
(〒 710 倉敷市中央2-61,倉敷市立自然史博物館 )
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1992年 に採集した人重山列島の蜂類について

原 田 裕 康
*

1992年 7月 16日 から19日 まで,西表島・与那国島・                イシガキカバフドロバチ

石垣島において,観光をかねて蜂の採集をしたので報     仲間川中流 1♀

告 しておく。 8.Eπ θdノ tι ttS′ ″ιθbzιs(FABRICIUS)ジ ユ ウ ジ ド ロ バ チ

報告にあたり,採集品を同定 してくださった羽田義     明石 1♂
任先生に厚 くお礼申し上げる。

Ⅳ.スズメバチ科

9. Pθιis′ιsプαクθ,0づ θπS/b7η ,2θ Sα ,OπS SONAN

タイワンアシナガバチ

17日  与那国島 :与那国空港,久部良,ナ ーマ浜     於茂登岳  1♀
18日  西表島 :上原,マ リュウド滝,船浦     lQ.Pθιづs′ιs η′ん,oのりののα,ηαι M′ TヽSu、 luRA

採集月日と採集地について

7月 16日  西表島  :イ中間川中流,由布島

19日  石垣島 :唐人墓,バ ンナ岳,於茂登岳 ,

明石,底地

蜂類の目録

Iロ ツチバチ科

1.Cα 7νψsθ 77tι πιιια 9π ααヽ tsθづα′αsα %′ιπ (BETREM)

ヤエヤマアシナガバチ

バ ンナ岳  1♀ ,底地  1♀

V.アナバチ科

11.sθιι炒ん知90%αα%sクα′α
'tZπ

力 7ηνtθ Sα ,Oπ 71t VECHT

タイワンキゴシジガバチ

ネウスハラナガツチバチ     ナーマ浜 1♂

Ⅱ口ベッコウバチ科

3.の クんαtaυχ Jθttα ιづs(LEPELE■ER) ベ ツ コ ウ バ チ      明 石  1♂

底地  1♀
4.L″ めαづαι″ tS πづιθυづιιづづθれηα解 鶴 づs(MATSUMURA)

ナーマ浜 1♂
2.sθ θιづαク%α αγ″4ι S′πια′α_Fa7η7ιθsι,徳 tS BETREM

久部良 1♂

ハ ラナ ガスズバチ

船浦 1♂ ,明石 1♂
6.R12_llπθんづ%l129π夕ηπιθづπθ′%llt%αttb%j SK.YAMANE

ナンブオオ ドロバチ

久部良 1♀
7.Pα 勧 7り πθんt%π tSん なαれι%Sι (YASUMATSU)

12. sク llι χ α
「

ge,t′α′%s αrge,t′ α′lts FABRICIIJS

クロアナバチ基名亜種

13.Isθαθ,o"α 71づ gιιια(SMITH)    コクロアナバチ

明石  1♂
14.Lれ s■

"θ

づιtS TSUNEKI  ア カ ア シ ヨ オ ロ ギ バ チ

15.Tα θり ψ んιχ ,グgπθθιαγノαの απ αつ勧 S TSUNEKI

ヤエヤマヌカダカバチ

リュウキュウスナハキバチ

由布島 2♀ ♀,ナ ーマ浜  1♀ ,明石  1♀

唐人墓 3♀ ♀

19. MOgαθん

`ι

ι夕α夕の απ αιπStS YASUMATSU et HIRASHIMA

ヤエヤマキバラハキリバチ

明石  1♂

底地  1♀
タイワンベ ッコウ沖縄亜種     与那国空港  1♀

16. T7ック
"ν

ιθη′α々αsagθ π々παsθ TsuNEKI

クマソジガバチモ ドキ

Ⅲ.ド ロバチ科 マリュウド滝  1♀
5.Dι ιれ βαυψ づθttπ 力 η22θSακπ712(ZIMMERMANN)      17.Bι 77tbι θづ,73ι s bづ 97tα θπιαtts(MATSUMURA et UCHIDA)

Ⅵ.ハ キリバチ科

(=フ カイドロバチ八重山亜種)   18.L夕ん%電ι θαttπs SMrH     キホリハナバチ

* 〒70142 邑久郡長船町福岡4537
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20.Mcα θんじιιむ oづsθ″ αめ COCKERELL             久 部 良  1♂ ,上 原  2♂ ♂ 1♀

タ イ ワ ン ツ ヤ ハ キ リ バ チ    22.Tら 惚 %S′α力αθ,グs CocKERELL

久部良 2♂ ♂                                   タカオルリモンハナバチ

由布島 2♂ ♂,於茂登岳 20♂ ♂ 1♀

Ⅶ .ケ ブ カ ハ ナ バ チ 科           23.x"θ 9″ αιbれθ′πS MATSUMURA

21.ス πιJιια sι ,鶴 んαi sa,電 力αイ (YASUMATSU)                    ア カ ア シ セ ジ ロ ク マ バ チ

アオスジヨシブトハナバチ     唐人墓 1♀

沖縄本島 0宮古列島で採集した蜂類について

原 田 裕 康
*

1993年 7月 20日 から24日 まで,沖縄本島と宮古島周

辺の島々において,観光をかねて蜂の採集をしたので     今帰仁村 (今泊) 1♂
報告 しておく。

ツマ アカベ ッコウ

報告にあたり,いつも採集品を同定 してくださり, Ⅲロ ドロバチ科

懇切な指導を賜っている羽田義任先生に厚 くお礼申し   5,Datt ιs%πι,osι (FABⅢ αUS)  クロスジスズバチ

上げる。

採集月日と採集地について

宮古島 (平 良市熱帯植物園,平良市,砂山,

西平安名崎),池間島

伊良部島,下地島

宮古島 (与那覇,東平安名崎),来 間島

今帰仁 1♂ ,屋我地島 (済井出) 1♂
6.動 θ12」 πι,2S夕の のα71tι

'OStS(MATSUMURA)
ヒメトックリバチモ ドキ

池間島 1♂

ナンブオオドロバチ

下地島 1♂ ,来間島 2♀ ♀

8.ル t′ιγ″ιフoθれ %77t″αυθπαγgづ 9oα′ππ %πι,tθt(YASUMATSU)

ヤエヤマフタオビドロバチ

宮古島 (平 良市) 1♀
9.E%θ aノ oι%s,0炒 α,グ θ%S β αυづθθηZtS SK.YAMANE

キスジドロバチ

今帰仁村 (今泊) 1♂ 1♀

オキナワコガタスズメバチ

♀(今泊) 1今帰仁村

11.Pθιjsttsグ αクθπづθ%S SAUSSURE

ヤマ トアシナガバチ沖縄亜種

タイワンアシナガバチ

池間島 1♀ ,下地島 1♀
13. POι ts′ιs γθ′ん,″ノづけ,oJ甲 り 2oじ ″`AN der 「ヽECHT

オキナワキアシナガバチ

7月 20日

21日

22日

23日

24日

沖縄本島 (東南植物楽園)

沖縄本島 (許 田,今帰仁),屋我地島     7.Rり %θれ%29πづ,ηπιθれθ′ππ %α ttbπイSK.YAMANE

蜂類の目録

Iロ ツチバチ科

1.Cα ttsθ π ι″ιιια α%7,多ιιαια sα力αg%θれ じ (UcHIDA)

サガグチハラナガツチバチ

屋我地島 (済井出) 1♂ ,池間島 1♀ Ⅳロスズメバチ科

2.動 夕νψ Sθπ ιZιιια 9π ααγttSθづα′α sα %′ιπ (BETREM)    10.乃 ψ α α%ιtS ιtsα SK.YAMANE

ネウスハラナガツチバチ

伊良部島 1♂
3. sθθιづα 9πααπクχs′πια′αヵ ηηθSι73StS BETREM

ヨッボシッチバチ

I.ベッコウバチ科

4.Tα θり

"η

lρづι%S απαιづs(FABRICIUS)

屋我地島 (済井出) 1♂ ,伊良部島 2♀ ♀      今帰仁村 (今泊)1♀
12.Pθ ιts′ιsグα″ ηづθZS力 7772θ Sα%πS SONAN

* 〒70142 邑久郡長船町福岡4537
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東南植物楽園 1♀
14.R″ αιづαづα力 SθJα 施 (FABRК IUS)

池間島 2♂ ♂ 1♀

V.アナバチ科

15。 c力 αり bづθ
'Zル

クθ,oづ θZιπ (GRIBODO)

東南植物楽園 1♀

シ んιχ Sιπθιπs ι夕zι θιttι s LEPELETIERキ イ ロ ア ナ バ チ

今帰仁村 (今泊) 3♂ ♂ 5♀ ♀

Sクんιχ αづαbοιイθπs βα,η 772づ ι7/iθ tιs STRAND

キンモウアナバチ

今帰仁村 (今泊)1♂
Pπθη″υづαπα′zιs(CHRIST)  オキナワアナバチ

許田 3♂ ♂,下地島 1♀
ιづπs α%御ιι,t′tts(FABHCIUS)

キンイロコオロギバチ

与那覇 1♀ ,下地島 1♀
物 θり ψ んιχ ,tづgπθOιθγ,ttgγ じθθιθγ (DALLA TORRE)

ヌカダカバチ

東南植物楽園 1♀
Pづ sθ ,7ク %,tθ均物

'OS SHUCKARD   
ク ロ ツ ヤ ピ ソ ン

東南植物楽園  1♀
Tγνクθηιθ

'1夕
ι′づθια′ππ SMITH ナ ミジガバチモ ドキ

下地島  1♀ 31.

Bι 992bι θイ
'π

sbづπαθπιαtts(MATSUMURA et UCHIDA)

リュウキュウスナハキバチ

東南植物楽園 1♂ 1♀ ,今帰仁村 1♀ ,屋我

地島 (済井出) 1♀ ,来 間島 1♂ ,宮古島 (砂

山) 1♀
Caπι77/is gι b9んα″づTsuNEKI  オキナワツチスガリ

今帰仁村 (今泊) 1♂

Ⅵ.コ ハナバチ科

25. え、7γι
`α

クαυθπ%ια CocKERELL

ミナ ミアオスジハナバチ

池間島 1♂ 2♀ ♀

Ⅶ.ハ キリバチ科

C力 αιづθθaθ ,れα αts′ tι ,lθιl力符ηづS(CocKERELL)

ネジロハキリバチ

屋我地島 (済井出) 1♀
M2gαθんづιι θ力t,電 ttlα ,tα YASU卜 IATSU et HIRASHINIA

オキナワキバラハキリバチ

屋我地島 (済井出) 2♂ ♂

Mogαθ力づιι夕の のαttα ι
'OStS YASUMATSU et HIRASHIMA

ヤエヤマキバラハキリバチ

宮古島 (西平安名崎)2♂ ♂ 2♀ ♀,宮古島 (東

平安名崎) 2♂ ♂,池間島 1♂ 1♀ ,下地島

3♂ ♂3♀ ♀

Mιgαθれ ιιな ,ttSθ9″た CocKERELL

タイワンツヤハキリバチ

東南植物楽園 1♀ ,屋我地島 1♂ ,宮古島 (東

平安名崎) 1♀ ,下地島 2♀ ♀

Mogαθんづ;a  FtXα ′θγ  sα力づsんづ7νtα ,tα  YASUヽlATSU  et

HIRASHnIA      サ キ シ マ キ ヌ ゲ ハ キ リ バ チ

下 地 島  1♀

Ⅷ.ケ ブカハナバチ科

スπι」 ιtt Sι
'tα

んαt sιπ んαづ (YASUMASTSU)

アオスジコシブ トハナバチ

東南植物楽園 1♂ ,屋我地島 1♂ ,宮古島 (平

良市熱帯植物園 1♀ ,平良市 2♂ ♂,東平安

名崎  1♂ ),池 間島 1♂ ,下地島 2♀ ♀,

来間島 2♂ ♂

Thycπ s″α力αθ,グs(CocKERELL)

タカオルリモ ンハナバチ

下地島 7♀ ♀

33.しり ιθ″

“

″απ 物 餐 MATSUMURA オ キ ナ ワ ク マ バ チ

東南植物楽園 2♀ ♀

ヒメアシナ ガバチ

ルリジガバチ

…………誠 いて汁

岡山市でタガメを採集

山 地   治

最近 タガメLιιんθθι%sに即ιιιじ(VulLLEFROY)は 全国

的に少なくなっているようであるが,岡 山市内で採集

することができたので報告する。

l ex., 1.Ⅷ 。1992,岡 山市芳賀,筆者採集

芳賀佐山団地の中央公園での夏祭 りの時,夜間灯火

に飛来 した大型の昆虫が日の前に落ちてきたので取 り

押さえたところ本種であった。採集地は尾根状の場所

であるが,西側の斜面の下には池や水田があるので
,

おそらくそのあたりに生息 していたのであろう。

(〒 70112 岡山市芳賀5116-11)
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備中町でオナガシジミを採集

中 村 具 見

オナガシジミは西 日本では一般に山地性のゼフィル

スとされており,県下でもこれまでは中国山地帯から

のみ発見されていた。 しかしながら,食樹のオニグル

ミは県下全域に広 く自生 していることから,吉備高原

西部の新成羽川ダム上流付近を調査 したところ,少な

いながら生′自、を確認できたので報告 しておく。

2♂ 2♀ ,川上郡備中町西山板橋 (250m)12.Ⅶ .

1992

オニグルミはダム湖岸の県道べ りなど各所に多 く,

特に渓谷沿いなどではまとまって生えている場所もあ

るが,湖岸沿いでは何か所か調べたにもかかわらず全

く発見できなかった。オナガシジミを発見できたのは

さいに上流の西油野方面へ至る渓谷で, ここでもオニ

グルミが多いわりに個体数は少なく,特定の木に限っ

て樹上を飛蒻Zす る個体が認められた程度で,蒜 山あた

りに比べると生虐、密度は低いようである。

なお,備 中町で発見されたことで近隣の新見市南部

や哲多町,成羽町方面でも生虐、地が見つかる可能性が

ある。 (〒 71911 総社市真壁1048)

アカマダラコガネの再発見

奥 島 雄 一

アカマダラコガネ 乃ιθづι″力づιづαιS tts″ θθια (BuRMEI

STER)の 倉敷市での記録は古市 (1953),青 野 (1976),

青野・近藤 (1986)が あるが最近の記録はなく,最 も

新 しい採集記録は青野 。近藤 (1986)の l ex.,倉敷

市鶴形山,26.Ⅷ。1949,小 野洋採集であると思われ

る。

筆者は最近,倉敷市内で本種を採集 しているので報

告 してお く。

l ex.,岡 山県倉敷市由加山,12.Ⅶ .1993,筆 者

採集,倉敷市立自然史博物館保管。

20

昼間,多数のカナブンとと

もにアキニレの樹液に来てい

たものを採集 した。倉敷市内

では実に44年ぶりの記録であ

る。

末筆ながら,過去の記録に

ついてご教示いただいた倉敷

市立自然史博物館の青野孝昭

氏に厚 くお礼申し上げる。

引用文献

古市景一 (1953)児 島郡産の昆虫数種.すずむし, 3

(8):29-30.

青野孝昭 (1976)由 加 山の甲虫.倉敷の 自然,PP.

221228.倉敷市企画部,倉敷 .

青野孝昭 。近藤光宏 (1986)街 中の緑地,鶴形山の昆

虫.倉敷市立 自然史博物館研究報告,(1):4773,

pls. 1-4.

(〒 710 倉敷市中央261,倉 敷市立 自然史博物館 )

サ トキマ ダラ ヒカゲ玉野市 で採集

土 畑 重 人

県南部,特に瀬戸内海沿岸での記録は少ないと思わ

れるサ トキマダラヒカゲを玉野市で採集したので,報
告する。

1♀ ,玉野市沼, 5。 Ⅸ.1993

海岸に面 した,藪をぬける農道で,ジ ャノメチ ョウ

と思い採集 したところ本種だった。

(〒 711 倉敷市児島通生2363)

備 中町 で クロコノマチ ョウ採集

渡 辺 和 夫

クロコノマチョウは近年特に記録が多く,ほぼ定着

した感もあるが,県西部の記録として報告しておく。

1♀ (夏型),川上郡備中町安田,25.Ⅶ .1992

道路脇の雑木林で採集中,林縁のススキ?か ら飛び

出したものである。

(〒 71911 総社市三輪203)
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吉備高原地域西北部のメスアカミドリシジミ (続報)

I は じめ に

吉備高原におけるメスアカミドリシジミの分布につ

いては,前報 (中 村,1984)で ,そ れまで中国山地帯

が主な分布域 と考えられていた本種が,よ り南部の吉

備高原地域西北部に確実に分布 していること,そ して

阿哲郡哲多町西部,荒戸山付近の高原地帯にはやや普

遍的に生虐、していること及びこの時点での南限記録が

成羽町天神山付近であること等,分布記録を中心に取

りまとめて報告 した。

この地域における本種の分布については,そ の後も

断片的ではあるが継続的に調査を行ってきたところ
,

さらに南部にかけての広い地域において,新 たな産地

を発見することができた。そこで, これまでに発表さ

れている記録等も参考にしながら,分布資料の整理も

兼ねて報告することとしたい。

今回対象とした地域は,前報と同じく阿哲郡及び新

見市のほぼ中央部を南北に分断する細長い盆地列 (J

R姫新線,芸備線の通る地域)を 境 としてこれよりも

南の地域,す なわち地形区分上において吉備高原と呼

ばれる地域のうち,概ね高梁川流域の地域 としている。

吉備高原は,標高400m～ 600mの 定高性の緩やか起伏

をもった高原状の山地であり, これを侵食する河川は

かなり急峻な渓谷を形成 している。また,独特の景観

と固有の植生を示す石灰岩地形が随所にみられ,昆虫

相全般にわたって興味深い地域である。

報告にあたり,調査に協力 していただいた近藤要一
,

渡辺和夫の両氏をはじめ,資料や有益な情報を提供 し

ていただいた大橋英雅,小野克己の両氏には厚 くお礼

申し上げる。

Ⅱ 分 布 記録

分布記録は,行政区分にこだわらず,む しろこれを

無視 して,地形的なまとまりに従って取 りまとめた。

採集地の地名の次のカッコ内には,採集地点の標高を

示 した。採集者名のないものは全て筆者のデータであ

る。文献記録は前報で引用 したものは除き,そ の後発

表されたものだけを取 り上げた。

中 村  具  見
*

1 草間 0豊永台―帯

新見市の南部,高梁川の東側に広がる草間・豊永地

区に代表される石灰岩台地は,ウ スイロヒョウモンモ

ドキやヒロオビミドリの産地として著名であり,県内

では分布調査のかなり行 き届いた地域であるにもかか

わらず,比較的近年 まで本種の存在は知 られていな

かった。

筆者の知る限りでは,次に示 した小野克己氏による

草間大原～土橋新屋原間の採集記録が,データ的には

初めてのものと思われる。 したがって,前報ではこの

地域は分布の空白地帯 となっていたが,こ の記録以降,

散発的な記録が報 じられるようになった。また,筆者

も採卵調査等によって,足見から土橋,豊永方面にか

けていくつかの産地を確認 しており,こ の地域の北部

よりではやや普通に分布 していることが明らかになっ

た。

新見市草間 。大原～土橋 。新屋原 (430m)1♂ ,16.

Ⅵ.1985 小野克己

県道べ りで得られたとのこと。

新見市足見 (410-430m) 1♂ ,5.Ⅶ .1987:6卵 ,

10.I.1988;23♂ , 19.Ⅵ 。1988;2♂ , 11.Ⅵ .

1989

草間台地の西北部に位置する足見地区では,地 区の

背後にある小さな渓谷沿いで得 られた。採卵による調

査ではそれほど数が得られなかったが,成虫の個体数

は少なくないようで,活動時間帯には多数の♂が次々

とテリトリーを争 う様子が見られた。

新見市豊永佐伏 。有立津 (410m) 1卵 ,10.I.
1988(1♂ , 12.V 羽化);1♂ , 2.Ⅶ。 1988

近藤要一

豊永台地のほぼ中央部に位置する,や はり台地上の

小さな沢で得 られたが, この付近では非常に少なく,

わずか 1卵 を発見 したのみ。条件の良いサクラ類が少

なかったことも影響 しているのかも知れない。

新見市豊永赤馬 。槙 (340400m)32卵 , 3.I。
1991

満奇洞付近一帯は観光地として整備され,洞窟入口

のある斜面には遊歩道が付けられ,そ の周 りにはソメ

イヨシノが植栽されている。近隣の雑木林中のヤマザ

クラも含めて比較的多 くの卵が得られた。* 〒719-11 総社市真壁1048
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新見市土橋・下組 (350m) 19卵 ,31.XⅡ .1992

土橋から足見方面に至る道路沿い及び斜面の雑木林

中で得たもの。

〔文献記録〕

新見市土橋 (松村,1989)

2 高梁川以西から本郷りII・ 坂本川までの地域

高梁川以西の吉備高原のうち,哲多町の中央部を北

上する本郷川及び成羽町北部を南下する坂本川, さら

に成羽川 (本流)で 区切られる地域からは, これまで

哲多町と新見市の一部でわずかに発見されていただけ

であるが,成羽町中部に至るまでの各所から,次のと

おり確認することができた。

新見市法曽 。中野呂 (390m) 23卵 ,30.Ⅶ .1984

新見市法 曽・小林 (380-390m) 3卵 , 3.I.
1985

井倉から高梁川を渡 り,石灰岩の露出した急斜面を

登 りきると,法曽 (熊野)の石灰岩台地が広がってい

る。草間・豊永台とよく似た地形 と植生が見られ,ゆ
るやかな起伏の高原上にはアカマツ林やナラガシワの

多い雑木林が点在 している。これらの雑木林の林中や

その周辺で得られた。

阿哲郡哲多町荻尾・布寄 (490500m)47卵 ,3.I.
1985

阿哲郡哲多町荻尾上 (450490m)24卵 , 3.I.
1988

荻尾地区は新見市法曽 (熊野)か ら連続する高原面

のさらに西方に位置 しており,山腹斜面に付けられた

林道の周辺などで多数の卵が得られたので, この付近

でも個体密度はかなり高いように思われた。

ここの雑木林中にはサクラ類が比較的多 く自生 して

いるが,調査当時は伐採後それほど年数を経ておらず ,

低木やひこ生えが多かったため,採卵は容易であった。

阿哲郡哲多町荻尾・井原 (430m) 9卵 , 3.I.
1985

井原から無明谷に下る渓谷の手前を,右手に分岐 し

て林道をしばらく登ると平坦な台地の上に出る。ナラ

ガシワが主体の雑木林中において,少ないながら得 ら

れた。

阿哲郡哲多町矢戸・無明谷 (320m) 1♂ ,22.Ⅵ .

1986

既に記録されている場所である。渓谷斜面の高所の

枝先を占有 していたものを得た。

高梁市宇治町遠原 。大池山 (400570m) 21卵 , 3.

I.1989;1♂ ,11.Ⅵ .1989;5♂ ,10.Ⅵ .1990

大池山は高梁市の北端にあって,上記の新見市法曽

地区の南方に位置 している。一帯は花商岩質の地質で

22

アカマツ林が優先 し,植生そのものは見た目にも貧弱

な山である。山頂付近に育成牧場があるため, ここま

で舗装された道が南側の渓谷から付けられており, こ

の道沿いを中心に調べたところ,山麓の谷筋から山頂

付近に至るまでの広い範囲において,採卵することが

できた。

成虫はいずれも山麓の渓谷部で得られたもので,個
体数はそれほど多 くない。

高梁市宇治町遠原西 (340m) 6卵 , 3.I.1989
大池山の南側にあたる遠原地区から宇治町方面に至

る道べ りには数キロにわたってソメイヨシノの並木が

植えられていて,樹齢が古いせいか枯れかけたものも

ある。この桜並木から,本種の卵を発見されたとの情

報を大橋氏よりお聞きしたので調査に訪れたところ,

少ないながら採卵することができた。

高梁市宇治町宇治 。笹尾 (400m) 3卵 , 2.I.
1994

宇治町の中心部から少 し北寄 りの低い山地で,大池

山付近と同様,ア カマツ林主体の貧弱な植生の地域で

ある。林道に沿ってサクラ類が多 く見られたので採卵

は容易 と思われたが,予想外に少なかった。

高梁市宇治町穴田 。陰地 (510m) 1卵 , 2.I.
1994

宇治町の西部の成羽町中野との峠付近の道沿いで得

たもの。やはり個体数は少なかった。

川上郡成羽町吹屋 。北方 (490-510m)36卵 ,2.I.
1993

吹屋付近でもこれまで本種は未知であったが,よ り

南部の布寄～羽根地区一帯で点々と産地が発見された

ことから,当然生層、が予想されたものである。山腹の

水田に沿った小さな沢や道べ りのサクラ類から容易に

得られ,イ固体数も少なくなかった。

川上郡成羽町羽根 (380m) 7卵 , 5。 I.1991

川上郡成羽町羽根 。後 (330m)14卵 ,30.XⅡ .

1992; 8ワ lNl,  2.  I。  1993

川上郡成羽町小泉・常頭 (360m) 5リロ,30.XⅡ 。

1992

羽根及び小泉地区は夫婦岩のある布寄 (木之村)や

長地地区に連なる吉備高原上にあって,や はりゆるや

かな起伏の山地が続 き,所々石灰岩の露岩地等 もみら

れる。このあたりまで南下すると本種の密度はそれほ

ど高いとは言えず,採卵調査 を試みても発見できな

かった所も多い。いずれも道路沿いのひこ生えや林中

のサクラの低木から得 られた。

川上郡成羽町布寄・木之村 (410-420m) 24卵 , 5.

I. 1991
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木之村の夫婦岩付近は石灰岩の岩場が露出した景勝

地であり,ベ ニモンカラスの生虐、地 としてよく知られ

た所でもある。筆者もこれまでに何回となく訪れてい

るが,大橋氏から教示されるまではここにメスアカミ

ドリがいるとは思ってもいなかった。

あらためてそのつもりでサクラ類を調べてみると
,

夫婦岩の入口付近の雑木林の中で簡単に採卵すること

ができて,意外な場所が発生地となっているのに驚か

された。台地上なので,発生地ではあっても成虫,特
に♂は渓谷の方へ移動 してしまうのかもしれない。

川上郡備中町長屋 (160m) 1♂ ,12.Ⅵ。1987;

1♂ , 14.Ⅵ .1988

備中町黒鳥から成羽川を渡 り布寄 。木之村方面へ向

かう道は,切 り立った石灰岩の急斜面に張 りつ くよう

に付けられている。偶然に車を停めた途中の沢で広葉

樹の枝先を飛ぶゼフイルスを発見 し, ヒロオビミドリ

か何かと思って採集 したところ,予想外の本種であっ

た。県内における本種の採集地点 としてはかなりの低

標高の場所であるが,付近での採卵は試みておらず ,

発生地かどうかは確認できていない。これより上部の

台地面では,上記の本之村をはじめいくつか産地が発

見されているので,あ るいはそちらから偶然移動 して

きたものかも知れない。

[文献記録 ]

阿哲郡哲多町久保井野 (三宅,1985)

阿哲郡哲多町無明谷 (三宅,1985)

3 本郷川 0坂本以西で成羽川以北の地域

この地域では,前報で荒戸山とその周辺の田淵地区

一帯に広 く生虐、していることを報告 した。その後はあ

まり調査を行っていないが,確認できた産地は次のと

おりである。新成羽川ダム上流の深い渓谷やその上部

に広がる吉備高原面では,局地的ながらかなり広い範

囲に分布 しているものとみられる。

阿哲郡哲多町蚊家 。おもつぼ湿原 (540m) 数卵 (確

認),22.Ⅵ 。1991

すずらんの園地等 と一体的に整備 された湿原の周囲

を取 り巻 くように付けられた遊歩道べ りに植裁された

サクラから,産卵されて間もない純白の卵を確認 した。

川上郡備中町西山 。鈴木滝入口付近 (260m) 2♂ ,

22.Ⅵ .1991;4♂ , 14.Ⅵ .1992

新成羽川ダムの上流,ダム湖岸の県道から西山地区

に上がる県道の途中,鈴木滝の入口付近の沢で採集 し

た。渓流べ りのオニグルミの枝先で占有飛列を繰 り返

していたもの。

川上郡備中町西山・板橋 (大谷)(260m)39♂ 1♀
,

11.Ⅵ .1994

やはり新成羽川ダムの上流,西谷橋付近から北東に

延びる渓谷 (大谷)の道沿いの各所で採集。この谷は

オニグルミやナラガシワをはじめ,ハ ルニレなども多

く,吉備高原地域の渓谷 としては豊かな植生が残 され

ており,本種は至るところで見ることができた。

[文献記録]

川上郡備中町正信 (那須,1989)

4 成羽川以南の地域

成羽川よりも南の吉備高原では従来全 く本種の記録

はなかったが,隣接する広島県の東南部からは神石郡

三和町 (佐 々木ほか,1985)や福山市山野町 (山 崎、

1985)な どで記録 されていたので,県境に近い備中町

西部での発見が予想 されていた。少数ではあるが採卵

することができて,岡 山県側にも生虐、していることが

判明 したものである。最近の記録は,既に三宅 (1993)

により報告されているが,以下に筆者の調査結果を示

す。

いずれも高原の台地面上に生虐、地が点在 しており,

一般に個体の密度は高 くないようである。

川上郡備中町平川・坪野 (540m)lo卵 ,12.Ш .

1989

川上郡備中町平川 。乙原 (580m) 3卵 ,12.Ⅲ .

1989

坪野も乙原もともに平川地区の北西部にあって,広

島県との県境近 くに位置 している。この付近では山間

の棚田の脇の雑木林や道べ り等で若干数が得られた。

川上郡備中町平川・平弟子 (570m) 1卵 ,12.Ⅲ .

1989

川上郡備中町平川 。安田 (560m) 6卵 ,10。 Ⅱ.

1985

川上郡備中町平川 。津々羅 (580-600m) 1卵 ,10.

Ⅱ.1985;4ワ ロ, 12.Ⅲ .1989

平川地区の南部にあたる平弟子～安田～津々羅一帯

は,県境の山間に集落が点在 しており, これらの集落

を結ぶ道路沿いを調査 したところ,計 3か所で発見す

ることができた。調査 しても発見できなかった場所も

多 く,成羽川よりも南の吉備高原地域になると,個体

の密度はかなり低 くなるようである。

[文献記録]

川上郡備中町中長谷 (三宅,1993)

川上郡備中町安田 (三宅,1993)

川上郡備中町木之村 (三宅,1993)

川上郡備中町竹之倉 (三宅,1993)
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ることで,乾燥 した比較的平坦な地形の二次林が主要
Ⅲ 分 布 の概 要

な生虐、地 となっていることも, この地域の重要な特徴

この地域では,本来冷温帯域を主たる分布域 とする   といえるのではないだろうか。ただし, これはマクロ

本種らしく,西北部寄 りの備中町北部や哲多町付近の   的にみた生息環境であって,成虫の活動空間のような

ように高原面の上にある山地が標高600～ 700mと これ   ミクロ的な生活環境はやはり小 さな沢筋 とか樹林内の

らの地域の中では最も標高の高い地域に産地が多 く,   開けた空間であり,こ うした点は他の生虐、地 とほとん

かつ一般的に分布密度も高 くなっている。一方,既に   ど変わらない。

個別の記録のなかに記述 したように,備中町南部や成
Ⅳ  お わ りに

羽町の中部などのように分布の辺縁部にあたる地域で

は当然のことながら個体密度が低 くなるものの,こ の    吉備高原地域西北部におけるメスアカミドリシジミ

地域全体をみると局地的ではあるが一般にそれほど少   は,概 して局地的ではあるが場所によっては多産する

ないものではなく,成羽川以北の備中町,成羽町,哲    ことも明らかとなった。 しかしながら,食草であるサ

多町の産地では,適期であれば多数の成虫を見ること   クラ類の同定や活動習性などの生態面, さらにメスの

もそれほど困難なことではない。            橙色斑に関する変異等については,今後も資料の集積

このように,吉備高原地域西北部にはある程度普遍   に努め,岡 山県全体のまとめを行うなかであらためて

的に分布 していることから,中国山地帯から派生 した   取 りまとめることにしたい。

孤立的な産地群とみなすよりは,県 内における本種の主
V 参考 文献

要な分布域の一部とみて差 し支えないように思われる。

次に, これまで本種は一般的にはブナやミズナラに   1)福 田晴夫ほか (1984)原色 日本蝶類生態図鑑 (Ⅲ )

代表される冷温帯性落葉広葉樹林 と深い関わりを持つ    シジミチョウ編,保育社,大阪

とされ,事実,県内においても中国山地のおよそ標高   2)中 村具見 (1984)吉 備高原地域西北部のメスアカ

600m以上の地域が主な生虐、域 と考えられてきた。 し    ミドリシジミ,すずむし (119),10-11

かしながら,吉備高原地域ではこの付近の普遍的植生   3)三 宅誠治 (1985)県 内産蝶類分布メモ,み ちじる

であるナラガシワ,ア ベマキ, クヌギ, コナラ等の落    べ (5)20
葉ケルクスを主体 とした二次林を主な生虐、地とすると   4)佐 々木潤一ほか (1985)広 島県東部におけるメス

ともに, さらには高梁市宇治町大池山付近のようにア    アカミドリシジミ,備後の蝶 (1),19
カマツ林 とみられるような環境にも生虐、しているな   5)山 崎孝善 (1985)福山市にメスアカミドリシジミ

,

ど,特定の植生との結びつきはあまり認められず、む    備後の蝶 (2),33
しろ暖温帯性の落葉二次林に広 く分布 していることが   6)那 須敏 (1989)1986年 活動報告<ギ フチ ョウ分布

特色 となっている。そして,食樹のサクラ類がどちら    調査―新見方面>,み ちじるべ (8),29-30
かと言えば陽樹的な傾向があって二次林中に多 く見ら   7)松 村正哉 (1989)草 間台地でメスアカミドリシジ

れることから,吉備高原の台地面の人為的な環境の拡    ミを採集,み ちじるべ (8)40
大が本種にとって好適な生虐、環境の拡大につながり,    8)三 宅誠治 (1993)成 羽川以南でメスアカミドリシ

分布を広げたとも考えられる。               ジミを記録,み ちしるべ (16)90

また,生虐、地の標高も吉備高原の台地面とこれを刻

む渓谷を中心に約300～ 600m付近に集中しており,当
然ではあるが中国山地帯よりも低所に分布 している。

このなかには備中町長屋のように標高160mと いう県

内では最も低標高と思われる産地もあって,吉備高原

を浸食する渓谷の一角では,意外な低地にまで分布 し

ていることも注目される。

最後にこの地域における生虐、環境 も,本種の一般的

な生息環境 とされるやや湿潤な谷間の樹林 とは若干異

なっていることを指摘 しておきたい。すなわち,吉備

高原の地形的特徴 とされる隆起準平原のゆるやかな起

伏をもった高原上の台地面に多 くの産地群が認められ
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岡山県内のオサムシ分布資料

岡山県内のオサムシに関 しては,脇本浩氏 とともに

“すずむし"116号 (1979)に 「岡山県のオサムシ採

集記録」と題 して,そ れまでに採集 していた標本のデー

タを報告 した。その後は永 らくまとまった報告はな

かったが,1987年 に近畿オサムシ研究グループによっ

て中国地方各県の記録が報告 され (「 中国地方のオサ

ムシ分布資料」すか しばNo28),岡 山県についても初

記録のマヤサンオサムシを初め,多 くの記録が報告さ

れた。筆者は上記報告の後はオサムシに関してはあま

り熱心には採集 しなくなっているが,譲 り受けたもの

も含め,若千の標本がたまったので報告 しておく。

貴重な標本をお譲 りいただいた安東瑞夫氏,伊藤回

彦氏,出雲善浩氏,尾関啓吉氏,末宗安之氏,那須敏

氏,野嶋宏戸氏,渡辺昭彦氏,渡辺和夫氏には,紙上

ながらお礼申し上げる。

なお,採集者名は原則 として名字のみを記 した。

・ 助 ιθsθπα π αχイlltθ観 ″  (MoRAWFZ)

クロカタビロオサムシ

1♂ ,岡山市藤田神社 30.V.1975 尾関

1♀ ,岡 山市足守 3.llI.1979 出雲

1♀ ,川上村蒜山有料道路 10.Ⅷ .1986 渡辺昭

彦

・ スタθιθπ ψ πιιttS夕θ77ι

`′

づθθιιづs力α,縛αjι

'tStS(NAKANE)
ホソアオクロナガオサムシ

1♂ ,奈義町滝山 5.Ⅵ .1977 尾関

2♂ 1♀ ,勝北町声ケ山L 14.XI.1981 山地

3♂ 5♀ ,阿波村大ケ山 20,XI.1982 山地

1♀ ,川上村熊谷  2.X。 1988 山地

1♂ ,奥津町井坂下木原 1.Ⅷ 。1992 伊藤

°L″′θθαttb%s夕筍θι%ι%Sクηθι%ιπS(CHAUDOR)

8♂ 2

地

1♀
,

1♂
,

4♂ 8

同じ。)

クロナガオサムシ

♀,西栗倉村 ミソギ峠 16.XⅡ .1979 山

勝北町声ケ山L 14.XI.1981 山地

加茂町角ケ山L 28.XI.1981 山地

♀,加茂町倉見 (上斎原村 との峠付近。以下

26.Ⅸ。1992 山地

山 地
ミム *
′「コ

1♂ ,西粟倉村若杉峠 17.X.1992 山地

・ L.り πSん %ι,tsts,鶴 力α

"o,η

夕 (IsHIKAWA)

チュウゴククロナガオサムシ

1♀ ,熊山町稗田 14.llll.1984 山地

1♀ ,熊 山町稗田 18.X.1986 山地

1♂ ,津山市榎 19.X.1985 山地

1♂ ,岡 山市芳賀 (筆者自宅)3.X.1989 山地

2♂ 1♀ ,奥津町井坂下木原 2.Ⅷ .1992 安東

上蒜山山頂など高標高のところから吉備高原南端ま

で広 く分布 しているようだ。

・ 助 鶴 btt αιんαα,1夕 αιんαα,t夕 CHAUDOIR  オ オ オ サ ム シ

1♂ 1♀ ,勝北町声ケ山L 14.XI.1981 山地

3♀ ,勝北町星山 18.XⅡ。1982 山地

1♂ ,備 中町磐窟渓 4.V.1984 山地

1♂ ,大佐町大佐山 14.Ⅸ .1985 渡辺和夫

1♀ ,中和村山乗山 11-12.Ⅶ .1987 渡辺和夫

1♂ ,奈義町滝山 27.V.1990 山地

1♀ ,奥津町井坂下木原 2.Ⅷ .1992 安東

°G′″θ
'ttθ

πs θんπ″ π々ι,tsts(NAKANE) アキオサムシ

1♂ (黒色),旭町幻住寺 4.V.1983 山地

1♂ 2♀ (内 1♀ 黒色),東粟倉村 日名倉山 25,Ⅶ .

1986 尾関

1♂ (黒色),賀 陽町大久保  6.ull.1986 山地

1♀ ,作東町川北 13.Ⅷ .1988 末宗

1♂ ,落合町鰻田 4.V.1989 山地

1♀ ,備中町平川 10.V_1989 山地

1♂ 1♀ ,岡 山市本陣山 29.Ⅳ .1990 山地

1♂ (黒色),英 田町天石門別神社 30.Ⅳ 。1990

那須

1♀ ,加茂町青柳 17.V.1990 野嶋

1♀ ,東栗倉村後山 3.Ⅵ 。1990 山地

1♀ ,中和村山乗山 18.V。 1991 山地

2♀ ,奥津町井坂下木原 2.Ⅷ 。1992 安東

1♀ ,加茂町倉見 26。 Ⅸ.1992 山地

吉備高原面では高梁川流域以外では採集 しがたい

が,ほ ぼ全域にまばらに分布 しているのであろう。黒

色 と表示 した個体以外は銅色である。臥牛山のように

黒色の表れない地域もあるようであるが,他の地域で

は採集 した4固 体数が少ないので,よ く分らない。

'Cπ ¨″ Sα 70πS πα夕αSα,0%S BATES マ ヤサ ンオサ ム シ
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イシガケチョウー1992年 の記録

中 村 具 見

イシガケチ ョウは最近特に採集例の増えたチョウで
,

県内でも中南部を中心に目撃も含めてかなり多 くの確

認例が報告されている。

筆者も各所でしばしば目撃 しているが,最近は採集

したことがなかった。 しかしながら, 1992年 には偶然

にも複数の箇所で得ることができたので参考までに報

告 してお く。

1♀ ,苫 田郡鏡野町越畑 (650m)6.Ⅵ .1992

越畑の集落から北の花知ケ山方面に至る渓谷で,流
れに沿って飛んでいたもの。一部破損 しているものの

新鮮な個体であり,付近で発生 した第 1化の個体 と思

われる 〔写真 1〕 。中国山地のような冷涼な地域では

イヌビワは自生 していないが,越畑あたりでも集落に

はイチジクが植栽されており,他所から飛来 した越冬

個体がこれに産卵 し,発生 したものではないかと考え

られる。                    ‐

1♀ 〔写真 2〕 , 5卵 (イ タビカズラより),川 上郡

備中町平川 。角子 (140m)14.Ⅵ .1992

成羽川に面 した石灰岩のほぼ垂直に功 り立った岩場

を削って付けられた旧県道沿いを調査 していたところ
,

斜面の樹上を軽快に飛ぶ複数の個体が見られた。足場

が良くないためそのままにしてしばらく行 くと,岩場

のイタビカズラの周 りを緩やかに飛ぶ個体が認められ

た。採集 してみると♀であり, しかもイタビカズラに

執着 した飛び方をしていたので,近 くの道べ りに点々

と自生 しているものを調べたところ,新芽や若葉に産

付された卵が発見できた。このうち数卵を持ち帰 り,

最初はイタビカズラで, また途中からはイヌビワを与

えて飼育 した結果, 7月 5日 から12日 にかけて 2♂ 3

♀が羽化 した。イタビカズラが本種の食草 となること

は既に図鑑類にも記載されているが,本県で確認され

たのは初めてと思われる。 7月 12日 に訪れた際には幼

虫は発見出来なかったものの,本種の特徴ある食痕が

イタビカズラの各所から認められた 〔写真 3〕 。

イタビカズラは県内各所の岩場等にみられるので
,

食草として普遍的に利用されているのであれば,本種

26

1♂ ,東粟倉村後山 1.Ⅷ .

1♀ ,東栗倉村後山 2223.

船木山登山口に近い後山キャ

1992 那須

Ⅷ.1992 那須

ンプ場 で採集 してい

る。岡山県では上斎原村辰己峠に次いで 2番 目の産地

となるが, 2つ の産地は本種 としても分布の境界付近

であろう。

の分布拡大を支える一つの要因となりうるものと思わ

れる。

6卵 (イ ヌビワより),川 上郡成羽町成羽・山本上

(250m)14.Ⅵ .1992

備中町でイタビカズラから卵を得た帰途,以前にイ

ヌビワの自生を確認 しておいた成羽町に立ち寄ったと

ころ, ここでも卵を確認することができた。すべてイ

ヌビワを用いて飼育 したところやはり7月 上旬に 5♂

1♀ が羽化 した。  (〒 71911 総社市真壁1048)
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クロカナブンの採集記録

青 野 孝 昭・奥 島 雄 一

岡山県内では採集例が少ないと思われるクロカナブ

ンを採集 しているので報告 しておく。

l ex.,新 見市草間谷合,29.Ⅶ .1976,青 野孝昭

採集・保管。

l ex.,中 和村山乗山,12.Ⅷ .1976,青 野孝昭採

集・保管。

l ex,,新 見市羅生門, 7.Ⅸ .1992,奥 島雄一採

集,倉敷市立自然史博物館保管 (写真 )。

■,:||:||:|■ :|:|:|||:|:|IIIII:■ ■■■■■■■●■■■■■■■■■■|

(〒 710 倉敷市中央26-1,倉敷市立自然史博物館 )

川上町でウスバ シロチョウを採集

渡 辺 和 夫

ウスバシロチョウの岡山県西部における現在までの

南限記録は,川上町穴門山神社及びり|1上 町横松であり,

いずれも目撃されたものであるため,確実な記録が欲

しいと思っていたところ,次のとおり採集することが

できたので,報告 しておく。

4♂ ,川 上郡川上町杖立,23.V.1993

道路工事のため北側斜面が削られ,南側は落ち込ん

で水田となっているため,かなり明るい環境だった。

写真に示 したのは採集 したうちの最も黒い個体であ

るが,他の個体も前翅亜外縁の黒色鱗は比較的発達す

る傾向があ り,前翅中室内の黒色鱗 もよ く発達 してい

る。

参考文献

渡辺和夫 (1986)岡 山県のウスバシロチ ョウ,すずむ

し (121) :1-13

渡辺和夫 (1989)り |1上郡川上町でウスバシロを目撃 ,

すずむし (123):12

(〒 71911 総社市三輪203)

旭町の南部における

ウスバシロチョウの一産地

中 村 具 見

吉備高原地域ではウスバシロチ ョウは東部 と北西部

よりに分布 しており,産地もやや局地的となっている。

旭町では,最北部の北・打木沢付近に生虐、地が知られ

るのみであるが,よ り南部に位置する休山Lの峠付近で

採集することができたので報告 しておく。

7♂ ,久米郡旭町休山L(260-280m)11.V.1991
県道べ りの体耕田の周 りを飛ぶ個体がいくつか見ら

れた程度で,個体数はそれほど多 くないようである。

(〒 719-11 総社市真壁1048)

後山の材からフタオビミ ドリ

トラカミキリが羽化脱出

渡 辺 昭 彦

フタオビミドリトラカミキリは近隣の鳥取 。兵庫県

等からは既に記録されており,そ こではさほど珍 しい

ものではない。 しかし,岡 山県からは未記録で,懸案

の種であった。筆者が東粟倉村の後山より持ち帰った

材から,本種が羽化脱出 したので,報告 してお く。

データは下記のとおりである。

Cんιθγ9クんθ%S2π SθθSπS(BATES)

フタオビミドリトラカミキリ

1♂ 31.X.1992 材採集 (樹種不明),羽 化脱

出 10.Ⅵ。1993

小型の♂個体で 1頭のみの羽化脱出であった。

また, ヒトオビチビカミキリも同時に採集 した材

(材 は別の樹種である)よ り羽化脱出したので記録 し

ておく。

助 b雀 %,0ル Sθ tα tt Fu」IMuRA  ヒ トオ ビ チ ビ カ ミ キ リ

2♂ 1♀ 31.X.1992 材採集 (樹 種不明),羽

化脱出 30.V.1993～ 10.Ⅵ .1993

なお,当 日は以前の採集行で目をつけていたエゾエ

ノキの枯れ枝の調査を目的に行ったものである。エゾ

27
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エノキは当地では多 くはないが,キ ャンプ場から沢沿

いの道をしばらく上がった植林の杉が混じった原生林

の直前にかなりの大 きさの樹が何本かまとまってある。

その内の 1本に程良い腕位の大さの枯れ枝が付いてい

るのが確認済みで, 目的は県内未記録で私自身県内で

は連敗続 きのアカネキスジ トラカミキリであった。さ

らに,あ わよくばルリメダカカミキリもという採集行

であった。 しかし,期待はポイント到着後 5分 とかか

らず霧消 した。材からはアカジマ トラの死骸が出ただ

けであった。 しかたなく,そ こらの材を採集 した中か

ら出たのが上記のものである。

一方,当 日のビーティングで採集できたカミキリは

次の一種だけで,普通種ではあるが,時期的に面白い

ので記録 しておく。

Rl19クαιθSθιιts,ηαθzι ια′πS BATES

フタモンアラゲカミキリ

1♂  31.X.1992
なお,後山より他 日採集 したカミキリ2種の記録を

付記 しておく。

Sαクιπ α ′グ鶴 S′づ♂ κα BATESム ネ モ ン ヤ ッ ボ シ カ ミ キ リ

1♂  8.V.1993 蛹採集 (樹種不明のツル材),

]]化  20.V.1993
Psα θθ′んιαれια7/is(PASCOE)    キボシカミキリ

1♂  8.V.1993 材採集 (樹種不明),羽化脱

出 22.V.1994
2種 とも舟木歩道途中の植生の良好な所で採集 した

材から脱出した。

(〒 70101 倉敷市上東1050-1)

県東部で採集

リムシ数種の記録

山 地   治

岡山県東部の吉永町,和気町で採集 したカミキリの

うち,記録の少ない数種について報告 してお く。 (い

ずれも著者採集)

。Kα,惚力θα αz%,73ι ηStS ⅣIATUSHITA et TAMANUKI

ミヤマルリハナカミキリ

V.1993,吉 永町八塔寺,カ エデ花上

ク   ,和 気町都留岐,ウ ワミズザ

Pづaθ %づα απι%れ姥 BATES  セスジヒメハナカミキリ

2♂ 1♀ , 5。 V。 1993,和気町明神山,コ ガクウ

ツギ花上

S″πんθπαιπs θιιっづαιs BATESカ ツコウメダカカミキリ

l ex.,16.V.1993 和気町明神山,叩 き網で採

集
°」ゆ ιθ′惚θんπs ιαπ′zs MATUSHITA ズ マ ル ト ラ カ ミ キ リ

l ex., 5,V.1993 吉永町八塔寺

池の水面に浮いていたものを採集

・P′αgづθ,"′πs θん″s″クんt(KRAATZ)

クリス トフコトラカミキリ

1♂ , 5,V.1993,和 気町明神山,薪材にとまっ

ていた。本種は今まで県西部や県北からのみ得られ

ていた。

参考までにクリス トフコトラカミキリの西部にお

ける最南 と思われる記録を付け加えてお く。

1♂ ,10.V.1989,備中町名木,伐採木より採集

した。 (〒 70112 岡山市芳賀511611)

ソヨゴに集 まるカ ミキ リム シ

岩 出   斉

高梁市の臥牛山にはソヨゴの本が多く見られるが
,

筆者は,城跡へ向かう道沿いにある 2本 (以下A, B

とする)を選定し,そ こに集まるカミキリムシを調査

した。方法はスイーピングで,結果は下記のとおり

だったので,報告しておく。調査年は1994年で,種名

は田各言己した。

6月 4日

10 :00´ V12 :00

(晴 :風弱い)

6月 5日

14 :00´ -15 :00

(晴 :風弱い)

A

日当たりで明るい環境 日陰だが,一部 日向

ツマグロハナ  l ex.

シロ トラ    l ex.
チ ャボハナ   l ex.
ホソ トラ    l ex.
アメイロ    l ex。

チャイロヒメハナ

l ex.

セ スジ ヒメハナ l ex.

ヤ ソ`メ        l ex.

ホソ トラ   2 exs.

チ ャボハナ   l ex.
アメイロ    l ex.

B

日当たりでAよ りさら

に明るい環境

完全に日陰で,暗い環

境

ホソ トラ    21exs

チャボハナ   2 exs

ホソ トラ   2 exs。

チャボハナ   3 exs.

再現性については追調査が必要であろうが, 日光の

照射状態 と訪花性には興味深い関係がありそうである。

なお,Aの枯枝 (1993年 11月 採集)か らは,1994年

4月 にクビアカモモブ トホソが羽化 しており,本種も

キヽヽ
ヽ

た

ヵ

し

4 exs。 ,  5.

より

2 exs。
,

クラ花上
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期待されたが,観察できなかった。

(〒 710 倉敷市堀南858番地16)

アオマツムシ岡山市で採集

河 原 宏 幸

1992年 秋,岡 山県で初めてと思われるアオマツムシ

を採集 したので報告 しておく。

アオマツムシ

働 らψ′θよりりう1lSれ bj,2αl,s(MATStlヽ 〔URA)

岡山市理大町, 1♂ , 5.Ⅸ。1992

岡山理科大学内のキャベ

ツ畑において,既に死亡 し

ていた個体を採集.損傷は

あるものの体形は崩れてお

らず,一見 して本種 と判る

ものだった。

本種は近年,都市部を中

心に分布を拡大 しつつある

外来昆虫で,今後県内での

動向が注 目される。 (標 本

は倉敷昆虫館収蔵)

(〒 730 広島市中区河原町75601)

高 梁 市 西 部 で ヒ メ シ ジ ミを採 集

中 村 具 見

ヒメシジミは,県内では主に湿性草原を生虐、地とし

て,中 国山地を中心に吉備高原の西北部にも局地的な

産地が知 られている。筆者 は,こ れ までに記録のな

かったと思われる高梁市において本種を採集 している

ので,新産地 として報告 しておく。

2♂ 4♀ ,高 梁市宇治町柴原 (380 nl)8.Ⅶ .

1990

♂:裏洒 ♀1裏:面

山間の渓流べりに生 じた小さな湿地 とその周辺のき

わめて狭い範囲に限って見ることができた。今後,吉

備高原中部の近隣の地域で新たな産地が発見されるか

もしれないが,成羽川の支流である坂本川及び北上 し

て高梁川に合流する本郷川を結ぶラインよりも東側の

吉備高原では今のところまったく本種は知られておら

ず,既知産地からはやや離れた遺存的な生虐、地 といっ

てよい。

なお,斑紋等には他の県内各地産に比較 して特に差

異は認められない。 (〒 71911 総社市真壁1048)

ミヤマカラスアゲハ春型の

白色帯消失個体

小 松   恵

ミヤマカラスアゲハの春型裏面後翅の白色帯消失個

体を採集 しているのでここに記録 しておく。

本種は,夏型では, しばしば裏面後翅の白色帯が消

えてしまう個体が多いが,完全に消えることはない。

しかしこの個体は,ほ ぼ完全に消えているので,一
見カラスアゲハのように見える。

1♂ ,岡 山市金甲山山頂, 5。 V.1993

他に3♂採集したが通常の春型個体であった。

(〒 71001 倉敷市藤戸町天城17358)

イ シガケチ ョウの 目撃″1

中 村 具 見

イシガケチョウは近年北上分布拡大傾向の著しい種

であるが, ここ1～ 2年 目立って増加したような感が
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強い。そこで,筆者の目撃 した事例を次に記録 してお

きたい。

l ex。 ,高梁市中井町西方上野 16.X.1993
山間の渓谷で, 日当たりのよい林道上を飛蒻るしてい

たもの。吉備高原地域でも次第に数を増 しているよう

である。

。一。一。一―。一。一。一 日

最近の種松山山系の トンボ………………守安 敦  1
高梁川水系におけるアサギマダラの繁殖

………………………………河遣誠一郎 4
岡山県から採集 した甲虫類の記録………山地 治 7
蒜山高原の興味深いハムシ………………渡辺昭彦 14
1992年に採集 した八重山列島の蜂類について

…………………………………原田裕康 17

沖縄本島・宮古列島で採集 した蜂類について

…………………………………原田裕康 18

吉備高原地域西北部の

メスアカミドリシジミ (続報)"・中村具見 21

岡山県のオサムシ分布資料………………山地 治 25

-お としぶみ―

川上町と備中町でのイシガケチ ョウの記録

………………………………・小路嘉明 5
岡山県のコメツキムシ追録 V………渡辺昭彦 6
ヨドシロヘリハンミョウの記録………赤枝一弘 6
倉敷で採集 したキバネツノトンボの記録

……………………………・…青野孝昭 6
岡山県内のフトキクスイモ ドキカミキリの記録

………………………………山地 治 13
ズボンに止まったコエゾゼミ…………・佐藤國康 15

l ex。 ,総社市溝口 3.XI.1993
市街地の路上を飛列 していたもの。

いずれも気温が高 く穏やかな天候の日で,他にも成

虫越冬を行 うチ ョウの飛ぶ姿が散見された。

(〒 71911 総社市真壁1048)

次。一。一― ―。一。一。一

街中で得 られたムラサキツバメ,… …・・中村具見 16

県南におけるタガメの採集 2例・………青野孝昭 16
フタイロチビジョウカイの記録…・……奥島雄- 16
岡山市でタガメを採集・…………・……・山地 治 19

備中町でオナガシジミを採集…・………中村具見 20
アカマダラコガネの再発見……………奥島雄- 20
サ トキマダラヒカゲ玉野市で採集……土畑重人 20

備中町でク●コノマチ ョウ採集………・渡辺和夫 20
イシガケチ ョウー1992年の記録・………中村具見 26
クロカナブンの採集記録…青野孝昭・奥島雄- 27
川上町でウスバシロチ ョウを採集……・渡辺和夫 27

旭町の南部におけるウスバシロチョウの一産地

……………………………。…中村具見 ′27

後山の材からフタオビミドリ

トラカミキリが羽化脱出………渡辺昭彦 27

県東部で採集 したカミキリムシ数種の記録

‥…………・…………………山地 治 28
ソヨゴに集まるカミキリムシ・…………岩出 斉 28
アオマツムシ岡山市で採集……・…・…・河原宏幸 29

高梁市西部でヒメシジミを採集…・…・・中村具見 29
ミヤマカラスアゲハ春型の白色帯消失個体

………………………………・小松 恵 29

イシガケチ ョウの目撃例………・…・…。中村具見 29
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