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岡山県のコガネムシに関する文献目録

[1]は じめに

本報では岡山県に産するコガネムシについての文献

86篇 を収録 した。原則 として筆者の所有文献でまとめ

たものであるから重要な文献の脱落が多々あると思わ

れる。引続 き蒐集につとめ新 しく発表されるものと合

わせ今後補っていきたく考えている。本県のコガネム

シに関心のある方の御教示を御願いしたい。

とりまとめたあたり特に文献入手についてお世話に

なった青野孝昭,黒田祐一両氏に厚 く御礼申しあげる。

さらにコガネムシについて常々多 くの文献を御恵与 ,

御教示頂いている次の諸氏に厚 く御礼申しあげる。

(ABC川頁,敬称略)

石田正明,黒沢良彦,三宅義一,中根猛彦,大野正

男,(故)野村鎮,(故)沢田玄正,塚本珪一。

[2]凡例

1.岡 山県のコガネムシについて記述のある印昂1物 や

内容 。体裁にかかわらず同一に扱った。

2.記述は,著者名 (発表年),表題,誌名,巻 (号 )

:頁 の順に行った。単行本は書名を「」で くくり,

発行所名を ( )に併記 した。

3.配列は発表年月日順 とした。この目録はそのまま

岡山県のコガネムシ研究客史となる。

4。 すべての文献に種名を中心 とした抄録を付 し,今
後の基礎資料 となるようにした。なお50種以上の採

集 目録は「仮 目録」に文献番号を付記することに

よって抄録にかえた。

5.学名,和名は原則 として高橋寿郎, 日本産コガネ

ムシ主科 目禄、 きべ りはむし v01.25,No.3,特 別

号,1997に 依拠 した。

6.直接見ることのできなかった文献には*印 を付 し
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てある。

[3]岡 山県のコガネムシに関する文献目録。

1.新島善直 。木下榮次郎 (1923)こ がねむし二関ス

ル研究報告 (第 2)。

我国二産スルこがねむし及其分布。

北海道帝国大学農学部演習林研究報告

Ⅱ (2):1-253, 7pls.
よく知られた日本産食葉コガネムシの分類学的研

究の基礎論文である。この中で産地が岡山と記され

ているコガネムシが次のごとくある。オホクロコガ

ネ, コフキコガネ, オホコフキコガネ,チ ャイロス

ジヨガネ, クリイロコガネ=ヒ メコガネ, ヒメサク

ラコガネ, ツヤコガネ, ドウガネブイブイ,マ メコ

ガネ, コアオハナムグリの11種。その内P.9596

にスηθπαια θθゅ%ιι%れ MoTscHuLSKY チヤイロスジコ

ガネなる種が記載されている。産地の所にNordchi

na,Mongolei,Korea,Japan,岡 山とあり文中原記載に

当る岡山産 1♂ があるとして記されている。この種

はその後 日本で採集 された記録 も全 くない。J.W
h771ACHATSCHKE の COleop Cat Suppl. Parts 66, Fasc

l.P。 105を 見 る と MOngOlei,Nordechina,Kitachta,

Korea:Soul.Pekingが 産地 として示 されていて日

本に分布 していない種 となる。新島善直,木下榮次

郎両博士の標本が見られないのではっきりとしない

が同定違いかと思われるがよくわからない。一応保

留種 としておきたい。

2.*熊代三郎 (1937)倉 敷地方に於ける金亀子科数

種の食餌植物調査 .

農学研究 (28):333345.

3.平川延一 (1940)平 川村の昆虫と植物について。

岡山一中科学会博物部会報 (5):22-.
川上郡平川村に接 した広島県神石郡豊松村方面及* 〒652-0054神戸市兵庫区氷室町一丁目44
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笠神方面 とあるから厳密に言えば広島県のコガネム

シとなるかと思う。 ミヤマクワガタ, コクワガタ
,

オオセンチコガネ,セ ンチコガネ, ツノコガネ, カ

ドマルマグソコガネ,マ グソコガネ, ダイコクコガ

ネ等々の名が出てくる。

4.山根知之 (1941)岡 山付近の珍昆虫 I.

岡山一中科学班博物会報 (6):715.
キョウトアオハナムグリの地蔵 (岡 山市の旭川ぞ

いで山陽町と接する地点―黒田祐一氏の御教示によ

る)に て20数頭採集されたとの記録。

5.西田公一 (1941)岡 山市近郊採集地案内

岡山市一中科学班博物会報 (6):45-.
操山付近にはアカマダラコガネ (ア カマダラハナ

ムグリ),ネ ブ トクワガタ,ヒ ラタクワガタ,ナ ミ

クワガタ (コ クワガタ)な どがとれる。

岡山一中は樹木が多いので変わった昆虫がいる。

即ちコカブ トムシ,チ ビクヮガタ等であると。

6.*小野 洋 (1951)黒 田付近の甲虫 3題 .

すずむし1(1):5.
7.野村 鎮 (1952)日 本及びその近隣のコフキコガ

ネに就て。 桐朋学報 (2):2434.
コフキコガネ属の分類論文であるがオオフキコガ

ネ 岡山 (Ⅵ .Ⅶ ), コフキコガネ 岡山 (Ⅵ )の
それぞれ産地が示されている。

8*.青野孝昭 (1952)案 外少ない シロスジコガネ.

9*.清水慶子

10*.赤枝一弘

の飼育 .

すずむし2(6):1011.
(1952)ぶ どう畠のこがね虫.

すずむし2(12):12-13.

(1954)朽 木を食するコガネムシ幼虫

すずむし4(10):4950.
11*.小野 洋 (1954)玉 島のシロスジコガネ

すずむし4(10):2.
12.後藤光男 (1955)「 原色 日本昆虫図鑑 増補改訂

版 甲虫編」 (保育社 。大阪).pl.30,f.645.サ ク

ラコガネ 岡山県湯原Ⅷ。1951の 標本がカラーで示

されている。

13*.小野 洋 (1955)

14*.小野 洋 (1956)

15*.小野 洋 (1962)

16.山砥司朗 (1966)

ハナムグリの記録 .

2

玉島のコガネムシ

すずむし5(1):3.
倉敷のコガネムシ相 (1)

すずむし6(1):1.
倉敷のコガネムシ相 (2)

すずむし11(4):5.
Trichius japonicus Janson トラ

すずむし 16(1):17.

新見市足立,高梁市広瀬,吉備郡昭和町木規から

の記録 .

17.山砥司朗 (1966)備 中産甲虫雑記 (1)

すずむし17(1):22.
チビクワガタ 臥牛山にて2exs.採集 .

18.竹内幸夫 (1968)オ オヒラタハナムグリ

Valgus pictusの 新産地

すずむし17(2):51.
苫田郡香北中にて (5.Ⅶ .1967).風 に吹かれ

て落ちてきたものを採集 .

19.倉敷昆虫同好会 (1968)「 岡山の昆虫」

(岡 山文庫 。18).

P.114115.カ ブ トムシ,マ メコガネ,セ マダラ

コガネ.

P。 116117.コ アオハナムグリ,コ ガネムシが示

されている。

20.京浜昆虫同好会 (1971)「 新 しい昆虫採集案内Ⅱ」

(内 田老鶴圃 。東京)

P。 160161.臥牛山の説明の中でチビクワガタ

が採集出来るとの解説がある。

21.桂孝次郎 。川中陽平 。日川博之・山城康司・奥田

洋子 。村上希代子 (1973)

蒜山 (岡 山県)の昆虫類

「蒜 山 の 生 物 調 査 報 告 pp.109173

(ref.P。 153-159)」

(追 手 門学 院大 学 生物 学研 究 会刊 B5.
P.274, 15pls.)

次の各種が詳 しくデータをつけて記録されている。

クヮガタムシ科, ミヤマクワガタ, ノコギリクワ

ガタ,ア カアシクヮガタ, ヒメオオクワガタ, コク

ワガタ,ス ジクワガタの 6種 .

センチコガネ科,セ ンチコガネ,ム ネアカセンチ

コガネの 2種 .

コガネムシ科, ダイコクコガネ, ゴホンダイコク

コガネ, ツノコガネ,マエカ ドコエンマコガネ,マ
メダルマコガネ,カ ドマルエンマコガネ,オ オマグ

ソコガネ,ス ジマグソコガネ, フチケマグソコガネ,

コマグソコガネ, ヨツボシマグソコガネ,ヌ バタマ

マグソコガネ,エ ゾマグソコガネ,オ ビマグソコガ

ネ, ヒメアシナガコガネ,カ ミヤビロウドコガネ,

アカビロウドコガネ,ハ イイロビロウドコガネ,ヤ
マ トヒゲナガビロウドコガネ,ク リイロコガネ, ク

ロコガネ,オ オクロコガネ,ナ ガチャコガネ, シロ

スジコガネ, オオコフキコガネ, コフキコガネ,カ

ブ トムシ,マ メコガネ, コイチャコガネ, コガネム

シ, ヒメスジコガネ,ツ ヤスジコガネ,オ オスジコ
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ガネ,ス ジコガネ, ドウガネブイブイ,ヤ マ トアオ

ドウガネ, ヒメコガネ, ツヤコガネ,サ クラコガネ,

セマダラコガネ,ア オカナブン,ム ラサキツヤハナ

ムグリ,シ ロテンハナムグリ,ク ロハナムグリ,ア
オハナムグリ,コ アオハナムグリ, オオ トラフコガ

ネの47種。

22.安江安宣 (1974)「 岡山県北部国定公園拡張予定

地域の昆虫類調査報告。東中国山地自然環境調査報

告書 P.163172」

B5,310p.(兵 庫県・岡山県 。鳥取県)

次の種が記録されている。

クワガタムシ科, ミヤマクワガタ,コ クワガタ
,

ノコギリクワガタの 4種 .

コガネムシ科, カバイロビロウドコガネ,ハ イイ

ロビロウドコガネ,セ マダラコガネ,ス ジコガネ,

ヒメコガネ,ア シナガコガネ, クロスジチャイロコ

ガネ,マ メコガネ, ヒメスジコガネ,ナ ガチャコガ

ネ,ア オカナブン,ア オハナムグリ,コ アオハナム

グリ, カブ トムシの14種 .

23.青野孝昭 。小野洋 (1976)福 山山系の甲虫 .

倉敷の自然 (福 山山系,林熊野神社山系,下津丼

城山):106107(倉敷市企画部刊 )

福山山系は倉敷市 と都窪郡とにまたがっているの

で倉敷市以外の区政区域 (黒 田,福山山頂部,古
池)が含 まれている。勿論共に岡山県の地域である

から問題はない。次のコガネムシが記録されている。

オオフタホシマグソコガネ, ヒメアシナガコガネ,

ヒメカンショコガネ, コクロコガネ,ナ ガチャコガ

ネ,オ オコフキコガネ, コフキコガネ,カ ブ トムシ
,

マメコガネ, コイチャコガネ, コガネムシ,ア オ ド

ウガネ, ドウガネブイブイ, ヒメコガネ,セ マダラ

コガネ, ヒラタハナムグリ,カ ナブン,シ ロテンハ

ナムグリ,シ ラホシハナムグリ,ア カマダラコガネ,

コアオハナムグリの21種 .

24.青野孝昭 。小野洋 (1976)下 津丼城山の甲虫 .

倉敷の自然 (福 山山系・林熊野神社山系・下津丼

城山):173200(倉敷市企画部刊)。

コガネムシ科コフキコガネ, アオ ドウガネ, シラ

ホシハナムグリ,ハ ナムグリの 4種記録。 (P.174).

25.青野孝昭 (1976)由 加山の甲虫

倉敷の自然 (福 山山系 。林熊野神社山系,下津丼

城山):221229(倉敷市企画部刊 )

クヮガタムシ科コクワガタ. コガネムシ科,ア
シナガコガネ, カミヤビロウ ドコガネ, トウホク

チャイロコガネ, クリイロコガネ, クロコガネ,ナ
ガチャコガネ, オオコフキコガネ, コカブ トムシ

,

コイチャコガネ,オ オスジコガネ, ドウガネブイブ

イ,セ マダラコガネ,ウ スチャコガネ, ヒラタハナ

ムグリ,ア カマダラコガネ,コ アオハナムグリの16

種記録 (P。 223-224).上 記の内 トウホクチャイロ

コガネは再検討の要あり。

26.青野孝昭 (1978)鴨 ヶ辻山の昆虫

倉敷の自然 (鴨 ヶ辻山系):7383.
(倉敷市衛生局環境部刊)

クヮガタムシ科, コクワガタ.コ ガネムシ科,コ
ブマルエンマコガネ,マ グソコガネ,ナ ガチャコガ

ネ,シ ロスジコガネ,マ メコガネ,コ イチャコガネ,

コガネムシ,ス ジコガネ,セ マダラコガネ, ウス

チャコガネ, ヒラタハナムグリ,シ ロテンハナムグ

リ,コ アオハナムグリの13種の記録 (P.7677).

27.岡山県昆虫生息調査団 (重井 博,安江安宣,青
野孝昭,宇野弘之,小野 洋,近藤光宏 (1978)

「岡山県の昆虫」

(岡 山県昆虫生息調査報告書 B5,146P.岡 山県)

P。 1617に コガネムシ科の解説、 P。 128129に リ

ス トにしてクワガタムシ科11種,セ ンチコガネ科 2

種,コ ガネムシ科88種全部で101種が記録されてい

る。 (全部和名のみで学名の表示がない).

28.直海俊一郎 (1978)岡 山県にミゾムネマグソコガ

ネ産す。

北九州の昆虫 24(3):106.
岡山県臥牛山 1♂ ,13.XI.1976 直海採集 .

中国地方初記録 として報告あり.

29.近藤光宏 (1978)高 梁市のダイコクコガネ

すずむし (115):24.

30.山地 治 (1979)岡 山県より採集 した甲虫類 .

すずむし (115):2530.

P。 2526に 次のコガネムシ 8種が記録 されている.

いずれも岡山県初記録 .

アカマダラセンチコガネ (高梁市臥牛山),ク ロ

オビマグソコガネ (英 田郡若杉),ナ ラノチャイロ

コガネ (高梁市木野山,苫 田郡三ヶ上,御津郡宇甘

渓), タケムラスジコガネ (苫 田郡三ヶ上),オ オキ

イロコガネ (苫 田郡三ヶ上),オ オヒラタハナムグ

リ (苫 田郡三ヶ上),ア オアシナガハナムグリ (英

田郡若杉),ジ ュウシチホシハナムグリ (苫 田郡

三ヶ上).

31.高橋寿郎 (1979)｀ キョウ トアオハナムグリの分

布について、補遺 .

きべ りはむし7(1):21-23.
岡山県での記録を黒田祐一氏の御教示によりする。

32.青野孝昭 (1980)竜 王山系の甲虫
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倉敷の自然 (竜王山系):85-96.

(倉敷市衛生局環境部刊 )

クワガタムシ科, ヒラタクワガタ,コ クワガタの

2種.コ ガネムシ科, ヒメビロウドコガネ,テ クゼ

ンチャイロコガネ, コフキコガネ, カブトムシ, コ

イチャコガネ, オ
:オ スジコガネ, アオドウガネ, ド

ウガネブイブイ, ヒメコガネ,セ マダラコガネ, ウ

スチャコガネ, ヒラタハナムグリ,シ ラホシハナム

グリ,シ ロテンハナムグリ,コ アオハナムグリの15

種の記録.チ クゼンチャイロコガネは注目種である.

(P.88-89)

33.高橋寿郎 (1980)ヒ ゲコガネとシロスジコガネ

きべ りはむし8(2):817.
シロスジコガネ 岡山 (岡 山県の昆虫,1978)の

記録 .

34.環境庁 (1980)「 日本の重要な昆虫類,中 国版 .

第 2回 自然環境保全基礎調査」岡山県.コ ルリクワ

ガタ B(選 定基準.分布域が国内若干の地域に限

定されている種).

35.青野孝昭 (1981)種松山山系の甲虫 .

倉敷の自然 (種松山山系):69-93.

(倉敷市衛生局環境部刊).

クヮガタムシ科,コ クワガタ.コ ガネムシ科,シ
ロスジコガネ,マ メコガネ, コイチャコガネ, コガ

ネムシ,ス ジコガネ,ア オドウガネ, ヒメコガネ,

カタモンコガネ, ヒラタハナムグリ,シ ロテンハナ

ムグリ,ク ロハナムグリ,ハ ナムグリ,コ アオハナ

ムグリの13種の記録 (P。 73-74)。

36.環境庁 (1982)「 日本の重要な昆虫類の分布・全

国版」「第 2回 自然環境保全基礎調査」

コルリクワガタ 特定昆虫 岡山 (P。 118)。

37.青野孝昭 (1982)弥 高山系の甲虫

倉敷の自然 (弥高山系):8194.
コガネムシ科はカドマルエンマコガネ,フ チケマ

グソコガネ,ウ スイロマグソコガネ,カ ミヤビロウ

ドコガネ, クロコガネ,オ オコフキコガネ,マ メコ

ガネ,コ イチャコガネ,コ ガネムシ,ォ ォスジコガ

ネ,ア オ ドウコガネ, ドウガネブイブイ,ヒ メコガ

ネ,セ マダラコガネ,ウ スチャコガネ, ヒラタハナ

ムグリ,カ ナブン,ク ロハナムグリ,コ アオハナム

グリ, トラハナムグリの20種記録 (P。 85-86).

38.青野孝昭 (1983)酒 津八幡山東麓より船穂橋橋下

にかけての高梁川河川敷の蝶・甲虫類 .

倉敷の自然 (高梁川河川敷):41-58.

(倉敷市衛生局環境部刊)

コガネムシ科, オオコフキコガネ, コイチャコガ

4

ネ, ヒメコガネ, ウスチャコガネ,コ アオハナムグ

リの 5種記録 (P.52).

39.小林一之 (1985)吉 備高原南端 と高知県中村市の

トラハナムグリについて.SAIKAKU(1):8.
ト ラ ハ ナ ム グ リ 動甍 んづ%sグα″ %づθα JANSON

岡山県加茂川町上下加茂宇甘川 アサの花より,

lex。 ,16。 Ⅵ.1957, lex。 ,23.Ⅵ .1963, lex.,

11.V.1964,lex。 , 3.Ⅵ .1973.

40。 山地 治・渡辺昭彦 (1995) 岡山県より採集 し

た甲虫類の記録、訂正。 すずむし (120):9-11.

マツシタチャイロコガネ (赤磐郡熊山),オ オダ

イセマダラコガネの記録 (英 田郡西粟倉村若杉峠),

共に岡山県初記録になると思われる。

41.原 田祐康 (1985)コ クワガタ♂の大腺異常 .

すずむし (120):16.

産地はっきりせず .

42.吉原一美 (1985)オ ニクワガタを中和村で採集 .

すずむし (120):18.

真庭郡中和村山乗山.

43.高橋寿郎 (1985)ク ロハナムグリについて.

きべ りはむし 13(1):1-9.
岡山県での記録収録 .

44.高橋寿郎 (1985)ア カマグラコガネについて

きべ りはむし 13(2):29-36.

岡山県での記録収録 .

45.山地 治 (1986)岡 山県より採集 した甲虫類の記

録 . すずむし (121):13-19.

キョウトアオハナムグリ 岡山市竜ノロ山また英

田町福本でも採集 したことがあると。

46.倉敷昆虫同好会 (1936)大 佐町大佐山調査会にお

ける採集品目録.  すずむし (121):32-34.
コイチャコガネ, ヒゲナガビロウ ドコガネ sι″

θα bθψsの記録あり。

47.山地 治 (1986)オ ニクワガタの新産地 .

すずむし (121):35.

加茂町倉見にて採集 .

48.塚本珪一 (1986)日 本産食糞性コガネムシ類の分

布より考察 した糞処理能力についての研究 .

Bun. Heian High School No。 30 :1-36, pl.1,2.

p.24,29。 Aphodius mizo NAKANE ミゾムネマ グ

ソコガネ.分 布 に岡 山一 XI(直 浦俊 一郎 ,

1978)の記録あり。

49.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,第 1

号 :41-72(ref.p.46,58-60)。

クヮガタムシ科はコクワガタ,ヒ ラタクワガタの
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2種 .

コガネムシ科はセンチコガネ,
カ ドマルエンマコ

ガネ, コブマルエンマコガネ, ツヤエンマコガネ,

コフキコガネ, オオコフキコガネ, クロコガネ, コ

クロコガネ,オ オクロコガネ,ナ ガチャコガネ, ヒ

メカンショコガネ, ビロウドコガネ,カ ミヤビロウ

ドコガネ, アカビロウドコガネ,
マメコガネ,ス ジ

コガネ, アオドウガネ, ドウガネブイブイ, ヒメコ

ガネ,カ ブ トムシ,コ カブトムシ, ヒラタハナムグ

リ,カ ナブン
,

ハナムグリ,シ ロテソハナムグリ,

アカマダラコガネ,コ アオハナムグリの27種が記録

されている。

50.高橋寿郎 (1987)ダ イコクコガネについて。

きべ りはむし15(1):1-8。

岡山での産の記録をふ くむ。

51.高橋寿郎 (1987)ム ラサキツヤハナムグリとミヤ

マハナムグリについて.

きべ りはむし15(2):31-42.
ムラサキツヤハナムグリ 岡山での記録をふ くむ.

52.羽鳥祐之 (1987)阿 新地域に産する鞘翅目昆虫 .

すずむし (122):1-7.

阿哲郡神郷町,大佐町,新見市に属する地域での

採集結果次の記録がある。

クワガタムシ科, ミヤマクワガタ, ノコギリクワ

ガタ, アカアシクヮガタ, コクワガタ,ス ジクヮガ

タ,ヒ ラタクワガタの 6種 .

センチコガネ科,ア カマダラセンチコガネ,セ ン

チコガネの 2種

コガネムシ科,マ メダルマコガネ,カ ドマルエン

マコガネ, フトカドエンマコガネ,フ チケマグソコ

ガネ, コフキコガネ, クロコガネ,ナ ガチャコガネ,

ヒメアシナガコガネ,ア シナガコガネ,ハ イイロビ

ロウドコガネ,
ビロウ ドコガネ,マ ルガタビロウド

コガネ,ア カビロウドコガネ,ヤ マ トヒゲナガビロ

ウドコガネ,キ ラチャイロコガネ, コイチャコガネ,

マメコガネ,ウ スチャコガネ,ア オウスチャコガネ,

キスジコガネ,
ヒメスジコガネ, オオスジコガネ,

ドウガネコガネ,サ クラコガネ,
ヒラタハナムグリ,

ヒメ トラハナムグリ,ク ロカナブン,ア オカナブン
,

カブ トムシ,コ カブ トムシ,コ アォハナムグリ, ク

ロハナムグリの33種記録されている。

53.塚本珪一 (1987)日 本産食糞性コガネムシ類分布

資料 (2)。

BuH. Heian High School(31) :25-70。

都道府県別の糞虫の分布を示されている。岡山県

として次の 7種が示 されている。センチコガネC,

ダイコクコガネC, ツヤエンマコガネC, コブマル

エンマコガネC,カ ドマルエンマコガネC,ケ ブカ

マグソコガネJN, ミゾムネマグソコガネJw。

(C一 大陸型.JN一 日本狭域分布型.Jw一 日本広

域分布型).

54.山地 治 (1987)岡 山県より採集 した甲虫類の記

録。          すずむし (122):24.

マルオクロコガネ 岡山県津島西坂からの記録 .

55。 塚本珪一 (1988)日 本産食糞性コガネムシ類分布

資本}(3)          sAIKAKU (5) :1-3.
Pi3.岡 山県マエカ ドコエンマコガネを追加 とあ

る。

56.塚本珪一 (1988)日 本産食糞性コガネムシ類分布

資料 (4)。 SAIKAKU (6) :5-9.

P。 6.5。 セ ンチコガネ 岡山,V,Ⅷ ,Ⅸ (青

野孝昭 。近藤光宏)の記録あり。

57.石 田正明 (1988)サ クラコガネの緑色個体の性比 .

SAIKAKU(6):20-21.
岡山県津山 2♂ (石 田正明所有).

58。 青野孝昭 (1988)本 州からのオキナワアコオハナ

ムグリの記録. 甲虫ニュース (81):67.

岡山県倉敷市鷲羽山,大室海岸,備前市八木山で

のオキナワコアオハナムグリ=ア オヒメハナムグリ

の記録 .

59.倉敷市昆虫同好会 (1988)「 岡山の昆虫」

(山陽新聞社刊)

P。 182.ミ ヤマ クワガ タ (上 斎原村)。 P.183.

コクワガタ (新見市)。 P.184.ヒ メアシナガコガ

ネ (川 上村).P。 185。 マメコガネ (岡 山市).P。 186。

カブ トムシ (英 田町)。 P。 187.コ アオハナムグリ

(備前市)以上カラー図説 .

60.青野孝昭 。近藤光宏・重井 博 (1988)

倉敷川水系の動物・昆虫類 .

倉 敷 川 水 系 の 自然 環 境 に 関 す る 研 究

P。 131-155(倉敷の自然をまもる会刊)。

P.151-152.19-24.コ ガネムシ科,マ メコガネ,

カタモンコガネ,セ マダラコガネ,コ ガネムシ, ド

ウガネブイブイ,コ アオハナムグリの 6種が記録さ

れている.

61.岡 島秀治・山口 進 (1988)「 検索入門クワガタ

ムシ」 (保育社・大阪).

P.18 コルリクワガタ 岡山産♂♀,カ ラー図

不 。

62.青野孝昭 (1989)岡 山県瀬戸内海岸の甲虫類 .

倉敷市立自然史博物館研究報告。 (4):27-46.
コガネムシ科はコブマルエンマコガネ, コフキコ
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ガネ,マ ルガタビロウドコガネ,マ メコガネ,セ マ

ダラコガネ, コガネムシ, オオスジコガネ, ドウガ

ネブイブイ,ヒ メコガネ,ハ ナムグリ,シ ロテンハ

ナムグリ,カ ブ トムシ,コ アオハナムグリ,オ キナ

ワコアオハナムグリ (ア オヒメハナムグリ)の 15種

の記録 (P.3637)|

63.山地 治 (1989)岡 山県より採集 した甲虫類の記

録。        すずむし (123):1419.

ウスイロマグソコガネ落合町関,岡 山市真星長沢

での記録 .

64.塚本珪一 (1989)日 本産食糞性コガネムシ類分布

資利|(5).        SAIKAKU(8):7-22.
岡山県から17種の糞虫が記録 されている.

ミゾムネマグソコガネを除 く16種はいずれも竹内

幸夫,1989。 私信によるものである。

オオマグソコガネ,セ マルオオマグソコガネ,ス

ジマグソコガネ,フ チケマグソコガネ,コ ツヤマグ

ソコガネ,ウ スグロマグソコガネ=ヒ メケブカマグ

ソコガネ,ク ロモンマグソコガネ, クロツヤマグソ

コガネ,セ マダラマグソコガネ, ミゾムネマグソコ

ガネ,マ グソコガネ,オ オフタホシマグソコガネ,

ヌバタママグソコガネ,マ キバマグソコガネ, ヨツ

ボシマグソコガネ,オ ビマグソコガネ, ウスイロマ

グソコガネ.

65。 竹内幸夫 (1989) 岡山県におけるコバヤシチャ

イロコガネの言己録 . SAIKAKU (7) :29.
コバヤシチャイロコガネ 岡山県御津町金山 3

♀,22.III.1973,渡辺明彦採集 (こ の文献,前文

献64と 順が入れ替るべ きである).

66.山地 治 (1990)岡 山県より採集 した甲虫類の記

録。        すずむし (124):11-19.

クワガタムシ科,キ ンキコルリクワガタ,マ ダラ

クワガタの 2種 .

コガネムシ科,チ ビコエンマコガネ,ツ ヤエンマ

コガネ,ク ロツツマグソコガネ,セ マルケシマグソ

コガネの 4種が記録されている。

67.倉敷昆虫同好会 (1990)1986,1987年 度の調査会

における採集品目録。 すずむし (124):1923.
コガネムシ科アシナガコガネ,ク ロアシナガコガ

ネ,ハ イイロビロウドコガネ, カミヤビロウドコガ

ネ,ル イスチャイロコガネ,ナ ラノチャイロコガネ,

ウスチャコガネ,ア オウスチャコガネ,キ スジコガ

ネ, ヒラタアオコガネの10種が記録されている。

68.塚本珪一 (1990)日 本産食糞性コガネムシ類分布

資料 (6). SAIKAKU (9) :10-23.

ガネ,マエカ ドコエンマコガネ, ツヤエンマコガネ,

コブマルエンマコガネ, カ ドマルエンマコガネ, ク

ロマルエンマコガネ, フトカ ドエンマコガネ.

69.塚本珪一 (1991)日 本産食糞性 (広義)の コガネ

ムシ類の日本列島における分布記録 .

SAIKAKU (10) :34-65.

岡山県に分布の糞虫として次の30種が記録されて

いる。

ムネアカセンチコガネ,セ ンチコガネ,ア カマダ

ラセンチコガネ,オ オマグソコガネ,セ マルオオマ

グソコガネ,ス ジマグソコガネ,フ チケマグソコガ

ネ,コ ツヤマグソコガネ,ケ ブカマグソコガネ, ヒ

メケブカマグソコガネ,ク ロモンマグソコガネ,ク

ロツヤマグソコガネ,セマダラマグソコガネ, ミゾ

ムネマグソコガネ,マ グソコガネ,オ オフタホシマ

グソコガネ,ヌ バタマグソコガネ,ヨ ツボシマグソ

コガネ,マ キバマグソコガネ,オ ビマグソコガネ,

ウスイロマグソコガネ, ゴホンダイコクコガネ, ダ

イコクコガネ, ツノロガネ,マエカドコエンマコガ

ネ, ツヤエンマコガネ, カドマルエンマコガネ, コ

ブマルエンマコガネ, クロマルエンマコガネ, フト

カ ドエンマコガネ.

70.青 野孝昭 (1991)「 高梁市臥牛山昆虫目録」鱗翅

目 (蝶類)お よび甲虫目.pp.1250.

(ref.P.1921)(高 梁市教育委員会刊 )。

次のような記録がある。

クヮガタムシ科, ミヤマクワガタ, ノコギリクワ

ガタ,コ クワガタ,ス ジクヮガタ,ネ ブ トクワガタ,

チビクワガタの 6種 .

コガネムシ科,ア カマダラセンチコガネ,セ ンチ

コガネ, クロマルエンマコガネ, コマグソコガネ,

ウスイロマグソコガネ,コ フキコガネ, ヒメアシナ

ガコガネ,マ ルガタビロウドコガネ,ナ エ ドコチャ

イロコガネ, ヨツバコガネ, コイチャコガネ, ウス

チャコガネ,セ マダラコガネ,オ オスジコガネ,ス

ジコガネ,ア オドウガネ, ドウガネブイブイ,サ ク

ラコガネ, ヒメコガネ, ヒラタハナムグリ,ア オハ

ナムグリ,カ ブ トムシ,コ アォハナムグリ,ク ロハ

ナムグリの24種 .

71.高橋寿郎 (1991)Protaetia bnzi(Har。 ld)の 分

布について。        SAIKAKU(10):15。
岡山での分布を示 している.

72.高橋寿郎 (1992)ヒ ラタアオコガネの分布 .

きべ りはむし20(2):35-41.

岡山での分布を示 している。

73.永幡嘉之 (1992)岡 山 。鳥取両県におけるオオゴホンダイコクコガネ, ダイコクコガネ, ツノコ
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チャイロハナムグリの採集記録 .

因幡のむし (27):29.

岡山県川上村徳山にて 3exs.採集記録 .

74.山地 治 。渡辺昭彦 (1992)岡 山県より採集 した

甲虫類の記録 . すずむし (127):13-17.
ヘリトゲコブスジコガネ, オオビロウドコガネの

2種が記録されている。

75.小松 恵 (1992)ク ワガタムシの採集記録の 2例 .

すずむし (127):17.
スジクワガタ  総社市秋葉山.

ネブ トクワガタ 倉敷市藤戸町広田神社 .

76.山地 治 (1994)岡 山県から採集 した甲虫類の記

録。         すずむし (128):7-13.

キンキコルリクワガタの言己録あり.

77.奥島雄一 (1994)ア カマダラコガネの再発見 .

すずむし (128):20.

倉敷市内からの記録 .

78.青野孝昭・奥島雄一 (1994)ク ロカナブンの採集

記録。         すずむし (128):27.

新見市草間谷合,中和村山乗山,新見市羅生門から

の記録 .

79.藤田 宏 (1994)ヤ ノコモンタゼムシ採集記 .

月刊むし (281):5-8.

岡山県赤磐郡山陽町と熊山町にまたがる新興住宅地

にヤマナラシが多 くありこの本にヤノコモンタマムシ

が多 くやってくるが,コ クワガタも来ていたという記

録 .

80.塚本珪一 (1994)「 日本糞虫記」 (青土社.東京)

糞虫の府県別分布表の比較表 (P。 217-219)が示

されている (種名は示されていない).

岡山県は大陸系22,東洋区系 2,固有種系 6の 合

計30種 となる。

81.青之孝昭・奥島雄― (1994)倉 敷市生物 目録 〈昆

虫類〉

倉敷市生物目録 :93-233(ref.p.127-130).

倉敷市立自然史博物館 .

クワガタムシ科 5種,セ ンチコガネ科 1種,コ ガ

ネムシ科56種が記録されている.

82.竹内幸夫・山地 治 (1996)岡 山県産コガネムシ

類の追加記録及び訂正。 すずむし (130):15。

岡山県産コガネムシとして次の記録がある。 (*

岡山県産コガネムシとして初めて記録 される種 **

中国山地をめぐる地域からの初めての記録種).

ヘリトゲコブスジコガネ,マ メグルマコガネ, フ

トカドエンマコガネ, ツヤエンマコガネ,*ミ ツコ

ブエンマコガネ, フチケマグソコガネ,ス ジマグソ

コガネ, ヒメケブカマグソコガネ,コ ツヤマグソコ

ガネ,コ マグソコガネ,セ マダラマグソコガネ, ミ

ゾムネマグソコガネ,マ グソコガネ,ヌ バタママグ

ソコガネ, ヨツボシマグソコガネ,オ ビマグソコガ

ネ,ウ スイロマグソコガネ,セ マルオオマグソコガ

ネ,エ ゾマグソコガネ,マ キバマグソコガネ,ク ロ

モンマグソコガネ,ク ロッヤマグソコガネ,ク ロツ

ツマグソコガネ,ク ロアシナガコガネ, ビロウドコ

ガネ,*ヒ メコヒゲナガビロウ ドコガネ, ヒゲナガ

ビロウドョガネ, カバイロビロウ ドコガネ,**イ
ワワキビロウ ドコガネ,ヤ マ トビロウ ドコガネ,

*ニ セホソビロウ ドコガネ,*ツ ヤズビロウ ドコガ

ネ,マ ツシタチャイロコガネ,*ヤ マ トチャイロコ

ガネ,*ス ジチャイロコガネ,チ クゼンチャイロコ

ガネ,*イ マダテチャイロコガネ,*ヤ マウチチャ

イロコガネ,*ア ワチャイロコガネ, コバヤシチャ

イロコガネ,**セ スジチャイロコガネ, カタモン

コガネ, タケムラスジコガネ, ツヤスジコガネ,ヤ
マ トアオドウガネ, ツヤコガネ,ハ ナムグリ, クロ

カナブン,ム ラサキツヤハナムグリの49種記録 .

他に従来の記録から削除すべき種 としてマルエン

マコガネ, ウスキイロコガネ,キ イロヒメコガネ,

キンスジコガネを示されている.

83.土畑重人 (1996)臥牛山における甲虫 2種の記録 .

すずむし (130):5。

ヨツバコガネの言己録あり.

84.松本吏樹郎 (1996)ア カアシクワガタの岡山県に

おける南限記録 .

すずむし (130):16.

高梁市臥牛山にて 1♂ ,18.XI.1994の 記録 .

85。 奥島雄一 (1996)キ ョウトアオハナムグリの採集

記録 . すずむし (130):19.

高梁市臥牛山 1♂ 12.Ⅵ .1996.

86.石 田正明 (1997)探虫広報-2.ミ ツコブエンマ

コガネ      LAMELLICORNIA (121):41.
文献82に おいてミツコブエンマコガネの岡山県で

の記録を入れておいたが本文によると岡山県上石見

というのは鳥取県 日南町上石見 (か みいわみ)の こ

とであるとあり、この種の岡山県での記録は取消 し

ておいた方が良いと考える。

[4]岡 山県産コガネムシ主科仮目録 .

Superfami:y Scarabaeoideaコ ガネムシ主科

Fami:y Lucanidaeク ワガタムシ科

1. スιsα″%s αstα′づθ%s LEWIS, 1883.

マダラクワガタ27・ 66
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2.nsπ J%sbづπθαπι%s WATERHOUE,1873.            ゴホ ンダ イ コ ク コ ガ ネ 21・ 27・ 68・ 69

チ ビ ク ワガ タ 17・ 19・ 27・70               3.、
、s(s.sた )θθん%s(MTscHuLSKY,1860).

3.PιαttθιttS αθ′
`θ

θιιts αれ′αづFuJITA,1987.          ダイコクコガネ3・ 21・ 27・ 29・ 50・ 53・ 68・ 69

キ ン ロトコ ル リ ク ワ ラゲタ
27・ 34・ 36・ 61・ 66・ 76               4.cα

θθθbづ %sグιssθ ι%SづS HAROLD,1867.

4.Lzθ α%%s παθπιレ πθ鶴 ′%S MoTscHuLSKY,1861.       マ エ カ ド コ エ ン マ コ ガ ネ
21・ 27・ 55・ 68・ 69

ミ ヤ マ ク ワ ガ タ
3・ 21・ 22・ 275259・ 70            5.c 

ππづθθ%イs(FABRICIUS,1798)

5.Pπ sπθ♂鶴 ″ん%sα ,2gπιαれs WATER HOUSE,1874.      チ ビ コ エ ン マ コ ガ ネ
66

ォ ニ ク ヮ ガ タ 42・ 47                  6。
Oπ′んψ ん曜μ s(S″鶴 παじs)ιι″ づ HAROLD,1874.

6.P筍 ″″ θθづι%s tπ ιttαtts(MoTscHuLSKY,1857).      カ ドマ ル エ ン マ コ ガ ネ
3・ 21・ 27・ 37・ 49・ 52・ 53・ 68・ 69・ 81

ノ コ ギ リ ク ワ ガ タ
21・ 22・ 27・ 5270・81               7.0.(Pα

ttsθ ″

“

θπ%s)%づ″αzs wATERHOUSE,1875.

7.■ 響 %s ιαιυtθθιιts E.SAUNDERS,1854.           ッ ヤ エ ン マ コ ガ ネ
49・ 53・ 66・ 69・ 81・ 82

ネ ブ ト ク ワ ガ タ 527・ 70・ 75・ 譴             8.0。 (Gづ bbθ%′ん″ んαん%Sl α′γttι %磁SWATERHOUSE,1875。

8.Dθ π%s ttθ tts(MoTscHuLSKY,1857.)           コ ブ マ ル エ ン マ コ ガ ネ
26・ 27・ 49・ 53・ 62・ 68・ 69・ 81

コ ク ヮ ガ タ 3・ 5・ 21・ 2225・ 26・ 27・ 32・ 35・ 4149・ 52・ 59・ 70・ 71・81         9. 
ο.(G.)zづ α%%s HAROLD,1874.

9.Dθπ%ss′π″″ι7,7ZtS MoTscHULSKY,1861.          マ ルエ ンマ コ ガ ネ
27・ 81

ス ジ ク ヮガ タ2127・ 52・ 70・ 75              10.ο
.(Pんα牧影θπθゅん%S)α ttγ WATERHOUSE,1875。

10.Dθπ%s πθ%′づυttμs(LEWIS,1883).            クロマルエンマコガネ27・ 68・ 69,70

ヒ メ オ オ ク ヮ ガ タ
21・ 27               11.ο

。 (2)ヵ αづιs wATERHOUSE,1875。

11.Dθ ttπs π ttπ θ鶴 ′%S(SNELLEN VAN            フ トカ ドエ ン マ コ ガ ネ
27・ 52・ 69・ 82

VOLLENHOVEN, 1865).                           12.Lづ αめ,Og%sク んα%αιθづαιs(ヽVESTWOOD, 1840).

アカアシクワガタ21・ 2227・ 52・ 84・               ッノコガネ 3・ 21・ 27・ 68・ 69

12.Dθπ%s′づれ%s″ ιttγ (SNELLEN VAN           13.ス タんθαιπS(動 α名の んθαイ%9協 ″ sθ ttα′%S

VOLLENHOVEN,1861)                  wATERHOUSE,1875。

ヒラタクワガタ5・ 27・ 32・ 49・ 58・ 81・               スジマグソコガネ21・ 27・ 64・ 82

13.Dθπ%sθ %?ηιαιπS bづ πθα%ιo%sヽVATERHOUSE,1874.    14.ス .(cθιθb″″%S)ん αηιαづα%%s BALTHASAR, 1932.

ォォクヮガタ81                    ォォマグソコガネ21・ 27・ 64・ 69

Family Torogidaeコ ブ ス ジ コ ガ ネ 科       15.ス 。 (&πθんιs厖 6・l bttθ り sθπ%S SoLSKY,1874.

1.Tη χ παπαιづBALTHASAR,1931.             セ マ ル オ オ マ グ ソ コ ガ ネ
6469・ 82

ヘ リ トゲ コ ブ ス ジ コ ガ ネ
7482            16.ス .師 物 θttssπS)%御 s″gπα HAROLD,1862.

Fami:y Geotrupidaeセ ン チ コ ガ ネ 科               フ チ ヶ マ グ ソ コ ガ ネ
21・ 27・ 37・ 52・ 64・ 69・ 81・ 82

1.Bθ ιbθθιη sθ 792α (Bθιbθθιttsθπα)翡 g″α協第         17.■ .(И θηss%S)α′節 ιπs Ⅵ
rATERHOUSE, 1875.

(WATERHOUSE,1875).                 ク ロ ッ ャ マ グ ソ コ ガ ネ
64・ 69・ 82

ム ネ ア カ セ ン チ コ ガ ネ
21・ 27・ 69             18.ス .(■ .)%%炉雰θづαtts NoMuRA et NAKANE,1951.

2.Gι θι鶴 ク2s(Cん知πttιθ″″ ιS)α%鶴′%s MOTscHULSKY,      ク ロ オ ビ マ グ ソ コ ガ ネ
30

1857.                                  19.4.(Pα %ιづα%ιιπs)π αaι7//i BALTHASAR, 1938.

オオセ ンチコガネ3                   コッャマグソコガネ64・ 69・ 82

3.Gι θじ勧 pcs(Eθ″ θιゅ 9 ιαιυtsれα′%s MoTscHuLSKY,   20.ス .(■クんαααπιαθ%s)%π αbづ ιts WATERHOUSE,1875。

1857.                         クロモンマグソコガネ64・ 69・ 82

センチコガネ 3・ 21・ 27・ 49・ 52・ 53・ 56・ 69・70            21.ス 。(3αιιんαs″η%S)ιθθ″′%s BATES,1889.

Fami!y Ochodaeidaeア カマダラセンチコガネ科      ケブカマグソコガネ53・ 59

1.Oθ んθααιπs παθ%ια′%S WATERHOUSE,1875.         22.ス .(Tπ θんの んθαづ%S)θθπαtts AD.SCMMIDT, 1920.

アカマダラセ ンチコガネ30・ 52・ 69・70            ヒメケブカマグソコガネ27・ 64・ 69・ 82

Family Scarabaeidaeコ ガネムシ科        23.ス 。(Pα%παα%s)協づ
“

NAKANE,1967.

1.Pα πιι%s夕αη %ιπs(WATERHOUSE,1874)。           ミ ゾ ム ネ マ グ ソ コ ガ ネ
28・ 48・ 53・ 64・ 69・ 82

マ メ ダ ル マ コ ガ ネ
21・ 27・ 58・82              24.ス

。 (Ottααι%s)夕 %stιι%s(HERBST,1789).

2.し 中 、s(S.S晟 )αθ%′ιαι%s MoTscHuLSKY,1860.       コ マ グ ソ コ ガ ネ
21・ 27・ 70・ 82

8



ずす む し No.132(1997)

25.ス .(Cれιθιんθ鶴→ %な知′ιssaι ιαtts(MoTscHuLSKY,

1866)。

セマダラマグソコガネ27・ 64・ 69・ 82

26.ス 。 (Pんαι″ んθαづπS)″ θιπs(MoTscHuLSKY,1866)。

マグソコガネ 2・ 26・ 27・ 64・ 69・ 81・ 82

27.■ .(s.s′た)ιιι多 鶴 ALLBERT,1847。

オオフタホシマグソコガネ27・ 64・ 67・ 81

28.ス 。 (Bθαづι%s)sθ π づαπs(FABRICIUS,1775).

ヨツボシマグソコガネ21・ 27・ 64・ 69・ 82

29.ス 。 (■ gγづιイタ,多ιs)bttυじπsθ%ιπs(MoTscHuLSKY,

1866).

ヌバタマグソコガネ21・ 2764・ 69・ 82

30. ス.(ス .)んαsιgクリαづNoMuRA et NAKANE, 1951.

ヒメスジマグソコガネ27

31. ス。 (■ .)コレαttπ sづs NoMuRA et NAKANE, 1951.

マキバマグソコガネ64・ 69・ 82

32.ス .(■ .)%π

"御

ts WATERHOUSE,1875.

エゾマグソコガネ212782

33.ス .(Oα ιαπ sθ sttηνιιs)s%bι づπ bα tts(MoTscHuLSKY,

1860)。

ウスイロマグソコガネ37・ 63・ 64・ 69・ 81・ 82

34.ス .(c.)%%炒 ι昭 づα′%s WATERHOUSE,1875.

オビマグソコガネ21・ 27・ 64・ 69・ 82

35。 sの第θsづ厖sノ″ θ%づθ%S WATERHOUSE, 1875.

クロツツマグソコガネ66・ 82

36.Psαππθαj%s(s.s″ )θθ%υιχ%s WATERHOUSE,1875.

セマルケシマグソコガネ66

37.ル クιtα (E%θ ん御 π ψ ιづα)θ θπ π πtts WATERHOUSE,

1875.

アシナガコガネ22・ 25・ 27・ 5267・ 81

38.I(s.s″ )物 ιππs WATERHOUSE,1875.

クロアシナガコガネ26・ 67・ 82

39.Eθ κηψ んψ ιづα θbα %θ′α (MoTscHuLSKY, 1857)。

ヒメアシナガコガネ21・ 27・ 52・ 59・ 70・ 81_

40.Mαιααι鶴 (s.s″)θαs′απια (ARROW, 1913).

アカビロゥ ドコガネ21・ 27・ 49・ 52・ 81.

41.M(s.s″ )ノ″ θ%づθα (MOTscHuLSKY,1860).

ビロウドコガネ49・ 52・ 81・ 82

42.M(s.s″ )力απゥαづ (SAWADA,1937).

カミヤビロウドコガネ21・ 25・ 27・ 34・ 49・ 67・ 89

43.M(s.s″ )θ″ιη′翻ts(MoTscHuLSKY,1857).

ヒメビロウ ドコガネ27・ 32.

44。 M(s.s″ )惚ππづ (BALЫ ON,1870)。

オオビロウ ドコガネ74・ 81

45.M(s.s″ )sιθ″ α (BRENSKE,1897).

マルガタビロウドコガネ27・ 52・ 62・ 70・ 81

Pα ttsιπθα gπθια (MoTscHuLSKY, 1860).

ハ イ イ ロ ビ ロ ウ ド コ ガ ネ
21・ 27・ 5267

Sιπθα bθops wATERHOUSE, 1875。

ヒゲナガビロウ ドコガネ27・ 46・ 82

S.bttυケαttts πθ′ル s NoMuRA, 1972.

ヒメコヒゲナガビロウ ドコガネ82

S.%炒″ 笏 θα (NOMuRA, 1959).

ヤマ トヒゲナガビロウ ドコガネ21・ 27・ 52・ 82

S.%づπαづθ
`パ

(NoMuRA,1971).

ツヤズビロウ ドコガネ82`

S.π夕づαづαθ熔お 9クαθづαθ寄づs NoMuRA, 1972.

ニセホソビロウ ドコガネ82

f
「`力ゆθ%θSι%イθα Sικυιπれs NoMuRA, 1976.

イワワキビロウ ドコガネ82

N stπづιづs(Lzw6,1895).

カバイロビロウ ドコガネ22・ 27・ 82

Sιπθα%づα αυα夕ια NoMuRA, 1976.

アワチャイロコガネ62

S.θんづb%zι %ι sづs SwADA, 1938.

チクゼ ンチ ャイロコガネ32・ 81・ 82

S.ルιgづαα ιづ徽7α tt SwADA, 1939.

スジチ ャイロコガネ82

S./勿Sθθιj%ια′α ⅣloTscHuLSKY, 1860.

クロスジチャイロコガネ22・ 27_

S.ルSθθι

`%ι

αtt π炒″ ι%StS NoMuRA, 1976.

ヤマ トチャイロコガネ82

S.づ ,γttααα′ιづ S、vADA, 1955。

イマダテチャイロコガネ82

S.々づ名αt SwADA, 1938.

キラチャイロコガネ27・ 52

S.力θb。ノαsんづNoMuRA, 1976.

コバヤシチ ャイロコガネ65・ 82

S.ιιッtst ARROW, 1913.

ルイスチ ャイロコガネ27・ 67

S.第αお%st′αづ SwADA, 1955.

マツシタチ ャイロコガネ40・ 82

S.πづπづθα Lzwls, 1895。

ナエ ドコチ ャイロコガネ70

S.szれιγαιts NoMuRA, 1978.

セスジチャイロコガネ82

S. ″θんθ力%θ2osts S、vADA, 1955。

トウホクチ ャイロコガネ25・ 27・ 81

S.ノα夕για%θんづづ SヽvADA, 1938.

ヤマウチチ ャイロコガネ82

スク。gO'“α απづαα Lzwls, 1896.

ヒメカンシ ョコガネ27・ 49・ 81
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69.Mjπ αJbα θαs′απια (WATERHOUSE,1875).       91,M′ α力ιπ%πづSwADA,1942.

クリイロコガネ2125・2781                  夕ヶムラスジコガネ3082

70.〃 θιθ′7/iθ れ α (s.sた )θθπυιχO"gα MOSER, 1912.      92._4%θ 912α Jα αιb9″ ιθSα (HOPE, 1839).

マルオクロコガネ5471,                 ァォ ドウガネ24・ 27・ 32・ 35・ 37・ 49・ 70・ 81

71.I(s.s′ 4)力づθ′θι%sts BRENSKE,1894.          93.ス .θθs′α′α (HoPE,1839).

クロコガネ21・ 25・
27・

3749・5281                 ォォスジコガネ21・ 25・ 27・ 32・ 37・ 4952・ 6062・ 40・ 81

72.I(s.sた )ク α%ι ttια (MoTscHuLSKY,1854).    94.五 πθπαια θ″ 宅α (HOPE,1839).

オオクロコガネ 121・ 27・ 49・&                ドゥガネブイブイ 1・ 21・ 252732・ 37・ 49・ 5260・ 62・ 70・ 制

73.I(s.s″ )クづθια WATERHOUSE,1875.        95.■ %θπαtt ααづπづαπα (HAROLD,1877).

コクロコガネ27・ 49・81                    サクラコガネ 1・ 12・ 21・ 27・ 52・ 57・ 70・ 81

74.助 ιι″ わり χ βαυづαπS WATERHOUSE,1875.        96.ス .ク雨 θπ脇′α (MoTscHuLSKY,1866).

オオキイロコガネ30                   ヒメサクラコガネ 1・ 27・ 81

75.∬ ιク″″ り ιιαクづθια MOTSCHuLSKY,1857.          97.■ .ι%θι%s BALLION,1871.

ナガチャコガネ2]・ 22・ 25‐ 26・ 274952・ 86              ッャコガネ 121・ 27・ 釦‐82

76. 几faιθιθπ′んαルt″ιγ ARROW, 1913.                 98, ス.多%ι ′ts′れa″α MOTscHULSKY, 1861.

オオコフキコガネ 1・ 721・ 25・ 27・3738.49,81.          ハソノヒメコガネ27・ 釦

77.Mグ ψ θ%づθα BuRMDSTER,1855。              99.A.θ θ′づιsθθsれ 協 S(BuRMDSTER,1844)

コフキコガネ 1・ 721・ 2432・ 49・ 62・ 70・81              ヒラタアオコガネ27・ 6772

78,Pθらψり ιια (G電%づαα)αιbθιづπια′α (MoTscHULSKY,     100.ス .グαρθ%づθα APROW, 1913.

1861).                         ヤマ トアオ ドウガネ21・ 27・ 81・ 82

シ ロ ス ジ コ ガ ネ
8・ 11・ 21・ 26・ 2733・ 35・ 81           101.ス .7ヵ の マα MOTscHuLSKY,1860.

79.スグθπtts(Lのααθttι夕S)′θ%%づπαθ%ια′%s          ヒメコガネ 121・ 27・ 32・ 35・ 37・ 38・ 48・ 62・ 70・ 81

WATERHOUSE,1875.                 102.ス .ヵ s′αθι″短 (MOTscHuLSKY,1860).

コイチャコガネ21・ 25・ 26・ 27・ 32・ 35・ 37・ 38・ 46・ 52・ 70・ 譴          スジコガネ2126・ 2735・ 49・ 62・ 70・ 81

80.0ん ヵ%bθ%sル″ ιZ (NoNFRIED,1895)          103.ス ιιθ名りππα αづθんθわπα s″′ι%れθ%α ιts(KoNO,

ヨツバコガネ70・83                   1931).

81.Rψ づιιづαグα″ πづθα NEWMANN,1844.           カ ブ トム シ
19・ 21・ 22・ 27・ 32・ 49・ 52・ 59・ 62・ 70・ 81

マ メ コ ガ ネ
1・ 19・ 21・ 22・ 26・ 27・ 32・ 37・ 49・ 52・ 59・ 60・ 62・ 81        104.Eψ

んjιι%%Sθ ん物 ι%sts(FALDERMANN,1835).

82.Pttgθ クιγ′んα夕%bづ θθιιts(WATERHOUSE,1875).       コ カ ブ トム シ 25・ 274952・ 81

ナ ラ ノ チ ャ イ ロ コ ガ ネ
30・ 67              105.Rん

θ771bθ 算んづ77oα (s.sι雀)クθιづ協 WATERHOUSE,1875.

83.Pり ιれ″γ力 ααづυιttα WATERHOUSE,1875.        ク ロ カ ナ ブ ン 27・ 52,78・ 81.

ウ ス チ ャ イ ロ コ ガ ネ
25・ 26・ 27・ 32・ 37・ 3852・ 64・ 70・ 81       106.R.(s.s″

)z%づ θθιθγ MoTscHuLSKY,1861.

84.Pり ιιψιγ′んαれ 厖物磁″α (ARROW,1813)。         ア オ カ ナ ブ ン 21・ 22・ 27・ 52

アオウスチャイロコガネ27・5267            107.Psι παθわり ″効れαグαクθttθα HOPE,1841.

85.Pづ 77ι g%ιαπs Ⅵ弧 TERHOUSE, 1875.                   カ ナ ブ ン 23・ 37・ 4981

キ ス ジ コ ガ ネ
2752・ 67                 108.■

%′ん鶴 θ″ んθ鶴 %S″θθια BuRMEISTER,1842_

86.Bιづ′ψιπんα θθηttπα′α (HttoLD,1878).        アカマダラハナムグリ5・ 25・ 2744・ 4977・ 81

カ タ モ ン コ ガ ネ
27・ 35・ 60・ 81・ 82_               109. G″

鋼 吻 απαル ιυtS′ιππα MoTscHuLSKY,1860.

87.B.θ πι%脇ιづs(ヽ VATERHOUSE,1875).           ク ロ ハ ナ ム グ リ
2127・ 353443・ 52・ 7081

セ マ ダ ラ コ ガ ネ
19・ 21・ 25・ 26・ 27・ 32・ 37・ 60・ 70・ &         110.Dκ

ι″θ%づα夕」ι係獅 (MOTScHuLSKY,1860).

88.M蹴
“

脇 α燿 りθづあS(WATERHOUSE,1875).          ハ ナ ム グ リ
24・ 27・ 35・ 49・ 67・ 譴・82

ツ ヤ ス ジ コ ガ ネ
21・ 27・ 82                111.E.旬

ιιO/st(HAROLD,1880).

89.M/1α υづιαbえs WATERHOUSE,1975).          ア オ ハ ナ ム グ リ
れ・22・ 2卜 70・ 譴

ヒメスジコガネ21・ 2227・52                112.P筍 めιιづα bttυケαttts(LEW6,1879).

90・ M ψ Jιπαιπs(GYLLENHAL,1817)。            シ ラ ホ シ ハ ナ ム グ リ
24・ 27・ 32・ 81

コガネムシ19・ 2126・ 2735・ 376062・ 81.             113。
P.θαれクん鶴θια ARROW,1913_

10
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ム ラサ キ ツヤハナム グ リ21・ 27・ 51・ 82

114.Pηれι′づα ιι,2づ (HAROLD, 1876).

レンツアオハ ナムグ リ 4・ 27・ 31・ 45・ 71・ 85

115.P.s%bπ αη,2θ″α (BuRMEISTER, 1842).

シロテンハナムグリ21・ 26・ 27・ 32・ 35・ 49・ 62・ 81

116.Gα πικsヵ効 θ%脇 OANSON,1881).

アオヒメハナムグリ58・ 62・ 81

117. G.プ%θπ%αα (FALDERMANIN, 1835).

コアオハナムグリ多::::`:::`::8::8:::l,:::[

118.Osπθαι7η 22α ψιθ%π LEWIS, 1887.

オオチ ャイロハナムグリ73

119.G%θπππs sπ b9″θ%sυづπαづ9″θ%s(LEW6,1887).

アオアシナガハナムグリ30

120. TΥtθ んづ%s,α

"%jθ

%S JANSON, 1885.

トラハナムグリ16・ 27・ 37・ 39・ 81

121.Lα stθ れθんじπs sπθθづηθtts(PALLAS,1781).

ヒメ トラハナムグリ27・ 52

122.Pα ttιπθんjπs αθι%ルt(HAROLD,1879).

オオ トラフハナムグリ2127

123.Pα 鶴 ′π θれ πs s″ ″ παι

`jπ
g%′ ια″%s(SNELLEN VAN

VOLLENHOVEN, 1864).

ジュウシチホシハナムグリ30

124.A4ι θυαιgπsルπθs%S (Lzwls, 1887)。

オオヒラタハナムグリ18・ 30

125.メⅢ θ%θυαιgπ s αηgπs′づθθιιts(WATERHOUSE,1875).

ヒラタハナムグリ25・ 26・ 27・ 323537・ 49・ 52・ 70・ 81

126.Dα ,ソαιys ttbιπ%ια′%s(Lzwls,1887)。

トゲヒラタハナムグリ27.

サツマシジミを蒜山で採集

岡本 博文

今年 (1997年)7月 5日 蒜山川上村でサツマシジミ

を採集 したので,報告 しておきます。

蛇 ヶ山L温泉に行こうと思い当日はりきって出かけま

したが残念ながら到着は出来ませんでした。が,思 い

もかけずサツマシジミを10頭前後見る事が出来ました。

始めはルリシジ ミと思い採集 しなかったのですが,

ネットに入れておどろきました。

後で思 うと,ル リシジミとは環境が少 し違った場

所 ?,む しろスギタニルリシジミの居る様な環境場所

で見る事が出来ました。

採集は♂のみ 2頭です。最後に出合った 2頭の採集

ですので,♀ が居たかどうかわかりません。以上報告

しておきます。

(追伸)だれか蛇 ヶ山L温泉への道を教えて下さい。

(〒 710 倉敷市片島町634)
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ツマグロヒョウモンの異常型

広瀬 正明

倉敷市立自然史博物館主催の平成 9年度標本同定会

(1997年 8月 実施)に提出された蝶の標本より写真の

ような斑紋異常を呈する個体を確認 したので報告 して

おきたい。

ツマグロヒョウモン1♂ (黒斑発達異常型),

2ヽpr. 27, 1997

倉敷市中央261 倉敷市立自然史博物館内

なお,こ の個体は博物館内に迷入 していたものを近

藤光宏館長 と奥島雄一学芸員が採集 したもので,標本

は同博物館に保管されている。

末筆ながら,報告の機会をお与えいただいた両氏に

感謝の意を表 します。

(〒 710 倉敷市有城4985)
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ムネアカアワフキの記録

近 藤 光 宏

かつて,ア ワフキムシ類の研究をしておられる牛島

弘一郎氏 (現在愛媛大学農学部昆虫学研究室所属)よ

り,全国のムネアカアワフキについてまとめたいので

岡山県のものについて採集 してほしいとの依頼を受け

たことがある。単年次の調査 と言うことなので県内の

候補地を数箇所に絞 り,成虫発生期の 4～ 6月 に寄生

樹であるサクラを見て回ったが,残念ながら一頭も採

取することはできなかった。牛島氏には期待に応えら

れなくて大変申し訳なく思った次第である。そして
,

その後も春になるとこのことが気掛かりになり,心掛

けていたもののどうしても採取することができないま

ま今 日に至っていた。

貴重な標本並 びに情報 を快 く提供 して下 さった両氏

に対 し厚 くお礼 申し上げる。

データ

″れaθιθづαιs bづクιπ協協S(HAUPT) ムネアカアワフキ

① l♀ ,阿哲郡神郷町三室, 6,V.1992,青野孝昭

採集.

② l♀ ,岡山市金山,30,Ⅳ ,1994,澤 田博仁採集.

(写真参照)

③ l♀ ,御津郡加茂川町竹部, 5,V.1994,澤田愛

子採集.

④ l♀ ,御津郡加茂川町竹部, 5,V。 1994,澤 田昭

子採集.

⑤ l♀ ,新見市草間羅生門,14,V。 1996,青野孝昭

採集.

引用文献

岡山県,1978.岡 山県の昆虫,146pp.岡 山県環境部

自然保護課,岡山.

石原保,1983.ム ネアカアワフキ.学研生物図鑑昆虫

Ⅲ,p.363。 学研研究社,東京 .

九州大学農学部昆虫学教室 。日本野生生物研究セン

ター編,1989。 日本産昆虫総録,1767pp.九 州大

学農学部昆虫教室,福岡.

(〒 710 倉敷市中央261,倉敷市立自然史博物館)
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岡山県におけるグンバイ トンボの分布と新産地

守 安 敦

グンバイ トンボPιαttθ%ιπtS力ιづαθια Sα SαれづAsAHINA

は,モ ノサシトンボ科に属する中型のイトトンボ類で

ある。日本にのみ分布する亜種で関東以西の本州,四

国,九州に分布 し,宮城県にも一産地が知られている。

原名亜種シナグンバイ トンボ P′ ヵιづαθιαは中国北部

に分布する。おもに丘陵地の湧水にかかわりのある植

生の豊かな緩やかな清流に生慮、しているが, きれいな

水が常時補給される滞水域にも生息する。 しかし,産
地はかなり局所的である。

本種の岡山県での産地は,湯原町⇒⇒0,和気町働の
,

備前市閑谷→の,建部町田地子0,金剛川流域ω,建部

町福渡0,蒜 山高原の,作東町藤生の,作東町角南の
,

作東町高本のが報告されている。

新たに筆者は,今 まで記録のなかった高梁川水系で

本種を採集 しているので報告する。また,広瀬正明氏 ,

土畑重人君により,新たに採集されているので,あ わ

せて報告 してお く。

2♂ 1♀ , 2 exs.羽化殻,有漢町上有漢,14.Ⅵ .

1997,筆者採集・保管 [写真 1].

1♂ ,川上村東茅部,15。 Ⅵ.1997,筆者採集・保

管 [写真 2].

1♂ ,賀陽町上竹,21.Ⅵ。1997,筆者採集・保管

[写真 3].

1♂ 1♀ ,総社市畑野,22.Ⅵ .1997,筆者採集・

保管 [写真 4, 5, 6].

1♂ ,岡 山市lTI園 ,22.Ⅵ .1997,土畑重人採集・

保管 .

2♂ 1♀ ,吉永町和意谷脇谷, 2.Ⅵ .1996,広瀬

グンバイトンボ ♂

曇熙:

写真 3.グンバイ トンボ ♂ (賀陽町上竹産 )

写真 4ロ グンバイ トンボ ♂ (総社市畑野産 )
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正明採集,筆者保管 .

有漢町の採集地 [写真 7]は ,以前に広瀬正明氏よ

り目撃されたというお話をうかがっていた地点の近 く

である。羽化 したばかりの未熟な個体 [写真 8]が 目

についた。

賀陽町の採集地 [写真 9]は ,賀陽インターからほ

ど遠 くない地点で, まわりがかなり開けている。モノ

写真 5ロ グンバイ トンボ♀ (総社市畑野産 )

写真 7.グ ンバイ トンボ生息地 (有漢町上有漢 )

14

サシ トンボに混じって,個体数は少ないながら本種が

見られた。

総社市の生息地 [写真10]は ,谷川の最上流部で
,

流れが緩やかになっている地点である。

岡山市の採集地は,土畑重人君によると,旭川本流

の川岸にある草地 と林の境目のあたりで,かなりの数

の個体が見られたそうである。

写真 9ロ グンバイ トンボ生息地 (賀陽町上竹 )

写真 8ロ グンバイ トンボ未熟 ♂ (有漢町上有漢)

写真 6.グンバイ トンボ ♀ (総社市畑野産 )

写真 10ロ グンバイ トンボ生息地 (総社市畑野 )
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いずれの地点も,水質は良さそうであるが,湧 き水

にかかわる,青流とはいえないような所もあった。

また,倉敷昆虫館,倉敷市立自然史博物館,岡 山県

自然保護センターに収蔵 されている標本を調べたとこ

ろ,以下のデータの岡山県産本種の標本を確認 したの

であわせて報告 してお く。ただし,す でに報告されて

いると思われるものは除いた。

l♂ ,三石町,28.Ⅶ 。1957,安東瑞夫採集,倉敷

昆虫館保管

1♂ 1♀ ,吉永町南谷, 6.Vll.1980,重井博採集 ,

岡山県自然保護センター保管

これらの産地を,岡 山県地図にプロットすると,図
1の ようになる。

末筆ながら,記録の発表を快 く許された広瀬正明氏 ,

土畑重人君に厚 くお礼申し上げる。

引用文献

1)赤枝一弘,1970.湯 原のグンバイイトトンボ。す

ずむし,(104):36。

2)青野孝昭,1997.倉敷市立自然史博物館に寄贈 さ

れている重井博先生収集の岡山県産 トンボ類標本 .

すずむし,(131):40-44.

3)道 信順,1968.ト ンボロ録.美作の昆虫 (1)

チ ョウ・カ ミキリ・ハチ・ トンボ分布資料,pp.
22-26.美作虫の会,津山.

4)岡山県編,1982.自 然保護基礎調査報告書

自然保護地域候補地調査結果.pp238。 岡山県環境

保健部自然保護課,岡 山.

5)澤田博仁,1997.旭 川水系のグンバイ トンボ,初

図 1.岡 山県におけるグンバイ トンボの産地

● :過去の記録

○ :倉敷昆虫館,倉敷市立自然史博物館,岡 山県自然保護セン

ターの収蔵標本の産地

☆ :今回筆者が確認した産地

(詳 しい地名を特定できないものは,中央部にプロットした。
また,過去の記録と重複したものは省いた。)

採集記録。すずむ し,(131):76.
6)重井博,安江安宣,青野孝昭,宇野弘之,小野洋 ,

近藤光宏,1978.岡 山県の昆虫―岡山県昆虫生慮、調査

報告書.146pp.倉敷昆虫館,倉敷 .

7)末宗安之,1989.作東町でグンバイ トンボを採集。

すずむ し,(123):30.

(〒 710倉敷市浦田2430)
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岡山県におけるハネビロエゾ トンボの分布と新産地

守 安 敦

ハネビロエゾトンボ sθπα′θθんιθη θιαυα脇OGUMAは ,

日本特産種で北海道,本州,四国,九州に分布 し,佐
渡島,淡路島,隠岐,対馬などの離島にも産するが,

産地はかなり局地的である。おもに丘陵地や低山地の

湿地や湿原の中を流れる細い清流や湧水にかかわる挺

水植物が繁茂 した清らかな清流に生虐、し,幼虫は挺水

植物の根際や水底の沈積物の陰などに潜んで生活 して

いる。

本種の岡山県での産地はいくつか知られているが,

その標本を検 したところ,オ オエゾ トンボとの誤同定

が少なからず見受けられた。そこで,報告 されている

標本を検 し,本種 と確認できたものを産地 として取 り

上げた。本種の産地として確認できたのは,倉敷市種

松山山系D,倉敷市児島由加筈割0, 日生町鹿久居島め

のみである。

筆者は,次のとおり本種を採集 しているので報告す

る。 また,最近,土畑重人君 (岡 山白陵高等 。中学

校),伊藤渉君 (大手前中学校),鷹 家聖君 (中 州小学
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校)に より採集されたので,あ わせて報告 しておく。

1♂ ,倉敷市児島稗田町滑,18。 Ⅸ.1996,伊藤渉

採集・保管 [写真 1].

2♀ ,岡 山市虎々路,19.Ⅶ .1997,筆者採集・保

管 .

1♂ ,倉敷市酒津, 8.Ⅷ .1997,鷹 家聖採集,倉
敷市立自然史博物館保管 .

写真 1.ハ ネビロエゾ トンボ♂(倉敷市児島稗田町産 )

写真 2.ハネビロエゾトンボ♀ (邑久町大平山産)

写真 3.ハネビロエゾ トンボ採集地 (邑久町大平山)

16

1♀ ,倉敷市児島由加中住,10.Ⅷ。1997,伊 藤渉

採集・保管 .

1♀ ,邑久町大平山,26.Ⅷ 。1997,筆者採集・保

管 [写真 2].

1♀ ,熊山町勢力,25.Ⅸ .1997,土畑重人採集 。

保管 .

稗田町の採集地は,伊藤渉君によると,谷間の最上

部 にある池のす ぐ横の用水路の上で,ず いぶん暗 く

なってから採集 したそうである。

虎々路の採集地は,総社市 との境にある池で,水面

に落下 して死亡 していた個体 と,そ の東にある湿地の

上をウスバキ トンボと飛んでいた個体である。

酒津の採集地は,酒津の浄水場で,建物の中に入っ

てきた個体を採集 したそうである。

由加の採集地は,伊藤渉君によると,ホ タル川に分

かれるあたりの路上を飛んでいた個体で,未熟だった

そうである。

大平山の採集地は,山頂東部にある湿地である [写

真 3]。 湿地に続 く草原の上空 を数匹の雄 と雌が旋回

しながら, ときどき摂食 していた。

熊山町の採集地は,岡山白陵高等 。中学校の校舎内

である。非常灯のひもに止まったまま死亡 しており,

死亡 して間もない個体だったそうである。

また,倉敷昆虫館,倉敷市立自然史博物館,岡 山県

自然保護センターに収蔵されている標本を調べたとこ

、1藩 ・マ
イ.J

′  ノ

・/

ｏれ

。
図 1.岡 山県におけるハネビロエゾトンボの産地

● :過去の記録

○ :倉敷昆虫館,倉敷市立自然史博物館,岡 山県自然保護セン

ターの収蔵標本の産地

☆ :今回の新産地
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ろ,す でに報告されているもの以外に以下のデータの

岡山県産本種の標本を確認 したので併せて報告 してお

く。

2♂ , 日生町鹿久居島千軒湾, 7.Ⅷ .1988,重井

博採集・倉敷昆虫館保管

1♂ ,岡 山市阿津八丈岩山,22.Ⅵ .1995,重井博

採集 。倉敷昆虫館保管

1♀ ,倉敷市児島田の回磨,18.Ⅶ .1991,小野洋

採集 。岡山県自然保護センター保管

岡山市の個体は,腹部が欠落 しており,朝比奈正三

郎博士が同定された個体であった。

これらの産地を岡山県地図にプロットすると,図 1

のようになる。これを見ると,本種の分布が,岡山県

南部に片寄っていることがわかる。

末筆ながら,本種の記録の発表を快 く許された土畑

重人君,伊藤渉君,鷹家聖君,収蔵標本の確認に便宜

を図っていただいた倉敷市立自然史博物館の奥島雄一

氏,倉敷昆虫館長の小野洋氏,収蔵標本の再確認をし

ていただいた岡山県自然保護センターの森生枝氏に厚

くお礼申し上げる。

引用文献

1)守安敦,1994。 最近の種松山山系の トンボ。すず

むし,(128):1-3.

2)佐藤國康,1991.倉敷市由加山系南東部地域の野

生動物.倉敷市由加山系の自然南東部地域 (特 にC

地区),pp37-109.倉 敷の自然をまもる会,倉敷 .

3)重井博,安江安宣,青野孝昭,宇野弘之,小野洋 ,

近藤光宏,1978.岡 山県の昆虫―岡山県昆虫生息調

査報告書.146pp.倉敷昆虫館,倉敷 .

(〒 710倉敷市浦田2430)

岡山県におけるミヤマサナエの分布と新産地

守 安 敦

ミヤマサナエ ス%tsttθ,7ゆん%S973α αθれ (SELYS)は ,国
内では本州,四国,九州に分布 しているが,産地は比

較的局地的で,特に東北地方と九州ではその傾向が強

い。幼虫はおもに河川の比較的下流寄 りの流れの緩や

かな砂泥底に生息 し,泥に浅 く潜ったり,底 に留まっ

た落ち葉や柴などの沈積物の間に隠れて生活 している。

本種の岡山県での産地は,森林公園1)の ,新庄村野

土路0,蒜山高原0,東栗倉村 日名倉山め,が知られて

いる。

新たに筆者は, 2カ 所で本種を採集 したので報告す

る。

l ex.幼虫,有漢町下渡瀬,14.Ⅵ .1997,筆 者採

集・保管 [写真 1].

l ex.羽化殻,新見市草間広石,21.Ⅵ 。1997,筆

者採集・保管 .

有漢町の採集地は,有漢川にある堰の上流側にでき

た砂質底である [写真 2]。

新見市の採集地は,高梁川本流の左岸で,緩やかに

水が流れる砂質底の岸である [写真 3]。

また,倉敷昆虫館,倉敷市立自然史博物館,岡山県

自然保護センターに収蔵 されている標本を調べたとこ

ろ,以下のデータの岡山県産本種の標本を確認 したの

であわせて報告 しておく。ただし,すでに報告されて

いると思われるものは除いた。

1♂ ,阿波村黒岩高原,17.Ⅶ 。1986,安東瑞夫採

集,倉敷昆虫館保管 .

1♂ ,新庄村毛無山西谷,24.Ⅶ .1994,近藤光宏

採集,倉敷昆虫館保管。

1♀ ,新庄村土用,24.Ⅶ 。1994,重井博採集,倉

敷昆虫館保管 .

これらの産地を,岡 山県地図にプロッ
・
卜すると

,

図 1の ようになる。これを見ると,南部から北部まで

分布 しているが,成虫は北部のみで採集されている。

ミヤマサナエ幼虫 (有漢町下渡瀬産 )
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写真 2.ミ ヤマサナエ幼虫採集地

(有漢川 :有漢町下渡瀬 )

・卜
・

写真 3.ミ ヤマサナエ幼虫採集地

(高梁川 :新見市草間広石 )

本種の未熟な成虫は,羽化水域をはるかに離れた高い

山の尾根筋などに移動 して生活する。そして,成熟 し

た♂は羽化水域にもどるという生活をしている。この

ことから,今後,羽化水域の岡山県中南部でも成虫が

採集される可能性がある。

末筆ながら,過去の文献についてご教示いただいた

だき,収蔵標本の確認に便宜を図っていただいた倉敷

図 1.岡 山県におけるミヤマサナエの産地

● :過去の記録

○ :倉敷昆虫館,倉敷市立自然史博物館,岡 山県自然保護セン

ターの収蔵標本の産地

☆ :今回筆者が確認した産地

(詳 しい地名のわからないものは,中央部にプロットした。ま
た,過去の記録と重複したものは省いた。)

昆虫館長の小野洋氏に厚 くお礼 申し上げる。

引用文献

1)青野孝昭,1997.倉敷市立 自然史博物館 に寄贈 さ

れている重井博先生収集の岡山県産 トンボ類標本 .

すずむ し,(131):40-44.

2)岡 山県編,1983.自 然保護基礎調査報告書―湖

沼・湿地地域生物学術調査結果― (岡 山県立森林公

園).94pp.岡 山県環境保健部 自然保護課,岡 山 .

3)奥谷禎一,1974.中 国山脈東端の昆虫相。東中国

山地 自然環境調査報告,pp。 173233.国 定公 園三

県協議会,神戸 .

(〒 710倉敷市浦田2430)

岡山県におけるアオハダ トンボの分布と新産地

守 安 敦

アオハダ トンボ cα切滋リ ノ″θ%づθα SELYSは ,国内

では本州,九州に分布 し,お もに平地や丘陵地の水生

植物が繁茂する清流に生息する。

18

本種の岡山県での産地は,岡山市津島Dの ,作東地

方の,岡 山市祗園0,美作地方",津山市高野①,作東

町藤生の,勝山町の,新見市高尾小川の,新見市横見
"
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が報告されている。

筆者は,次のとおり本種を採集 しているので新産地

として報告する。

1♂ 1♀ ,新見市草間広石,21.Ⅵ .1997,筆者採

集 。保管 [写真 1, 2, 3, 4].

採集 したのは,高梁川本流の左岸である [写真 5]。

川岸の低い草の上に雄と雌が少 し離れてとまっていた。

華妻 |■ 轟 淋 棚 柵 珊 淋 鼎 脚 鼎 珊

川の岸に近い部分は砂地で,水が緩やかに流れ水草が

繁茂 していた。

また,倉敷昆虫館,倉敷市立自然史博物館,岡 山県

自然保護センターに収蔵されている標本を調べたとこ

ろ,以下のデータの岡山県産本種の標本を確認 したの

であわせて報告 しておく。ただし,すでに報告されて

いると思われるものは除いた。

1♀ ,総社市豪渓,15.V.1955,安東瑞夫採集 ,

倉敷昆虫館保管 .

1♂ ,岡 山市祗園,24.V.1977,重井博採集,岡

山県自然保護センター保管 .

1♂ ,岡 山市祗園,17.V.1983,重井博採集,岡

山県自然保護センター保管 .

1♂ 2♀ ,岡 山市祗園,22.V.1988,上崎幸一採

集,倉敷市立自然史博物館保管 .

2♂ 2♀ ,新見市草間佐伏川, 1.Ⅶ。1995,重井

博採集,倉敷昆虫館保管 .

2♂ 2♀ ,新見市草間佐伏川, 9.Ⅶ .1995,

重井博採集,倉敷昆虫館保管 .

1♂ ,新見市草間佐伏川,30.Ⅵ .1996,重井博採

11::::11::|:::||:11:||:|:|::::::|::|:::|:||::::::::::|:

アオハダトンボ♂

::::::|::::::|:::i:|::i:::|:|:::::|:::|:::|:|:::||:|::::::|:::::|

アオハダ トンボ ♀

|::::|:l:::|::|:::::|:::::|:|::|::||::||:||:|::::::|::::|:::|::::|:|:::|

(新見市草間広石産 ) 写真 4.アオハダ トンボ♀ (新見市草間広石 )

写真 5.アオハダ トンボ生息地 (新見市草間広石 )写真 3.アオハダ トンボ ♂ (新見市草間広石 )
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ミ伸
(f千
・
■

・与・′メ

集,倉敷昆虫館保管 .

これらの産地を,岡 山県地図にプロットすると,図
1の ようになる。

図 1.岡 山県におけるアオハダ トンボの産地

● :過去の記録

○ :倉敷昆虫館,倉敷市立自然史博物館,

岡山県自然保護センターの収蔵標本の産地

☆ :今回筆者が確認した産地

(詳 しい地名のわからないものは,市町村の中央部にプロット

した。また,過去の記録と重複したものは省いた。)

末筆ながら,過去の記録についてご教示いただいた

倉敷昆虫館の小野洋氏に厚 くお礼申し上げる。

引用文献

1)赤枝一弘,1959.岡大でアオハダトンボ.すずむ

し, 9(3):7.

2)赤枝一弘,1965.岡 山市・西大寺市のとんぼ.す

ずむし,1駅 2):10-13.

3)安東瑞夫,1956.作束の蜻蛉類 1.すずむし, 6

(2):9-13.

4)青野孝昭,1997.倉敷市立自然史博物館に寄贈さ

れている重井博先生収集の岡山県産 トンボ類標本 .

すずむし,(131):40T44.

5)片 山豊八,1959.美作産蝶蛾目録.岡 山と昆虫 ,

pp.160。 日本昆虫学会第十九回大会後援事務局 ,

岡山。

6)道信順,1968.ト ンボロ録.美作の昆虫 (1)

チョウ・カミキリ・ハチ 。トンボ分布資料,pp。

2226.美作虫の会,津山.

7)小野洋,1990.伊藤芳明氏寄贈標本からの岡山県

産昆虫目録 (そ の 1).す ずむし,(125):2426.
8)渡辺毅,1979.Ш 阿新の トンボ,続新見阿哲の記

録,pp71-75,岡 山.

9)山 時法子,1993.ア オハダトンボを採集 しました.

しぜんしくらしき,(7):16.

(〒 710 倉敷市浦田2430)

・れ

。

者はその後,チ ョウが吸水 していた場所を指で触って

紙めてみたが,かすかに塩辛さが感 じられた。なお,

当日の天候は晴れで,風はほとんどなかった。

(〒 711 倉敷市児島通生236-3)

タガメを採集

山地  治

ιιttθ

“

%sα の物 ′ιιづ (VuILLEFROY)タ ガ メ

lex.,久米南町弓削, 5。 V.1997,筆 者採集

この個体は弁当店の前でつぶされていたものである

が,前夜明かりに飛来 していたものであろう。

最近の記録は少ない。

(〒 701-12 岡山市芳賀5116-11)

…… …薔ギとしぶ汁トーー…・・r―……………………―
「
―丼…… …r_小

イチモンジセセ リの海岸での吸水行動の

観察

土畑 重人

イチモ ンジセセリ物 協μιια′αの,海岸での吸

水行動を観察 したので,報告 しておく。

筆者は,1997年 7月 23日 夕刻,倉敷市児島通生の海

岸を散策中, 1頭のセセリチョウが,岩礁上を敏速に

飛力 しているのを発見 した。追跡 したところ,満潮時

には海面下 となる岩場の上に静止,近寄ったところ

チョウはイチモンジセセリ (性別不明)であり,岩場

の上に口吻を伸ばして,明 らかに吸水 していた。また
,

腹端から水分を滴下 してそれを吸う,い わゆる吸い戻

し行動 も観察 された。一連の行動 は 6:30p.m.よ り

開始されたが,筆者が顔を近付け過ぎたためか,数分

後には吸水をやめ, どこかへ飛び去ってしまった。筆

20



す ず む し No.132(1997)

岡山県から採集した甲虫類の記録

山 地   治す

岡山県から採集 した甲虫類のうち記録の少ないと思    フタツメゴミムシ

われる若干の種について報告する。 lex.,吉 永町八塔寺,16.V.1993,Y.
貴重な採集品を提供下さった野嶋宏一氏・渡辺昭彦    県内では高梁市臥牛山以外の記録は無かった。

氏に感謝申し上げる。また採集者名は,野嶋氏採集→   8.助 妙ιaS θυακs SHARP。

N,渡辺氏採集→W,山地採集→ Yと 略記 している。    ヒメコガシラミズムシ

笠原須磨夫氏,渡辺泰明氏,奥島雄一氏には同定の便    lex.,奈 義町西原, 4.Ⅷ 。1997, N.

宜を計って頂 きお礼申し上げる。 9・ C力ゆιθの 姥 Sり範 πttκs(SHARP).

なお筆者の同定 した種については学名・和名は原色    マルチビゲンゴロウ

日本甲虫図鑑 Ⅱ～Ⅳに従った。 4exs.,笠岡市井立, 8.Ⅳ。1994, N.

一部の種に対 しては写真を添付 したが,そ の番号は    採集 した池には多かったそうである。

県北部に分布 しているが,南部でも採集できたので    ヒメコブスジコガネ

学名の前の番号に対応 している。

1・  助 Sι んづπ%S tgαづNAKANE et UЁ NO.

ヒメチャチビヒョウタンゴミムシ

lex。 ,加茂川船津, 3.Ⅳ 。1996, N.

笠原氏同定

2.P″ η s′

`θ

ん%s夕ιαttθθιιts(MoTscHuLSKY)。

キンナガゴミムシ

lex.,牛窓町金ヶ崎池27.Ⅵ .1997,Y.

報告 しておく。池の近 くの灯火に来ていた.

3. PιαttππS SπαυtSsづππs(BATES).

ヒメセボシヒラタゴミムシ

lex。 ,中和村大原,12.Ⅵ .1997,N.

地は山地帯である。

4.∬ α7″ι%S θαたια′%s(DuFTSCHMDT).

トゲアシゴモク

5. Cんιαι%づ%s aιιづθづθιπs BATES.

ヒ トツメアオゴ ミムシ

4exs。 ,勝央町福吉,14.III.1994, N.

lex.,岡 山市芳賀, 6.V.1995,Y.
最近の記録がないようである。

6._4%θπθ′α,ヮss″gπ%ια (CHAUDOIR)

キボシア トキリゴミムシ

lex"倉 敷市由加山,20.Ⅳ .1997,N.

7. Lι bづαじι bづθ
`zι

α′α ⅣIoRAWITZ.

10.CθクιιαttSりの 773α 鶴 づBALFOUR~BROWNE.

ホソセスジゲンゴロウ

2exs.,牛窓町金 ヶ崎池,27.Ⅵ .1997,Y.

le.,邑久町錦海塩田跡地,22.Ⅷ .1997,Y.
いずれも灯火に飛来 したものである。

11.Lι sttυα gttθ づιts Yo WATANABE(ハ ネ カ ク シ 科 )。

1♂ ,奈義町滝山,16.V.1987,Y.
渡辺泰明氏同定.

12.  Tγ Oχ 9クαθθ′πbιγθ%ιαιoιs ⅣIoTscHULSKY.

2exs.,加茂町倉見,15.V.1991,N.
lex.,加茂町倉見,28.Ⅵ。1991, N.

13.T″ θlt iθγり Sιιπ%S αψ ιttι%S(WATERHOUSE)。

ホソケシマグソコガネ

14. Cθγαιbπs tsんづ17α 筵しづY.KuROSAWA.

サビナカボソタマムシ

lex。 ,新庄村毛無山, 9.Ⅶ .1983,Y.

標本は遠山雅夫氏が保管 している。

15. の bθθι夕llα ιπS%ク´θ%づθ%S ENDRODY~YouNGA.

キムネタマキスイ

17exs.,倉敷市玉島道口,24.Ⅳ 。1997,W.

桃の本に付いているカイガラムシの上にとまってい

たそうである。図鑑に載っているような前胸の黄色な

個体は 1頭だけであとは全体黒色である。

16.∬ θιθs潔9クんπS πθπ%θ″θι SASAJI。

モ リモ トヒメナガクチキ

lex.,加茂町根知,28.V.1991, N.
17.I%θクιクι%S9%ααπ%θttιπs (GoRHAM).

図鑑には平地の湿地に産する, と書いてあるが採集    5exs.,総社市井尻野 (高梁川),14.Ⅶ .1995, N.

1♂ ,奈義町西原,26.Ⅷ .1992,灯 火に飛来, N.   ヤマボウシの花にとまっていた個体を採集 した.

* 〒70112 岡山市芳賀5116-11
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モ ンシロハネカクシモ ドキ

lex.,岡 山市中尾, 9.Ⅵ .1993, N.

18.Eθ bJα απblls′α LEWIS

ズグロカ ミキリモ ドキ

lex.,邑久町錦海塩田跡地,22.Ⅷ 。1997, Y.

灯火に飛来.県内からは鹿久居島の記録がある.

19.助ιbαクづsグのθ%づθα (BALY).

カタビロハムシ

lex.,新庄村毛無山,31.V.1994,N.

||'
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1960年代倉敷市の丘陵地,沖積平野で採集された甲虫類

最近,平成 9年着任の守安敦教諭が勤務先の倉敷市

立多津美中学校で,筆者が係わったらしい甲虫入 り標

本箱を発見され,そ のいきさつの確認を急がれている

と,倉敷市立自然史博物館の奥島雄一氏からお聞きし

た。

とりあえず,確認 して欲 しいとのことで,自 然史博

物館に持ち込まれている標本箱を実見させていただい

た。その結果,ま ぎれもなく,筆者が約40年前同校に

勤務中, クラブ活動等で当時の生徒諸氏の手によって

採集 された甲虫類を, 3箱 に納めていたものであった。

標本箱は中型 ドイツ箱でしっかりしていたが,多 く

の標本はかなり退色 し,菌類による劣化も認められ,

これ以上の保全のためには,燻蒸が必須 と感じられる

状態であった。

採集地は多津美中学校の立地する有城の丘陵地から,

学区内外の丘陵地,沖積平野に及んでいた。それらの

採集地の中には,すでに大学の敷地や住宅団地 として

開発されたところもある。採集物はほとんどが,普通

種で占められていたが,ア カマダラコガネのような,

希少な種 も含まれていた。

折角の検視の場を与えられたこの機会に,1960年代

の自然を知る一資料 として,検視標本のリス トをここ

に記録させていただきたい。

記録に先立ち,理科準備室から埋れた標本を見いだ

され, しかも,内容確認後,そ れを倉敷市立自然史博

物館へ寄贈 という慎重な扱いをなされた守安敦教諭に

敬意を表するとともに,仲立ちの労を執られた奥島雄

一氏に感謝申しあげる。また,約 40年前,自 然の中で

出会った甲虫類の標本化に努力された当時の生徒諸氏

にその労を称え,感謝の念を捧げます。

1996年多津美中学校生徒による甲虫類採集品目録

Cicindelidaeハ ンミョウ科

C虎づπαιια θんι%ιπsts i中%づθα Thunbergハ ンミ ョウ

lex。 ,種松山,12.Ⅵ 。1966,文屋博採集 .

Carabidaeオ サムシ科

青 野 孝 昭
*

Dαπαsιιγ ιι″′θ
`α

ιS Kollarマ イマイカブリ

lex.,有城,18.Ⅵ .1966,土屋康博採集 .

lex。 ,有城,18.Ⅵ .1966,池本哲也採集 .

2exs.,有城,27.Ⅵ 。1966,福 島一夫採集 .

物
“
んπs″ん炒″α′πS Batesヒ ラタキイロチビゴミムシ

lex.,有城, 7.Ⅵ 。1966,塩 田隆弘採集 .

lex。 ,有城,13.Ⅵ .1966,三宅進採集 .

Pα′御b%s βα″ンS MOtSChulskyキ アシヌレチゴミムシ

4exs.,有城,23.Ⅵ .1966,福 島一夫採集 .

Lι sttθπs 772αgπ%s(Motschulsky)オ オゴミムシ

lex。 ,有城, 7.Ⅵ 。1966,平 野純一郎採集 .

lex。 ,羽島,26.Ⅵ .1966,矢部隆明採集 .

Dθιづθん%sんαιι%sts(Schaller)セ アカヒラタゴミムシ

lex.,有城, 7.III.1966,平野純一郎採集 .

lex.,有城, 7。 Ⅵ.1966,長谷川清採集 .

lex。 ,有城,17.Ⅵ .1966,鶴林晃亮採集 .

lex。 ,有城, 5。 Vll.1966,窪 津敏子採集 .

Sy%θん%s απιθづgttα%s(Bates)

ヒメツヤヒラタゴミムシ

lex。 ,天城, 7.Ⅵ .1966,三宅進採集 .

Pια妙%S πttππS(Bates)ォ オヒラタゴミムシ

lex.,有城,23.llI.1966,小寺貞敏採集 .

五κtsθααθttι%SSなπαι%S(Panzer)ゴ ミムシ

1♀ ,有城, 7 Ⅶ.1966,長谷川清採集 .

1♂ ,有城, 7.Ⅶ .1966,竹 内光明採集 .

∬に″ιπS θんαιθι%ιπs Batesツ ヤアオゴモクムシ

1♀ ,羽 島,24.Ⅵ 。1966,池 本哲也採集 .

∬∝″ιπS gπ sι%s(Pattzer)ケ ウスゴモクムシ

2exs.,有城, 7.Ⅶ 。1966,長谷川清採集 .

lex.,有城, 7.Ⅷ .1966,竹 内光明採集 .

∬∝″ιπS Stttθ%s Hopeウ スアカクロゴモクムシ

1♂ ,有城, 7 Ⅶ。1966,竹 内光明採集 .

∬∝

“

ι%S′7riαιπs Morawitzコ ゴモクムシ

1♂ ,有城, 7.Ⅶ .1966,竹 内光明採集 .

Oηθι%物慶α響%′θれαιs(Bates)ク ビナガゴモクムシ

lex.,天城,13.Ⅵ .1966,小野晴也採集 .

lex。 ,中帯江,23.Ⅵ .1966,長谷川清採集 .

lex。 ,有城, 7.Ⅶ .1966,竹 内光明採集 .

lex。 ,藤戸,10。 Ⅶ.1966,竹 内光明採集 .

Cんιαι%づ%s αbs′ι熔%s Batesア カガネアオゴミムシ* 〒710 倉敷市大内937-8
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1♀ ,有城,23.Ⅵ .1966,秋 山照昭採集 .

1♀ ,有城, 7.Ⅶ。1966,竹 内光明採集 .

1♂ ,有城, 7.Ⅶ .1966,長谷川清採集 .

Cんιαι%づ %sθづπππαπθtts Morawitzキ ベリアオゴミムシ

1♀ ,有城, 7.Ⅶ .1966,長谷川清採集 .

Cんιαιηtπs pα ιιttιS Gёblerア オゴミムシ

1♀ ,有城,23.Ⅵ .1966,秋 山照昭採集 .

Cttιαιηイ%sクθs′づθαιtS Motschulskyキ ボシアオゴミムシ

1♀ ,有城,17.Ⅵ .1966,竹 内光明採集 .

∬″ιθθんιαι磁%s θθsκ gaγ (Chaudoir)ス ジアオゴミムシ

1♂ ,有城,23.Ⅵ .1966,秋 山照昭採集 .

Lαθん%θιιbづα″づb″θθιιts(Morawitz)

キクビアオア トキリゴミムシ

lex。 ,有城,16.Ⅵ .1966,竹 内光明採集 .

Gαιιπtt θπ劉れιts Schmidt Goebel クビボソゴミムシ

1♂ ,鶴形山, 4.Vl。 1966,三宅省吾採集 .

Brachinidaeホ ソクビゴミムシ科

Pん

“

の Sのん%Sル SSθ ι%StS MOrawitz ミ イ デ ラ ゴ ミ ム シ

lex.,中帯江, 3.Ⅵ .1966,長谷川清採集 .

lex.,亀 山,17.Ⅵ .1966,狩 山泰朗採集 .

lex.,豊洲,21.Ⅵ 。1966,小 原育夫採集 .

Histendaeエ ンマムシ科

_/1′んθιπs夕づπ′んθzs(Marsuel)ツ ヤマルエンマムシ

I ιχ.,有城, 7.Ⅵ .19δδ,平野純一郎採集 .

Lucanidaeク ワガタムシ科

M“御αθπαs πθttS(Motschulsky)コ クワガタ

1♀ ,天城,12.Vl.1966,三 宅進採集 .

2♂ ,天城,12.Ⅵ .1966,小野晴也採集 .

1♂ ,帯江,13.Ⅵ .1966,池本哲也採集 .

1♂ ,天城,13.Ⅵ .1966,小野晴也採集 .

1♂ ,羽 島,22.Vl.1966,池本哲也採集 .

PηS9″θθづι%s tπ ιtηα′%s(Motschulsky)

ノコギリクワガタ

1♂ ,天城,26.Ⅶ .1966,土屋康博採集 .

Sι ,7θ g夕筋′んπs pιαち″273ιιπS (EoSaunders)

ヒラタクワガタ

1♀ ,鶴形山, 4.Ⅵ .1966,三宅省吾採集 .

1♀ ,有城,15。 Ⅵ.1966,狩 山泰朗採集 .

1♂ ,羽 島,19.Ⅵ。1966,池本哲也採集 .

1♀ ,五 日市, 4.Ⅵ .1966,藤井加智子採集 .

Geotrupidaeセ ンチコガネ科

Gιθ″″ιS ιαιυts″αtts Motschulskyセ ンチコガネ
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2exs.,鶴形山, 4.Ⅵ。1966,三 宅省吾採集 .

Scarabaeidaeコ ガネムシ科

∬θιθιZιんづαれθ′θι%sお Brenskeク ロコガネ

lex.,有城, 7.Ⅵ 。1966,平野純一郎採集 .

lex.,有城,13.Ⅵ .1966,小野晴也採集。

lex.,黒石,24.Ⅵ .1966,小 原嘉元採集 .

lex.,羽 島, 5.Ⅶ .1966,矢部隆明採集 .

Maθιθπ′んαj物′ιγ Arrowオ オコフキコガネ

lex.,新 田,24.Ⅵ 。1966,古 田幸子採集 .

Maθιθπ′んαブθ

"磁
θα Burmeisterコ フキコガネ

lex.,羽 島,5。 Ⅶ。1966,矢部隆明採集 .

νttα αι鶴ノ″θ力θα (Motschulsky)ビ ロウドコガネ

lex。 ,有城, 7.Ⅵ .1966,三宅進採集 .

lex.,有城, 7.Ⅵ 。1966,鶴林晃亮採集 .

lex.,有城, 7 Ⅵ.1966,平野純一郎採集 .

lex.,有城,14.Ⅵ .1966,三宅進採集 .

スαθ%′%s′ι%%づπαθπια″%s Waterhouseコ イチャコガネ

lex.,羽 島,24.Ⅵ .1966,池本哲也採集。

■%θπαια θ″για (HOpe)ド ゥガネブイブイ

lex.,有城,14.Ⅵ .1966,小野晴也採集 .

lex。 ,有城,21.Ⅵ .1966,鶴林晃亮採集 .

lex。 ,有城,21.Ⅵ .1966,三宅進採集 .

lex。 ,有城,27.Ⅵ .1966,藤原浩二採集 .

ス%θπαια物ヵθ″影α MOtSChulskyヒ メコガネ

lex。 ,有城,13.Ⅵ .1966,小野晴也採集 .

lex.,有城,21.Ⅵ .1966, 日笠和彦採集 .

Bιづι″ιγ′んα θπι%ιαιts(Waterhouse)セ マダラコガネ

lex.,鶴形山,6.Ⅵ .1966,三宅省吾採集 .

lex.,有城,22.Ⅵ .1966,大塚良和採集 .

lex.,有城,24.Ⅵ .1966,藤 田鈴美採集 .

Mづπιια θθs′αια (Hope)ォ オスジコガネ

lex。 ,種松山,17.Ⅶ 。1966,竹 内光明採集。

νづ97tιια ψ′ιπαι鶴 (Gyllenhal)コ ガネムシ

lex。 ,有城,24.Ⅵ 。1966,三 宅省吾採集 .

lex。 ,羽島,24.Ⅵ 。1966,池 本哲也採集。

lex.,有城,27.Ⅵ .1966,藤原浩二採集 .

lex。 ,藤戸,15.Ⅶ .1966,竹 内光明採集 .

Иπιια tts′αθι″ιs(MOtSchulsky)ス ジコガネ

lex。 ,有城,21.Ⅵ .1966, 日笠和彦採集 .

lex。 ,有城,21.Ⅵ。1966,佐野親生採集 .

Rグιιづαj中%づθα Newmannマ メコガネ

lex。 ,天城,13.III.1966,三 宅進採集 .

lex。 ,天城,14.Ⅵ .1966,三宅進採集 .

lex.,有城,13.Ⅵ 。1966,竹 内光明採集 .

lex.,有城,14.Ⅵ .1966,三宅進採集 .
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3exs.,有城,17.Ⅵ .1966,竹 内光明採集 .

lex。 ,有城,21.Ⅵ .1966,三宅進採集 .

lex.,有城,21.Ⅵ .1966,小野晴也採集 .

lex.,有城,21.Ⅵ .1966, 日笠和彦採集。

lex.,有城,21.llI.1966,塩田隆弘採集 .

lex.,有城,21.Ⅵ。1966,平 野純一郎採集。

lex,,有城,21.lll.1966,難 波敏郎採集 .

lex.,羽 島, 2.Ⅵ .1966,福 島一夫採集 .

Eπθι′θ,oづαクづ曖 η (Motschulsky)ハ ナムグリ

lex。 ,天城,12.III.1966,三 宅進採集 .

θッθι′θ,oづαルθttι タタαα (Faldermann)コ アオハナムグリ

lex.,天城,14.Ⅵ .1966,三宅進採集 .

助ιθづι″れ′,αθS ttS″θθια (Burmdster)

アカマダラコガネ

lex.,羽 島,12.Ⅵ。1966,池 本哲也採集 .

Pηれιれα θπιπιαιts (Gory et Percheron)

シロテンハナムグリ

lex。 ,鶴形山, 4.Ⅵ .1966,三宅省吾採集 .

lex.,有城, 7.Ⅵ .1966,三宅進採集 .

lex.,羽 島,12.Ⅵ。1966,池 本哲也採集 .

lex.,天城,13.Ⅵ .1966,小野晴也採集 .

Rんθπbθ7んづ%α ノ″θ力θα HOpeカ ナブン

lex.,天城,13.Ⅵ .1966,小野晴也採集 .

Aιι
“
りππα α

`θ

んθわ71tα  Linnaeusカ ブ トムシ

1♂ ,有城,25.Ⅵ .1966, 日笠和彦採集 .

1♀ ,天城,24.Ⅵ .1966,土屋康博採集。

E″んづιι%%SθんれιπSお (Faldermann)コ カブトムシ

lex。 ,鶴形山, 4.Ⅵ .1966,三宅省吾採集 .

Bupresudaeタ マムシ科

Cんα;θψんθ鶴グ″θ%tθ α (Gory)ウ バタマムシ

lex.,有城, 7.Ⅵ .1966,鶴林晃亮採集 .

AⅢθηθbttψ πSι tS 9%ι ttικ (E.Saunders)

クロマダラタマムシ

lex.,藤戸,15.Ⅶ .1966,竹 内光明採集 .

Elateridaeコ メツキムシ科

五g窃″%Sbづ物α%ι%s(Motschulsky)サ ビキコリ

2exs.,天城,17.Ⅵ .1966,三宅進採集 .

Pαttθαιαづs bιtts(Candeze)ゥ バタマコメッキ

lex.,有城,19.Ⅵ .1966,竹 内光明採集 .

Mιιαπθ″%s θιιι Candezeア カアシオオクシヨメツキ

lex.,有城,10.Ⅵ .1966,福 島一夫採集 .

lex.,有城,17.llI.1966,狩 山泰朗採集 .

lex.,有城,21.Ⅵ。1966, 日笠和彦採集 .

2exs.,種松山,12.Ⅵ .1966,文屋博採集 .

Mυα%θ′%s ιιgα tts Candeze クシコメツキ

lex。 ,天城,14.Ⅵ .1966,大塚良和採集 .

lex.,藤戸,10.Ⅶ .1966,竹 内光明採集 .

Mιια%θtts sι%イ ιts Candezeク ロクシコメッキ

lex。 ,天城,24.Ⅵ .1966,藤 田鈴美採集 .

lex.,有城, 7。 Ⅵ。1966,三 宅進採集。

lex.,有城,14.lII.1966,三 宅進採集 .

lex.,有城,17.Ⅵ .1966,狩 山泰朗採集。

Lampyridaeホ タル科

ι%θづθJα ιル zιづs Motschulskyヘ イケボタル

7exs.,粒江,21.Ⅵ .1966,田辺郁江採集 .

N■ idulidaeケ シキスイ科

ιづbηαθγ′ゅ %売%S(MOtschulsky)

ヨッボシケシキスイ

2exs.,羽島,12.Ⅵ .1966,池 本哲也採集 .

lex.,羽 島,22.Ⅵ .1966,池本哲也採集。

2exs.,昼間山,13.Ⅵ .1966,池 本哲也採集 .

Coccindlidaeテ ントウムシ科

Cθθθクzι ιια sιクιθ夕νψ%πθ′αια Linnaeus

ナナホシテントウ

lex.,有城, 7.llI。 1966,平 野純一郎採集 .

lex.,有城, 7。 Ⅵ.1966,塩 田隆弘採集。

lex.,有城,14.Ⅵ .1966,三宅進採集 .

lex。 ,有城,17.Ⅵ .1966,竹 内光明採集 .

lex.,有城,21.Ⅵ .1966,藤原浩二採集 .

lex。 ,有城,21.Ⅵ .1966, 日笠和彦採集 .

lex。 ,有城,21.Ⅵ .1966,三宅進採集 .

lex.,有城,21.Ⅵ .1966,難波敏郎採集 .

lex。 ,有城,21.Ⅵ .1966,鶴林晃亮採集 .

lex.,有城,21.Ⅵ 。1966,平 野純一郎採集 .

lex。 ,有城,21.Ⅵ .1966,塩 田隆弘採集 .

∬
"π

θπづαα〃παts(Pallas)ナ ミテントウ

lex.,有城, 7.Ⅵ .1966,平野純一郎採集 .

lex.,有城, 7.Ⅵ .1966,塩 田隆弘採集 .

lex.,有城, 7.Ⅵ 。1966,三 宅進採集 .

3exs.,有城,14.Ⅵ .1966,三 宅進採集 .

lex。 ,有城,14.Ⅵ .1966,小野晴也採集 .

4exs。 ,有城,17.Ⅵ .1966,竹 内光明採集 .

4exs.,有城,21.Ⅵ .1966,三 宅進採集 .

lex.,有城,21.Ⅵ .1966,鶴林晃亮採集 .

lex.,天城,13.Ⅵ .1966,三宅進採集 .

lex.,天城,22.Ⅵ .1966,大塚良和採集 .

Pηttιια′″θπづθα (Thunberg)ヒ メカメノコテントウ

25
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lex.,有城,17.

lex.,天城 ,22.

1966,竹 内光明採集 .

1966,大塚良和採集 .

Oedemeridaeカ ミキリモ ドキ科

χ
“
グんθθん旬αれιルπ Harold キイロカミキリモ ドキ

lex.,羽 島,12.Ⅵ .1966,池 本哲也採集 .

lex.,羽 島,12.Ⅶ .1966,矢部隆明採集 .

lex.,有城,17.Ⅵ .1966,狩 山泰朗採集 .

lex.,亀 山,17.Ⅵ。1966,狩 山泰朗採集 .

lex.,中帯江,23.Ⅵ .1966,長谷川清採集 .

χα%′んθθんηα υα′ιγんθπsιづHaroldア オカミキリモ ドキ

1♂ ,鶴形山, 4.Ⅵ .1966,三宅省吾採集 .

1♀ ,天城,13.Ⅵ .1966,三 宅進採集 .

1♀ ,粒江,13.Ⅵ。1966,堀 内久子採集 .

Alhctllidaeク チキムシ科

スι′ιθ%ιαルιιJπθSα Maklinオ オクチキムシ

lex.,天城,17.Ⅵ .1966,土屋康博採集 .

TenebAonidaeゴ ミムシダマシ科

ル効 πθ θbsθ%鰯s Fabriciusコ メノゴミムシダマシ

2exs.,天城, 7.Ⅶ .1966,三宅進採集 .

2exs.,豊洲,21.llI.1966,小原育夫採集 .

lex.,羽 島,24.Ⅵ .1966,池本哲也採集 .

lex.,有城, 7.Ⅶ .1966,長谷川清採集 .

物放ψりιιπS ι%ηπιtgaγ (Marseul)ニ ジゴミムシダマシ

lex。 ,天城,24.Ⅵ .1966,藤 田鈴美採集 .

Pιιst″ん′んαι772%s ηtyayttι %s Motschulsky キマワリ

lex.,天城,10.Ⅵ。1966,三宅進採集 .

∬ιttηめ寄πs θαπ%%ια Marsuel

スジコガシラゴミムシダマシ

lex。 ,有城, 7.Ⅵ。1966,平 野純一郎採集 .

Cerambycidaeカ ミキリムシ科

Pπ協%s tts%ιαπs Motschulsky ノコギリカミキリ

lex.,藤戸,10.Ⅵ .1966,竹 内光明採集 .

2exs。 ,藤戸,26.Ⅵ .1966,竹 内光明採集 .

lex.,藤戸,10.Ⅶ .1966,竹 内光明採集 .

lex.,藤戸,15。 Vll.1966,竹 内光明採集 .

lex。 ,天城,13.Ⅵ .1966,藤原浩二採集 .

lex。 ,天城,14.Ⅶ .1966,小野晴也採集 .

lex.,有城,5.Ⅶ .1966,窪津敏子採集 .

lex.,有城,13.Ⅶ。1966,福 島一夫採集 .

S″%のιtS ttψ ttS′θづαθs Linnaeusク ロカミキリ

lex。 ,有城,28.Ⅵ .1966,小原嘉元採集 .

S″物ぼ7//if協 972ク %ααπ御′α′π77t Bates ヨツンドシカミキリ
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3exs.,羽島,12.Ⅵ .1966,池本哲也採集 .

Cんιθπαθιπ71t υづπαι(Thomson)ミ ドリカミキリ

lex。 ,天城,13.Ⅵ .1966,三宅進採集 .

θんι銘″んθttS αηπ%ιαπs (Fabricius)タ ケ トラカ

lex.,羽 島,12.Ⅶ .1966,矢部隆明採集 .

P%7クππθι
'0%s″

ff2%づηθカタ (Guerin― Meneville)

ベニカ

lex。 ,藤戸,19.Ⅵ .1966,竹 内光明採集 .

M“θsα ιθ,,gttι夕ι7ιづS Batesナ ガゴマフカミキリ

lex.,昼 間山,24.Ⅵ 。1966,秋 山照昭採集 .

lex.,昼 間山,24.Ⅵ 。1966,福 島一夫採集 .

P″切ψんなαα%%%ια′α (Chevrolat)ワ モンサビカ

lex.,昼 間山,24.Ⅵ .1966,山 田晃裕採集 .

2exs.,有城,14.Ⅵ .1966,三宅進採集 .

P″ηι″んづα θα%αα′α (Bates)

トガリシロオビサビカ

lex.,天城,12.Ⅵ .1966,三宅進採集 .

P″筍ιψんづαg%η %ιαια (Motschulsky)

ア トモンサビカ

lex。 ,有城,17.Ⅵ 。1966,狩 山泰朗採集 .

lex.,羽 島,26.Ⅵ .1966,矢部隆明採集 .

_4πψι″んθ鶴 772α ιαStαθα (Thomson)ゴ マダラカミ

lex。 ,有城,18.Ⅵ .1966,池本哲也採集 .

lex.,有城,21.Ⅵ .1966,三宅進採集 .

lex.,有城, 1.Ⅶ .1966,竹 内光明採集 .

lex.,幸 町,18.Ⅵ .1966,長谷川清採集 .

lex.,新 田, 3.Ⅶ .1966,藤原浩二採集 .

lex.,羽 島,11.Ⅶ .1966,竹 内光明採集 .

スαθθ′んιαれιαπs(Pascoe)キ ボシカミキリ

lex.,天城,12.Ⅵ .1966,三宅進採集 .

lex.,亀 山,17.Ⅵ .1966,狩 山泰朗採集 .

し「鶴ιθんα btπαθ%ια′α Thomsonヤ ハズカミキリ

lex.,有城,14.Ⅵ 。1966,平 野純一郎採集 .

Bαわθιtt ιづ%θια′α Chevrolatシ ロスジカミキリ

lex。 ,帯高, 8.Ⅵ 。1966,中村修採集 .

lex.,天城,12.Ⅵ .1966,小野晴也採集 .

Bαθθasα _Faγ協%イ (Thomson)ル リカミキリ

lex。 ,羽島,22.Ⅵ .1966,池本哲也採集 .

Pα ttgιι%ιαヵγ協777づ (Saunders)ラ ミーカミキリ

4exs.,天城,22.Ⅵ .1966,池本哲也採集 .

Chrysomdmaeハ ムシ科

Ⅵ

Ⅵ

キ リ

キ リ

キ リ

ミキリ

ミキリ

キリ

Lιπα θttθ物″″%%お Balyキ バラルリクビボソハムシ

lex.,有城,6.Ⅵ .1966,小野晴也採集 .

lex。 ,有城,14.Ⅵ .1966,塩 田隆弘採集。

Bαstι″ιαルιυψιS(Motschulsky)ア オバネサルハムシ
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lex.,有城, 7.Ⅵ .1966,三宅進採集 .

Cカッsθι夕tα αz″εんαιθια (Mannerheim)ヨ モギハムシ

2exs。 ,有城, 7.Ⅵ .1966,小野晴也採集 .

2exs。 ,有城, 7.Ⅵ。1966,鶴林晃亮採集 .

lex.,有城, 7.Ⅵ .1966,三宅進採集 .

lex.,有城, 7.Ⅵ .1966,平野純一郎採集 .

lex.,有城,10,Ⅵ .1966,中村修採集 .

lex.,有城,14.Ⅵ .1966,塩 田康博採集 .

3exs.,有城,17.Ⅵ .1966,狩 山泰朗採集 .

lex.,有城,17.Ⅵ .1966,竹 内光明採集 .

lex.,有城, 7.Ⅵ。1966,竹 内光明採集 .

lex.,有城, 7.Ⅶ。1966,長谷川清採集 .

lex.,天城,22.Ⅵ。1966,大塚良和採集 .

Cんηsθπιια夕ψlι′づLinnaeus ドロノキハムシ

2exs.,種松山,12.Ⅵ .1966,文屋博採集 .

Gθπづθθ″ιπα 7ttbγjクιππtS Baly フジハムシ

2exs.,有城,14.Ⅵ .1966,三宅進採集 .

_4πιαθ″んθ色ル71tθttιtS(Motschulsky)ウ リハムシ

lex。 ,有城, 7.Ⅵ .1966,塩 田康博採集 .

lex。 ,有城,14.Ⅵ .1966,塩 田康博採集 .

lex.,有城,14.Ⅵ .1966, 日笠和彦採集 .

ス%ιαθ″んθtt πなγttι%ηtS Motschulsky クロウリハムシ

lex。 ,鶴形山, 4.Ⅵ .1966,三宅省吾採集 .

lex,,有城,14.Ⅵ。1966,小野晴也採集 .

lex。 ,有城,14.Ⅵ .1966, 日笠和彦採集 .

lex。 ,有城,19.III.1966,竹 内光明採集 .

Gαιιttθιιια gπ sιsθι%s(JOannis)イ チゴハムシ

lex。 ,中帯江,23.Ⅵ 。1966,長谷川清採集 .

Curculb面 daeゾウムシ科

″ソιιθθιttS物″θπιπStS Zumpt

ツンプ トクチブトゾウムシ

lex.,有城,14.Ⅵ .1966,鶴林晃亮採集 .

助 tSθπ%Sι%雨′%s(Gyllenhal)シ ロコブゾウムシ

lex。 ,有城,13.Ⅵ .1966,竹 内光明採集 .

Lづχπs αθ
"炒

ι%κづS(Roelofs)ハ スジカツオゾウムシ

lex.,有城, 7.Ⅵ .1966,平野純一郎採集 .

2exs。 ,羽島,24.Ⅵ .1966,池本哲也採集 .

Eθ筋わγんれ%s ααα97tstづ Pascoeマ ダラアシゾウムシ

lex.,有城, 7.Ⅵ .1966,三宅進採集 .

lex.,有城,14.Ⅵ .1966,竹 内光明採集 .

lex.,有城,14.Ⅵ .1966,大塚良和採集 .

Rhynchophoridaeオ サゾウムシ科

Sttα Jれ%SgなαS(Fabricius)オ オゾウムシ

lex。 ,有城, 1.Ⅵ .1966,藤 原浩二採集。

lex.,有城, 8.Ⅵ .1966,山 田晃裕採集。

lex。 ,天城,12.Ⅵ .1966,三宅進採集。

lex.,羽 島,12.Ⅵ 。1966,池 本哲也採集 .

Sケ″れιπS ZιαπαづS Motschulskyコ クゾウムシ

lex。 ,有城,14.Ⅶ .1966,竹 内光明採集 .

写真 1 アカマダラコガネ

κttα夕%ια γんο′じι9クんθtttaι s HAYASHI

クビアカモモブ トホソカミキリ

1♀ ,高梁市臥牛山 7.Ⅶ 。1996,筆者採集

(〒 70112 岡山市芳賀5116-11)

卜………'減い オヽ・…… ……… ……′… ……… ……………出……

クビアカモモブトホソカミキリの遅い記

録

山地  治

本種の分布は岡山県内では高梁市臥牛山だけが知ら

れてお り従来野外では 4月 末から 6月 上旬の記録が

あったが 7月 にアカメガシワ花上から採集できたので

遅い記録 として報告 しておく。
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オオモモブ トハナアブの記録

近藤 光宏

1984年 に 1個体, 1992年 にもう1個体, これまでま

だ見たことのないハナアブの一種を採取 しながら,手

元のどの図鑑にも該当種が見当たらずそのままになっ

ていた。

ところがその後,あ る例会の席で尾関啓吉氏よりお

譲 りいただいていた下記図鑑の中に本種を見いだすこ

とができ,私 としては初めてオオモモブ トハナアブで

あることがわかった。

加藤正世 (1934),「 分類原色日本昆虫図鑑10」

PLATE 6 定価 2回 50銭

1934年 は, くしくも私がこの世に生を授かった年で

もありますが,そんな昔にどの種も全てカラーで出て

おり,当時としてはとても良くできた図鑑である。当

図鑑には,CynOrrhinaと あり,そ の後属の変更が

あったものと思われる。そして,分布地として本州並

びに北海道を上げ,「山地の花に集まる。一見 トラマ

ルハナバチに類するもの。」と短く説明が付してある。

i:::|||::::::::::|||:|||::|::::::|:|::lil:|:::||:|:::||:::|:|:|:|:::|::::::::|||:|:::::::|:|:||:|:|:::||::||:,:|||lil:::|:::|:||:11:1:::||:lillllll:||111:::|:||:|:|:::|||:::|||:||::

セマダラナガシンクイとチョウセンハナ

ボタルの記録

青野 孝昭

岡山県下では珍 しい,表記 2種の甲虫を吉岡敏恵氏

からいただいたので,下記の通 り報告させていただく。

標本は筆者保管。

記録に先立ち,標本 と採集情報のご提供をいただい

た吉岡敏恵氏に心から感謝申しあげる。

1.チ ョウセンハナボタル Maιαηιtts力θttα%%S(Kleine)

写真 1

lex.,邑 久郡牛窓町鹿忍,30.Ⅶ .1997,吉 岡敏恵

採集 .

岡山県下では,こ れまで笠岡市笠岡湾干拓地から

の記録 (山 地治,1994)が あるのみで,広 島市の記

録 (NAKANE,T。 ,1969;中 根猛彦 ら,1975)を 合わ

せると,山陽地方では瀬戸内海沿岸地方に分布する

種のようである。

2.セ マダラナガシンクイιづθんιπψんαπιS θαπ%ψι%″ S

Lesne 写真 2

lex.,岡 山市松新町, 6。 Ⅷ.1997,吉 岡敏恵採集

(灯火).

岡山県未記録種 と思われる。

[デ ータ]

Mα′s%のガαルsθιπSts(Matsumura,1911)

オオモモブ トハナアブ

新庄村土用 (真庭郡), 1♂ ,July 15,1984.

若杉原生林 (英 田郡), 1♂ ,Sep。 7,1992.

ちなみに,平嶋義宏 (1989)日 本産昆虫総 目録によ

れば,分布は北海道,本州,千島,国後,樺太 とあり

北方系種 と見なしてもよさそうである。なお,県内初

の記録 と思われる。

大変遅 くなりましたが,大切にしておられた貴重な

図鑑を賜 りました尾関啓吉氏に対 しまして感謝申し上

げる次第である。

(〒 710 倉敷市中央二丁目16-14)
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参考文献

NAKANE, T., 1969.  Fauna Japonica, Lycidae. 224pp.,

8pls.

中根猛彦 。大沢省三・小阪敏和,1975.広 島県のベニ

ボタル.広 島虫の会会報,(14):125-129.

山地治,1994.岡 山県から採集 した甲虫類の記録.す

ずむし,(128):7-13.
(〒 710倉敷市大内9378)
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ベ トナムで買ったクワガタムシ

奥 島 雄 一
*

筆者は1996年 4月 29日 から5月 8日 まで,昆虫採集    4♂ (写真13), 2♀ .

のため,ベ トナム北部のタムダオ(Tam Dao)を訪れ   オニツヤクワガタ

た 。                            Oα θ%わιαbづ ssづυα stυα (HoPE et WESTWOOD)

我々のライ トトラップには 1頭のクワガタムシも飛    3♂ (写真14), 4♀ (写真15)。

来 しなかったことから,ク ワガタムシにとってはあま   コンフキウスノコギリクワガタ

リ良い時期ではないと思われた。 しかしながら,現地    乃賞9″θθづι%S θθttθづ%s(HoPE)

の売 り子は毎 日,た くさんのクワガタムシを持って来    8♀ (写真16)。

た。生 きているものはほとんどなく,いつ採ったもの   グラキリスノコギリクワガタ

なのかははっきりしないが,採集地はタムダオ付近に    乃餐σ″θθづJ%Syりθづκs(SAUNDERS)

間違いないと思われる。今後,採集に行かれる方の参    2♂ (写真17),4♀ (写真18)。

考になればと思い,こ こに報告 しておく。        オーエンノコギリクワガタ

和名,学名は水沼 。永井 (1994)に 従った。なお,標    乃¨α
"θ

θづι%s θttπづθυαtts BQLEAU

本はすべて倉敷市立自然史博物館に収めてある。       2♂ (写真19)。

ブッダノコギリクワガタ

採 集 デ ー タ (す べ て共 通 )                P7os9″ θθづι%Sb%ααんαのい規 παttS(PARRY)

Tam Dao, Vinh Phu Prov。 , N. Vietnam, 1995～       1♂  (写真 20).

Ⅳ-1996,Native leg.                 オオクワガタ

Dθ ttπs θ%ηιαιπs ttηイαι%s(HoPE)

プラネットミヤマクワガタ                1♂ (写真21), 2♀ (写真22)。

L%α ttπsクια%ι

“

PLANET                            ヒラタクワラゲタ

2♂ (写真 1)。                    Dθ π %s′仇 ππs ttS厖物 ∽ 力 HoPE

デリカトゥスマルバネクワガタ              1♂ (写真23), 1♀ (写真24)。

Neθι%θα夕νttι S αιιづθαι%s DIDIER

68♂ (写真 2, 3),7♀ (写真 4).                 引用文献

ニテイ ドゥスマルバネクワガタ             水沼哲朗 。永井信二,1994.世界のクワガタムシ大図

助θι%θα%s雨′づα%s ttb%stts BcLEAU           鑑.337pp.む し社,東京 .

9♂ (写真 5), 5♀ (写真 6).
パリーマルバネクワガタ

Neθι%θα夕τιιS pα γ地
" LEUTHNER

15♂ (写真 7), 5♀ (写真 8).
チュウゴクマルバネクワガタ

NeθιπθαタッルιS St%イ θ%s,μ θ%S BOILEAU

16♂ (写真 9), 6♀ (写真10).

クベラツヤクワガタ

Oα″わιαbts θ%υιπルιιαθイθsα BoLEAU

16♂ (写真11), 8♀ (写真12)。

プラテイノータツヤクワガタ

Oα (閉 めιαbづs夕ια″%θtt θθθ%αtt DIDIER

* 〒710 倉敷市中央2-6-1 倉敷市立自然史博物館
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倉敷市におけるアオマツムシの採集記録

近藤光宏・奥島雄一

ほんの数年前に岡山県下に侵入が確認されたアオマ

ッムシ cαリクわり″Sんじbt7観zts(MATSUMURA)は 今では

県南部地域のいたるところで鳴き声が聞かれるように

なった。倉敷市 において もこれ までに青野・重井

(1993),近 藤 (1996)に よって鳴き声の確認はされてい

たが,採集例の報告はなかった。

最近,筆者らは倉敷市内で採集された本種を検する

機会に恵まれたので,報告 しておく。

1♀ ,倉敷市松島,8.Ⅸ.1997,佐 藤國康採集 ,

川崎医科大学生物学教室保管.1♂ ,倉敷市松島,15.

Ⅸ.1997,佐藤國康採集,川崎医科大学生物学教室保

管.1♀ ,倉敷市中央 2丁 目,26.Ⅸ 。1997,近藤光

宏採集,倉敷市立自然史博物館保管 (写真 1).1♀
,

倉敷市藤戸町天城,28.Ix.1997,安田剛長採集 ,

倉敷市立自然史博物館保管 (写真 2).

9月 8日 採集の個体は生物学教室の窓から飛び込ん

できたそうである。

記録の公表を快諾 してくださった川崎医科大学生物

学教室の佐藤國康助教授 と倉敷市の安田剛長氏に厚 く

お礼申し上げる。

引用文献

青野孝昭・重井博,1993.お かやまの自然第 2版.第
5章動物.昆虫.pp.215-240.245267.岡 山県

環境保健部自然保護課 .

32

近藤光宏,1996.ア オマ ツムシの記録.すず む し
,

(129):36。

(〒 710 倉敷市中央2-6-1,倉 敷市立 自然史博物館 )

岡山県南でのアオマダラタマムシの記録

奥島 雄一

ア オ マ ダ ラ タ マ ム シ Ⅳ炒″笏b"%S′づS απαbづιis

(SNELLEN Van VOLLENHOVEN)は 岡 山 県 下 に お い て は 比

較的珍 しいタマムシで,特に県南部からは,倉敷昆虫

同好会 (1951)の 倉敷市,重井ほか (1982)の 備前市の記

録があるものの,最近採集されたという話は聞かない。

筆者は岡山市で拾得された本種の上翅を検する機会が

あったので,報告 しておく。

l ex.,岡山市足守,19.Ⅷ。1997,佐藤國康採集 ,

倉敷市立自然史博物館保管 (写真 )。

貴重な標本を提供 して下さった川崎医科大学生物学

教室の佐藤國康助教授,過去の記録についてご教示い

ただいた倉敷市の青野孝昭氏,文献の入手でお世話に

なった倉敷昆虫館の小野洋氏,倉敷市立自然史博物館

の近藤光宏氏に厚 くお礼申し上げる。

榊
嶽
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Ｗ
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引用文献

倉敷昆贔同好会編,1951.鶴形山の昆贔。すずむし
,

1(7)別 冊 :1-8.

重井博 。青野孝昭・宇野弘之・近藤光宏,1982.自然

保護基礎調査報告書。238pp.岡 山県環境保健部自

然保護課 .

(〒 710倉敷市中央2-6-1,倉敷市立自然史博物館)
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アカスジオオメクラガメの記録

近 藤 光 宏

アカスジオオメクラガメは,体長13～ 15mmで 既知の

メクラカメムシ類の中では世界最大の種。1997年版

「しまねレッドデータブック」のなかで要注意種に選

定されている。 選定理由は,近年日本から新属,新
種 として記載されたメクラカメムシで,色彩変異に富

む美麗種。本州,四 国,九州の15県 に分布するが,島
根県では三瓶山が唯一の既知産地である。中国地方で

は鳥取県 (扇 ノ山,大山),広島県 (芸北町掛頭山)

に次 ぐ4地点目の記録であり,長野以西では中国山地

が主要な生息地である。ちなみに,岡 山県の名は15県

の中には見当たらない。

筆者は,岡 山県内から下記のように1981年 にすでに

1個体を記録,以来計 4個体を記録 している。

[データ]

G`gαπわπづπs i崎じιιγ Miyamoto et Yasunaga

アカスジオオメクラガメ

真庭郡新庄村土用,lex.,May 31,1981.
//        , 3exs。 ,June 3,1984.

//        , lex。 ,June 2,1985。

更にその後青野孝昭氏より譲 り受けていた下記 1個

体がある。

真庭郡新庄村毛無山, l ex。 ,May 29,1994.

貴重な標本をご恵与いただいていた青野孝昭氏に御

礼申し上げたい。

本種は, しばらくは1993年版「日本原色カメムシ図

鑑」による図鑑同定のままになっていたが,そ の後青

森県農業試験場主任研究員 市田忠夫氏に同定 してい

アカスジオオメクラガメの記録地

ただく機会に恵まれ,上記の個体すべてを見ていただ

いたところ,本種に間違いないことがわかった。

末筆ですが,市田忠夫氏には本種の同定の他多 くの

ご助言を賜 りました。ここに記 して感謝の意を表 した

い。

[引用文献]

1).安永智秀他 4名 (1993),「 日本原色 カメムシ図

鑑」,図版20,P159,全国農村教育協会 .

2).尾原和夫 (1997),「 しまねレッドデータブック」,

動物編,P260～ 261,島 根県 .

(〒 710倉敷市中央2-61,倉敷市立自然史博物館)

英 田郡 の オオル リボ シャンマにつ いて

末 宗 安 之

英田郡ではまだ未記録と思われる本種を筆者は採

集・確認しているので報告しておく。

2♂ ,英田郡作東町小房,13,Ⅷ .1989

採集地では谷あいの砂防用ダムで,その後も毎年確

認 している。

1♂ ,英田郡大原町川上, 6.X.1996
ヒルムシロの多い小さな池で,産卵をしている♀も

目撃確認 している。

勝英地方では,こ のような環境の池は勝田郡を中心

としてまだ残っているので,新産地の発見される可能

性 も高いと思われる。

山

用

無

土

毛

①

②
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写真 1 オオル リボシヤンマ♂

英田郡作東町小房
13.Ⅷ .1989.末宗安之採集保管

(〒 709-42 英田郡作東町川北 19)

岡山県未記録のゾウムシ 3種

吉原 一美

筆者が今までに収集することができた岡山県産のゾ

ウムシのうちかなり古い記録も含まれているが, 3種
について報告 しておく.

採集者名のないものはすべて筆者の採集である.

貴重な標本を提供 して下さった渡辺和夫氏,標本写

真の撮影 と過去の記録についてご教示いただいた山地

治氏に感謝申し上げる.

1・ 助 η ψ り 物 S ttπ ηαι (FABⅢα US)

ウキクサ ミズゾウムシ (写真 1)

10exs。 ,鴨方町六条院中, 8.Ⅶ 。1984.

水田のウキクサから得られた。

2.ス %′んθ%θπ%S2づ %θγ KoJIMA et MORIMOTO(写 真 2)

14exs.,岡 山市半田山, 7.Ⅵ 。1981.

KoFMA &MOⅢ MOTO(1994)に よれば,本種 はア

カメガシワ,ネ ズミモチの花から得 られるが,真の寄

主植物は不明である。筆者も木の花 (樹種不明)か ら

採集 した。

3. Pstια″んγθづαasんπηzπ ι

`Ⅳ

loRIMOTO et ⅣIIYAKAWA

カナムグラヒメゾウムシ (写真 3)

lex。 ,岡 山市河原,13.Ⅸ .1981.

2exs.,岡 山市下牧,15。 Ⅶ。1984.

6exs。 ,船穂町柳井原, 3.Ⅵ .1984.

lex.,御津町国ヶ原,19.Ⅶ .1984.

lex.,落合町旦土,26.V。 1991,渡辺和夫採 .

5exs。 ,賀 陽町吉川,12.Ⅵ .1993.

lex。 ,中和本寸初和,27.Ⅵ。1993.

各地に普通な種で,成虫はカナムグラ茎上に見られ

る。

引用文献

KoJIMA,H.&K.ⅣIoRIMOTO,1994. Taxonolnic study of the

subfamily Anthonominae from Japan (ColeOptera,

Curculionidae). Esakia,Fukuoka,(34) :147-186.

(〒 700岡 山市学南町一丁 目835)

絋

一一一一一̈一議
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シコクヒメコブハナカミキ リの言己録

山地  治

Psι %aθ staυι熔づαグ切
"%づ

θα Sんづ力θ々ιηsis HYASHI シコ ク

ヒメコブハナカミキリは岡山県内では東栗倉村後山で

の記録があるが、本種を上斎原村で採集 したので報告

する.

Psι %αθstaυι富 づα iQつθηJθα Sん づ力θ″ι%s,s HAYASHI

シコクヒメコブハナカミキリ

7♂ ,上斎原村人形峠15,Ⅵ 。1997,筆者採集

石越から人形峠に上がる途中のカツラの木の根元付

近の細枝の葉上で採集 した。

県内にはカッラの本は少ないながら分布するのでた

んねんにさがせば各地で記録できると思う。

(〒 70112 岡山市芳賀511611)

ナガシンクイムシ 2種の岡山県における

言己,果

渡辺 昭彦

岡山県未記録のナガシンクイムシ科甲虫 2種 を報告

しておく。なお,同定は「原色 日本甲虫図鑑 (Ⅲ )一
保育社 (1985)」 によった。

1. Lづθんι,09ρ んα%θ S θα″ηイクιπηtS Lesne

セマダラナガシンクイ

清音村三因 2exs.,3.VⅡ.1996,筆者採集

倉敷市′鳥羽 lex.,16.vII.1997,筆 者採集

邑久町尻海 錦海塩 田跡 lex.,22.vIⅡ .1997,

山地治氏採集

すべて灯火それも水銀灯に飛来 したものである。比

較的大型で特徴がはっきりした種にも関わらず未記録

であったが,去年今年 と立て続けに採集で きた。清音

村及び倉敷市の個体はいずれもテニスコー トの水銀灯

で得 られた。邑久町の個体は山地氏 と2人で水銀灯に

よる灯火採集を行った際に得 られたもので,氏の了解

を得て今回一括 して記録させて頂 く。

2.」狗ιψSθθ%S`ηιιθtst Lesneガ ロアヒメナガシンクイ

高梁市臥牛山 lex.,6.vⅡ .1996,筆者採集

ビーティングで採集 した個体である。

(〒 701-01 倉敷市上東10501)

美作町でウラミスジシジミを採集

末 宗 安 之

県下では分布が局地的な傾向である本種を美作町で

採集 しているので報告する。

l ex,英 田郡美作町巨勢大山, 5,V.1989,(幼
虫)4exs,4.V.1991(幼 虫), 3 exs.,5.V.
1996(幼 虫)

採集地はコナラ,ア ベマキの多い雑木林で,幼虫は

大木のひこばえに多 く確認できた。また,オ オミドリ

シジミの幼虫のように,葉 に噛み傷をいれて巣を作っ

ていたので発見 しやすかったことも報告 しておく。

写真 1 ウラミスジシジミ

5.V.1989(幼 虫採集)

28.V.1989(飼 育羽化)

末宗安之採集保管

(〒 70942 英田郡作東町川北 19)
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編 集 後 記

遅 くなりましたが,“すずむし"132号 をお届けします。ここ数年 “すずむし"の 発行が遅れ,そ の遅れを

取り戻すため,現在がんばっています。この132号 は1996年度に発行されるべきものでしたが,こ こまで遅く

なってしまいました。この号の発行にご貢献くださった投稿者の皆さまに厚くお礼申し上げます。

引き続き,1998年 3月 中に133号 を発行したいものと願っています。日頃ご活躍の成果をペーパーにされ,

ふるってご投稿 くださいますよう,お 願い申しあげます。 (事務局)
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