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岡山県内産アリ科採集品目録

岡山県内産アリ科について,主 として1975年 ごろ

(古 いものでは1959年 ごろからのものも含む)か ら筆

者採集によるものや,他者より提供 して頂いていたも

のなどを中心に,既発表分,未発表分併せて 4亜科

(ハ リアリ亜科,フ タフシアリ亜科,カ タアリ亜科 ,

ヤマアリ亜科)36種 をそれぞれデータを添えて報告す

る。

注 目される種 としては,1974年発見のインドオオズ

アリ,1982年発見のツノアカヤマアリ及び1987年発見

のニシムネアカオオアリの 3種があげられる。

インドオオズアリは,村上陽三博士同定によるもの

で,当 時は Pんιづαθιιづ%αづθαとの学名のみで和名はまだ

付されていなかった。分布としては九州及び四国にお

いてわずかな記録があるだけで,本州からは倉敷市下

津丼のものが初記録となり注 目された。

ツノアカヤマアリは,中国地方が分布の西限とされ

ていたが,県最北部の蒜山高原において記録され,岡
山県にも分布することが明らかになった。

ニシムネアカオオアリは,当 時九州に分布 し,本州

では山口県のみが知られていた。和名も改名される前

はキュウシュウムネアカオオアリと呼ばれていた。岡

山県では,山 崎崇氏 (当 時小学校 3年生)の提言が

きっかけとなり,その後の調べで県中部以北に分布 し

ていることが明らかになった。 しかし,既言己録地はム

ネアカオオアリほどは多 くないようである。

本稿をまとめるにあたり,1975年 当時九州大学農学

部の村上陽三博士には,ア リについての同定のほか ,

数々のご助言を頂いた。一方,元倉敷昆虫館館長の故
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重井博氏には数多 くの標本をお譲 り頂いたほか,いつ

も暖かいご支援を頂いた。また,次の方々には標本の

ほか,貴重な情報の提供を賜った。ここに紙面をお借

りして深謝申し上げる。

青野孝昭・生藤佳郎・小倉智史・佐藤回康・立原

(玉 島)。 平田 (玉 島本所)・ 松本吏樹郎 。矢野重

明・山内康彦・山崎崇・山峙法子の諸氏 (50音順,敬
称は省略させて頂いた)

凡例

データは個体数 (ま たは♂♀別個体数),記録地名 ,

記録年月日,記録者名,同定者名の順に記 し,観察事

項等のあるものはそれも付記 してある。なお,記録者

名を省略 してあるものは,すべて筆者採集によるもの

である。

データは古いものから川頁に記 してある。

紙面の都合で,データの特に多い郡・市を除いては,

一郡・市当たり1～ 2例 を掲げるに止めてある。

学 名及 び和 名 は,日 本蟻類研 究会編 (1989)。

(1991)・ (1992)に 従った。

既発表文献の中には,発行部数が少なく入手 しがた

いものもあり,ま た同じ記録を再度発表 したものもあ

るので,こ の際これらの記録については,「→」を付

し,後にデータを添えて相関関係を明らかにした。即

ち「→」に続 くデータは既発表データである。
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Formicidaeア リ科

Ponerinae ハリアリI科
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lex.,倉敷市小黒田,13.Ⅵ 。1976,村 上陽三氏同定
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6exs.,倉敷市中央,11.Ⅷ .1979,内 2exs.村上陽三   重井博ほか 4名 (1997)→ 6exs。 ,英田郡西粟倉村若

氏同定                        杉原生林,23.Ⅷ .1993

9exs.,岡 山市日応寺,18.XI。 1979          4exs.,真 庭郡新庄村田浪毛無山, 5。 Ⅸ。1993

重井博ほか 3名 (1982)→ 3exs.,倉敷市児島柳田,    7.P″ s′卿 鰍ιχクπ%″πS MAYR アミメアリ

3.Ⅶ 。1980                     53例 と記録件数が多いので,岡 山市及び倉敷市は数

6exs。 ,和気郡日生町鹿久居島千軒湾, 1.Ⅷ .1982,   例を,そ して両市以外の郡市は 1～ 2例 を掲げるに止

他にアカマツの朽木で多数個体目撃          めた。

15exs.,和 気郡日生町鹿久居島九艘泊,12.Ⅵ。1983,  近藤光宏 (1976)→ 24exs.,倉 敷市林, 9.Ⅱ .

他にマツの朽木で多数個体目撃             1975,畑 のあぜの中で大群をなしていた。

1lexs.,総 社市草田,15.Ⅵ。1975
Myrmicinaeフ タフシアリ亜科

畔柳鎮ほか 5名 (1980)→ 7exs.,真庭郡落合町木山,

2. C771zα ιθgα s′θγ ιαbθπθsα  F.SMITH                      17. Ⅸ。 1978

ツヤシリアゲアリ (旧 トビイロシリアゲアリ)   畔柳鎮ほか 5名 (1980)→ 2exs.,英 田郡英田町真上

36exs.,倉 敷市中央, 8。 XⅡ .1975,村 上陽三氏同   真木山,17.Ⅸ。1978

定                         近藤光宏 (1981)→ 5exs.,倉敷市粒江種松山七つ池 ,

lex.,岡 山市勝尾峠,23.Ⅷ .1982            17.Ⅵ 。1979,30mに およぶ行列目撃

lex.,真庭郡新庄村土用, 5.Ⅵ。1983         1ex.,上 房郡賀陽町吉川八幡,15。 Ⅶ。1979

1ex.,和気郡日生町鹿久居島九艘泊,12.Ⅵ。1983    重井博ほか 3名 (1982)→ 6exs.,久米郡久米南町仏

2exs.,真庭郡新庄村土用,24.Ⅶ。1983         教寺,29.Ⅶ。1979,他 に行列 目撃

lex。 ,玉野市下山坂,18。 Ⅸ.1983           7exs.,岡 山市日応寺,18。 XI。 1979

lex.,阿哲郡哲多町おもつぼ湿原,24.Ⅷ .1994     4exs。 ,岡山市正儀,22.Ⅵ .1980,他 に行列目撃

7exs.,新見市草間羅生門, 1.V.1997        1ex.,苫 田郡奥津町県立森林公園, 6.Ⅸ。1981,重

lex.,岡 山市津高鳥山,31.V。 1997           井博氏採集

3.C惣 7tαιttα s′ιγ θsα力θπsづs FoREL            leX.,岡 山市勝尾峠,20。 Ⅵ。1982

キイロシリアゲアリ   6exs.,和 気郡 日生町鹿久居島千軒湾, 1.Ⅷ。1982,

4exs。 ,真庭郡久世町中原池の谷池,16.X.1993,    他に多数イ団体 目撃

青野孝昭氏採集                   近藤光宏 (1983)→ 10exs.,倉敷市酒津八幡山, 3.

4.C7770α′はαS′ιγ Sp.シ リアゲアリの一種        Ⅷ。1982,カ ヤのアリマキで目撃

1♀ 3exs.,倉敷市生坂,26.I.1975,村 上陽三氏同   多数個体,浅口郡鴨方町照山,10。 Ⅷ。1982,ヌ ルデ

定                          のアリマキで目撃

重井博ほか 2名 (1996)(1998b)→ 1♀ 3exs。 ,倉敷   5exs.,玉 野市水口,14.Ⅷ 。1983,他 にエレの幹で

市六口島,24.XI。 1975,村 上陽三氏同定        行列を目撃

5。 γ照所θα θ々わ力πづ FoREL シワクシケアリ?      8exs.,赤 磐郡吉井町高田北平山,21.Ⅷ 。1983

3exs。 ,苫田郡奥津町三子原, 1.Ⅵ 。1975,村 上陽   3exs。 ,倉敷市釜島,22.Ⅵ 。1986,他 に潮の引いた

三氏同定                       砂浜で15m位の行列を目撃

7exs.,阿哲郡哲西町鯉が窪,19.Ⅵ .1983       近藤光宏 (1991a)‐ 2exs.,高梁市臥牛山, 3.Ⅶ .

lex。 ,真庭郡新庄村田浪毛無山,29.V。 1984,青 野    1988
孝昭氏採集                     重井博ほか 2名 (1990)→ lex.,和 気郡佐伯町田賀

重井博ほか 4名 (1997)→ 3exs.,英 田郡西粟倉村若    県自然保護センター,28.V。 1989,青 野孝昭氏採

杉原生林,15。 Ⅸ。1991,朽 木中            集

lex.,真庭郡中和村大原,11.Ⅵ。1994         5exs.,倉 敷市児島仙随山,20.V。 1990

lex。 ,真庭郡新庄村田浪毛無山,29.V。 1994,青 野   lex.,阿哲郡神郷町三室,29。 Ⅶ。1991

孝昭氏採集                     行列,倉敷市中央 2丁 目1614,17.V.1992, 日撃

lex.,阿哲郡哲多町引無おもつぼ湿原, 5。 Ⅸ。1994,  5exs。 ,真庭郡久世町木 目岩井谷池,25.Ⅵ 。1994,

青野孝昭氏採集,ベ イ トトラップ            他に水田の石垣で行列を目撃

6。 均 解づθα力%η づ々づ FoREL クロキクシケアリ?     7exs.,阿 哲郡哲多町引無お もつぼ湿原, 3.Ⅶ .

2



す ず む し No.134(1999)

1994,他 に行列 目撃                近藤光宏 (1976)(1980)→ 兵アリ職アリ多数個体 ,

9exs.,赤磐郡瀬戸町塩納,16.Ⅷ .1994,他 に行列    倉敷市下津丼城山,26.XⅡ .1974,村 上陽三氏同

目撃                         定,当 時本州初記録

重井博ほか 2名 (1998a)→ lex.,岡 山市西大寺一宮   14.■″αι7tagα s′ιγルZι ttθα (FoSM「 H)ア シナガアリ

安仁神社,10.Ⅶ .1995                82例 と記録件数が多いので,一部の郡市を除き,各

2exs.,岡 山市築港緑町阿部池,15。 Ⅸ。1996,他に   郡市共 1～ 2例 を掲げるに止めた。

多数個体目撃                    6exs.,り |1上郡川上町穴門山, 6.Ⅶ 。1975

1ex.,岡 山市津高烏山,31.V。 1997          2exs.,倉 敷市児島由加山,20.Ⅶ。1975

8exs.,新 見市草間羅生門, 1.Ⅵ 。1997,他 に多数   2exs.,阿 哲郡神郷町, 6。 Ⅸ.1975,夜 間灯火下で

個体をクマイチゴのアブラムシで目撃          活動中

8。 ″ 即 吻 θttα g鶴 772づ %イθθtt π″ψθπづθα WHEELER       leX。 ,倉 敷 市 連 島 山 ,22.X.1975

カ ドフシアリ?   lex.,真庭郡八束村中蒜山,27.Ⅵ .1976

10exs.,真 庭郡新庄村土用,24.Ⅶ 。1983,大 木の穴   重井博ほか 3名 (1982)→ lex.,真 庭郡新庄村田浪

9.几イθηθ712θππ772づ %′協αικs FoSMITH ヒメアリ           毛il山 , 26.Ⅵ 。1976

9exs.,新見市草間,27.Ⅶ。1975,村 上陽三氏同定    lex。 ,英田郡東栗倉村後山,25.Ⅶ 。1976

13exs.,岡 山市上高田勝尾峠, 6。 Ⅷ。1982       畔柳鎮ほか 5名 (1980)→ 2exs.,真庭郡落合町木山,

lex.,岡 山市掛畑千升峠,23.Ⅷ。1982          17。 Ⅸ。1978

7exs。 ,赤磐郡吉井町室原, 5。 Ⅵ。1995,花       2exs.,上 房郡賀陽町吉川八幡,29.Ⅶ .1979

10。 Mttθπθ″ππクんαttθπts(LNNAEUS) イエヒメアリ   lex.,久 米郡福渡友愛の丘,12.Ⅷ 。1980

2exs.,倉敷市老松町,16.Ⅵ 。1982,マ ンション5   1ex.,総社市美袋松尾,16.XI。 1980

階で山内康彦氏採集                 lex.,赤 磐郡吉井町高田北平山,21.Ⅷ .1983

11.Pんιづαθルル効αα FoSM「H               l♀ 2exs。 ,新見市草間羅生門,29.Ⅳ。1984

アズマオオズアリ (旧 アズマオオズアカアリ)   lex.,倉敷市鶴形山,10.Ⅵ .1984

重井博ほか 3名 (1982)→ 23exs.,真庭郡新庄村田   3exs。 ,真庭郡新庄村土用, 2.Ⅵ。1985

浪毛無山,26。 Ⅵ。1976,村 上陽三氏同定      近藤光宏 (1991a)→lex.,高 梁市臥牛山, 1.V.
兵アリlex.,阿哲郡神郷町三室,19.Ⅷ 。1991       1988
兵アリlex。 32exs.,真庭郡勝山町星山,26.Ⅶ .1998,  lex.,赤磐郡吉井町宗形神社, 8.Ⅶ .1989

暗い林の中                     lex.,御 津郡中山,18.Ⅷ .1989

12.Pんθづαθルπθα%sF.SMrH               重井博ほか 4名 (1997)→ 2exs.,英 田郡西粟倉村若

オオズアリ (旧 オオズアカアリ)   杉原生林,15。 Ⅸ。1991

兵 ア リ5exs.13exs。 ,倉敷市玉島阿賀崎,26。 Ⅸ.  lex.,苫 田郡奥津町奥津峡,26.Ⅵ .1995

1975,村 上陽三氏同定               lex.,倉 敷市玉島円通寺,20。 Ⅵ。1997,他に3exs.

兵アリ職アリ多数個体,倉敷市玉島阿賀崎, 7.Ⅶ。    目撃

1976,日 撃,兵 アリ対職アリの数比は大体 1対10    15。 九イιssθγ αθtθ %ια″ππ (F.SMITH)ク ロナガアリ

兵アリ2exs.lex。 ,倉敷市小黒田,13.Ⅵ 。1976,村   lex.,岡 山市 日応寺,18。 XI.1979,山 門下の砂上

上陽三氏同定,農薬の空中散布死            を 1個体のみゆっくりとさ迷っていた。

近藤光宏 (1981)→ 9exs.,倉 敷市藤戸, 7.Ⅷ。  12exs。 ,倉敷市酒津公園,22.XI。 1992,草の種子

1979,内 3exs.村 上陽三氏同定             をくわえて運んでいた。

lex.,岡 山市日応寺,26.Ⅸ 。1979           多数イ固体,倉敷市酒津公園,28。 XI.1992, 日撃

14exs.,浅 口郡金光町上竹,24。 X.1979        重井博ほか 2名 (1995)→ 7exs。 ,総社市砂川公園 ,

7exs。 ,倉敷市玉島沙美, 7.Ⅵ。1981,海岸の砂浜    16。 X。 1994,他 に雑草の間に数イ国の営巣を目撃

10exs.,倉敷市鶴形山,10。 Ⅶ。1984,捨 てられた飴   4exs.,倉 敷市児島由加山桜園地,10.Ⅸ .1997,他

に群がる                      に多数個体目撃

2exs。 ,新見市羅生門,11.Ⅶ 。1996          16.ル 施πθπππ θαιψづ′ππ (LヽN AEUS)

13.Pんι」αθιι ttatθα MAYR                                  トビイロシワアリ

インドオオズアリ (旧 インドオオズアカアリ)   17exs.,倉 敷市玉島,20。 Ⅵ。1975,村 上陽三氏同定
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6exs.,新見市, 6.Ⅸ .1975 15.  I. 1975

4exs.,「可哲君「ネ申郷町 ,
6。 Ⅸ.1975,村 上陽三氏同   近藤光宏 (1976)→ 多数個体 ,

定                                       
倉敷市山地日差山,15.

I.1975,村上陽三氏同定

lex.,阿哲郡神郷町足立, 6。 Ⅸ.1975 近藤光宏 (1976)→ 多数個体 , 倉敷市林, 9.Ⅱ .

9exs.,倉敷市向山,14.V.1977 1975, 村上陽三氏同定

近藤光宏 (1981)→ 3exs.,倉 敷市藤戸, 7.Ⅷ。  lex.,倉 敷市六口島,24.XI. 1975,村 上陽三氏同

1979,内 lex.村上陽三氏同定             定

lex.,倉敷市鶴形山,24.Ⅸ .1984 lex.,岡 山市日応寺, 2.XⅡ . 1979

1ex.,岡 山市 日応寺藤が鳴湿原,21.Ⅶ 。1984,ヒ メ   1♀ 6exs.,岡 山市大内田,27. 3「 。 1980

バチ・ミミズの死骸に集まる。 lex.,倉敷市向酒津,15。 Ⅲ. 1981,タ ラの芽で

重井博ほか 2名 (1996)(1998b)→ 6exs.,倉敷市六   10exs., 和気郡日生町鹿久居島千軒湾, 1.Ⅷ .1982,

口島, 3.Ⅸ .1990,海岸の砂浜で営巣を目撃      他にアカマツの枯木で多数個体 目撃

重井博ほか 4名 (1997)→ lex。 ,英田郡西粟倉村若   2exs.,津 山市金井,31.XⅡ . 1985,他 に多数個体 目

杉原生林, 7.Ⅵ .1992 撃

6exs.,倉敷市児島由加山,27.Ⅳ .1997,捨 てられ   lex.,倉敷市釜島,22.Ⅵ。1986

たミツバチの巣板に集まる。 lex。 ,久米郡柵原町飯岡上,12.XI.1994
5exs.,倉敷市玉島上成,29.Ⅶ 。1998,小 倉智史氏   3exs.,勝 田郡勝央町勝間田小中,12.XI.1994

採集,側溝で多量に死んでいた。 lex.,倉敷市児島由加山,27. Ⅳ。1997,捨 てられた

17.ル′zπθπ%777%`″θκιttι WHEELER ミツバチの巣板に集まる。

キイロオオシワアリ

15exs。 ,真庭郡川上村三木ガ原,27.Ⅵ。1976,内     Formlcinaeヤ
マアリ亜科 (旧 クマアリ亜科 )

3exs.村上陽三氏同定 22.G"″ り物 協 SノαクθπづθχS MAYR ク ロ オ オ ア リ

18.Lψ″θ′んθttχ θθ,ty%%S SMITH ムネボソアリ 430例 と記録件数が多いので,一部の郡市を除き,

近藤光宏 (1981)→ 3exs。 ,倉敷市藤戸, 7.Ⅷ .  各郡市共 1～ 2例 を掲げるに止めた。

1979,内 lex。 村上陽三氏同定 1♀ ,新見市市街地, 3.V。 1968,矢野重明氏採集

7♀ ,上房郡賀陽町吉川八幡,15.Ⅶ .1979, 内 1♀   4exs.,総 社市延原, 5.V.1975,イ タドリの葉上

村上陽三氏同定 lex.,苫 田郡上斎原村恩原川 ,
8. lllI。  1975

近藤光宏 (1991b)→ 2exs.,倉敷市児島由加白尾,   近藤光宏 (1976)→ 1♀ 6exs.,

20.V。 1990                                  
倉敷市二子高鳥居山,

15.I.1975,青野孝昭氏採集,村上陽三氏同定

19. ι
`ク

′θιんθγαχ SクイタηStηγ FoREL 2exs., 阿哲郡神郷町新郷, 6.Ⅸ .1975,夜 間灯火

ハリナガムネボソアリ    下で活動中

近藤光宏 (1981)→ 4exs.,倉 敷市藤戸, 7.Ⅷ。  重井博ほか 3名 (1982)→ lex。 ,真庭郡新庄村田浪

1979,内 lex.村上陽三氏同定 毛無山,19.Ⅸ。1976

25exs.,浅口郡鴨方町照山,10.Ⅷ .1982 lex.,岡 山市日応寺十二本木山, 5.Ⅸ 。1978

酬 chodttmeカ タアリ酬 旧 ルリアリ酬
 鼻f量彊承:Lt品 )T二 言赳 曇班嘉 某r

20。 助クθθιづπθα stbれ θα (EMERY)シ ベリアカタ'フア]り            17。  Ⅸ. 1978

2exs.,総社市美袋,15.Ⅵ 。1975,村 上陽三氏同定    畔柳鎮ほか 5名 (1980)→ lex.,岡 山市金山, 1.X.
近藤光宏 (1991a)→ 12exs.,高 梁市臥牛山,

21. Ⅲ。     1978, カヤ

1976,径 5 cm位 の枯木の随の穴で採取 畔柳鎮ほか 5名 (1980)→ 2exs.,月 田ヽ郡矢推卜町猿掛 ,

2exs.,真庭郡久世町中原,11.Ⅵ 。1990,青 野孝昭    15.Ⅸ .1978,ウ ツギ

氏採集 畔柳鎮ほか 5名 (1980)→2exs.,英 田郡英田町真木

21. ル粥θ,9,ノ ,ηηιχ夕θづFoREL  フレリアリ 山, 3.Ⅸ。1978,重 井博氏採集

近藤光宏 (1976)(1983)→ 多数個体,倉敷市酒津八   重井博ほか 3名 (1982)→ lex.,岡 山市足守大井神社 ,

幡山,29.XⅡ 。1974,枯 れたアカマツの樹皮下      22.Ⅶ .1979,重井博氏採集

近藤光宏 (1976)→ 多数個体,倉敷市二子高′鳥居山,   lex。 ,井原市東江原千手院,17.Ⅵ 。1979,重 井博氏

4
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採集

重井博ほか 3名 (1982)→4exs.,備 前市閑谷,24.

Ⅵ.1979.重井博氏採集

重井博ほか 3名 (1982)→ lex.,久 米郡久米南町仏教

寺, 9.Ⅸ。1979,重 井博氏採集

lex.,岡 山市正儀,13.Ⅶ 。1980

重井博ほか 3名 (1982)→ lex.,倉 敷市児島柳田, 2.

Ⅷ.1980,他 に多数個体 目撃

重井博ほか 3名 (1982)→ lex。 ,御津郡御津町宇甘渓 ,

3.Ⅷ .1980,他 に多数個体目撃

lex.,真庭郡新庄村土用,31.V。 1981,他 に数個体

目撃

3exs.,川 上郡川上町磐窟渓, 3.XI.1981,ナ ラガ

シワのアリマキで目撃

le支 .,和 気郡 日生町鹿久居島小池浜,17.X.1982,
他に数個体目撃

2exs.,赤磐郡吉井町北平山,21.Ⅷ 。1983

2exs.,新見市草間羅生門,29.Ⅳ .1984

1ex.,上房郡有漢町川関下, 4.Ⅷ。1984

2exs.,久米郡旭町打木沢,21.Ⅳ。1985

1ex.,津 山市金井, 5。 V.1985
lex.,苫 田郡阿波村小原,11.Ⅷ。1985,他 に多数イ固

体 目撃

lex.,邑久郡邑久町敷井, 4.V。 1987

lex.,岡 山市三和安部倉ダム,21.Ⅵ 。1987

近藤光宏 (1991a)→ lex.,高 梁市臥牛山, 1.V.
1988

重井博ほか 2名 (1990)→ 2exs。 ,和気郡佐伯町田賀

県自然保護センター,25。 Ⅸ。1988

3exs.,赤磐郡吉井町宗形神社, 8.Ⅶ 。1989

lex.,都窪郡早島町, 6。 V。 1990

重井博ほか 2名 (1996)(1998b)→ lex.,倉敷市六

口島, 3.XI。 1990

lex.,英 田郡西粟倉村若杉原生林,25。 XⅡ .1992

重井博ほか 2名 (1995)→ lex.,総社市砂川公園,29.

R「 。 1994

重井博ほか 2名 (1998a)→ 羽アリ 1♂ lex。 ,岡 山市

西大寺一宮安仁神社,11.Ⅵ 。1995,他 に羽アリ数

個体をクモの巣で目撃

lex.,倉敷市児島由加山,15。 Ⅳ。1997

23.Cαη″笏ιπS θbsθ %γttθs MAYR ムネアカオオアリ

141例 と記録件数が多いので,一部の郡市を除き,

各郡市共 1～ 2例 を掲げるに止めた。本種は,主 とし

て県中部以北に分布が見られ,県南部では極めて稀で

ある。

1♀ (羽 アリ),新見市井倉, 3,V.1959

lex.,倉敷市浅原,17.Ⅸ 。1961,重井博氏採集,倉

敷昆虫館所蔵

2exs.,総社市延原, 5。 V.1975

1ex。 ,川 上郡川上町穴門山神社,11.V。 1975

2exs.,苫田郡上斎原村恩原恩原川, 8Ⅵ .1975

lex.,上房郡吉川吉川八幡神社,24.Ⅸ。1975

lex。 ,真庭郡新庄村野土路, 6Ⅵ 。1976

重井博ほか 3名 (1982)→ lex.,真 庭郡新庄村田浪毛

無山,26.Ⅵ。1976

1ex.,英 田郡東栗倉村後山,25。 Ⅶ。1976

1ex。 ,苫田郡奥津町県立森林公園, 8。 Ⅷ.1976

1♀ ,倉敷市玉島本所, 6.Ⅵ .1979,平 田氏採集

重井博ほか 3名 (1982)→ lex.,久 米郡久米南町仏教

寺, 9。 Ⅸ.1979,重井博氏採集

重井博ほか 3名 (1982)→ lex.,和気郡吉永町滝谷 ,

4. V.1980

重井博ほか 3名 (1982)→ lex.,御 津郡御津町宇甘渓 ,

5.V.1980,モ ミジの花

lex.,御津郡建部町福渡友愛の丘,12.Ⅷ .1980

lex。 ,倉敷市玉島八島,12.X。 1981,日 撃

lex.,岡 山市掛畑千升峠, 5.Ⅸ .1982

lex.,阿哲郡哲西町鯉が窪,19.Ⅵ 。1983

lex.,阿哲郡哲多町引無おもつぼ湿原,19.Ⅵ .1983,

クリの花

lex。 ,赤磐郡吉井町暮田, 3.Ⅶ 。1983

2exs.,赤磐郡吉井町高田北平山,21.Ⅷ。1983

1ex.,新見市草間羅生門,29。 Ⅳ。1984

多数個体,井原市経ケ丸,20。 Ⅷ。1984, 日撃

lex.,苫 田郡加茂町細池湿原, 9.Ⅵ。1985

lex.,津 山市金井,28.Ⅶ。1985

近藤光宏 (1991a)→ 2exs。 ,高梁市臥牛山, 1.V.
1988

1ex。 ,久米郡旭町泉水山,29.V.1988
3exs。 ,赤磐郡吉井町宗形神社, 8.Ⅶ。1989

重井博ほか 4名 (1997)→ lex.,英 田郡西栗倉村若杉

原生林,15。 Ⅸ。1991

1♀ ,和気郡佐伯町県 自然保護セ ンター,23.Ⅷ .

1993

2exs.,勝田郡勝央町勝間田東吉田, 5.Ⅵ .1995

24. Cα 7γ■ 1"′%Sんι97tづ θんιαθπα YASUMATSU et BROWN

ニシムネアカオオアリ

(旧 キュウシュウムネアカオオアリ)

本種の和名は,キ ュウシュウムネアカオオアリとさ

れていたが,本州でも山口県,広島県に次いで岡山県

でも言己録されるようになり,ニ シムネアカオオアリと

改名されたものと思われる。県下で初めて確認された
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のは1987年のことで,本種ではないかと気づいたのは   兵アリ8exs.15exs。 ,倉敷市連島山, 9.Ⅲ 。1975

採集者の山崎崇氏である。当時は本種の北限の記録と   lex.,岡 山市津高烏山,31.V.1997
して貴重な発見であつた。なお,過去の標本を精査す   28.Pθ″γんαθんts b72α ιづαιπs FoSM「H トゲアリ

れば,県下の初記録は今少 し遡ることも考えられる。    43例 と記録件数が多いので,内 20例 のみを報告。

lex。 ,阿哲郡哲多町奈良ノ木,15。 Ⅸ。1987      近藤光宏 (1976)→ 3exs。 ,都窪郡清音村黒田, 8.

lex.,上房郡賀陽町串ケ谷, 8。 Ⅷ。1987         Ⅸ.1974

lex。 ,上房郡賀陽町はるみの丘 ,― .― .1987,生藤佳郎   1♂ ,赤磐郡瀬戸町塩納,19。 X。 1975,村 上陽三氏

氏採集                        同定

lex.,新見市草間羅生門,28.Ⅵ。1987,山 崎崇氏採   lex.,苫 田郡上斎原村県立森林公園, 8.Ⅷ .1976

集                         畔柳鎮ほか 5名 (1980)→ lex.,真庭郡落合町木山,

lex。 ,井原市経ケ丸,27.Ⅶ 。1987,山 崎崇氏採集     30。 Ⅶ。1978,重井博氏採集

近藤光宏 (1991a)→ 2exs.,高梁市臥牛山, 1.V.  多数個体,倉敷市山地日差山,10。 Ⅵ。1979,ヤ マモ

1988                         モの幹で日撃

2exs。 ,和気郡吉永町和意谷,19.Ⅵ 。1989       1ex。 ,井原市野上千手院,24.Ⅵ 。.1979,他 に多数個

lex.,真庭郡久世町大内原,20.Ⅷ .1990         体目撃

重井博ほか 4名 (1997)→ 1♀ ,英 田郡西粟倉村若杉   重井博ほか 3名 (1982)→ lex.,久 米郡久米南町仏教

原生林, 7.Ⅶ。1992,青 野孝昭氏採集         寺,29.Ⅶ 。1979

2exs。 ,阿哲郡神郷町三室峡ナメラ谷,11.Ⅷ 。1992   2exs.,倉敷市児島由加山, 9.Ⅷ .1979

2exs.,上房郡賀陽町布郡,29.Ⅷ。1992        多数個体,御津郡建部町福渡友愛の丘,12.Ⅷ。1980,

3♀ ,阿哲郡哲多町引無おもつぼ湿原, 5.Ⅵ。1994    夜間アベマキの幹で目撃

4exs.,真庭郡新庄村田浪,14.Ⅷ。1994        2exs.,真 庭郡八東村,18.Ⅶ 。1982,他 に数個体を

2exs.,新見市草間羅生門, 1.Ⅵ。1997         サクラの幹で目撃

25.助の 物ιπS″ααππθ′αιπs FoREL           leX。 ,岡山市掛畑千升峠, 8.Ⅷ。1982

ヨッボシオオアリ   5exs。 ,赤磐郡吉井町高田北平山,21.Ⅷ .1983,他

5exs。 ,都窪郡清音村黒田,27。 Ⅷ.1974,村 上陽三    に多数個体 目撃

氏同定                      2exs.,岡 山市 日応寺藤ケ鳴湿原,19.V.1985,他
近藤光宏 (1991b)→ lex。 ,倉敷市児島由加山,26。    に多数イ団体 目撃

I.1991,青野孝昭氏採集              1♂ ,倉敷市玉島阿賀崎,10。 XⅡ 。1985,立原氏採

26.動物 勿協S aπ sづ %ι%sts SANTSCⅢ  ミカドオオアリ    集

2exs。 ,倉敷市中央2-16-14,23.XI,1962       近藤光宏 (1991a)→ lex。 ,高梁市臥牛山,20.Ⅷ .

lex。 ,川 上郡川上町穴門山神社,11.V。 1975,村 上    1988,ア ベマキの幹

陽三氏同定                     lex。 ,赤磐郡吉井町宗形神社, 8.Ⅶ .1989

lex。 ,玉野市金甲山,21.Ⅸ。1975,村 上陽三氏同定   lex。 ,上房郡賀陽町布郡,14.Ⅵ .1992,青野孝昭氏

lex。 ,倉敷市酒津八幡山,13.Ⅳ。1989,青 野孝昭氏    採集

採集                        2exs。 ,真庭郡久世町大内原新池,25。 Ⅵ。1994

12exs.(羽 アリを含む),御津郡御津町中山,17.Ⅳ 。  lex。 ,和気郡佐伯町田賀県自然保護センター,17.Ⅶ .

1989,青 野孝昭氏採集                 1994,他 に多数個体目撃

lex.,赤磐郡吉井町宗形神社, 8.Ⅶ 。1989       3exs.,勝 田郡勝央町岡,11.Ⅵ 。1995,青 野孝昭氏

lex.,赤磐郡吉井町室原,29.V.1995          採集

lex.,苫 田郡奥津町奥津峡,26.Ⅵ .1995,青野孝昭   29.Pθ″γんαθんづsん″秒θπαηιS υα雀770θιSια EMERY

氏採集                                       チクシ トゲアリ ?

lex。 ,倉敷市児島上木見,17.Ⅷ .1996,青 野孝昭   lex.,新見市草間羅生門,21.X.1984,重井博氏採

氏採集                        集

lex.,岡 山市津高ダイミ山, 9。 XI。 1976,青野孝   30.乃 鶴づθαグ″θ%づθα MoTscHULSKY クロヤマアリ

昭氏採集                      324例 と記録件数が多いので,一部の郡市を除き,

27.Cα 銘ゅ θ笏 協 S ttψ θ%づ θπS WHEELER  ヒ ラ ズ オ オ ア リ    各 郡 市 共 1～ 2例 を 掲 げ る に 止 め た 。

6
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lex.,苫 田郡加茂町真瀬,19.Ⅳ 。1964,重井博氏採    1988,他に数個体目撃

集,倉敷昆虫館所蔵                 重井博ほか 2名 (1990)→ lex.,和気郡佐伯町田賀県

lex.,新見市市街地,21.V。 1967,矢 野重明氏採集    自然保護センター,25.Ⅸ。1988

1♂ ,倉敷市玉島,20.Ⅵ .1975,村上陽三氏同定    lex。 ,御津郡御津町中山,28。 V。 1989

1♀ ,倉敷市玉島,23.Ⅵ 。1975,村上陽三氏同定    重井博ほか 2名 (1996)(1998b)→ lex。 ,笠 岡市北

2exs.,和気郡日生町鹿久居島,31.Ⅷ 。1975       木島,30。 Ⅶ。1989

5exs.,笠岡市神島,23.V。 1976           重井博ほか 2名 (1996)(1998b)→ 2exs.,倉敷市六

91exs.,倉敷市児島由加山板尾林道,28.V.1976,    口島, 3.XI.1990
農薬の空中散布で薬死                重井博ほか 4名 (1997)→ lex。 ,英田郡西栗倉村若杉

lex.,阿哲郡大佐町伏谷, 6.Ⅵ。1976          原生林,15.Ⅸ。1991

3exs.,倉 敷市小黒田,13.Ⅵ 。1976,農 薬の空中散   lex.,赤磐郡熊山町大畑,10.V。 1992

布で薬死                      重井博ほか 2名 (1995)→ lex.,総社市砂川公園,29.

lex.,真庭郡勝山町神代,26。 Ⅵ。1976          Ⅳ.1994

lex.,岡 山市日応寺十二本木山, 5。 XI.1978      1ex.,勝 田郡勝央町勝間田小中, 3.Ⅸ 。1994

畔柳鎮ほか 5名 (1980)→ lex.,岡 山市金山, 1.X. 2exs。 ,苫田郡奥津町奥津峡,23.V.1995
1978, ヨウシュヤマゴボウ              lex.,倉 敷市玉島円通寺,20。 Ⅳ。1997,他 に多数個

多数個体,上房郡賀陽町吉川八幡,15.Ⅶ .1979,ク     体目撃

りのアリマキで採集                 lex。 ,岡 山市津高烏山,29.Ⅳ。1997

1ex。 ,後月郡芳井町日南,17.Ⅵ .1979,重井博氏採   lex.,岡 山市築港元町市場,19.V.1997
集                         31.乃 御づθαル α々夕WHEELER ツノアカヤマアリ

重井博ほか 3名 (1982)→ lex.,備前市閑谷,24.Ⅵ 。   日本蟻類研究会編 (1991)に よれば,「赤色型のヤ

1979,重井博氏採集                 マアリの中では最 も西方まで分布 しており,中 国地方

重井博ほか 3名 (1982)→ lex.,和気郡吉永町滝谷,   にも各地で記録がある。最西の記録は広島県と鳥取県

4.V.1980                    である。」 とある。

重井博ほか 3名 (1982)→ lex。 ,御津郡御津町宇甘渓,  3exs.,真庭郡川上村内海山し,16.V.1982,重 井博

4.V。 1980                     氏採集

3exs.,真庭郡新庄村土用, 1.Ⅵ 。1980        1lexs.,真 庭郡八束村,18.Ⅶ。1982

1ex.,苫 田郡上斎原村県立森林公園,24.V。 1980    3exs。 ,真庭郡八束村,29.Ⅷ 。1982,他 に多数個体

lex。 ,岡山市上高田勝尾峠, 4.Ⅳ .1982         をヤマナラシのアブラムシで目撃

lex。 ,真庭郡八東村,16.V.1982           32.Pα 鶴姥θんづ%α ′αυttιS(FoSMrH)ア メイロアリ

2exs。 ,和気郡日生町鹿久居島九艘泊,17.X.1982   1ex。 ,新見市市街地,21.V.1967,矢野重明氏採集

lex.,岡 山市真星星神社,17.Ⅳ。1983         4exs.,総 社市草田,15.Ⅵ .1975,村上陽三氏同定

lex.,阿哲郡哲西町鯉が窪,19.Ⅵ。1983        15exs。 ,倉敷市中央 2丁 目,29.Ⅶ 。1975,村 上陽三

lex.,阿哲郡哲多町引無おもつぼ湿原,19.Ⅵ .1983    氏同定

lex.,赤磐郡吉井町菊ケ峠, 3.Ⅶ .1983,他 に多数   近藤光宏 (1981a)→ 4exs.,倉敷市藤戸町, 7.Ⅷ 。

個体 目撃                       1979,内 2exs.村上陽三氏同定

4exs.,玉 野市水口,14.Ⅷ 。1983,他 に多数個体 目   4exs。 ,高梁市臥牛山, 7.V。 1989

撃                             33.Pα 鶴′宅θんづπα sαれ鶴ι(ITo)サ クラアリ

2exs。 ,新見市草間羅生門,29.Ⅳ。1984        7exs。 ,真庭郡勝山町神代,26.Ⅵ .1976,内 2exs.村

lex。 ,上房郡北房町井殿鐘乳穴,14.Ⅷ 。1984       上陽三氏同定

lex.,久米郡旭町打木沢,21.Ⅳ。1985         34.Lα st%s%π bttι%s(NYLANDER)ア メイロケアリ

lex。 ,津山市金井,21.Ⅳ 。1985            1ex。 ,倉敷市酒津八幡山,29.Ⅵ 。1989,青野孝昭氏

lex.,苫 田郡加茂町細池湿原,16.Ⅵ .1985        採集

lex.,倉 敷 市 釜 島 ,26。 Ⅷ 。 1985            35。 Lαst%sル ″」 %θS%S(LATRHLLE)ク ロ ク サ ア リ

lex。 ,邑久郡敷井, 7.Ⅵ。1987             既記録24例 中17例 を掲げる。

近藤光宏 (1991a)→ lex。 ,高梁市臥牛山, 3.Ⅳ 。  24exs.,上房郡賀陽町仕方畝の松,20。 Ⅳ。1975,村
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上陽三氏同定                     集

12exs.,川 上郡川上町地頭,11.V.1975        近藤光宏 (1981)→5exs.,倉 敷市上浦田,17.Ⅵ .

10exs.,真庭郡新庄村土用,19.Ⅸ。1976         1979,ク リのアリマキ

近藤光宏 (1981)→ 多数個体,倉敷市福田町川城, 1. 5exs.,後月郡芳井町日南,28.Ⅶ 。1979,内 2exs.村

Ⅵ。1979,ク リのアリマキで日撃            上陽三氏同定,他 に多数個体目撃

重井博ほか 3名 (1982)→ lex.,岡 山市足守大井,16. 重井博ほか 3名 (1982)→ lex。 ,久米郡久米南町仏教

V。 1979,他 に多数個体がガの幼虫の死骸に集まる    寺,29.Ⅶ .1979

のを目撃                     3exs.,岡 山市西片岡久々井, 6.Ⅳ .1980,重 井博

6exs.,上 房郡賀陽町吉川八幡,29.Ⅶ 。1979,他に    氏採集

行列 目撃                      近藤光宏 (1982)→ 5exs.,倉敷市玉島富峠,19.Ⅳ .

重井博ほか 3名 (1982)→ lex.,久 米郡久米南町仏教    1980,ア カマツの枯木中

寺,29.Ⅶ .1979                  3exs.,岡 山市大内田,27.Ⅳ .1980

重井博ほか 3名 (1982)→ 6exs。 ,和気郡吉永町滝谷,   重井博ほか 3名 (1982)→ lex.,和気郡吉永町滝谷 ,

17.Ⅷ .1980,他 に行列並びにゴミムシの死骸に集    4.V.1980
まるのを目撃                    lex.,苫 田郡上斎原村県立森林公園, 4.V。 1981

6exs.,苫 田郡上斎原村県立森林公園,19.Ⅶ。1981,   近藤光宏 (1983)→3exs.,倉 敷市西阿知高梁川河川

他に行列 目撃                     敷, 5.Ⅸ .1981

3exs.,新見市草間羅生門,22.Ⅶ。1984        1ex.,真 庭郡川上村蒜山内海山L,16.V.1982,重 井

9exs。 ,苫 田郡上斎原村恩原川, 1.Ⅵ .1986       博氏採集

近藤光宏 (1991a)→ 10exs.,高 梁市臥牛山,16.Ⅶ 。  2exs.,岡 山市推卜畑千升峠,20。 Ⅵ。1982

1989                       12exs.,都 窪郡清音村川辺高梁川河川敷,19.Ⅷ .

重井博ほか 2名 (1996)(1998b)→ 2exs.,笠 岡市北    1982,他に多数個体並びにコロニーを目撃

木島, 6.V.1990                2exs.,児 島郡灘崎町常山,31.X.1982,他 に多数

9exs.,真庭郡久世町中原, 5.Ⅷ 。1990,カ ヤのア    個体 目撃

ブラムシ?                     12exs.,阿 哲郡哲西町鯉が窪,19.Ⅵ .1983

10exs.,苫 田郡奥津町奥津峡,23.V.1995       3exs.,和 気郡日生町鹿久居島小池浜,10.Ⅶ 。1983

3exs.,勝 田郡勝央町勝間田小中,19。 Ⅵ。1995,他    青野孝昭 。近藤光宏 (1983)→ lex.,倉敷市鶴形山,

に行列 目撃                      30。 Ⅶ。1983

営巣,倉敷市児島由加山蓮台寺, 6.Ⅷ .1996, 日撃   3exs.,玉野市水口,14.Ⅷ .1983

36。 Lα sづπs ηなιγ(LNNAEUS)ト ビイロケアリ       3exs。 ,岡 山市日応寺藤ケ鳴湿原,19.V。 1985

84例 と記録件数が多いので,一部の郡市を除き,各    lex。 ,苫田郡阿波村黒岩高原,15.Ⅵ 。1986,重 井博

郡市共 1～ 2例 を掲げるに止めた。            氏採集

26exs。 ,上房郡賀陽町大和山,20.Ⅳ 。1975,村 上陽   lex.,久米郡旭町大谷川,20.X。 1986,佐 藤回康氏

三氏同定                       採集

2exs.,苫 田郡上斎原村恩原湖, 8。 Ⅵ。1975,村 上   lex.,阿哲郡神郷町新在家,10。 V。 1987

陽三氏同定                     lex。 ,邑久郡敷井通山, 6.V.1987,青野孝昭氏採

1lexs.,総社市草田,15.Ⅵ。1975,村 上陽三氏同定    集

lex.,新見市草間,27.Ⅶ 。1975,村 上陽三氏同定    近藤光宏 (1991b)→4exs.,倉敷市児島由加白尾,20。

2exs.,児島郡灘崎町タコラ山,28.Ⅸ .1975       V。 1990

近藤光宏 (1991a)→ 1lexs.,高 梁市臥牛山,21.Ⅲ 。  重井博ほか 2名 (1996)(1998b)→ 3exs。 ,倉敷市六

1976,村 上陽三氏同定,他 にケヤキの幹でおよそ    口島,4.V。 1991

5mの蟻道を目撃                 重井博ほか 4名 (1997)→4exs.,英 田郡西栗倉村若

2exs.,真庭郡川上村蒜山蛇ケ山L,27.Ⅵ。1976,村     杉原生林, 7.Ⅶ 。1992

上陽三氏同定                    3exs。 ,和気郡佐伯町田賀, 9.Ⅵ .1993,ハ ゼのア

2exs.,真庭郡新庄村土用,19.Ⅸ。1976          ブラムシ

lex。 ,井原市野上千手院,17.Ⅵ .1979,重井博氏採   lex.,真庭郡中和村大原湿原,11.Ⅵ。1994

8
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重井博ほか 2名 (1998a)→ 3exs.,岡 山市西大寺一宮

安仁神社,11.Ⅵ .1995

2exs.,赤 磐郡吉井町周匝吉井川河川敷,27.Ⅸ .

1995,青 野孝昭氏採集,ベ イトトラップ

2exs.,岡 山市築港緑町阿部池,21.Ⅳ .1997

3exs.,岡山市賞田,23.Ⅵ .1997

.な お,以上の他に村上陽三氏同定による

Cγιπα′θgzs′ιγ sp.(シ リアゲアリの一種)

働ηttη ′zs sp.(オ オアリの一種)

働η劾
"協

s sp.(オ オアリの一種 )

Lα sづπs sp.(ケ アリの一種 )

Lαstzs sp。 (ケ アリの一種 )

Lαstπs sp.(ケ アリの一種 )

Lαst%s sp.(ケ アリの一種 )

岡本啓氏同定による

θ″んθπααstπs sp.(ケ アリの一種 )

が県内から記録されている。
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岡山県内産ベッコウハナアブ (属)5種について

ベッコウハナアブの仲間 (乃′%θθιια属)は ,平嶋義

宏 (1989)に よれば日本産として 7種が記載されてい

る。このうち,岡山県からはこれまでにベッコウハナ

アブ,ニ トベベッコウハナアブ,ク ロベッコウハナア

ブ,シ ロスジベッコウハナアブ,ス ズキベッコゥハナ

アブの 5種が確認されている。

ちなみに,他県の分布については,現在筆者の手元

に富山,三重,広島,佐賀,熊本など5県の情報があ

り,ま とめたものが別表である。これら5県 と比較す

る限りにおいては,県内産 5種の記録数は充実 してい

ると言えよう。 しか しなが ら,分布態様は様々で
,

ベッコウハナアブ,ク ロベッコウハナアブ,シ ロスジ

ベッコウハナアブのように県下全域に広 く分布 し,記

録地のかなり多いものから,ニ トベベッコウハナアブ

のように既記録地の少ないもの,更 にはスズキベッコ

ウハナアブのように過去にわずか 2個体 しか記録され

ていないものもある。

以下に,既発表のもの,手元に所蔵 している筆者採

取によるもの,他者より譲 り受けていたもの,こ こで

新たに情報を寄せて頂いたものなどを取 りまとめて報

告 しておきたい。今後の調査の参考にして頂ければ幸

いである。

なお,生態 に関する内容 については,大原賢二

(1984)に 従った。採集者名を省略 してあるものは
,

すべて筆者の採集品である。また,敬称は紙面の都合

で割愛させて頂いた。

l。 乃ι%θιιιαルααθπα BIGOT ベツコウハナアブ

lex.,青 野孝昭 (1957);lex.,青野孝昭 (1957)

;1♀ ,新見市金谷,12.Ⅵ .1966,矢野重明 ;1♂ ,

阿哲郡哲多町,19.V.1968,矢野重明 ;1♂ ,倉敷

市由加山,18.V。 1975;1♀ ,倉敷市富峠, 5。 Ⅵ。

1976,三 宅宗夫 ;1♂ ,倉敷市御前道,29.Ⅳ 。1977

;1♀ ,倉敷市由加山,25.V.1977,宇野弘之 ;1

♀,倉敷市御前道,29.V。 1977,(写真 1);2♀
,

高梁市滝山,12.V。 1985,竹村七恵 ;1♂ ,岡 山市

藤ケ鳴,13.V。 1985,青 野孝昭 ;1♂ ,高梁市臥牛

* 〒710-0046 倉敷市中央261,

倉敷市立 自然史博物館
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山,10。 V。 1989,青野孝昭 ;1♂ ,佐伯町田賀,28.

V.1989,青 野孝昭 ;1♂ ,都窪郡早島町,20。 Ⅶ.

1990,青 野孝昭 ;1♂ ,高梁市楢井,21.Ⅵ 。1991,

野嶋宏一 ;1♀ ,小 田郡矢推卜町下高末, 1.Ⅵ 。1991,

野嶋宏一 ;lex.,倉敷市由加山,21.V.1992;2♀ ,

上房郡賀陽町吉川,27.V.1992,斎 藤光男 ;1♂ ,

津山市綾部,12.V。 1993,斎 藤光男 ;1♀ ,和気郡

佐伯町田賀,16.V。 1994,青野孝昭 ;1♀ ,和気郡

佐伯町田賀,22.V.1994;1♀ ,苫田郡奥津町奥津

峡,12.Ⅵ 。1995;1♂ ,新見市草間羅生門, 2.Ⅵ .

1996

なお,倉敷市由加山における宇野弘之氏の記録は
,

農薬の空中散布後,落下死 していた個体を採取 したも

の,ま た,都窪郡早島町における青野孝昭氏の記録は
,

ライ トトラップによって採取 したものである。

ベッコウハナアブの仲間の幼虫はスズメバチ類の巣

の中に寄生 (と 言っても,実際には巣の下の土の中が

主な生活場所。そこでハチの餌の残 り物や死んだハチ

の幼虫・蛹などを食べている)す ることは知られてい

るが,ベ ッコウハナアブがスズメバチ類のどの種に寄

生するかは,ま だ分かっていない。

体長 :17～ 20mm。 分布 :北海道,本州,四国,九州

;ソ連極東部。成虫の出現 :4月 ～ 8月 。

2.  レlθ ι%θιιια ιづκια9/is VヽALKER

ニ トベベッコウハナアブ

1♂ ,倉敷市上東,3.Ⅶ .1969,渡辺昭彦,倉敷昆

虫館所蔵 ;1♀ ,英田郡若杉峠,25。 Ⅶ.1976,ノ
リウツギの花で採集 ;lex.,苫田郡県立森林公園,28.

Ⅶ。1978;1♀ ,英田郡英田町真木山,17.Ⅸ 。1978,

重井博 ;4♂ ,真庭郡新庄村土用, 9.Ⅷ .1980,

リョウブの花で採集 (写真 2);1♀ ,赤磐郡赤坂町

多賀,21.Ⅵ 。1993,斎藤光男

ニ トベベッコウハナアブの幼虫は,ク ロスズメバ

チ・ツヤクロスズメバチの巣に寄生するとのこと。

体長 :19～ 21mm。 分布 :本州,四国,九州 ;旧北区。

成虫の出現 :6月 ～ 8月 。

3. レlθ ιπθιιια πイgπθαπs CoQuILLETT

クロベッコウハナアブ

1♂ ,浅口郡照山, 6.Ⅷ .1968,赤枝一弘,倉敷

昆虫館所蔵 ;1♂ ,倉敷市高鳥居山,15.Ⅵ 。1969,
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渡辺昭彦,倉敷昆虫館所蔵 ;1♀ ,上房郡賀陽町吉川

鳴滝,24.Ⅸ .1975;1♀ ,児島郡灘崎町タコラ山,

28。 Ⅸ。1975,三 宅宗夫 ;1♀ ,倉敷市小黒田,13.

Ⅵ。1976;2♂ ,倉敷市御前道,29.V。 1977;1♂
,

倉敷市児島柳田小原池, 5.Ⅵ。1980,重井博 ;1♂ ,

倉敷市御前道, 5・ Ⅵ.1980,重井博 ;1♂ ,岡 山市

西片岡久々井,13.Ⅶ .1980;lex.,真庭郡八束村 ,

6.Ⅵ .1982;1♀ ,岡 山市高尾山,17.Ⅶ 。1988

(写真 3);1♂ ,岡 山市富吉,14.Ⅵ 。1992;1♂
,

津山市綾部,31.Ⅷ。1992,斎藤光男 ;1♀ ,上房郡

賀陽町吉川,21.Ⅵ .1991,野嶋宏一 ;1♂ ,井原市

山王,16.Ⅵ .1993,斎藤光男

倉敷市小黒田の記録は,農薬の空中散布後,落下死

していた個体を採取。岡山市西片岡久々井では,マサ

キの花で,ま た,岡山市富吉では,ネ ズ ミモチの花で

それぞれ採取 した。

クロベソコウハナアブの幼虫は,ク ロスズメバチの

巣に寄生するとのこと。

体長 :19～ 21mm。 分布 :本州,四国,九州 ;朝鮮 ,

台湾。成虫の出現 :5月 ～ 8月 。

4. レlθ ιπθιιιαクιιιπθιπs″αbα夕ηづαιs ⅣIoTscHULSKY

シロスジベッコウハナアブ

lex.,青野孝昭 (1957);1♀ ,阿哲郡哲西町鯉が

窪,24.Ⅶ 。1975,青野孝昭 ;1♂ ,真庭郡新庄村毛

無山,26.Ⅵ 。1976。 三宅宗夫 ;1♂ 1♀ ,真庭郡新

庄村毛無山,26.Ⅵ。1976(写真 4);2♂ 1♀ ,苫
田郡県立森林公園, 8.Ⅷ .1976;1♀ ,倉敷市児島

由加山,30。 Ⅷ。1976,三 宅宗夫 ;2♂ 1♀ ,真庭郡

新庄村土用,18.Ⅵ 。1978;1♂ ,真庭郡新庄村土用 ,

5.Ⅵ。1983;1♂,真庭郡新庄村土用, 4.Ⅸ .

1983;1♀ ,真庭郡新庄村土用,16。 Ⅸ.1984;lex.,

真庭郡新庄村土用,28.Ⅵ 。1987;1♀ ,真庭郡新庄

村毛無山,30。 V。 1994,斎藤光男 ;1♀ ,真庭郡新

庄村毛無山,10.Ⅶ 。1994

他に小林一貫氏採集による苫田郡県立森林公園での

記録を確認 しているが,採集年月日不明のためデータ

としては取 り上げなかった。

シロスジベッコウハナアブの幼虫は,ク ロスズメバ

チ,ツ ヤクロスズメバチの巣に寄生するとのこと。

体長 :15～ 18mm。 分布 :北海道,本州,四国 ;シ ベ

リア,ソ 連極東部,中国,朝鮮半島,モ ンゴル。成虫

の出現 :6月 ～10月 。

5。  レlθ ιπθιιια sπ zπ力づづ ⅣIATSUMURA

スズキベッコウハナアブ

1ば 。,小野洋 (1954);1♂ ,都窪郡黒田, 3.
Ⅷ。1975(写真 5)(体長実測個体 )

スズキベッコゥハナアブの幼虫は,キ イロスズメバ

チの巣に寄生するとのこと。

体長 :約 16mm(上記個体の実測値 )。 分布 :本州。

おわりに,本稿をまとめるに当たりその趣旨をご理

解の上,貴重な記録を快 く提供された斎藤光男・野嶋

宏一両氏に,ま た,早 くから標本をお譲 り下さり,発
表の機会をお与え頂いた青野孝昭・赤枝一弘・宇野弘

之・重井博・竹村七恵・三宅宗夫・矢野重明 。渡辺昭

彦の諸氏に対 し哀心より御礼申し上げる。なお,すで

に故人となられた重井博・赤枝一弘両氏に対 しまして

は,発表が大変遅 くなりましたことをお詫びいたしま

すと共に,心からご冥福をお祈 り申し上げたい。

引用文献

青野孝昭,1957。 高滝山付近採集記。すずむ し, 7

(2):3335.
枝重忠夫,1981.ハ ナアブ科.原色昆虫大図鑑Ⅲ

,

pp.207218.北 隆館,東京 .

平嶋義宏,1989。 日本昆虫総 目録.ハ エロ,pp.699-

873。 九州大学農学部昆虫学教室 。日本野生生物研

究センター,北九州 .

池崎善博 。市場利哉,1995.佐賀県で採集 したハナア

ブ類.佐賀の昆虫,(29):661668.
池崎善博・河北均 ,1996。 三重県のハナアブ (1)。

別表 ベッコウハナアブ属の岡山県並びに他県における分布情報

富  山  県 三重県 広  島  県 佐 賀 県 熊  本  県 岡山県
ベ ッコウハナアブ 1♂ と2♀ の

2件

2件 1♀ の 1件 11件 22イ牛

ニ トベベ ッコウハナアブ 6件

クロベ ッコウハナアブ 1♂の 1件 2♂の 1件 1♂ と♂の 2

件

14件

1♂ と1♀ の

2件

3件 1♂ と1♀ の

2件

1♂ と1♀ の

2件

1♂ と1♂ 1

♀の 2件

13件

スズキベ ッコゥハナアブ 2件
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ひらくら,40(4):267274.
池崎善博・根来尚,1997.富 山県のハナアブ (1).

富山市科学文化センター研究報告,(20):2933.
池崎善博 。中村慎吾,1996。 広島県のハナアブ類

(Ⅱ )。 比和 科学博 物 館 研 究報告,34(3):
211-213.

池崎善博 。中村慎吾,1997.広 島県のハナアブ類

(Ⅲ ).比 和 科学博 物館 研 究報告,35(2):
111-115.

伊藤修四郎,1985。 双翅 目。原色日本昆虫図鑑 (下 ),

pp.207-274.保育社,大阪 .

小野洋,1954.黒 田のスズキベッコウハナアブ,すず

むし, 4(3):2324.
大原賢二,1984.ベ ッコウハナアブ類の生活.イ ンセ

クタリュウム,21(3):14-19.多 摩動物公園昆

虫愛好会,東京 .

大塚勲,1994.熊 本県のハナアブ (2).寅ヨ本昆虫同

好会報,40(1):111.
篠永哲,1988.学 研 生物 図鑑昆虫 Ⅲ,p.255,277,

340.学習研究社,東京 .

―・―・――――――‐鶴たいてけ、

臥牛 山 での ミツオホ シハナ ノ ミの記録

藤 谷 美 文

山地 (1997)に よると,岡山県下でのミツオホシハ

ナノミの採集例はあまり多くなく,こ れまでに数夕lが

知られるのみである。臥牛山を訪れた際,虐、子が当地

では記録されていない本種を採集したので報告する。

Hosんなんαltα %θ 77ttα 770づ ιs%θづ NAKANE et NoMuRA

ミツオホシハナノミ

1♀ ,高梁市臥牛 山,26.Ⅶ 。1998,藤谷宗弘採

12

集,神奈川県立生命の星・地球博物館保管

採集地は松山城への登城路の中間付近で,路傍の石

上に静止 していたのを採集 した。

なお,本種の同定は倉敷市立自然史博物館の奥島氏

の紹介で神奈川県立生命の星・地球博物館の高桑正敏

氏にお願いいたしました。厚 くお礼申し上げます。

引用文献

山地治,1997.岡 山県産昆虫目録.鞘翅 (甲 虫)目 .

534pp.,ウ エスコ,岡 山.

(〒 7011143 岡山市吉宗137)
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岡山県産 ミズムシ類の記録

藤 井 陽 子
*

ミズムシ類 (カ メムシ ロHeterOptera, ミズムシ科     ミズムシ Iグ Js′απ′づ(KRKALDY)の 東北以南 に分

Conxidae)は ,池沼や水 た ま りの上水域 , または河    布する亜種で,かつては普通にみ られたが,現在で

川の流水域でよく見 られる水生半翅類であ り,小 さい    は非常 に少な くなっている。

ものは 2 mm弱 ,大 きい ものは12mmに も達する。 ミズム   2.助 ψιηθθ燿鷲αわι′″′ (LじNDBLAD)オ オ ミズムシ

シ科 の中で も大型の物ψι
“
θθπχα属の種 , ミズムシ,   賀陽町月原16),3♀ ,11.Ⅶ 。1987,Y

オオミズムシ,ナ ガミズムシの記録は全国的に少なく,  笠岡市走出 :2♂ 1♀ ,28。 Ⅳ。1994,N;3♂ 2♀
,

レッドデータブック2)で は希少種に選定されている。    7.Ⅳ 。1994,N

幸い,岡 山県や兵庫県,その周辺地域では採集記録も   新見市草間, 1♂ 2♀ ,28。 Ⅳ。1996,K
あり,生虐、個体数も多いと考えられる。 前種に似るが,体が全体的に大 くて丸い印象を受

ミズムシ科昆虫は日本から25種の生息が確認されて    ける。本州 (西部)と 九州に分布するが,産地はか

いるが,それらの同定は一般に難 しく,今まで正確に    なり局所的で個体数は少ない。

報 告 さ れ て い る も の は 少 な い 。 こ れ ま で 岡 山 県 の ミズ    3.助 ψ ιttθθttα πα%asんππθα (JACZEWSKI)

ムシ類 についての主な報告は原田裕康氏 1),倉敷市 ナガミズムシ

立自然史博物館 3),松本邦夫氏 ら4)5)6)7),佐 藤回   総社市久代, 2♂ ,17.Ⅵ 。1993(LT),N
康氏 9)Ю )11)12)13),重 井博氏 らИ)19,山 地治氏16)]7)に    赤坂町多賀 :1♀ ,21.Ⅵ 。1993(LT),N;2♂ 3

よるものなどで, 8種が知られている。筆者は最近 ミ    ♀,23.Ⅷ 。1993(LT),N
ズムシ科昆虫の標本をみる機会が何度かあり,あ る程   瀬戸町塩納, 1♀ , 9.Ⅸ 。1994(LT),A
度データもまとまったのでここに報告する。 前 2種 と比べて体は細長 く,識別は容易である。

採集者名は青野孝昭―A,板倉ゆか一 I,小野洋一〇,   近畿地方以西の西日本から局所的に知られている。

近藤光宏―K,野嶋宏一一N,山地治一Yと 略記 した。  4.sな απ %αづわθ熔づs(MATSUMURA)

また,文中の (LT)は ライ トトラップを示す。なお , アサ ヒナコミズムシ

山地氏による 2つ の報告 16)1の についても見直 し,変   新庄村土用, 1♀ ,14.Ⅷ。1982(LT),A
更した分についてはコメントを記 している。学名の前   倉敷市鷲羽山, 2♀ ,23.XⅡ 。1984,K
の数字は写真番号を兼ねる。 倉敷市玉島柏台10, 1♀ ,19.Ⅶ 。1986,Y(コ ミ

報告にあたり,同定,ご助言をいただいた埼玉大学    ズムシと同定)

教育学部生物学教室の林正美博士に心からお礼を申し   倉敷市水江中州小, 2♀ , 1.Ⅵ .1993,K
上げる。また,貴重な標本を貸 して下さり,記録の発   備中町越 山16), 1♀ ,26.Ⅳ 。1986,Y(コ ミズム

表を許された青野孝昭氏,小野洋氏,近藤光宏氏,野    シと同定)

1・ 助 ψ ιttθθttα αづS滋 %サイんθカル%sts(MATSUMURA)    奈 義 町 那 岐 池 付 近 16), 2♂ 1♀ ,21.Ⅶ 。 1986,Y

ホッケミズムシ    (コ ミズムシと同定)

倉敷市鷲羽山,1♂ 1♀ ,23。 XⅡ 。1984,K        赤坂町梅谷, 1♀ , 3.Ⅵ .1990,Y
倉敷市水江中州小,1♂ 1♀ , 8.Ⅵ 。1994, I      長船町磯上, 1♀ , 9.Ⅵ。1991,Y
日生町鹿久居島小池浜,2♀ ,24.Ⅳ。1983,K     岡山市中島 (百間川), 1♀ ,18.Ⅳ。1992,Y

嶋宏一氏,山地治氏に厚 くお礼申し上げる。

Co百ガnaeミ ズムシ亜科

総社市長砂10,1♂ ,14.Ⅸ。1985,Y

岡山市富吉,1♀ , 2.Ⅷ。1992(LT),A

総社市総社大橋左岸 16), 1♂ ,17.V。 1986,Y

(コ ミズムシと同定)

Sなα鶴属には近似種が多 く,同定は難 しい。♂の

顔面は凹み,種 により差がある。本種の♂は後述の

エサキコミズムシ s.s″′θπιづ%ια′α (PAIVA)ほ ど

顔面は凹まず,腹部第6背板上に濾状器がない。♀

の第 8腹節の腹側板内縁基部には鈎状の突起があ

* 〒700-0025 岡山市寿町10-23-202
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る8)。 また,前胸背の黒色横帯はしばしば細 くなる

ことがある。北海道,本州,九州に分布する。

5。 Stgαtt πなりυιπ′鶴 ιづs(MATSUMURA)

ハラグロコミズムシ

倉敷市児島白尾磨, 1♀ , 8.XI。 1990,○

♂は前脚附節が偏五角形であるため,近似種 と区

別できる。腹部腹面が黒 くても本種 とは限らないの

で,同定する際には注意が必要である。徳之島以北

に分布する。

6.Sづ gαtt s″ιι97tι れια勉 (PAIVA) エサキコミズムシ

日生町鹿久居島小池浜, 1♂ 1♀ ,10.Ⅶ。1983,K

御津町上伊田16), 2♂ 2♀ ,28.Ⅸ。1985,Y(コ
ミズムシと同定 )

高梁市備 中川面 16), 2♂ 2♀ , 1.Ⅱ 。1986,Y

(コ ミズムシと同定 )

賀陽町月原, 1♂ 1♀ ,18.Ⅶ .1986,Y
勝北町大吉16), 1♂ 1♀ ,21.Ⅶ 。1986,Y(コ ミ

ズムシと同定 )

倉敷市粒江七ッ池, 2♂ ,19.Ⅳ 。1987,K

岡山市久々井, 2♀ ,30.Ⅵ 。1991,Y

中和村大原, 1♀ ,11.Ⅵ .1994,K
総社市砂川公園, 1♂ 5♀ ,23.Ⅶ 。1994,K

英田郡湯郷ダム, 1♂ 1♀ ,19.Ⅵ 。1995,K

吉井町塩木, 1♀ ,27.Ⅶ。1995(LT),A

♂の顔面は広 く顕著に凹み,腹部第6背板上には

濾状器がある。本州以南の各地に普通である。

7.Sな απ  Sπ bSれα′α (UHLER)コ ミ ズ ム シ

総社市総社大橋左岸, 1♂,17.V.1986,Y
奈義町那岐池付近16), 1♂ ,21.Ⅶ .1986,Y
岡山市古都宿16), 1♂ , 9。 X.1985,Y
岡山市中島 (百 間川):1♂,28.Ⅳ .1991,Ylつ ;

2♀ ,4.V。 1991,Y17);4♂ 2♀ ,18。 Ⅳ。

1992, Y

♂の顔面中央部はやや凹み,腹部第 6背板上には

濾状器を欠 く。体は本属の中ではやや大きめである。

北海道から九州にかけて分布する。

8.χ知
“
θπχα υ夕′ψιππjS(HORVATH)ミ ヤケミズムシ

岡山市古都宿16), 1♂ , 9。 X。 1985,Y

赤坂町多賀, 3♂ ,23.Ⅷ .1993,N
中型の ミズムシで個体数は多いといわれるが,産

地は限られる。本州,九州に分布する。

Cymatiainaeミ ゾナシミズムシ亜科

9。 C」7171tα ιづα ″ μ 宅餐 (DIsTANT)ミ ゾ ナ シ ミ ズ ム シ

倉敷市児島由加台ノ池, 1♂ ,12.XⅡ 。1990,○

岡山市中島 (百 間川)16), 1♂ 1♀ ,28.Ⅳ .1991,

Y(コ ミズムシと同定)

Sなα協属 と比べ体が細長 く,口吻の表面に横溝を

欠 くこと,前脚附節が細い鎌状になることで他種 と

容易に識別できる。本州,九州に分布する。

Micronectinaeチ ビミズムシ亜科

10。 九イづθη%θ′αg%′′α″α MATSUMURA コ チ ビ ミ ズ ム シ

岡山市大原橋 (旭川)16),leX。 ,16.Ⅵ。1987,Y

岡山市中牧 (旭川)16),2exs.,29.Ⅷ 。1987,Y

岡山市竹田 (旭川),2exs., 8。 Ⅶ。1989,Y

流水環境で採集される。体長は 2 mm弱 と非常に小

さい。本州,四国,九州に分布する。

11.几イづθη%θ′α sθαπια HoRVATH チビミズムシ

岡山市松新町16),leX。 ,26.X。 1985,Y

岡山市藤ヶ鳴湿原 :lex., 2,V.1987,Y16);
lex。 , 19. ll‐ 。 1987, Y

前種 と異なり,止水環境で採集される。本州と九

州に分布する。

引用文献

1) 原田裕康,1982.岡 山県中南部における未記録

の昆虫.すずむし,(118):57-60。

2) 環境庁編,1991。 日本の絶滅のおそれのある野

生生物―レッドデータブックー (無脊椎動物編).

272pp.,財 団法人日本野生生物研究センター
.

麟
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倉敷市立自然史博物館,1994.倉敷市生物 目録 .

254pp。 ,株式会社玉島活版所。

松本邦夫・佐藤回康・益田芳樹・大野倫子・泰

山浩司 。高橋洋子・吉岡良恵,1983.第 2章 2.

1)動物 (昆虫を除 く)。 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),pp.44-73.

松本邦夫・佐藤國康・益田芳樹 。大野倫子・泰

山浩司 。高橋洋子・吉岡良恵,1984.付表動物 目

録。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―,pp.58-63.

松本邦夫・佐藤國康・益田芳樹・泰山浩司 。大

野倫子・吉岡良恵・井上雅恵,1985。 第 1章Ⅲ l.

昆虫を除 く動物.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―,pp.3743.

松本邦夫・佐藤國康・益田芳樹・泰山浩司 。大

野倫子・吉岡良恵・井上雅恵,1985。 第 2章 Ⅲ l.

昆虫を除 く動物.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 ,pp.6570。

宮本正一,1980。 日本産 ミズムシ亜科の覚え書

き. Rostria,(33):347-354.

佐藤回康,1990.酒津八幡山周辺地域の動物 .

倉敷の自然―酒津八幡山周辺地域 ,pp.4990.

佐藤國康,1991.倉敷市由加山系南東部地域の

生動物.倉敷市由加山系の自然―南東部地域 (特

にC地区),pp.37109.
佐藤國康・益田芳樹・泰山浩司 。大野倫子・吉

岡良恵 。井上雅恵,1983.第 1章Ⅲ l.昆虫を除

く動物.自 然保護基礎調査報告書 昭和60年度湖

沼・湿地地域生物学術調査結果―,pp.36-50。

佐藤國康・益田芳樹 。泰山浩司・大野倫子・吉

岡良恵 。井上雅恵,1983.第 2章 Ⅲl.昆虫を除く

動物.自 然保護基礎調査報告書―昭和60年 度湖

沼・湿地地域生物学術調査結果―,pp.76-90。

佐藤回康・益田芳樹・泰山浩司 。大野倫子 。井

上雅恵,1990。 佐伯町田尻大池周辺の動物.岡 山

県佐伯町田尻大池周辺の自然,pp.26-65。

重井博・青野孝昭 。近藤光宏,1998。 鹿久居島

の昆虫。自然保護基礎調査報告書 (鹿 久居島・北

木島・六口島),pp.57-92.

重井博 。青野孝昭・近藤光宏,1998。 安仁神社

郷土自然保護地域の昆虫。自然保護基礎調査報告

書―安仁神社郷土自然保護地域 ,pp.29-52.

山地治,1989.岡 山県から採集 した水生半翅 目.

すずむし,(123):1-5。

山地治,1992.岡 山市中島 (百 間川)の池で採

集 した採集 した昆虫。すずむし,(127):1820。

引用文献

・小島圭三・石田勝義・杉村光俊,1991。 日

ンボ幼虫・成虫検索図説。140pp。 東海大学

東京 .

(〒 7100843 倉敷市浦田2430)

5)

……一…1減い 汁ヽ‐………⌒……r_r_―・……………―t

体長30.6mmのナツアカネを採集

守 安

ナツアカネ 助のι′協π ααυづ扇απ%π (SELY助 の腹長

は,石 田ほか (1991)に よると,22mm～ 27mmであると

記されている。また,四万十とんぼ自然館の杉村光俊

氏にうかがったところ,氏の持たれている本種標本

(約 500体 )の 中では,体長32■ lmの 雄が最小個体であ

るとのお返事であった。

筆者は,本種の最小記録と思われる体長30.6mm,腹

長20.Ommの 個体を検する機会があったので報告 してお

く。測定は,乾燥標本にノギス (最小 日盛 り0.lmm)

をあてて行った。なお,採集地の後の ( )内 にメッ

シュコー ドを示 してお く。

1♂ ,岡 山県岡山市貝殻山 (51346091),26.Ⅸ .

1998,近 藤隆夫採集・保管 (写真 )

末筆ではあるが,記録の発表を快 く許された近藤隆

夫氏,本種の体長についてご教示頂いた杉村光俊氏に

心よりお礼申し上げる。

敦
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総社市1岡 山市1吉井町,和気町で採集

したムカシ トンボ幼虫

守 安 敦

ムカシ トンボ Eクリ

"れ

″bづαsの′熔″S(SELYS)は ,

日本特産種で,北海道,本州,四国,九州に分布 し,

山間の森林に囲まれた急流に生′自、している。岡山県で

は,総社市槻 1),芳井町池谷 2)な ど,か なり南部でも

採集されている。

筆者は,総社市,岡山市,和気郡和気町で採集され

た本種幼虫を確認 しているので,報告する。また,赤

磐郡吉井町でも本種幼虫が採集されているので,併せ

て報告 しておく。なお,採集地の後の ( )内 はメッ

シュコー ドである。

l ex。 幼虫,赤磐郡吉井町滝山 (52342080),31.

Ⅶ.1994,井上今日子採集,岡 山県自然保護セン

ター保管

2 exs.幼虫,総社市槻 (槻谷川)(52330550),20。

Ⅵ.1998,筆者採集・保管

l ex.幼 虫,岡 山市河原 (52331643),23.I.

1999,筆者採集・保管 (写真 1)

2 exs.幼虫,和気郡和気町岸野中ノ谷 (52342142),

31.I。 1999,筆者採集・保管

l ex.幼虫,和気郡和気町岸野中ノ谷 (52342142),

31.I.1999,近藤隆夫採集,筆者保管

で採集 した本種幼虫の体色は,総社市や和気町のもの

が黒褐色であったのに対 し,赤褐色であった。

和気町の採集地は,古生層にある渓流で,周辺部の

地質は流紋岩である。この渓流にある黄谷の滝の上流

部で採集 した。

本種の採集地を岡山県地図にプロットすると,今回

の採集地がいずれもかなり南部であることが分かる。

ヽ´

岡山県におけるムカシ トンボの産地

● :過去の記録

○ :筆者が今回確認した産地

また,いずれの渓流 も,一部が古生代から中生代の

地層の中を流れているという共通点がある。

末筆ではあるが,記録の発表を快 く許された井上今

日子,近藤隆夫の両氏,採集地の様子を教えて頂いた

岡山県自然保護センターの森生枝氏に心よりお礼申し

上げる。

引用文献

1)大島康宏・奥島雄一,1994.ム カシトンボの岡山

県における南限記録。しぜんしくらしき,(11):
9.

2)守安敦,1996.岡 山県におけるムカシトンボの分

布 と新産地。すずむし,(129):3334.
(〒 7100843 倉敷市浦田2430)

餃
ごＪ〕・ゝ〓〕〓”

11111111111111111111111111111111111‐ |||||||||||||||||||

岡山県自然保護センターの森生枝氏によると,吉井

町の採集地は,滝山川最上流部で,川 幅約 lm,岩が

ごろごろしているところであったそうである。

総社市の採集地では,既 に本種の成虫が採集されて

いる 1)が,幼虫の採集は初めてである。

岡山市の採集地は,古生層にある渓流 (写真 2)で
,

濃い青色の岩が露出している。しかし,渓流の上流部

には花商岩があるため,花商岩の大きな岩も転がつて

いた。本種を採集 したのは,落ち込みから次の落ち込

みまでの間にある瀬の部分である。瀬の部分の小石は

ほとんどが花尚岩で,ま た,渓流の周 りには本が覆い

被さってお り,流れの傾斜 もかなり急であった。ここ

16
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岡山県から採集した甲虫類の記録

岡山県下から採集 した甲虫類のうち記録の少ないと

思われる若干の種について報告する。

同定の便を取って頂いた芦田久氏,吉原一美氏,貴
重な採集記録を提供下さった植田千弘氏,福田元信氏 ,

野嶋宏一氏,吉原一美氏,渡辺和夫氏に感謝申上げる。

なお学名・和名は原色日本甲虫図鑑 Ⅱ～Ⅳに従い
,

採集者名は姓のみにさせて頂いた。

一部の種に対 しては写真を添付 したが,そ の番号は

学名の前の番号に対応 している。

今回パソコン通信ニフテイーサーブの昆虫フォーラ

ムで速報 した種があるが,今現在では電子メディアの

記録は文献 としての位置づけが十分でないと思い,そ
れらについても報告するものである。

1. TγOθんづαl12α ノθ力のα lltα づ貿θ′πs S.UENO

ジャノアナナガチビゴミムシ

川上町穴門山神社,6exs.,29.Ⅳ .1998,山 地 ,

芦田久氏同定

ジャノアナナガチビゴミムシは芳井町蛇の穴を基産

地として記載された亜種であり,他からはまだ記録は

ないが,今回5kmほ ど北にあたる穴門山神社で洞窟か

ら流れ出る水路が谷川にそそぐ場所の浅い土中から採

集出来た。

芦田氏によると♂のゲニタリアが解θ′πsの記載文と

よく一致するそうである。

2.P″昴′づθんπs sんθ′αηづ MoRITAナ ンキナガゴミムシ

勝北町奥津川, 1♂ ,25。 V。 1997,福 田

。71ゲニタリアの先端がカギ状になっている特徴的な

種である。奥津川の南側の滝山では近似種であるダイ

センナガゴミムシが記録されているので, 2種は混棲

するのかもしれない。

3.Dη fltづ πs 9π αα鶴 ′づθθιιts MoRAWITZ

イクビホソア トキリゴミムシ

津山市野介代,lex。 , 5.Ⅱ 。1995,福 田

加茂町下津川,lex。 ,12.I.1995,福 田

4.D θttssイ″ 物 S BATES

フトヒゲホソア トキリゴミムシ

加茂町下津川,lex.,12.I。 1995,福 田

山 地 =ム
*

′「 コ

前種 と同様にケヤキの樹皮下で越冬中を採集

5.肋 θり α
"π

Sんθzππ Jを NAKANE

ヤマ トヒメメダカカッコウムシ

邑久町会計海塩田跡地,7exs., 9.V。 1998,山 地

アシのビーテイングで採集 した。県内での記録は少

ない。

6. ngπ ルs bjπθα%ルs WATERHOUSE  チ ビ ク ワ ガ タ

岡山市芳賀,lex.,11.Ⅳ 。1998,山 地

畑のへ りの切 り株を這っていた個体を採集 した。県

内では古 くから記録があるが,局 所的である。昆虫

フォーラムで速報 した種である。

7.P′ づιづηι%鰯s π α,η

'多

θttιπS(REITTER)

クシヒゲシバンムシ

東栗倉村後山, 1♀ ,17.Ⅵ。1993,植 田

8.Bψ り ιι%S71tα 7πθ鶴 ′%S(RDTTER)

セスジムクゲキスイ

奈義町滝山, l ex., 5.Ⅶ .1998,山地

9. C7ックゎθθクんαιπS ι%π α″)aπ 7ιづsクαιιιSθιηs KRAATZ

ニセコヤツボシツツハムシ

神郷町新在家,lex。 , 8,V.1995,野 嶋

最近になって日本から報告された種で,従来コヤツ

ボシッッハムシと混同されていたようである。

10。 ②吻 鶴ιιια %θ ′%ιαれ (FABRICIじ S) ブ タ ク サ ハ ム シ

岡山市牟佐 (旭川左岸),7exs.,26.Ⅸ .1998,山

地

大野 (1997)に よって紹介された北米原産のハムシ

で,1997年 に関東地方に侵入 していたことが分かった

が,1998年 には大阪近郊でも確認された。同じ1998年

にもう岡山県に侵入 していたことが半J明 したわけであ

る。

今回の採集は増水時に岸辺に打ち上げられたゴミの

上から採集されたものなので, もともとの生虐、地は不

明であるが,複数の個体が採集出来たことより牟佐の

近辺であろうと推測すると共に,採集時の状況からす

ると,周辺にかなりの個体数がいると思われる。

日本に侵入・拡散 している状態がかなりの精度でモ

ニターされている数少ない種で,注 目に値する。

これも昆虫フォーラムで速報 した種である。

11.lvaわりπ%s sα ,lg%づηttιππtS(RoELOFS)

* 〒7011221 岡山市芳賀511611 セアカチ ョッキ
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中和村山乗山,lex.,12,Ⅸ 。1984,渡 辺

標本は倉敷市立自然史博物館に保管

12.Lづ sι ttα ιtts θθs′づ旬 S″πs ScHoENHERR

ヤサイゾウムシ

岡山市芳賀,3exs.,23.Ⅵ 。1998,山 地

日本で初めて岡山県 (倉敷市)か ら発見された有名

な種であるが,は つきりした岡山市からの記録が見当

たらなかったので報告 してお く。

これも昆虫フォーラムで速報 した種である。

13.Hν pe鶴 ″協
`″

α′α (FABRCЦ IS) オ オ タ コ ゾ ウ ム シ

奈義町滝山,lex., 5.Ⅶ 。1998,山 地

議暮難葉当難纂:難″葺華:纂難菫奪華::|1111:::二 :11111

1998年 10月 18日 未明に台風10号 による洪水が津山市

を中心として岡山県内に広 く発生 した。

筆者はその 7日 後に岡山市久々井の海岸で2時 間ほ

ど採集を行った結果,漂着物の中からオサムシ科,ク

ビボソゴミムシ科甲虫を合わせて45種採集することが

出来たので報告する。

漂着物は植物の枯れた茎を中心 としたもので,海岸

に帯状に漂着 していたが,多 いところでも幅1.5m厚

さ10cmく らいで意外と少なかった。

表面にはアリモ ドキ類やカメムシ類が日に付いたが ,

ゴミムシ類は主にその下から採集 した。

久々井海岸は児島湾の出口近 くにあり,旭川,吉井

川からの漂流ゴミが流れ着いていたのであろうが,位

置関係からして恐らく吉井川からの漂着物が多かった

* 〒701-1221 岡山市芳賀5116-11

18

滝山の駐車場より少し下の道縁の草に止まっていた

ものを採集 した。

14.Dι ttιθππs πι%θづ MoRIMOTO シ ユ ロ ゾ ウ ム シ

新見市野田,21exs。 ,24.V。 1987,吉 原

標本は倉敷市立自然史博物館に保管

15。  Pんπssθ αι2s sヽ′α熔づS (RoELOFS)

ッヤハダヒメゾウムシ

上斎原村三が上 (山 上山),lex., 7.Ⅶ 。1990,

山地,吉原氏同定

県内からの記録が少ない種である。

ミム *
ノロ

のではないかと考えられる。

以下の記録の採集地は岡山市久々井海岸,採集年月

日は1998年 10月 25日 ,採集者は筆者である。

1. Sθαπ′ιs α′ι,7■7po%s MORAWITZ

ヒョウタンゴミムシ,lex.

この種はもともと海岸に棲虐、していたものであろう。

2. Tγ cθん%sι夕んイククJoιπS BATES

ヒラタキイロチビゴミムシ lex.

個体数は多かった。

3.九 イαθ御′αθり S ttθ%ηづθθιιイs(ANDERWES)

ア トオビコミズギワゴミムシ,5exs.

4.助 θり%%ルSθ trα %αα (BATES)

ウスモ ンコミズギワゴミムシ,lex.

5。 Bι 71tbづαjθπ ε%ιπづαθttπ BATES

ウスモ ンミズギワゴミムシ,lex.

台風10号 による洪水で漂着したゴミムシ

山 地



す ず む し No.134(1999)

31。  s′ιπlllゅん%S″θクリ729ππS NIoRAWITZ6。 Pαルリbtι s′ tι υttθS MOTscHuLSKY

ムネアカマメゴモクムシ,lex.キアシヌレチゴミムシ,lex。 (破損死個体)

32. s.づπαjθθιθγ REDTENBACHER7。 Las″
`lι

s"lα gルι,o悦s(MoTscHuLSKY)

ツヤマメゴモクムシ,2♂オオゴミムシ, 1♀
マメゴモクムシ, 1♂ 3♀33。 S.ルιυづθθ%イs BATES8。 P′

“
りs′ Jεんπsノαηづθθιιづs(MoTscHじ LSKY)

34.ス ηψιθ″ηづ%sのαπιSθιηS(HOPE)キンナガゴミムシ, 3♂ 3♀

キベリゴモクムシ,1♂ 2♀県北部ではよく見られるが,南部では記録の少ない

BATES35。 Pιttπθπθ%Sα %γ炒づιづS種である。

イグチケブカゴミムシ,2exs.9.Ps%ιθ夕α雰づs MoRAWITZ                           

ク ロケ ブ カ ゴ ミム シ,lex.36. P.%づ gπηas BATESアシミゾナガゴミムシ, 4♂ 10♀

BATES37. cん′αιηづπs υα7/iづθθ,η zづ s10。  P.んαク′θαθrttα ιsグ″ α%ι%Sづ S LuTsHNI

コガシラアオゴミムシ, 1♀トックリナガゴミムシ, 1♂ 2♀

38. C々πttsαりαづKASAHARAll. P.ιθπgづ%クz1/tS BATES

コホソナガゴミムシ, 1♂ 5♀             ―セコガシラアオゴミムシ,1♀

最近県内で記録され始めた種である。12.P.lllづ θttθ″ んαιπS(MOTscHじ LSKY)

39。  Cノ リSιづθαιts ⅣIoTscHじ LSKYコガシラナガゴミムシ, 1♀

キボシアオゴミムシ, 1♀13.P′αり
'tπ

S ιιπθθクιS(BATES)

メキベリアオゴミムシ, 2♂40. c夕 ηクs cHAUDOIR ヒタンゴヒラタゴ ミムシ,2exs.

(BATES)41. Lα ηθんηηθreptsク %θιづχα14.P.θ んαιθθ77tπS(BATES)

トックリゴミムシ, 2♀アオグロヒラタゴミムシ, 1♂

42. Oααθαπ′んα αιg7θれ (BATES)15。 sy%θん%sα宅%α ′づθθιιづs(MoTscHuLSKY)

チャバネクビナガゴミムシ,3exs。マルガタツヤヒラタゴミムシ, 1♀

かなり多 くの個体が見られた。マルガタゴミムシ, 7♂16. スπαtt θんαιθづιιs DEJEAN

43. 五πんじιθιιづπtts bづπαθπια′απ炒″%づεα HABU♀も採集 したが同定出来ないので♂に関してのみ報

フタモンクビナガゴミムシ,2exs.告する。

44. D7ック脇ノ″θπづθα BATES17.ス .θんαιιψんαια BATES                          
ァォヘリホソゴミムシ,2exs.コアオマルガタゴミムシ, 2♀

BATES45. Bγαθんじπtts sιθ夕
"α

ιんιs18. A.sづ ηψιづθづαιπS MoRAWITZ

コホソクビゴミムシ,lex.コマルガタゴミムシ, 1♂ 1♀

19,■ .まgαπ″α (MOTscHuLSKY)

オ オ マ ル ガ タ ゴ ミ ム シ ,1♂  癬 中 中 ,村
―

料

瞥 ヂ ヒ
掘 a卜

‐

… … … … … … …

20. スヵ sθααθttι%S″ %θιαι
=ク

o,,γZづS MoRAWITZ

ホシボシゴミムシ, 2♂ 1♀
イシガケチョウの目撃記録 3例

21. ス . sα αθθπsづ s ScHAUBERGER

近 藤 光 宏オオホシボシゴミムシ, 1♂ 3♀

22.助 ゅαι%S θα″ わ MORAWITZオ オ ゴ モ ク ム シ , 1♀     イ シ ガ ケ チ ョ ウ は ,今 や 珍 し く は な い が ,そ の 後 の

23.I gγづsιπs(PANZER)  ケウスゴモクムシ, 2♂   発生状況を知るうえで参考になるのではないかと思い
,

24.I ιοπs TscⅢTscHERINEオ オ ズ ケ ゴ モ ク ム シ ,1♂    こ こ に デ ー タ の み 報 告 す る 。

25。 三 ′παιπs MoRAWrZ  コ ゴ モ ク ム シ , 2♂ 1♀     2exs.,倉 敷 市 粒 江 種 松 山 山 麓 (一 尺 谷 ), 6。 Ⅵ .t

26.Iク ια″ηθι%S BATES  ヒ ラ タ ゴ モ ク ム シ , 1♀      1998,筆 者 目撃

27.Iθんαιθιπι%s BATES ツヤアオゴモクムシ, 1♀     lex。 ,玉野市金甲山山麓,22.Ⅶ 。1998,筆者 目

28.三 ′づ%θ″πι%s BATES                   撃

アカアシマルガタゴモクムシ,3♀     lex。 ,倉敷市粒江種松山山麓 (一 尺谷),17.Ⅷ .

29.B犯 の θιιιπs s%bα 夕πs(LEW`)               1998,筆 者 目 撃

コクロヒメゴモクムシ,lex。    (〒 710-0046 倉敷市中央2-16-1,

30.3.//滋 bπαιπs BATES マルヒメゴモクムシ,lex.                倉敷市立 自然史博物館 )
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岡山県御津郡建部町田地子における

イトトンボ類及び トンボ類の記録

前回「すずむし」第129号で報告 したヤンマ類の記

録に続き,Part Ⅱとして,イ トトンボ類 とトンボ類の

記録を報告する。

前回報告後も何度か現地田地子を訪問 したが,相変

わらず柵が巡 らされていて,中へ入ることができな

かった。 しかし,昨年 (1997年 )の 8月 中旬の事,現
地で草むしりをしていた親父さんに出会ったので,柵
を巡らしている理由が分かるかもしれないと思い,尋
ねたところ,何 とその池を含めたその付近一帯の地主

さんだった。

色々お話 している間に,彼の所有する白樺山荘へ案

内され,コ ーヒーを頂きながら, トンボの話やら,柵
を巡らさざるを得なかった理由等を聞かせて頂いた。

また,今後,彼の名刺を持って入れば,どうぞ自由に

研究 して下さいとの了解まで頂 き,こ の トンボの楽園

をいつまでも守 りたいという気持ちで一致 し,嬉 しい

思いで,こ の山荘を後にした次第である。

なお,早 くPart Ⅱを出さねばと思いながら,今 日ま

で遅 くなってしまったことを,深 くお詫びいたします。

記録については,採集場所は全て御津郡建部町田地

子なので省略 し,採集年月日に続いて,採集個体数と

採集者名 (筆者の家族であるため,姓は省略 した)を

示 した。種 の配列及び学名・和名 は,浜 田・井上

(1985)に 従った。また,ニ シカヮ トンボについては
,

渡辺和夫氏に同定をお願いした。氏には深謝する。

* 〒700-0985 岡山市厚生町2-1-8-1001
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現地の近況 (1998.5.4撮影 )

澤 田 博 仁
*

Coenagrionidae イトトンボ科

1.M"′θπαgγづθ%sιιθηづθη (RIs)モートンイトトンボ

3.Ⅶ 。1992:1♂ 5♀ ,筆者 ;1♂ ,愛子

2.ス θづ昭 πθ%物な知 ″%2(SELYS)ホ ソ ミ イ ト ト ン ボ

28.Ⅳ .1991:3♂ ,筆者

29.Ⅳ .1992:1♂ ,筆者

2.Ⅵ .1992:2♂ ,筆者

9.Ⅵ 。1992:1♂ ,愛子

3.Ⅶ 。1992:1♂ ,筆者

5.V。 1993:2♂ 1♀ ,筆者 ;1♂ 1♀ ,昭子

3. C″αgγづθ%πιια%%んιπ SELYS キイトトンボ

16.Ⅸ 。1991:2♂ ,筆者 ;2♂ ,愛子 ;4♂ ,若
菜 ;3♂ ,雅人 ;2♂ ,昭子

3.Ⅶ 。1992:3♂ ,筆者 ;5♂ ,愛子

28。 Ⅷ。1992:4♂ ,筆者 ;2♂ ,愛子 ;2♂ ,若
菜 ;2♂,雅人 ;2♂ ,昭子

23.Ⅷ .1993:6♂ ,筆者 ;10♂ ,愛子

26.Ⅸ .1993:.1♂ ,愛子 ;1♂ ,昭子

キイ トトンボの羽化

.Isθん%π4αstα′づθα BRAUER アジアイ トトンボ

5.V。 1993:1♀ ,筆者

。Ca宅づθ%θαια%θ%970 θαια970θπ2 (R6)

クロイ トトンボ

23.Ⅷ。1993:4♂ ,筆者 ;4♂,愛子

Platycnemididaeモノサシ トンボ科

・ Pιαttθ %ιπtS力ιづαθια Sα Sαれ

'AsAHINA
グンバイ トンボ

3.Ⅶ 。1992:1♂ ,筆者 (澤田,1997)
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7.Cθ″鶴απκπ′α′α (SELヽ・S)モ ノサシ トンボ

16.Ⅸ .1991:1♂ ,昭子

28.Ⅷ .1992:3♂ ,筆者 ;1♂ ,愛子

23.Ⅷ .1993:2♂ ,筆者 ;1♂ ,愛子

Lestidae アオイ トトンボ科

8.ι Ps′′s ψ θ
"Sα

(HANSEMANN)ア オ イ ト

5.V.1991:2♂ ,筆者 ;1♂ ,愛子 ;1♂ ,若
菜 ;1♀ ,雅人

9.Ⅵ 。1992:2♂ ,筆者

5。 V.1993:1♂ (ι sαれづ),昭子

1.Ⅵ 。1993:1♂ ,筆者

2.V.1994:2♂ (両個体ともιsαれィ),筆者

6.V.1997:7♂ (う ち 1個体ιsαれィ)2♀ ,筆

者 ;3♂ 2♀ ,愛子

17.V.1997:56‐/(う ち 2個 体θsαれの 1♀ ,筆
者 ;2♂ (う ち 1個体asαヵjづ),愛子

型については,asα ヵjjと 明示 してある記録以外の♂

はs′亀「α″α,♀ はすべてsづιbααヴである。

Gomphidaeサナエ トンボ科

12.物なθ77ψん%Sづ″27743ιク′πS(SELヽアS)フ タスジサナエ

5.V.1991:1♂ ,昭子

5.V.1993:1♀ ,愛子

13.Sづιbθιαイ%sα′bαπαι SELYS コオニヤンマ

26.Ⅷ .1990:1♀ ,筆者

Libellulidae トンボ科

14.Oγ′んθ′協 zブα力 πjθπ912ノψ θηづθπ% (UHLER)

シオヤ トンボ

16. Ⅸ. 1991

12♂ ,若菜

29. Ⅸ. 1991

若菜

3. Vll。  1992

1. D〔 。 1992

11. D〔 . 1992

23. Ⅸ. 1992

30. Ⅸ。 1992

6。  X.1992
26。  Ⅸ。 1993

人 ;2♂ ,

8♂ 3♀ ,筆者 ;9♂ 3

6♂ ,雅人 ;10♂ ,昭子

1♂ ,筆者 ;1♀ ,愛子

トンボ

♀,愛子 :

;1♂ 1♀
,

1♀
,

1♂
,

1♂ 2

1♂
,

2♂ 1

1♂
,

4♂
,

子

筆者 ;1♀ ,愛子

筆者

♀,筆者 ;2♂ ,愛子

筆者

♀,筆者 :5♂ 4♀ ,愛子

愛子

筆者 ;2♂ ,愛子 ;4♂ ,雅
刀
口

アオイ トトンボの交尾

9.L2s″ s′劉ゅθ犯 ′づS SELYS オ オ ア オ イ ト ト ン ボ

11.Ⅸ .1992:1♂ ,筆者

30.Ⅸ。1992:2♀ ,愛子

1.X。 1992:1♂ 1♀ ,筆者

26。 Ⅸ.1993:1♂ ,筆者

10。  fηαθιas′as pθ ttg″ %πs (RIs)

1♂ ,筆者

1♂ ,筆者

1♀ ,愛子

1♀ ,筆者

昭 π施宅 πιttηづα (SELYS)

オオシオカラ トンボ

28。 Ⅷ。1992:1♂ ,愛子

16. Lづ bι ι′Itι α 9zα αγj771αθllια′α αsα /tづ %αイ ScHMIDT

ヨツボシトンボ

2.Ⅵ 。1992:3♂ ,筆者 ;2♂ ,愛子

1.Ⅵ。1993:2♂ ,筆者

ヨツボシトンボとクロスジギンヤンマの抜殻

17.М 筋 %″り α″ y,Oαια RAMBUR ハ ツ チ ヨ ウ ト ン ボ

2.Ⅵ .1992:3♂ 2♀ ,筆者 ;5♂ 2♀ ,愛子

9.Ⅵ 。1992:11♂ 8♀ ,筆者 ;5♂ 5♀ ,愛子

5。  ■「。 1991

2. 471。  1992

5。 V.1993

6. 「ヽ。 1997

15.θγ′んι′%773′万α

28. IV。  1991

5.V. 1991

2. VI. 1992

9. WI。  1992

3. だヽ。 1993

5。  V。  1993

1. や1. 1993

2.V.1994

ホソミオツネントンボ

1♂ 1♀ ,筆者 ;4♂ ,愛子

1♂ ,愛子 ;1♀ ,雅人

1♂ 2♀ ,筆者 ;2♂ ,愛子

1♂ ,愛子

1♂ ,昭子

2♂ ,筆者

2♂ ,筆者

2♂ 3♀ ,筆者 ;1♂ ,愛子

Calopterygidae カワ トンボ科

11.」 ィヽ,ιαJs″πttθ Sα ク鶴 づηθSα SELYS ニ シ カ ワ ト ン ボ
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3. Vll. 1992

28. Illl。  1992

若菜 ;1♀ ,

1. WI. 1993

23. VIll. 1993

29. Ⅸ . 1991

28. Illl. 1992

6。  X. 1992

26. Ⅸ。 1993

2♂ 5♀ ,筆者 ;4♂ 4♀ ,愛子

1♂ 1♀ ,筆者 ;1♂ ,愛子 ;1♀ ,

雅人 ;1♂ ,昭子

4♂ 3♀ ,筆者 ;4♂ 4♀ ,愛子

1♀ ,筆者 ;1♂ ,愛子

26.Ⅸ .1993:1♂ ,愛子

24.ュ
"ゅ

グ 勧 770 πSt γづsづ BARTENEF リ ス ア カ ネ

26。 Ⅸ。1993:1♂ ,筆者

25.助 77ιク′′%972,″θづθSπ 792 ψ ιθづθSπ77t OGUMA

ネキ トンボ

18. cγOθθ′んι%イ s sι ,υづιづα παπαππαι KIAUTA

ショウジョウ トンボ

3.Ⅶ 。1992:1♂ ,筆者 ;1♂ ,愛子

19.S9・π″ιttπ ルηπιftS(SELYS)ア キアカネ

20。 X.1992:2♂ ,愛子

26.Ⅸ .1993:2♂ ,愛子

20。 s」lη″′%π αα7υ2πイα%%π  (SELYS)ナ ツアカネ

16.Ⅸ .1991:1♂ ,筆者 ;1♀ ,愛子 ;1♂ 1♀
,

若菜 ;3♂ 4♀ ,雅人 ;3♂ ,昭子

29.Ⅸ .1991:1♀ ,愛子 ;1♂ ,雅人

30。 Ⅸ。1992:1♂ ,筆者 ;1♂ 2♀ ,愛子

26.Ⅸ。1993:2♀ ,愛子 ;2♀ ,昭子

ナツアカネの連結飛行

21.s卿″′%π ι御′づθ%π ιη″じθπ2 (SELYS)

マユタテアカネ

1♀ ,雅人

1♂ ,雅人

1♀ ,愛子

1♀ ,愛子

22.s脚 ク0協 Z″ η %ι%%(BARTENEF)ヒ メ ア カ ネ

16.Ⅸ。1991:1♂ ,若菜 ;1♀ ,愛子

29。 Ⅸ。1991:2♂ 1♀ ,筆者 ;2♂ ,愛子 ;1♂ ,

雅人 ;1♂ 1♀ ,昭子

28。 Ⅷ。1992:1♂ 1♀ ,昭子

11.Ⅸ .1992:1♂ ,愛子

1.X。 1992:1♂ ,筆者

23.Ⅷ。1993:1♂ 1♀ ,筆者

26.Ⅸ。1993:1♂ 1♀ ,筆者

23.Sttc″%%れルSθα′ππ (SELYS)ノ シメトンボ

29.Ⅸ .1991:1♂ ,雅人

26。 Ⅸ。1993:1♂ ,筆者

22

16. Ⅸ. 1991

29. Ⅸ。 1991

28. Vlll。  1992

11. Ⅸ。 1992

30。  Ⅸ. 1992

6。  X. 1992

20.X。 1992

26。  Ⅸ。 1993

1♂ 1♀ ,筆者

1♂ ,筆者 ;1♂ ,若菜

1♂ ,筆者

6♂ 1♀ ,筆者 ;4♂ ,愛子

1♂ ,筆者

1♀ ,筆者

2♂ ,筆者

3♂ 1♀ ,筆者 ;2♂ ,愛子

ネキトンボの交尾

26.Pα πttια夕αυθSθθ富 (FABRCIUS)  ウ ス バ キ ト ン ボ

16.Ⅸ 。1991:1♂ ,筆者

引用文献

浜田 康・井上 清 ,1985。 日本産 トンボ大図鑑 ,

371pp。 講談社,東京 .

澤田博仁,1996.岡 山県御津郡建部町田地子における

ヤンマ類の記録。すずむし,(129):1819.
澤田博仁,1997.旭川水系のグンバイ トンボ,初採集

記録。すずむし,(131):76.
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児島半島のゼフィルス 2種の採集記録

児島半島の東部に位置する金甲山周辺の地域におい

て,ウ ラゴマダラシジミ及びウラミスシジミが発見さ

れたのはごく最近のことであるが,吉備高原地域以北

を主な分布域 とする両種が瀬戸内沿岸の低山地に生息

していることは,こ の付近におけるチョウ相の特異性

を示唆するものとして注目される。

筆者 も,こ れまで南部の特に瀬戸内沿岸地域での調

査をほとんど行っていなかったことを反省しつつ,あ

らためて金甲山周辺地域 における両種の分布調査 を

行ったところ,興味深い知見が得られたので報告 して

おく。

1.ウ ラゴマダラシジミ

玉野市では,山崎 (1995)に より,金甲山南麓の八

浜町波知で発見されたもので,そ の後,金甲山頂上

(森山,1997)及 び十禅寺山頂上付近 (三 宅,1998)

からも得られている。

筆者は,今回の調査により,既知産地も含めて,下

記の地点から本種を確認することができた。

玉野市八浜町波知・元波知, 1♂ 2♀ , 2.Ⅵ .

1996;終 令幼虫及び蛹 8 exs.(イ ボタノキより),25.

Ⅳ。1998;4♂ 3♀ ,20。 V。 1998

玉野市八浜町波知・庄, 2♀ ,20。 V.1998

玉野市八浜町波知・池迫,終令幼虫及び前蛹 3 exs.

(イ ボタノキより),25.Ⅳ 。1998

玉野市八浜町見石・碁石, 1♀ ,30。 V。 1998

玉野市大藪, 6♂,23.V。 1998;12♂ ,24.V.
1998;3♂ 1♀ ,28.V。 1998:1♀ ,31.V。 1998

玉野市十禅寺山中腹, 1♂ 1♀ ,31.V.1998
食樹であるイボタノキは,児島半島一帯に広 く見ら

れる暖温帯落葉二次林 (主要な構成樹種は,ア ベマキ,

クヌギ,コ ナラ,ナ ラガシワ等の落葉ケルクスであ

る。)の低木層にやや普通に自生する樹種で,雑木林

の林縁や湿地の周辺等において特に多 く見ることがで

きる。このため,金甲山周辺地域では,さ らに広い範

囲に分布 している可能性がある。

次に,こ の地域で得られた個体群に関して,県内の

他の地域 とは異なる変異傾向が認められることを指摘

しておきたい。

中 村 具 見
*

まず,岡山県も含めて中国地方において通常出現す

る,前後翅表の青白色部が発達したいわゆる正常型の

個体に混じって,近隣地域では四国地方において普通

に出現する黒化型が得られたことである。

黒化型は,上記の産地のうち玉野市大藪で得られた

もので,♂ ♀合わせて23個体 (21♂ 2♀ )の うちの 7

個体 (6♂ 1♀ )と ,全体の約 3分の 1程度の比率で

見出された 〔写真 1, 2〕 。

次に,正常型についても,手元にある児島半島産の

個体群全体に共通する特徴として,県内の他地域に見

られる個体群に比べて,♂では前翅表第 2室及び第 3

室から中室にかけて発現する白色斑が発達して楔状を

呈する個体が多くみられること,ま た♀では前後翅と

もに白色部の発達がよいといつた傾向が認められた

〔写真 3, 4〕 。

このように,児島半島に生息する本種が岡山県内の

他産地とは異なり,む しろ瀬戸内海を挟んで日と鼻の

先にある四国地方と共通した変異傾向を示すことは
,

この付近における本種の由来を考えるうえからも,興

味深いことと思われる。

2.ウ ラミスジシジミ

児島半島からは,片岡 (1994)に より玉野市八浜町

大崎で発見され,同地からは,その後も三宅 (1995),

片岡 (1997),片 岡 (1998)に より報告されているが,

金甲山周辺地域においては,今のところ同地以外から

は記録されていないようである。

筆者は,新たに下記の地点で本種を確認することが

できた。

玉野市八浜町見石・碁石, 1♂ 2♀
,

;1♂ 1♀ ,31.V.1998
玉野市十禅寺山, 1♂ 1♀ ,31.V.

♀, 6。 V.1998
玉野市大藪, 1♂,31.V.1998
玉野市後閑, 1♂ , 6.Ⅵ。1998

24. V。  1998

1998; 1♂ 1

十禅寺山では,尾根筋の遊歩道べ りから山頂付近に

かけての瀬戸内海側斜面に残されたクヌギやアベマキ

からなる雑木林とその周辺で採集 したものであり,そ

の他の地点でli山 麓部の水田べ りや林道沿いの,やは

リクヌギやアベマキが主体の雑木林やその周辺で得ら

れた。* 〒719-1134 総社市真壁1048
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いずれの地域 も,ク ヌギやアベマキ・コナラを主体

として,場所によってはナラガシワが混生 した落葉二

次林が生膚、環境 となっている。

こうした落葉二次林は,児島半島の古生層地帯では
,

アラカシ,ヤ ブニッケイ,ヤ ブツバキ, トベラ等の常

緑広葉樹林とともに,山麓部から比較的乾燥 した山腹

にかけて普通に見られる植生である。 したがって,金
甲山周辺地域における本種 も,意外と広範に分布 して

いることが予想されることから,今後さらに綿密な分

布調査が期待されるところである。

引用文献

山崎 稔,1995.児 島半島にてウラゴマダラシジミを

再記録。みちじるべ,(20):140

森山 尭,1997.金 甲山頂上でウラゴマダラシジミを

採集。みちじるべ,(23):173

三宅誠治,1998.ウ ラゴマダラシジミを十禅寺山で採

集.み ちじるべ,(25):201

片岡 一,1994.児 島半島にてウラミスジシジミを採

集。みちじるべ,(17):93

三宅誠治,1995.児 島半島のウラミスジシジミのその

後.み ちしるべ,(20):140

片岡 一,1997.3年ぶ りにウラミスジシジミを採集 .

みちしるべ,(23):173

片岡 一,1998.ウ ラミスジシジミ今年も健在なり.

みちじるべ,(26):213

玉野市八浜町波知・元波知4.正常型♀

2.Ⅵ.1996採集

5～ 6 ウラミスジシジミ

5.♂  玉野市十禅寺山 6.Ⅵ .1998採集

V.1998採集6.♀ 玉野市八浜町見石 24.

6
1～ 4 ウラゴマダラシジミ

黒化型♂ 玉野市大藪 24.V.1998採集

″   妥L       ″              ″

正常型♂ 玉野市八浜町波知・池迫

7. V. 1998刀コ化

1.

2.

3.

卜……‐―;撃い オヽト

岡山市高松 でケ ブカマル クビカ ミキ リを

採集

山 地   治

岡山市高松 は本種が多 く採集できた所で有名であっ

たが,近 年 の記録 は ない ようで あ る。筆者 は今 年

(1998年 ),久 しぶ りに採集に訪れたが,かつての場

24

所は雑木のブッシュのようになっていて入れなかった。

しかし,100mほ ど北にあたる山道が整備されていて
,

本種の環境には最適に見えた。ここで採集できたのは

1個体で,実際に少なくなっているのであろうが,ま

だ生息はしているようである。筆者の採集品だけで見

ると,高松での記録は20年 ぶ りとなる。

なお,こ の記録については,すでにパソコン通信の
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ニフテイーサーブの昆虫フォーラム(3)#695に おいて

発言 しているものであるが,活字媒体においても記録

しておいたほうがいいと考えて報告するものである。

んづ773づαθ々のα712ιπsts HAYASHI ケブカマルクビカミキリ

岡山市高松, 1♂ ,11.Ⅳ 。1998,筆 者採集

(〒 701-1221 岡山市芳賀5116-11)

キオビホオナガスズメバチの採集記録

近 藤 光 宏

数年前のことになるが,筆者は毛無山山麓の東谷で

キオビホオナガスズメバチ (写真)を 採集 した。これ

まで岡山県下での確認例は,ほ とんど聞いたことがな

いので,こ こに報告する。

Dθ ιづθんθυιsク‰ια πιαづα S%gα 2 (IsHIKAWA)

キオビホオナガスズメバチ

3exs., 岡山県真庭郡新庄村田浪毛無山東谷,14.

Ⅷ。1994,筆者採集

岡山県からは,すでに1980年代に県立森林公園 (苫

田郡)か ら宇野弘之氏による本種のものと思われる営

巣の目撃例があり,こ れが恐らく最初の言己録と思われる。

島根県 (1997)は ,隣県における分布状況から,本
種の分布は極めて局所的であるとし,「要注意種」に

取 り上げて次のように述べている。

「本種は北方系種で,かつては本州中部以北の山地

及び北海道に産し,広 く旧北区の温帯以北に生息する

とされていた。その後日本産種は北海道産種と本州産

種の 2亜種に分けられた。」従って,こ の度の記録は,

本州亜種 ということになる。

「成虫の体長は15～ 24mm。 黒色で光沢がある。働き

蜂の腹部の斑紋は著 しく変異に富む。巣は主に森林内

にあって樹木の枝等に造られ,その規模はスズメバチ

類の仲間ではより小形である。」

また,「キイロスズメバチやコガタスズメバチなど

が都市に馴化 して密度を増大させている事実とは好対

照に,キ オビホオナガスズメバチの分布は,そ こに豊

かな自然が残されている証であろうJと も述べられて

おり,筆者 も共感を覚えた次第である。

一方,ウ エスコ (1995)は ,同 じ1994年 に毛無山の

西の谷及び頂上付近において 1♂ 1♀ を記録 してお り,

本種が岡山県に生息することはより明らかになった。

引用文献

松浦誠,1988.ス ズメバチはなぜ刺すか。291pp.1ヒ

海道大学図書刊行会,札幌 .

ウエスコ,1995。 毛無山自然環境調査報告書.77pp.

株式会社ウエスコ,岡山 .

島根県,1997.し まねレッドデータブック島根県の保

護上重要な野生動植物動物編。417pp。 三瓶 フイー

ル ドミユージアム財団,大 田.

(〒 710-0046 倉敷市中央261,

倉敷市立自然史博物館 )

岡山市足守地区のスジボソヤマキチョウ

中 村 具 見

スジボソヤマキチョウは,県内では吉備高原から中

国山地にかけて生遭、が確認されており,岡山平野とそ

の周辺の瀬戸内沿岸低地帯からは今のところ発見され

ていない。

吉備高原の南端部から瀬戸内沿岸低地帯にかけての

地域が含まれる岡山市では,こ れまで北部の金山 (倉

敷昆虫同好会,1972)において記録されているだけで

ある。近年,金山付近での採集例はないようであるが ,

筆者は市内北西部に位置する足守地区において本種の

分布を確認 しているので,少 し古い記録ではあるが下

記のとお り報告 してお く。

岡山市上高田 (230m), 9卵 (ク ロウメモ ドキか

ら),28.Ⅲ 。1982;約 20個 (同 ),下旬.Ⅲ .1987

(正確な採卵 日は記録 していなかったもの)

‖lⅧ辮榊‖‖絆 1■■■■
岡山市上高田産♂ 15.V.1987羽化

御津町境の勝尾峠の手前付近にある落葉広葉樹林内

において採集 したもの。ゆるやかな南向き斜面の山麓



す ず む No.134(1999)

にある雑木林は,樹高 3～ 4m程度のコナラやナラガ

シワ等で構成されてお り,その一角にクロウメモ ドキ

がまとまって自生 していた。

当日は晴天で気温 も高かったため,林床を緩やかに

飛ぶ越冬成虫 2♂ 1♀ を目撃 している。なお,その後

付近一帯は砂利採石場 となって生虐、地は消滅 した。

岡山市河原・別所 (320m), 8卵 ,31.Ⅲ 。1991;

22卵 ,10.Ⅳ。1994(い ずれもクロウメモ ドキより)

賀陽町境に近い渓谷に沿って遡る林道の終点付近に

しばらく伐採を免れたやや古い落葉広葉樹林が残され

ている。樹林内には,こ の付近では珍 しく樹高 3～

4mに も及ぶ古木を含めて10数本のクロウメモ ドキが

自生 してお り,こ れらの食樹の先端部に近い細枝や新

芽等に産付された卵を得た。

いずれも,大きな地形区分からみると吉備高原地域

から瀬戸内沿岸低地帯へ移行する地域であり,県下に

おけるスジボソヤマキチョウのほぼ南限にあたる産地

と思われる。

引用文献

倉敷昆虫同好会,1972.岡 山県の蝶。すず む し,

(108):162

(〒 71491134 総社市真壁1048)

マ ダラツチ カメム シの記録

近 藤 光 宏

岡山県 (1978)に は,県内産ツチカメムシ科として

ヨコヅナツチカメムシ,ツ チカメムシ,マルツチカメ

ムシ,ヒ メツチカメムシ, ミツボシツチカメムシ,シ

ロヘリツチカメムシの 6種が既記録種 として報告され

ている。また,近藤光宏 (1986)に は,ベニツチカメ

ムシの報告がある。

筆者は,こ のほど青森県農業試験場主任研究員の市

田忠夫氏に同定 して頂 く機会に恵まれ,所蔵標本の中

にマダラツチカメムシ (写真)2個体が記録されてい

ることがわかった次第である。岡山県初記録と思われ
,

ここに報告する。

Tπgθ%θgαs υαπttrαιπs (SIGNORET)

マダラツチカメムシ

l ex。 ,岡 山県英田郡西粟倉村若杉,31.V.1992,
青野孝昭氏採集,市田忠夫氏同定

l ex.,岡 山県英田郡西栗倉村若杉 ,16。 V.1993,

青野孝昭氏採集,市田忠夫氏同定

体長は実濃1で約 5 mm,ヒ メツチカメムシぐらいの大

きさである。また,体色は黒色でかすかにまだら模様

が確認できる。

26

おわりに,市田忠夫氏には本種の同定をして頂き,

また,青野孝昭氏にはかつて貴重な標本をお譲 り頂い

ていた。ここに記 して感謝の意を表する。

引用文献

平嶋義宏,1989。 日本産昆虫総 目録.pp.82188。 九

州大学農学部昆虫学教室 。日本野生生物研究セ ン

ター,北九州 .

近藤光宏,1986.ベ ニツチカメムシの記録.すずむし,

(122):31.

岡山県,1978.岡 山県の昆虫岡山県昆虫生息調査報告

書。146pp.岡 山県環境部自然保護課,岡山.

友国雅章,1993。 日本原色カメムシ図鑑.380pp.全

国農村教育協会,東京 .

(〒 7100046 倉敷市中央2-61,

倉敷市立自然史博物館 )

ヒロオビミ ドリシジミの早期採集記録 に

ついて

大島康宏・土畑重人

ヒロオビミドリシジミД″θπづ%s ιαιれ sθづα′πS SHIROZU

は,大阪府北部の能勢町と兵庫県東部の猪名川町の境

界にある三草山を東限とし,山口県東部の鹿野町を西

限とするシジミチヨウ科の 1種で,低山地のナラガシ

ワ林に産地が点在する。出現時期は6月 上旬から7月

を最盛期 とし,生 き残 りの♀は9月 初めまでみられる。

この度,筆者らは,岡山県新見市千屋で行われた倉

敷昆虫同好会の懇親会の帰路,岡 山県新見市草間を訪

れた際, 2頭の本種を採集 した。本種の発生時期から

すると早い記録で,岡山県下では 5月 の記録は見当た

らないので,その後の 5月 中の記録とともに,こ こに

報告する。

1♂ ,新見市草間切畑,24.

集・保管 (写真 1)

1♂ ,新見市草問切畑,24.

集・保管 (写真 2)

V.1998,土 畑重人採

V.1998,大 島康宏採
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3♂ 1♀ ,新見市草間切畑,28。 V.1998,大 島康

宏採集・保管 (う ち 1♀ :写真 3)

(大 島 :〒 7138122 倉敷市玉島中央町1207)

(土畑 :〒 7110933 倉敷市児島通生2363)

岡山県内未記録 の トラフホソバネカミキ

リが採集 される

渡 辺 昭 彦

トラフホソバネカミキリは,特徴のあるカミキリム

シではあるが,岡山県からは未記録であった。今回,

滝山より下記のように採集できたので報告する。

福田元信氏が最初に採集 し,連絡を受けた山地治氏

や筆者が採集を試みたところ,複数の個体が採集でき

た。得られた場所は,最初に得 られた地点を中心にか

なり広い範囲を探 したにも関わらず,いずれの個体も

最初に福田氏が採集 した地点から数メー トルの範囲内

で得られた。

Tん 4,ttas υα五′gα ′tιs BATES トラフホソバネカミキリ

勝田郡奈義町滝山

1♀ ,16.Ⅵ .1998,福 田元信採集

1♂ , 5.Ⅶ。1998,山 地治採集

1♀ ,12.Ⅶ。1998,福 田元信採集

1♂ 1♀ ,18.Ⅶ 。1998,筆者採集 (灯 火)

i::|||||::|:111111111111ヽ 11:|:11111:1:1111111Ⅲ llll1111111:111111::11111111111111111■ ■■■■・  ‐

写真は,山地氏が採集 した♂個体で,山地氏自身に

より撮影されたものである。

なお,同所及び近隣地から県内で記録の少ないカミ

キリムシ 2種類が,次のように採集されているので
,

併せて報告 しておく。

」ヽイιπθttιαα んお %′α (MIToNO et NIsHIMURA)

スネケブカヒロコバネカミキリ

勝田郡奈義町日本原

5♂ , 5。 Ⅶ。1998,福 田元信氏採集

リョウブの花より得 られたとのこと。

Mθπθθんα770%S gttπ αづs WATERHOUSEヒ ゲ ナ ガ カ ミ キ リ

勝田郡奈義町滝山

1♂ ,18。 Ⅶ。1998,筆者採集 (灯火)

本種は良 く知られた大型種であるが,中国地方

では産地も少なく局地的な分布を示 しており,岡
山県内においても既知産地は高梁市臥牛山だけで

ある。今回の記録が県内 2カ 所目の産地である。

文末ではあるが,貴重な記録の発表を許された福田

元信,山地治の両氏には′亡ヽから感謝申し上げる。

(〒 7010111 倉敷市上東10501)

大佐山のウラクロシジミ

中 村 具 見

県内では,中国山地帯において点々と生虐、が確認さ

れているウラクロシジミを,大佐山で採集 しているの

で報告 してお く。

阿哲郡大佐町大佐山中腹 (600m), 1♂ ,13.Ⅶ .

1997;31♂ 1♀ , 7.Ⅵ。1998

採集 したのは, 日当たりのよいやや乾燥 した山腹に

27



ずす む No.134(1999)

付けられた林道沿いで,付近の斜面一帯はアカマツや

カシワが優占する二次林となっており,中低木層や林

縁にアテツマンサクが多数自生 している。

1ヽ111114■

'11ヽ

1,111111111111111111111■ ||||■ ||■ ||‐ ||:||■ |‐ ■‐|

左 :♂   右 :♀

本種は,一般にマンサク類の自生する環境から渓谷

地帯を生息地とすることが多いが,食樹さえまとまっ

てあれば,山腹や乾燥 した斜面なども生′自、地となるよ

うである。

1998年 は全体に昆虫の発生が早かったせいか, 6月

上旬で既に多数の個体を見ることができた。

(〒 719-1134 総社市真壁1048)

岡山県からハチモ ドキハナアブを記録

近 藤 光 宏

筆者は,こ のほど岡山県南部に位置する都窪郡早島

町において,運良 く本種 1♂ (写真参照)を記録する

ことができたので,報告する。

Syrphidae  ハナアブ科

Cerioidini ハチモドキハナアブ族

ルイθηθθθγθの α クιιπttιtS(CoQuILLETT)

ハチモ ドキハナアブ

1♂ ,岡 山県都窪郡早島町,24.Ⅷ .1998,コ ナラ

の樹液付近で採集

本族の同定のポイントは,主 に顔面,触角,腹部な

どの違いによるが,本種の場合は腹部の第 2節が強 く

くびれている (写真参照)ので容易に区別できる。

次に本種の分布及び生態について述べると,平嶋義

宏 (1989)に よれば,本州,九州,及びソ連極東部と

28

ある。一方,大原賢二 (1997)に よれば,成虫は 6～

8月 に見られ,本州,四国,九州に分布 し, クヌギや

ニレなどの樹液によく飛来するとある。早島町の場合

も流通センター西入 り口付近の標高およそ50mの丘陵

地にあって,コ ナラの幹に止まったり,樹液独特の発

酵臭の漂う付近をホバリングしたりを繰 り返 していた

個体がたまたま目に止まり,採取に恵まれた次第であ

る。それにしても,こ れほどハチ (中 でもドロバチ)

に擬態 しているアブはそんなにはいないのでは ?殺虫

管に収めてアブと確認できるまではとても素手で掴む

ことはできなかった。

本種の記録については,岡 山県 (1978)に はすでに

県内産記録種 として挙げられている。 しかし,こ れは

当時原色昆虫大図鑑 (北隆館)に よる図鑑同定による

ものであった。ところが,その後同図鑑にあるハチモ

ドキハナアブは,池崎善博・市場利哉 (1995)に より

ヒサマツハチモ ドキハナアブの誤 りであることを知る。

従って,他 に記録情報がなければ,今回の記録が県内

初記録 となるわけである。なお, ヒサマツハチモ ドキ

ハナアブについては,本県未記録種として,すでに本

誌133号 (近藤,1998)に報告済みである。

近藤 (1998)で は,日 本に産するハチモ ドキハナア

ブ族は,大原賢二 (1997)に より,ヒ サマツハチモ ド

キハナアブ,ハチモ ドキハナアブ,ケ ブカハチモ ドキ

ハナアブの 3種であると報告 していたが,過 日,大原

賢二氏より日本には北海道にもう 1種分布するとの私

信を頂いた。従って日本産種は 4種 となる。

おわりに,徳島県立博物館主任学芸員の大原賢二氏

には本報文に関する貴重な助言を賜った。ここに厚 く

御礼申し上げる。

引用文献

池崎善博・市場利哉,1995.佐賀県で採集 したハナア

ブ類,佐賀の昆虫,(29):pp.661668.
大原賢二,1997.今 月の虫 (ケ ブカハナバチ),イ ン

セクタリュウム,(3):pp.23。 東京動物園協会 ,

多摩動物公園昆虫愛好会,東京 .

岡山県,1978.岡 山県昆虫生息調査報告書,146pp.

岡山県昆虫生′自、調査団,岡 山.

近藤光宏,1998.岡 山県からのヒサマツハチモ ドキハ

ナアブの記録,すずむし,(133):pp.2324.

平嶋義宏,1989。 日本昆虫総 目録.ハエ ロ,pp.699-

873.九州大学農学部昆虫学教室 。日本野生生物研

究センター,北九州 .

(〒 7100046 倉敷市中央261,

倉敷市立自然史博物館 )
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岡山県英田郡作東町の川で採集した トンボ幼虫

守安  敦
*・

近藤 隆夫
**

岡山県北東部の トンボのまとまった報告としては
,

作東の蜻蛉類 11),作東の蜻蛉類 2)及 び美作の昆虫

(1)3)の 3つ が知 られている。 しか し,こ れらは

30年以上も前のものであり,最近のまとまった報告は

ないようである。特に,英 田郡内での報告はほとんど

知られていない。

筆者らは,英田郡作東町万善の川で,県内では比較

的分布が限られている種 も含め, 6科 11種 の トンボ幼

虫を採集 したので,報告する。

以下の個々のデータは,すべて幼虫の記録であり,

また,採集地名 (す べて「英田郡作東町万善」であ

る)の表示は省略 したが,メ ッシュコー ドは 2つの区

分に及ぶので,個体数の次に採集地のメッシュコー ド

を ( )書きで明示 し,採集者 と保管者は筆者 らに限

られているので,姓のみを記 した。

Calopterygidae カワ トンボ科

1・ Cα妙 ″彿 θ″

“

ι

`α

 SELYS ミヤ マ カ ワ ト ン ボ

lex.,(52343136),17.I.1999,守 安 採 集 ・ 保 管

2. 几f,tα づs"統れθSα p%づ物 sα SELYS ニ シ カ ワ ト ン ボ

lex。 ,(52313126),17.I。 1999,守 安採集・保管

EpiOphlebiidae ムカシ トンボ科

3.助づ″んιιbjα s″ιttιιS(SELYS)ム カシトンボ

lex.,(52313126),11.I。 1999,近藤採集,守安

保管 (飼育中)

lex。 ,(52313126),17.I。 1999,近 藤採集,守安

保管 (飼育中)

Gomphidaeサナエ トンボ科

4.Astα g鍬ゅん%S πιιαι%″s(SELYS)ヤ マ サ ナ エ

lex.,(52313126),11.I.1999,近 藤採集,守安

保管

5.Dαυjαづ%sル

"α

πα FRASER クロサナエ

1♂ ,(52313126),11.I。 1999,近 藤採集,守安

保管

1♂ ,(52343136),17.I。 1999,守 安採集・保管

3♂ ,(52313126),17.I。 1999,守安採集・保管

6.s″ιttθηψん%S Sπ2πれづ(OGUMA)オ ジロサナエ

lex。 ,(52313126),17.I。 1999,守 安採集・保管

* 〒710-0843 倉敷市浦田2430

**〒 703-8282 岡山市平井7-143

7.Lα ″ ん%sん

"α

θZS FRASER ヒ メ ク ロ サ ナ エ

2exs.,(52343136),17.I.1999,守 安採集・保

管

Cordulegastrldae オニヤンマ科

8.スπθ′θgαsιιγ sづιbθιαづづ (SELヽ
7S)オ ニヤンマ

lex.,(52313126),17.I。 1999,近藤採集,守安

保管

Aeshnldaeヤ ンマ科

9.Bρ″πα παθιαθん′ακづ (SEL'S)コ シボソヤンマ

lex.,(52313126),11.I。 1999,近藤採集,守安

保管

lex.,(52313126),17.I。 1999,守安採集・保管
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10。 Pιαηαιsθλπα πづιπιJ(SELYS)ミ ルンヤンマ

lex。 ,(52343136),17.I.1999,守 安採集・保管

Corduliidaeエ ゾ トンボ科

11. Maθγθ77Zづα α77tρんじgιπα α7νψんづgι
'tα

 SELYS

コヤマ トンボ

lex。 ,(52313126),17.I.1999,守 安採集・保管

薄暗い杉林の中を流れる細い支流 (写真 1)で , ミ

ヤマカワトンボ, ヒメクロサナエ,ク ロサナエ, ミル

ンヤンマを採集 した。また,そ の場所から約400m下

流の周 りが比較的開けている部分 (写真 2)で ,ニ シ

カワトンボ,ヤ マサナエ,ク ロサナエ,ム カシ トンボ,

コシボソヤンマを採集 した。ムカシ トンボは, 2個体

とも瀬の部分のこぶし大の石についていた。時間をか

けて探 したが,他には採集できなかった。そこからま

た約300m下流 (写真 3)で は,オ ジロサナエ,ク ロ

サナエ,オ ニヤンマ,コ シボソヤンマ,コ ヤマ トンボ

を採集 した。

…………減 い オヽ‐……料t‐・―い……一…い

哲西町でギンイチモンジセセリを採集

中 村 具 見

ギンイチモンジセセリは,県内では北部の中国山地

に多 くの産地があり,吉備高原地域からは新見市土橋

(渡辺,1989)の記録が知られているだけである。

筆者は,吉備高原地域の西北部に位置 し,こ れまで

記録がなかったと思われる哲西町において本種を採集

しているので,下記のとお り報告 してお く。

1♀ ,阿哲郡哲西町矢田谷 (400m),15。 Ⅶ.1998
V111■■111■■

::::::|::::::|::::::::::::::||::::::li:::|:::::|::::111:::::::::::::::::::|:::::|:::::l:::::i:::||:::::::I::|:::::::::|::::::|:|::i::|||||:111:::||||:|||:::|::||

水田に沿った農道べ りの草むらで発見 したもので
,

きわめて新鮮な個体であった。付近の草原を探 してみ

たがこの他には見られなかった。

引用文献

30

ムカシトンボについては,筆者の 1人守安が,報告

した 4)ょ うに,岡 山県中南部の採集地は,す べて地

質は古生層である。今回の採集地も中生代の地層では

あるが,川底の石は黒つぼく古生層に近い感じで,こ

の地域南部に多い流紋岩とはまったく違っていた。

今後とも,こ の地域で調査を続ければ,今まで記録

されていない種が見つかる可能性 もあるように思われ

る。

引用文献

1)安東瑞夫,1956a。 作東の蜻蛉類 1。 すずむし,6
(2):1-5。

2)安東瑞夫,1956b.作 東の蜻蛉類。すずむし,6
(3):1-7.

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)守安敦,1996.岡 山県におけるムカシトンボの分

布と新産地。すずむし,(129):33-34.

渡辺和夫,1989.草 間台地でギンイチモンジセセリ.

すずむし,(123):28

(〒 719-1134 総社市真壁1048)

岡山県産ムネアカアワフキの追加記録

近 藤 光 宏

岡山県産のムネアカアワフキについては,本誌第

132号 に報告済である。ところがその後,故重井博氏

によってそれ以前にすでに採集 されていることが分

かったので,こ こに追加記録として幸艮告 しておく。

″れαθιθづαθs bづクιηθ′αtts(HAUPT)ム なアカアワフキ
2♀ ,真庭郡勝山町神庭の滝,29.Ⅳ .1964,重井

博氏採集

上記の個体は倉敷昆虫館展示室 (倉敷市幸町230し

げい病院 8階 )に展示収蔵されている。

なお,県内において未発表の記録があれば,こ の際

是非ご報告 して頂 きたい。

おわりに,40年 も前に貴重な本種を採取 し大切に所

蔵されていた重井博氏に敬意を表すとともに,当記録

についてわざわざご紹介頂いた倉敷昆虫館々長の小野

洋氏に厚 くお礼申し上げる。

(〒 710-0046 倉敷市中央2-16-1,

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

1998年の早期採集記録及び新産地について

グンバイ トンボ Pιαttθ んιπイsヵιづαθια Sα Sαれj AsAHINA

は,本州では宮城県の 1産地と関東以西,四 国,九州

に分布が知られてお り,モ ノサシトンボ科では日本最

小種で, ♂は中・後肢が自色の軍配のように広がって

いる特徴を持つ トンボである。主に丘陵地の湧水にか

かわりのある緩やかな清流に生息 しているが, きれい

な水が常時補給される水たまりでも生育することが知

られている (石 田ほか,1988)。

県下においては本種の記録は少なく,極めて局地的

な種であると思われていたが,最近では三大河川 (高

梁川,旭川,吉井川)流域からの報告 も複数あるなど
,

その分布像解明に向けた取組みが進められている。

この度,筆者は旭川流域の新産地と思われる地域で

本種を得たのでここに報告する。採集地はすべて岡山

県加茂川町宇甘渓である。

1♂ 2♀ (全個体未熟), 5,V。 1998,筆者採

大 島 康 宏
*

集・保管 (う ち 1♂ :写真 1)

1♂ 1♀ (全個体未熟), 5。 V。 1998,浦 田圭子

氏採集・保管

4♂ 1♀ (全個体未熟),17.V.1998,筆 者採

集 。保管

♂♀各数頭 (成 熟及び未熟個体), 5。 Ⅵ.1998,

筆者 目撃確認 (う ち成熟♂ :写真 2)

生息環境は前述 したような環境であるが,県下にお

いては,岡山市の旭川本流でかなりの数の個体が見ら

れた報告 (守安,1997)や ,今回筆者が確認 した当地

の記録から考えると,比較的大きな川と草地の境界付

近 (写真 3参照)に も生息 しているようである。

5月 5日 の記録は,最初に見つけた草むらに止まっ

ている 1♀ をモノサシトンボと思い見逃 したところ
,

同じ場所に止まっていた♂を発見 し,本種 と確信 して

から採集 したものである。本種 としては早い時期の記

録 と思われる。

採集地が比較的近 く,ま た未熟個体の得られている

岡山県有漢町上有漢での記録 と気温等の条件を比較 し

てみると,当 地よりも年平均気温が約 1℃ 低い有漢町* 〒7138122 倉敷市玉島中央町1207
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上有漢では,未熟個体が1997年 6月 17日 に採集された

と報告 (守安,1997)さ れている。約 1℃ の差がある

とはいえ, 1カ 月以上もの時間の差から考えると,今
回報告 した 5月 5日 の個体はかなり早い時期に羽化 し

ているものと思われる。また, 6月 5日 に目撃 したも

のについては,成熟個体があったものの未熟個体も確

認されたので,こ の日と上有漢の 6月 17日 を比較する

と,大幅に早いとは言えないかもしれない。 しかし,

石田ほか (1988)に よると本種の出現時期は東海地方

で 5月 下旬から8月 上旬とされており,1990年 以降の

県下での採集記録の平均が 6月 20日 頃であったこと
,

1998年 7月 17日 には当地においても1個体も本種を確

認することができなかったことなどから,何 らかの理

由で出現時期が早 くなっていることが考えられる。

当面考えられることは,近年増加 し続ける二酸化炭

素濃度のためか,1998年 の初夏は比較的暖かかったた

め,こ の気温の影響で早い時期に羽化 したのではない

かということであろう。本種 と同様に,その他の昆虫

類も比較的早い時期から確認されている。

しかし,こ の現象が1998年 に限ったことなのか,そ

れとも,こ の地域だけ他の地域よりも出現時期が早い

のかなどは,来年,再来年と調査を継続 してみなけれ

ば分からない。ヲ|き 続 く調査を行いたいと考えている。

末筆ではあるが,今回本種を検するにあたつて貴重

な助言を頂いた渡辺和夫氏,調査に同行 して頂いた上
,

記録の報告を快 く許された浦田圭子氏に厚 くお礼申し

上げる。

引用文献

石田昇三,石 田勝義,小島圭三,杉村光俊,1988。 日

本産 トンボ幼虫・成虫検索図説,72pls.,105igs.,

140pp。 東海大学出版会,東京。

守安敦,1997.岡 山県におけるグンバイ トンボの分布

と新産地。すずむし。(132):1315.

…―r‐・―…鴇出しぶけ ‐ヽ――「・
―・…‐・……4・―――……・… ―t・―一―――丼み………

チッチゼミ脱殻の記録 と県内分布

近 藤 光 宏

20. llll. 1998,

標高約300m地点で,直径およそ10cmの アカマツの

目の高さほどの位置で目撃 し,採集 した。

チッチゼミは,県南部の丘陵地帯,県中部の山林で

生虐、が確認されている。 しかし,小型であること,鳴

32

き声がセミらしくないこと,更 には成虫の発生期が遅

い (最盛期は 9～ 10月 )こ となどから一般にあまり知

られていないようである。筆者 も,脱殻を記録 したの

は今回が初めてである。

現在のチッチゼ ミの県内生息域を見ると,手元の記

録情報では久米郡旭町の森上山が北限となっており,

それより北は未確認地帯である。今後,県下のより正

確な分布を知るためにも,筆者の手元にある既記録地

11地点を地図上にプロットした。 (図参照 )

組
組

図 :チ ッチゼミの既記録地
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ちなみに,日 本に産するチッチゼ ミ亜科は,平嶋義

宏 (1989)に よれば,チ ッチゼミ,エ ゾチッチゼ ミと

クロイワゼ ミの 3種であって,県下にはチッチゼ ミの

みを産する。

引用文献

青野孝昭・奥島雄一編,1994.倉敷市生物 目録 〈昆虫

類〉.pp.93233.倉 敷市立自然史博物館,倉敷 .

赤枝一弘,1963.岡 山県のセ ミ,すずむし,13(2),
pp.17-18.

小野洋,1976.福 山山系の半翅 目.倉敷の自然福山山

系,林熊野神社山系,下津丼城山,pp.5960.倉
敷市企画部,倉敷 .

近藤光宏,1991.高 梁市臥牛山昆虫 目録,pp.111.

高梁市教育委員会「臥牛山の猿生虐、地」調査団,高
梁 .

平嶋義宏,1989.日 本産昆虫総目録。九州大学農学部

昆虫学教室・日本野生生物研究センター,福岡.

(〒 7100046 倉敷市中央261,

倉敷市立自然史博物館 )

ミズイ回オナガシジミの尾状突起 に奇形

を持つイ固体について

大 島 康 宏

Takasaki&Shinkawa(1998)は ,ウ スイロオナ

ガ シ ジ ミ ス %′な ィπS b%ル河 FENTONの 尾 状 突 起 に 奇 形 を

持つ個体を報告 したが,筆者 もこれと同様な奇形を左

後翅 に持 つ ミズ イロオナ カシジ ミスπ′づgをπs α″づκα

BREMERを 採集 しているので,こ こに報告する。

l ex。 ,岡 山県川上村明連渓谷,25。 Ⅵ.1998,筆

者採集・保管

尾状突起が後方から前方に向って後翅外縁に潜 り込

み,第 5脈近 くから出てきている (写真)のが分かる。

これは,ゼ フィルス類が蛹期に成虫体を形成する

どのようにして尾状突起が形成されるのか,ま た
,

状突起がどのようにして進化 しているのかを調べる

時 ,

尾

手

がか りになると思われる。

参考文献

Takasaki, Hroyuki &Tsutomu Shinkawa, 1998. An

aberrant  brown― banded  hairstreak  (■ ,t′」gjas

bπ′ル死)suggests the morphogenetic origin of the

lycaenid hind、ving hair― like appendages. Butterfles,

(19):58-59.

(〒 7138122 倉敷市玉島中央町1207)

ス ジグロチ ャバ ネセセ リの新産地

中 村 具 見

スジグロチャバネセセリは,県内では吉備高原の北

西部から中国山地にかけて点々と生慮、地が知られてい

る。高梁川流域では,新見市井倉付近が既知の南限と

考えられるが, さらに下流の高梁市及び総社市におい

ても確認することができたので報告しておく。

2♂ ,高梁市津川町津和谷 (90m), 2.Ⅶ 。1995

高梁川に面した旧道べりで得た。いずれも発生初期

のきわめて新鮮な個体であった。

3♂ 1♀ ,総社市中尾 。奥 (150m),27.Ⅵ .1998

比較的湿潤な渓谷の道べりで得たもの。時期的に盛

期をやや過ぎていたようで, ♂は全般的に汚損してい

たが,♀ は新鮮であった。

左 :♂ ,右 :♀ (い ずれも総社市中尾・奥産)

(〒 7191134 総社市真壁1048)

クロアナバチのツユムシ狩 り

近 藤 光 宏

クロアナバチやキンモウアナバチなどアナバチの仲

間が,ツ ユムシなど自分より大きなバッタロの仲間を

狩って巣に運ぶ時,一旦高所に這い上がってから,落
下する自然の力を巧みに利用することはよく知られて

いる。 しかしながら,私はこの度初めて観察する機会

に恵まれたので,その時の状況等ふまえて報告するこ

とにする。

1997年 8月 31日 午前10時 ごろのこと,その日は倉敷

の自然をまもる会主催による倉敷川クリーン作戦が展
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開され,残暑厳 しい炎天下の奉仕作業を終えての帰 り

道だった。倉敷川にかかる橋 (東芝橋)のたもとで
,

せわしげにツユムシを引っ張つてうろついているクロ

アナバチが目に止まった。わずかに飛び立ったかと思

うと,図 らずも私のズボンの裾辺 リヘ止まり,今度は

ぞろぞろと這い上が り始めたのである。首まで登って

来ては大変と, とっさに胸の辺 りで阻止 したところ,

飛び立ち,舗装道路を路面すれすれに30mほ ど飛んで

着地し,再び獲物を口にくわえて引つ張っていた。奉

仕作業の疲れと暑さで,やむなく観察はここまでで終

わったが,営巣は着地点のもう少 し先に宅地造成地が

あ り,その辺 りに造られているのではないかと思われ

た。

(〒 7100046 倉敷市中央261,
倉敷市立自然史博物館 )

オオヨツスジハナカミキリの記録

山 地   治

倉敷市から未記録だったオオヨッスジハナカミキリ

L″ιπ鶴資gα″s(BATES)の記録を頂いているので,報

告する。

1♀ ,倉敷市美和町,10.Ⅵ 。1998,千田善博採

集・保管

飛んできたところを採集 したそうである。なお,こ

の個体は,倉敷市立自然史博物館での標本の名前を調

べる会において,青野孝昭氏が倉敷市初記録と確認さ

れたものである。

貴重な記録の報告を託された千田善博氏,青野孝昭

氏に感謝する。

(〒 7011221 岡山市芳賀5116-11)

フタテンカメムシの採集記録

近 藤 光 宏

海岸性で,個体数も少ないとされるフタテンカメム

シ (図 及び写真参照)力編己録されているので,こ こに

報告する。

この記録はいずれも,かつて本会の青野孝昭氏がラ

イ トトラップによって採集した個体を譲 り受けていた

ものである。なお,こ れまで岡山県からの採集例は報

告されていないものと思われる。

ι″ ππS gα s″πθ%s (THuNBERC)  フ タ テ ン カ メ ム シ

l ex。 ,岡 山県邑久郡通 り山, 5.Ⅶ 。1987,青 野

孝昭採集 (ラ イ トトラップ)

l ex。 ,岡 山県岡山市三和面室, 6.Ⅷ 。1989,青
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フタテンカメムシの記録地点

野孝昭採集 (ラ イ トトラップ)

島根県 (1997)で は,本種は全国的に希少種 として

扱われ,記録地が隠岐に限られることなどから「要注

意種」に取 り上げられている。

また,友国雅章 (1993)に よれば,本種は海岸のス

スキなどイネ科植物の根 ぎわで生活するが,や はり個

体数は少ないとされている。

体長は11～ 14mm。 体色は灰褐色から黒褐色で,地味

なカメムシである。

末筆ながら,本種の標本を快 くお譲 り下さった上に,

発表をお許 し頂いた青野孝昭氏に感謝申し上げる。

引用文献

友 国 雅 章,1993.日 本 原 色 カ メム シ図鑑.pp.

221-222.全 国農村教育協会,東京 .

島根県,1997.し まねレッドデータブック島根県の保

護上重要な野生動植物動物編.417pp.三 瓶フイー

ル ドミユージアム財団,大田 .

(〒 7100046 倉敷市中央2-6-1,

倉敷市立自然史博物館 )
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安江安宣先生は平成10年 12月 11日 急逝されました。

最近までお元気でおられた先生が,忽然とご他界にな

ろうとは夢想だにしなかったことで,痛恨の極みです。

先生は大正 3年大阪市でお生まれになり,京都大学農

学部をご卒業後,東京大学伝染病研究所,京都大学農

学部勤務を経て,昭和24年 3月 岡山にこられました。

そして,岡 山農業専門学校,岡山大学農学部,同資源

生物科学研究所において,昭和55年定年退官まで教育

と研究に心血を注いでこられました。その研究成果は

120篇 におよぶ著書論文に集大成されています。この

間,昭和53年 4月 から55年 3月 まで研究所長として研

究所拡充のためにご尽力されました。

先生は,ま た,文部省,岡 山県,倉敷市などの各種

審議会委員を歴任され,地域社会の発展に大いに貢献

されました。先生の温厚で誠実なお人柄を慕って,専
門家は勿論のこと,ア マチュアの昆虫愛好家も数多 く

集まって,先生の周囲はいつもなごやかな雰囲気に包

まれていました。特に倉敷昆虫同好会の皆様とは親 し

くされ,研究室の図書や設備を自由に提供され,物心

両面から同好会初期の活動を支えてこられましたのも,

先生の昆虫学に対する情熱と,後進を育成する熱意か

らだったと思われます。

先生は昆虫生態学の第一人者 として,常 に学会を

リー ドされてきましたが,研究領域は昆虫だけにとど

まらず,細菌から淡水魚にまで広範囲にわたっており

安江安宣先生を偲ぶ

大正 3年 4月

昭和13年 3月

昭和16年 3月

昭和16年 4月

昭和21年 7月

昭和24年 3月

昭和26年 4月

昭和27年 5月

'可

 田 禾口 雄

ました。一見昆虫とは無関係 と思われる研究対象に,

当初,私は戸惑っておりましたが,あ とで生態学の流

れの一環として,昆虫にも深 くかかわっていることが

わかり,改めて先生のご警限に感心 し,自分の未熟さ

を思い知らされたこともありました。

先生は大の読書家としても有名でした。書物 と一体

となって生活されていたと申しましても過言ではあり

ません。ご退官後は東京のご自宅に大きな書斎をつ く

られ,ご く最近まで新 しい本をご購入熟読されていた

とお聞きしてお りました。先生の大好きな本がご不幸

の原因の一つになったとしましたらとても残念です。

このたび,にわかに不帰の客となられ,再 び先生の

ご温容に接することができなくなり,誠 に残念でなり

ません。今となりましては,亡 き先生のご愛顧に深 く

感謝の意を表すとともに,心からご冥福をお祈 りいた

します。

安江安宣先生略歴

5日  大阪市に生まれる

京都高等蚕絲学校卒業

京都帝国大学農学部卒業

東京帝国大学伝染病研究所嘱託

京都帝国大学農学部助手

岡山農業専門学校教授

岡山大学農学部助教授

岡山大学農学部附属大原農業研究所助

教授

昭和37年 3月  京都大学より農学博士の学位を受ける

(学位論文 :ニ ジュウヤホシテントウ

類の生理生態学的研究)

昭和38年 8月  京都大学西イリアン学術探検先遣隊長

昭和38年 12月  京都大学西イリアン学術探検副隊長

昭和43年 5月  岡山大学農業生物研究所教授

昭和44年 12月  岡山大学南方地域農業生物学術調査隊

長 (文部省海外学術調査 )

昭和53年 4月  岡山大学農業生物研究所長

昭和55年 4月  岡山大学教授定年退職

昭和55年 4月  岡山大学名誉教授

昭和62年 4月  勲三等旭 日中綬章授与

平成10年 12月 11日  逝去 享年84歳

(〒 719-1132 総社市三輪139-5)
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安江安宣先生の思い出

倉敷昆虫同好会が創立された1951年。丁度その年の

夏,同好会生みの親とも言える顧間の深谷昌次先生が ,

東京の農林省農業技術研究所へご栄転になられた。農

地法の影響で大原農業研究所は岡山大学に寄贈され ,

深谷先生が活躍されていた害虫研究室はその年度後半 ,

主がいなくなって一時はどうなることかと心配であつ

た。

そこへ,翌年の4月 安江先生が着任され,顧間はも

ちろんのこと研究室への出入 りもお認め くださり,私
たちは安堵することができた。以来,安江先生は同好

会のよきパ トロン的存在 として陰に陽に同好会に便宜

を与えられ,私たちを導いてくださった大事なお方で

あった。当時のアルバムをめくってみると,いかもの

食いに挑戦 しようと,先生の研究室に小野,友野,安

東,水野,若林,近藤,筆者といった連中が集まり,

セ ミの空揚げをつまみに,ビールで気勢を上げている

様が写されていて,大変懐かしい思いに駆られる。

先生は害虫防除を目的とした研究に従事されながら

も,材料 としてお扱いになられたヤサイゾウムシやマ

ダラテントウ類をはじめ, ミヤマアカネ,シ ルヴイア

シジミなど,動物地理学上のご功績も顕著で,野外に

お出かけのことが多 く,同好会の目的の一つである昆

虫相調査 と重なる部分があっただけに,余計に親 しく

お導き頂けたように思われる。

特に,山歩きについては日本山岳会に所属されてい

た本格派であられた。かつて,第 2次世界大戦前より

関心をお持ちであったニューギニア島イリアン・ジャ

ヤに響える東南アジアの最高峰ジャヤ山 (ス カルノ

峰)登頂をめざされたこともあり,こ のときはマレー

語にも通 じておられた先生が直々スカルノ大統領にお

会いになられ,イ ンドネシア政府の理解 と協力を得て

遠征されたとお聞きしている。

1966年の第 4回国際気象学会に指名招待され,ヤサ

イゾウムシの生態地理学的研究発表で渡米された時に

は,併せてニューヨーク自然科学博物館などアメリカ

東部の博物館や研究施設を訪問された。その折 りの見

聞やそれに関連 しての生態学的考察を交えたお話を同

好会例会で私たちにご講演 くださったり,そのまとめ

の論文を「すずむしJに寄稿 くださったりしたことも

昨日のことのように思い出される。
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青 野 孝 昭

1970年代には,自 然保護・環境保全の気運が高まり,

氷ノ山・後山・那岐山国定公園拡張に関連 して先生は

岡山県北部国定公園拡張予定地域の昆虫類調査を73年

に引 き受けられ,私たちもご協力申し上げたことが

あった。後で漏れお聞きしたところでは,その資料の

まとめに,先生は大変ご苦労なさったとのことで,そ

のときは知る由もなかった。続いて,74年度末には
,

岡山県の昆虫生虐、調査をお受けになり,こ のときは重

井先生に調査団長への就任を強 く希望され,ご 自身は

一団員 として参加され,私たち数名の者がメンバーに

お加え頂いた。県から与えられた人数枠 と期間は僅少

で,厳 しい条件下に置かれていたが,75年度からの 2

年間というもの誠心誠意県内を調べて回り,それなり

の成果は挙げることができたのではないかと考えさせ

て頂いている。

安江先生の思い出でもう一つ忘られないことに,文

献収集に並々ならぬご熱意をお持ちだったことがある。

常々あちこちお出かけの折 りには欠かさず古本あさり

をするとおつしゃっておられ,あ る時,稀朝本で知る

人ぞ知る「博物之友」を掘 り出され,岡大農生研図書

館にその一部を入れることができたと満面に笑みをた

たえながらお話 くださつたことがある。これには明治

後期の岡山県昆虫相の一面を伝える貴重な報文が含ま

れ,その一部をかつて「すずむし」誌上に招介させて

頂いた。また,ユ ンクの甲虫目録が揃いで同図書館ヘ

入ったのも安江先生のご尽力の賜である。

数年前上京 した折 り,国会図書館で文献を探索 して

いたところ,ひ ょっこり安江先生にお会いし,懐かし

さのあまり, しばらくお話 しさせて頂いてお別れした

ことがあった。定年退官後 も文献を大切にされながら

研究を進めておられるお姿に,頼 もしさを感 じさせて

頂いていたのに,それが最後のお別れになろうとは。

謹んでご冥福をお祈 り申し上げます。

(〒 710-0817 倉敷市大内937-8)
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安江先生の思い出

私にとりまして,安江安宣先生の最新のイメージと

いえば,かれこれ20年 ほども前のことになりますが ,

1980年 3月 ,先生が元岡山大学農業生物研究所 (現岡

山大学資源生物科学研究所)の所長を最後に退官され

て郷里の東京へ引き上げられる時の,と てもお元気そ

うな先生であり,その面影です。然るに,こ の度突然

の言卜報に接 し,我が耳を疑った次第であります。ここ

に,先生 との思い出を幾つか述べさせて頂 くことで
,

いささかでも受けた御恩に報いることができれば幸甚

であります。

前列右端が安江安宣先生,後列左端が筆者

先生は,倉敷昆虫同好会のために,先生の研究室を

解放 して下さいました。土曜日の午後には仲間と共に

しばしばお邪魔させて頂 き,湯茶のお世話にもなりま

した。このように,ア マチュアである私共を分け隔て

なくいつも暖かく迎えて下さいました。また,同好会

の例会や採集会などの諸行事にも気軽にご参加下さり,

ご指導を賜 りました。中でもご専門の生物気象学の立

場で研究を進めておられたオオニジュウヤホシテント

ウや ミヤマアカネのお話 しは印象深 く,今でも強 く心

に残っています。採集会にもよくご一緒 して下さり,

近 藤 光 宏

フィール ドの大切さや楽しみ方を,肌 を通 して教えて

下さいました。写真は,先生とご一緒に恩原方面へ出

かけた際,一夜の宿としてお世話になった国民宿舎白

雲閣前にて,出発前に先生が自ら映して下さつたもの

です。多少映 りが悪いのはスライドからプリントに起

こしたもので,当時の写真技術ではこれが精一杯だつ

たのではないかと思います。今となっては先生から頂

いた大変貴重な写真であります。そして,先生がご案

内して下さったのは,赤和瀬渓谷の更に上流奥地にか

かる県下では著名な岩井滝です。この滝は珍 しく滝の

内側に人が入ることができて,内側からレース状に落

ちる滝を通して見える景色は格別きれいで,機会があ

れば今一度訪れてみたい滝の一つです。

以上のように,今日まで同好会が存続 し,発展 して

きたのは先生の暖かいお支えがあったからであり,先

生は倉敷昆虫同好会の育ての親と申し上げても決 して

過言ではないと思います。

次は,やや私的なことになり恐縮ですが,先生のお

蔭で,私 にずいぶんやる気を持たせて下さつたことが

ありました。それはある日のこと,大学のゼ ミの席で

発表の機会を与えて下さつたことです。発表内容は
,

マダラナギナタハバチの生態に関するものでした。ま

だ,国内ではこの種の生態は全 く解っていませんでし

た。そこで私は,教 え子の一人である本会会員三宅宗

夫氏 との共同研究の成果を披露させて頂きました。今

から思えばこのようなことは最初で最後であって,先

生のご配慮によつて忘れ難い思い出の一つとなってお

ります。

末筆になりましたが,かつて先生に大変お世話にな

りました倉敷の地より心からご冥福をお祈 り申し上げ

ます。

(〒 7100046 倉敷市中央216-14)
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林匡夫先生の死を悼む

先生にお目にかかつたのは,大林一夫先生 (当 時岐

阜県在住のカミキリムシ研究家)に ご紹介され,昭和

19年 (1944)に 大阪平野町のお宅を訪問したのが初め

てである。袋物屋の店先で,和服に前掛姿でお客の相

手をされておられるのがご本人と知 り,一瞬驚いたの

が印象に残っている。その年,関西昆虫学会報に「本

邦産ニセハムシハナカミキリ属に就いて」の論文を発

表されるなど,既にその後の多量の業績が始まってい

たのである。

その頃まだ新幹線は開通 しておらず,林 。大林両家

の訪間には,ま ず林先生宅に一泊 し,翌朝奥さんの手

弁当を頂いて大林先生宅へ,又 はその反対のコースで

年に何度かお邪魔 した。物資の不自由な時代に,カ ミ

キリ好きというだけで,嫌な顔 もされず奥様共々お世

話頂いたり,昭和20年岡山市の空襲で我家が被災した

時には,文献 。標本に両先生より物心共にご援助頂い

たのを,感謝の気持で何時も思い出します。

戦後暫らく倉敷にいた時,大原農研 (現在岡山大学

附属図書館)にある文献の複写をよく頼まれた。

その時代コピー機は無 く,タ イプ用紙 も手に入らな

かった。その為,当時新聞記者をしておられた大林先

生より記事の原稿を書 く紙が届けられ,友人にタイプ

ライターを借りて,印字の勉強をしながら鍵を叩いた
のも懐かしい思い出である。

昭和30年 (1955)に 「原色日本甲虫図鑑 (上)甲虫

篇」を出され,昭和36年には,ヒ メハナカミキリの論

文で北大農学部より農学博士の学位を授与された。

昭和39年大阪城南女子短期大学の教授に迎えられた

が,こ の年に大林先生が亡 くなられた。

昭和44年 に「原色日本昆虫生態図鑑カミキリ篇」を,

昭和59年に「原色日本甲虫図鑑Ⅳ」を出版され,その

間渡米されるなど外国の学者と交流を深められたり,

東南アジアに出掛けられ,沢山の報文を発表されるな

ど,その頃が一番油の乗った時代であった。

昭和47年山陽新幹線が開通 して,お訪ねするのが楽

になった。昭和50年 頃には,先生 も在職中の大阪城南

女子短期大学の家庭科女子生徒を視察のために引率さ

れて,毎年の様に来岡された。その時は夕食をご一緒

し,標本を見に来られた。

先生は,お手紙の字から想像される様に几帳面で
,
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黒 田 祐 一

その上グルメであった。お宅にお伺いすると文献と標

本箱の山に囲まれた部屋で,正座された膝の上でコー

ヒー豆を挽いて煎れて下さるか,香 りのいい紅茶にブ

ランデーを入れて出して下さった。お茶を頂きながら

その時々の話を伺ったり,私の職業柄健康の質問をよ

くされた。

平成 2年奥様を亡 くされ,子供さんがおられなかっ

たので,全 く一人になられた。これからは落ち着いて

研究ができると言われていたが・・・H

1995.5.28 岡山ネオポリスにて

後 :左より林,八木,野崎,刀身 前 :筆者

平成 9年 5月 に,モ ンクロベニカミキリの調査のた

め,虫友 3人 と来岡された。先生 と採集をご一緒 した

のは,こ の時が最初であった。目的の天牛は時期が既

に遅 く,それではと言うことで,その頃虫界を賑わし

ていたヤノコモンタマムシを採 りに岡山ネオポリスに

ご案内した。写真はその時のもので,こ れが最後の写

真になろうとは思いもしなかった。

平成10年 9月 ,甲 虫学会の例会に初めて先生が欠席

され,10月 になり幹事が′亡ヽ配 している所に言卜報が入っ

たそうである。先生 とのお付合いは半世紀以上に及び
,

その間言葉に尽せぬご厚情を賜わったままに終わった

のは残念で, もっと長生きをして頂 きたかった気持で

一杯である。ここに心よりご冥福をお祈 りいたします。

(〒 7000836 岡山市中央町36)
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佐藤清明先生と岡山博物同好會

倉敷昆虫同好会は,「岡山博物同好會を母体として

誕生 した」 といってもよいのではないでしょうか。

終戦の年が暮れようとする昭和20年 (1945年 )12月

27日 。まだまだ人々の心もうつろ,物 も無かった頃。

と云うよりも,日 本中の人が毎日毎日を,ど うやって

生 きてい くかに懸命だった頃,と 云った方がよいで

しょうか ?そんな中で,岡 山博物同好會は早々と元気

な産声を上げました。

本部 (事務局)は ,大原農業研究所 (現岡山大学資

源生物科学研究所)昆虫研究室内でした。

清心学園の佐藤清明先生が会長で,大原農業研究所

の昆虫部長でニカメイチュウの越冬生理に関するご研

究に専念 しておられた故深谷昌次先生が顧間を,更 に

昆虫関係では岡山農専教授の小泉憲治先生,大原農研

の小阪和彦先生その他の方々がリーダーとしてご活躍

されていました。

誕生 と同時に,活発な活動が開始 されたようで
,

1947年 7月 に発行された『岡山博物同好會會報,予報

ソノ 6』 から2,3抄出してみると,「岡山博物同好會

は,岡 山県を中心として,博物文化に関する諸研究を

自由に行う目的で,終戦後まっさきに結成した。総ベ

て博物文化を愛好する人は入会できる。現在会員数約

100名 。現在までに,例会を16回 ,総会を 1回 開催。

東京,京都,横浜に支部がある」ことなど。

そして「第12回例会 (昭和22年 1月 5日 :大原農研

講堂)の 内容の記述や寄せ書き」が載っています。

会
0

小  野 洋
*

この時代,既 にこのような種類の活動が展開されて

いた岡山県は,全国的にも珍 しい存在ではなかったで

しょうか。

当時学生時代の黒田祐一先生,故重井博先生,山川

東平先生は,早 くから入会,ご活躍されていて,既 に

例会や総会の場での活発なご発表の様子などが掲載さ

れています。

倉昆の現在の幹事で,いわばシエアに属する人たち

は,1947年 (昭和22年)頃から参加されているようで
,

メモが残されています。旧制中等学校の 4年生以下の

学年の生徒でした。

佐藤清明先生は,いつもお元気いっぱいで,お顔の

艶も血色もよく,大 きな声で明るく話 しをされました。

殊に青少年と話されるときは,笑顔を絶やされません

でした。永年フイール ドで鍛えてこられたからでしょ

うか,足 も速かったように思います。

いろいろな行事の前には,確実ていねいに,周到な

準備をされていました。 2, 3年後には,私 たちも準

備作業のお手伝いに参加させて頂 くことも多 くなりま

したが,その際にも大切なことをいろいろご指導頂き

ました。

私たちが入会させて頂いた1947年 には,毎月のよう

に行われる例会 〔5月 以後は,第 15回 (5月 11日 ),

第16回 (6月 7日 ), 第17回 (9月 7日 ), 第18回 (10

月 5日 ),第 19回 (11月 2日 ),市民講座 (倉敷商工会

議所),第 20回 (12月 21日 )〕 以外にも,次のようにた

くさんのイベントがありました。

5月 4日  阿哲峡 (井倉,方谷間)採集会

当時,道路は細 く, もちろん舗装などはなく,

車 もめったに通らない状態で,採集観察には絶好

の環境でした。約60名 ほどがゆっくりと歩いて採

集,衣掛の滝でムカシ トンボが採れた (岡 部幸吉

氏採)の を記憶 しています。

6月 8日  神庭の瀧採集会

7月 6日  臥牛山採集会

7月 11日 ～12日  昆虫講座 (倉敷高等女学校講堂 )

12日  岡山博物同好含臨時総会

8月 3日  カブ トガニ産卵見学会 (小田郡金浦町)

8月 11日 ～13日  伯者大山採集会

12月 8日 ～10日  昆虫標本を天覧に供う

* 〒7100801 倉敷市酒津2580-50
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天皇陛下,岡 山県下に3日 間御巡幸,御滞在の

際,御宿舎有隣荘に持参,御座所,御座右に置い

て御覧を願う。 (2箱 25種 )

その他年 1回 「学徒博物コンクール」が盛大に行わ

れ,毎年たくさんの参加者があ りました。 (大 原農研

講堂)ま た,全国的にも有名な講師の方々を,お招き

しての講演会がたびたびありました。

ほかにも行事としては

◇ 皇太子殿下行啓の際の昆虫祭 (東京)その他での

研究発表の図表展示

◇ 池田動物園,後楽園 (植物)等の観察会

◇ 虫供養 (観龍寺)〔第 4回 虫供養の様子は「すず

むし」vOl.1,No12に 詳しい〕

など印象に残るものがたくさんありました。

ともあれ佐藤清明先生,深谷昌次先生をはじめ大勢

の先生方のご努力で,岡山博物同好含の様々な活動を

40

通 して多 くの人々が,自 然探求のスピリットを身に付

け,フ ィール ドでの自然とのふれあいの楽 しさを知る

ことができました。

当時の先生方のご指導,大原農研,岡 山博物同好含

が,人々に与えたアプローチ,普及,育成についての

ご功績はきわめて大 きなものがありました。

ここに謹んでご冥福をお祈 りいたします。

卜‐―――――,寄出い オヽ幸――…

晩夏に採集 されたクロスジギンヤンマに

ついて

大 島 康 宏

クロスジギ ンヤ ンマ スηαχ扇動 sθイαlllS πづgγψ s

θイα′%s OGUMAは 同属のギンヤンマとは,胸部側面に 2

本の黒条を持ち,腹部がやや黒っぽいことから区別で

きる。

本種の出現時期は東海地方では4月 上旬から6月 下

旬 とされてお り (石 田ほか,1988),高知県において

は3月 下旬から10月 中旬とされている (浜 田,1991)。

夏から秋にかけて出現する個体は 2回 目の発生と考え

られ,南の地方にいくにしたがって 2回 目の発生が起

こりやす くなっているようである。

岡山県においては夏から秋にかけて出現する本種の

記録は珍 しいと思われるので報告する。

1♂ ,岡 山県川上村蛇ケ山L湿原,20.Ⅷ .1998,

筆者採集・保管 (写真 )

引用文献

石田昇三・石田勝義 。小島圭三・杉村光俊,1988。 日

本 産 トン ボ 幼 虫・成 虫 検 索 図 説,72pl S.1
105igs.,140pp.東 海大学出版会,東京 .

浜田康,1991.土 佐の トンボ,183pp.高 知新聞社 ,

高知 .

(〒 7138122 倉敷市玉島中央町1-20-7)
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総社市のクモガタヒョウモンの記録

中 村 具 見

クモガタヒョウモンは,ヒ ョウモン類の中ではもっ

とも早期に出現する種 として知 られているが,他の

ヒョウモ ン類 と同 じく,最近ではあまり見 られな く

なってしまった。

岡山県内では吉備高原地域以北からの報告例が大部

分であり,瀬戸内沿岸の平野部からの記録は多 くない

ようである。

筆者は,吉備高原地域 と瀬戸内沿岸低地帯の境界に

位置する総社市西部で本種を得ているので,県南部に

おける分布資料の一つとして下記のとお り報告 してお

く。

1♂ ,総社市久代 。田広木 (180m),10.Ⅵ 。1995

時期的には少し遅かったせいか,やや飛び古 した個

体であった。   (〒 719-1134 総社市真壁1048)

トゲナナフシ岡山県初記録なる」の訂

近 藤 光 宏

[本誌 (133):May 20,1998]に 発表 した表記並び

に報文中 (pp.22-23)に 誤 りがあったので,訂正す

る。

トゲナナフシを県内初記録 として報告 したが,大野

正男先生からの私信により,今からおよそ90年前すで

に記録されていること,及び新たな分布地が下記のよ

うに分かった次第である。

(過去の文献 )

鈴木一郎・佐武正一,1907.岡 山県産虫報。博物の友 ,

7(40):pp.151-152.

鈴木一郎・佐武正一,1908.岡 山市付近の昆虫.博物

の友, 8(56):pp.271274.
(記録のある県・島嶼部の追加分 )

千葉,東京,神奈川,静岡,愛知,長野,石川,福井 ,

奈良,和歌山,岡山,山 口 ;香川,徳島,愛媛 ;長崎 ,

福岡,大分,熊本,宮崎,鹿児島 ;三宅,八丈,壱岐 ,

五島,屋久島,奄美,沖縄

この度,あ たたかいご指導を賜 りました東洋大学教

授大野正男先生に,深 く感謝申し上げます。

(〒 7100046 倉敷市中央2-6-1,

倉敷市立自然史博物館 )

ｒ

正

倉敷昆虫同好会会員J 〈1987年 (昭和62年 )11月 22日 改正)

1。 本会を「倉敷昆虫同好会」と称する。

2.本会の本部を倉敷市中央町 2丁 目岡山大学資源生

物科学研究所内におき,事務連絡先は倉敷市幸町倉

敷昆虫館内にお く。

3。 本会は昆虫学に関するあらゆる研究を行い,その

進歩普及をはか り,あわせて同好者間の親睦を増す

ことを目的とする。

4.前項の目的を達成するために,次の諸事業を行う。

(1)随時採集会,懇談会等を行う。

(2)機関誌 “すずむし"を 年 1回以上発行する。ま

た,連絡紙 “KORAKON"を 年数回発行する。

(3)そ の他目的達成のため必要と認められる行事を

行う。

5.本会の行事年度は毎年 4月 1日 に始まり,翌年 3

月31日 に終る。

6。 年令,性別を問わず,昆虫に関心を有し,本会の

趣旨, 目的に賛意を表する者は誰でも本会に入会で

きる。

7。 本会の会員は機関誌の配布を受け,こ れに執筆 し,

又懇談会など本会の行う諸行事に参加することがで

きる。ただし,会費年2,000円 を前納 しなければな

らない。会費滞納が 2ヶ 年以上継続 し,通知 しても

連絡のない時は自然退会とみなされる。

8.退会せんとするものはその旨を本会事務所に申し

出ること。ただし既納の会費は返付 しない。

9。 本会には幹事若干名をお く。

10。 幹事の任期は 3年 とする。ただし重任を妨げない。

11.幹事改選は紙上連絡により,投票をもってこれを

行う。

12.本会の運営に関する事項,会則の変更及びその他

細則については幹事会がこれを行い,紙上に発表 し,

会員の承認を得る。
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