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Symphyta(広 腰 J二 日 )第二報

近 藤 光 宏

去る1959年 10月 18日 ～20日間山大学農学酬Sで 開1従 された日本昆虫学会第19回大
会に 。倉敷昆虫lpl好会の小野洋氏と共に臨席して,Symphyta の権威者である兵庫晨科大
学助教授奥谷頑―先生にlH~l定 して頂いたところ ,次に上げる Tenthredinidao l l腫
Argidao 5種の記録が確認されたので ,V01.lo Nal P4″ ハバチ第一報クrC引 続巷″
Sy mphyta第二報として御報告致しまキ。
〔TOnthredinidao lハ バチ科

1. Dolerus japOnicus kirby
オスグロハバチ

倉敷市黒田 (1♀  1952,4,6)
箱 根  (16 1952.5,30)
鎌倉八llb撹内 (1♀  1952,5,31)
力ヽって 。東京方面修学旅行の際 〕採薬 した思い出の種である。

体長 8″内外 .北ヒ厚道 。本州 。九州に /Jk布 じ各地に普通で・成虫は早春に発生する。幼虫
はスギナ脅食す。雌の体がニホンカブラバチの ようlC黄障であるのに・雄は ,腫 名のごと〈
全体黒色で一 見別種のようである。

なか .Symphyta の採集は・で きるだけ ,雌準をろぇ てなされることが望ましい。本
種のように雌雄相連するものが ,/J3な り居るようである。

2. 00rymbae nippOnica Tak7ouchi
フ トコシジ Fハバチ

新見市井倉 (1♀  1959,5,3)
本会員の方 々と井倉方谷間の採集行を試みた際記録している。
日本全土に極めて普通で成虫は 5・ 6月 項に発生する。幼虫は クマイチゴ .カ ジイチゴ 。

ダイコンソウなどの葉を食すことが知 られている。雌に比 し ,雄の llll体は小型である。本科
の ものには・年 1回発生の ものが多 く 。本種もそ うである。

3_ Siobla ferox smith
オオロシアカィヽバチ

新見市井倉 (19 1959.5.3)
前種の記録と同行機の際得た もので 。日本全土・支那にか布し ,各地に極めて普通である

が ,倉敷付近の純平地には あまり多 くないようである。

成虫は .5・ 6月 LA‐ に発生する。幼虫は ,ィ タドリ・スイバ ,ツ  フネソウなどの葉を食
す。その後数1固 体を記録したので追記 しておきます。

高梁市広瀬 (366 1960.5.22)
大山    (466 1960,7.3)
新見市井倉 (26  19611507)
前種に同じ〈・雌に比して雄の個体は ,小型て 。別種のようである。本種に関しては筆者

も・り1々 に三度同定をお願いしたようなことです。
4.Macrophya apica■ is smith

ツマジ ロクロハバ チ

新見市井倉 (1♀  1959,5.3)
新緑の若木の肩1を 活発に飛来 していた ものを他のハバチ数1同体と共に採集した。
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日本全上の山地に睡めて普通で ,成虫は .5～ 7月 頃に発生 。幼虫は ,ニ ワトコの葉 `き 食

す。
″
新昆虫 ″並び1/C″ 生態昆虫 夕に ,本 種1/Cつ い て・食草(1‐近の他の植物に産卵する奇習

のあることが記されていた。

ュ Macrophya coxalis Motschu■ 8ky
ク ロハ ′(チ

倉敷市黒田 (19 年月日不明 )

新見市井倉 (16 1959.5.3)
日本全上に

'布
し ,各地に極めて晋通で .成虫は 4～ 5月 噛に発生する。

その後 .倉敷市連島・町の川辺 りに ,早春芽をふく。ノイバラの葉上において 。相継いで雌

雄合せて ,40固体を記録した。中には 。産卵中 ?の ものもあり,幼虫は 。おそらくノイバ

ラを食す ?も のと思われるが ,今だrC食草の確認はなされていない。

なお 10旧体の採栗手月日 .場所 。雌雄ガ」17Cつ いては ,紙をあらためて記すことにする∫
6. Lagidina irritans Smith

クロムネハバチ

倉敷市黒田 (16 1959.5,10)
本り11・ 四国 .九ノ11の 各地に極めて昔通で・成虫は 5月 頃に発生する。色彩には変化多い雌

雄の区別は .雄の後翅には中室がないことでわかる。幼虫は・カキ トウシの葉を食す。

その後 ,各地で計 91固 体を採果じ .ま たその中lrc.近 似種が同 じ場所で発生していること

がわか り .後 目盗理 して報告致 します。

7. Tenthredo■ la hilarie smith
ハ ラナガ クロハパチ

新見市井倉 (1♀  16 1959,5.3)
日本全土 。東シベ リアにか布する。各地にやや普通で ,成虫は ,5～ 6月 噴 1/C出 現する。

8. Asiemphytus deutziao Takouchi
ウ ツギ ハ バ チ

新見市井音 (19 1959.5.3)
本州・ 四国・ 九州の各地に普通で ,成虫は 5～ 6月 頃に出現する。幼虫は ウツギの葉を食

す。

9. Atha■ ia ■ugens infumata Mar■ att
クロムネ カプラバチ

倉敷市連島1■ (16 1959.5,20)
倉敷市山手村 (16 1959,6.22)
保育社「 原色日本昆虫図鑑 」及び北隆館「 日本昆虫図斌 」には ,セ グロカプラバチとあり。

和名に くい ちがいがある。

Atllal i a属 他の 2種 との相違 点については後日記 したい。

本電′It,日 本全土に極めて普i由 に産じ・幼虫lrl.十 字科植物の菩虫で 。年数回発生する。

その後 D官敷市連島Jr内 をは じめ・各地で 48個卜を記録 している。

10. Tentl redina nigropiCta smith
クロムネオオハバチ

倉敷市黒田 (266 1959。 5010)
いつ も行 く黒田を少し登ったところの クヌギの葉上を高 く旋廻している本種に気付 き・三

本つなぎのネッ トをかまえ待期したが .よ ういに下向せず .20分位 してやっと採集できた。

生時は・鮮かな青緑のしまもようを見せ ていたが .死後漂本にしてから .相当黄変した。

成虫は 5～ 6月 噴発生す るが・その他の項 1/Cつ いては記 され ていない。

その後 1960.5,16同 地にで466を 採集 l′ たが ,雌はまだ記録 されていない。

11. Tenthredina f■ aViね O Mar■ att
トカ・リハチガタハノくチ

新見i打 井命 (10X1950,5,3)
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和名のごとく ,本種の外観は・スズメバチ科のアシナガバチ ,中で もホシアシナガバチ

(同所にて ,同 日に 2個体を記録している )に 酷似している。 Sy mphyta の ものは ,剣

を持たないが ,自 然に我が身を保護 しておる0か もしれない。

本州に普通に産する ,成虫は .5～ 6月 頃に発生 ,幼虫は .ヤ マホ トトギス等の百合科植

物 (サル トリイバ ラ・シォデ 。ウバユ リ)が知 られている。

〔Argidao〕 ミフシハバチ科

12.  ArgO simllls VollonhoVen
ル リチュウレンジ

倉敷市住吉町 (19 1951,7D25)
″   (10X195205.2)

香川県量島  (19 1952,5.30)
新見市井倉  (・ 16 1959,5.3)
日本金土・台湾・ 支那にな布じ 1年牧回発生する。成虫は 5～ 9嗅まで見られ・幼虫は

ツツジ類の葉を食す。

筆者宅の庭のツツジ (キ リシマ ?)に 多発したこともある。

その後・倉敷市内 .高梁市・渋田部逓照山 寺で計 18個体を採集 している。

1&  ArgO captiVa smith
ニレチュウレンジ      '
児島市彦崎 タコラ山 (10X1952.503)
保育止「 原色日本昆虫図鑑 」1/C lr■ .ム ネアカチュウレンジとあり ,和 名は異っている。

奥谷先生に答合せた結果 ,Afge rojecta kirbyヵ タァヵチュウレンジと区別じ

がたいので ,Arge captiva Smithに その幼虫の食卓から .ニ レチュウレンジの

和名を付しているとの ,お 答えがありました。和名はなかなか統一しにくい しつい別の和

名をつけたりすることが あるのでなるべ 〈学名を憶えて下 rぃ とのことである。

北隆館の幼虫図鑑には ,ニ レチュウレノジ(奥谷 )と ある。

なお rOjectaと  c aptiva の区別については ,各図鑑に よって・発生回数 も
ちがってお ク .後日をまって ,合せ て記したい。

北海道 ち本州・四国 。liin鮮・ 支711;の 各地に普通で .成虫は ,5月 頃に発生する。幼虫は
ニレ類の葉を食す。

その後 1960。 5,7に 新見市井倉で ,ユ レの葉上に 。か弱〈 .静止せる雌雄数個体
密得ている。また倉敷付近でも 。次下の記録をみた。

倉敷市連島』I(10X 1961,5,13)
倉敷市運島町 (20XX 1 961.5。 16)

14.  Arge pagana Panzer
チュウレンジハチ

児島市彦崎 (10X 1952.6.15)
1961年 5月 上旬・ノイバ ラの葉上rCい た本種と思われる幼虫十数個体を持ち帰 り ,

飼育したところ 。まもなく・落彙の下に .5個体営繭 (長径 1)～ 12″ )短径 5～ 6″ )

をし ,内 2個 体羽化する。奥谷先生 も紙上で述べられてt/nる 様 ,本 属幼虫の飼育は .相当
困難である:

なか 。本種に酷似せる 。ニホンチュウレンジバチとの区別ができず ,は っきりしたこと
はいえない。

その後の記録を上げると次下の様である。

合敷市連島町  (10X1960,9.10)
仝  (10X1961,4.22)

日本全土 .朝鮮・北支・シベリシ・欧州に広〈分布し,日本では ,やや稀で ,成虫は ,

4～ 10月 頃まで見られる。幼虫は・
パ ラの業を食す。

15_ Arge nigrinodooa Motschulsky
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アカスジチュウレンジ

倉敷市黒田 (19 1952,5,5)
新見市井合 (16 1959.5.3)
倉敷市黒田 (1♀  1959.5.10)
その後 ,1961年 5月 13日 .ノ イバ ラの新菫に産卵中の本種を採集した。鋸状の産

Jp管を相当深 く。挿 入してお り 。よういにはなれない。菫には ったて 11″位の切り目が

入ってお り。中rC 2個 の 。子L自 色にやや黄色をおびた卵を発 見することができた。

日本全土 .シ ベ リアに極めて普通で ,年数l_I代 を経過する。幼虫は・バ ラの葉を食す。

16。   Arge fulvicOrniS MoCeary
ツノキウンモンハハチ

大山  (19 1952,7,21)
Ar3じ jonagi Kirby ゥンモンハバチ余り多くないに酷似するが 。次の諸点が

相異している。

{リ ー般に小 iF//で 体長11物が 9″になる。

(2, 触角1首lの 隆起は元金でY字伏

(3)前縁脈も暗褐色
17.  DO■ Orus sP

本属の ものは ,ま だはっきりわかっていない。

倉敷市水江 (16 1952.5,25)
18。 Pachyprotasis 8p  本属のものも・,ま だはっきりわかっていない。

児島市彦崎タコラ山 (16 1952,5.3)
以上 ,第 1報に継いで ,Tenthredinidao l l種 .Argidao 5種 ・及び 。不

明種2計 18種 を掲上したが ,産 1也 ,威虫発生期間 ,1固 本の珍否 ,食草寺については ,保

育社「 ″F色 日本昆虫図濫J並びに北1逢館「 日1卜昆虫図鑑 Jを 全fm~的 に参照した。標本は ,

筆者宅に所蔵している。

文末になりましたが・t^つ も親切に仰指導お寄せ下さいます ,兵庫農大
'奥

谷llFl‐ 一先生

に深く|よ 翻する次事です。

ヒラアシキバチの記録 とその一生態断面

(記 録 )

1961手 10月 8日 ・倉敷市東町・鶴IF//山 南面の枯れたエノキ ?の大木で 。Symphyta
亜目Siricidao科に属する 。本種TremeX■ ongiCo■ ■ie KonoW ヒラアシキバ

チを目撃し。産卵中のもの ,3♀ ♀を採集した。

siricidaoキ バチ科のものは ,個体により体長に著 しい変化がみられ ,こ の3♀ ♀にも

全体的に大 きさの変化がみられた。保育社の原色日本昆虫図鑑には ,「 体長は ,Ill(産 卵管を

除き)30″内外 .本り11・ 四国・九り11・ 支那寺に分布し:成 虫は ,10月 頃に発生じ ,各地に

普通である。幼虫はエノキに寄生するJと あリー致している。また同社発行の幼虫図鑑には

「 キバチ科の幼虫は ,樹木の材部1/C穿子し)る が ,その生活史1/C関 しては殆んど不明である J

(奥 谷 )と 述べられており・FIL tt 1/Cあ たいする。

宏光藤近
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次いて .産 J口の様子 .天敵等 ,観察したままをまとめてみすした。

(産」p)

エノキは ,径約 1・ 2″ .高 さ 10″位の枯れて 1～ 2年 lC

もなろうかと思われる大本である。産」pは 図 Fig(l)の 様な

体位で行われたのであろう。産」p管を幹にさしたまま死んで

いる。挿入の仕方には ,浅い ものや 。相当深 く入っている も

のさまざまである。 この様なl10体 を 44体 ・発見し得たが・
その半数位は・復部の一削Sと 産ツp管のみ残っており ,何かに

llli食 されていた。

産Jpし たまま死んている個体を・
エノキの幹 ,東西南北に

かけてみると次の様である。 Fig(2)

Fig(1) 産 Flp体 位

ク
リノ

l;)2
産卯管

写真より実写 したもの

Fis(2)ヒ ラアシヤ 九ヾD産卵方位

東面

南″

西 ″

Jヒ ″

8♀ ♀
30♀ ♀

6♀ ♀
0

高 l1  2～ 4″

1～ 5″

1-6″

5～ 6″ 以上 1/Cな ると ,視 界lr/C限 度あり目撃不可ヒ,従 って

各 8.30.6よ り多少 =個体数は多いと思われる。以上・
本種産ylJtま っ北 lffiに なく 。南1■に集中していることは 。おも

しろい。観察しているおりから .本腫 2頭が現われ 。しば ら〈旋回して ,産卵を開始 したが・
いずれ も・目光のあたっている威iを 選んでいた。丁度午後 2時 3 0 7Jk・ 太陽は ,南 々西に 43っ

たD数の上から ,日 射時間の長い南面に多 〈・短かい東西に少な〈なり ,日 光のささない北面
には産卵 しないともいえ よう

・
。何が・ツドの卵′化に影 きょうするのか 。それがいかに合目的的で

あるかは ,金 くわからないが ,大変興味 あること17Cは 間違いない。

(天敵 )

観察を続けていたところ・どこからともなくススメバチがやって来で 0産卵中の本種キバチ

にとびつ き .5～ 6秒間の後飛び去った。

しば らくして ,叉 スズメバチが現われ ,本 饉次の 1頭にさば りつ くようにして ,引 きまわし
ていたが ,産プロ管が相当深 く入っているので・飛び立つまでに ,か なり間を要 した。

結局 ,食いちぎり 。肉だんごにしているの′うヽあわれに も十バチの翅がまいかりて来た。無防薦
なキバチに とって ,ス ズメバチは ,大の天敵であろうか。 これて先に述べた 44個体の殆んど
が ,復部の―部と産卵管をのみ残していたことが理E解 できたわけである。

追 記

その後 0観察の結果と本種 ll■体を .念の為 .Sympllytaの 大家である兵庫農大 ,奥谷

積一先生にお送 りしましたところ 。本種にまちがいない ことがわかり。次の様な解答がありま
したので追記 してお きます。

「 安松京三氏の話では ,枯木(エ スキ)に 産卵するとのことです。小生。生きたものをみた
ことがありまビんのでよくわかりません。lLあ Si rexな どは枯木ご|〈 弱った本1/C産 卵して
完全に枯死させることが知られています。観察大変面白〈拝見しまし J

活動 しているセナガアナバチ

近 藤 光 宏

本種Ampulox amoona sta■ セナガァナバチは 。台所などにおける有名な誓虫であ

エ ノ キ  、
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るPeri p■ aneta japOnica ャマ トゴキプリ琴ずキプ リ科の天敵として知られている。
ハニ .ネ ズミと共に っ伝染病の媒 ,「 である。一時は・小児マヒ病原倅を媒介する//Dではない

かとさわがれた。夜行性のゴキブ リ1/Cは 全く手をやいている折から ,1961年 8月 28日 筆

者宅1/Cお いて昼下り .寄生蜂にみら
`tる

よう。アンテナをltし く交互に上下し・
ゴキブリの卵

を求めて 。次々に場所を変えていく姿を発見。大変翼しみを感じました。かわいそうだがネッ

トした。数日後・同じ場所で・別の個体を目撃することができて安心すると共に ,かなり活役

していることがわかった。

写真のように 。腹部より,胸 部が発達していて長く。その割に翅長が短かく。一見ロケット

のような独特の型をしている。

保育社の「 原色日本昆虫図鑑」には 3「 体長は 17″内外 .本州・四国・九州・対馬 。台湾

支那にオ布し ,こ れまでの記録では・本州におけるJヒ限は ,大阪であったが・京都詢勺でも発

見されている。成虫は .7～ 8強に発生じ人家付近に多いJと あり。図版は ,ミ ドリ色をして

いるが ,採集したものは .晨い空色をしており.色 彩の上でやや異っている。
なお写真は .払田勇氏の倒行為によるものである。

お と しぶ み

向山 でハ リサシガメを記録 す

去る 1 61年 10月 8日 ・やっと秋らしくなった空の もと 。家族ずれで ,近 くの丘・通称

日間山 (倉敷市向山 )に て ,さ さやかなレジ ャーを楽しんでいたところ・筆者実弟rcょ って 1

草むらを .く もに追われて逃げて行 く ,ACant hasp18 CinCtiCrus sta■  ハ リ

サシガメを発見することがで きた。

本種は ,北隆館「 日本昆虫図鑑 Jに みると 。「 体長 16Z/2内外 .本州及九り11に 産するも ,多

くない 」とされている。 また「 幼虫は .蟻を捕食し ,その屍を背上に負 う習性がぁる Jと のこ

とである。

近  藤 光  宏

科学作品展の中から Symphyta(広腰亜目

及び 2-3の Apocri ta(細腰亜目 )

去る 1961年 9月 15～ 13日
・倉敷 ,都窪地区の児童生徒発明工夫科学 作品展に臨席 じ

て ,その採集品を拝 見したが ,_中 に蜂を出品している児童生徒 も多 くいた。

夏中休暇を利用 した 。児童の作品であるから ,市内で採集した ものが多 く 。その点参考にな

ったので一応下記に基理しま した。

(Tenthrodinidao)ハ バチ科

Atilal i a ■ugens infumata Mar■ att
七グロカプラバチ

倉敷市酒津 (1960,8,1)東 中 2年  横田隆 夫

宏光藤近



倉敷市酒津 (196118012)メ 〔中 2年  平松孝之

倉敷市川入 (1961.8,12) 企.    全

A■ ■antuo ■uctifer sElith
ハ グ ロハ ′くチ

倉敷市川入 (1960。 7.13) 横田1墜夫
″   (1961,8,4)  平松孝之

Macrophya coXalis Motechu■ 8ky
ク ロハ バ チ

倉敷市川入 (1960,7,13) 質田隆夫

倉敷市平田 (1960,7,9)    ″

Macrophya carbonaria Smith
オオ クロハバチ

倉敷市川入 (1960。 8。 4)  Lit田 隆夫

(Argidao)ミ フシハバチ科
ArgO simi■ is Vol■ onhoVon
ル リチュウレンジ

倉敷市酒津 (1960,8.16) 黄田隆夫

Arge pagana panzOr
チュウレツジバチ

倉敷市向山 (196008010) 横田ドモ夫
三上山   (1961,8,7) 東中 2平  和坂 進

倉敷市川入 (196138.4)  ″    平松孝之

(SiriCiClao )キ バチ科

TremOX longico■ ■18 KonoW
ヒラァシキバチ

倉敷市鶴形山 (1961,8.5)al‐ 小学 1年 池田雅夫
発生は .10月 になっているが ,本種にまちがいはないと思う。
その他に・ダィズハバチ (岡山県特産睡 )?サ クラヒラタハバチ ?と 思われる もの もいたが

判明しない。

ヒラァシキバチについでは 。その他に

合敷市鶴形山 (1961。 7,′ 30)万 寿小 3年 山下俊
´
1

三上山    (196107.30)東 中 2年  和収 進
の記録があり ,発生lllrC問 題を残す。

(Adidao)ミ ツパチ科
ThyrOu8 japOnicuo Fri080
ル リモ ノ′ヽ ナ′ヽ チ

倉敷市り|1入  (1960,7.16)
本FI~に ついては .VO■ ,lo恥 l P3に 1960.8.2 倉放i何道島町 (近藤光宏 )の

記録がある。甚だ稀な挿であり ,ま だ寄tヒ がわかっていない。

(Lollc o3pi d_ae) シリアタ'コ ′(=升 ri
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Leuco8Pi3 ja・ pOnica Wa■ kOr
シ リアゲゴバチ

倉敷市酒津 (19 1960,6.6)
全  (16 1960,6.13)

讃田

仝

本種についても,す でに特異な形態をした種として ,V01.11・N01 P7に藤戸 ,広瀬 ,

彦崎(筆者 )の記録が報告されている。

織 会 却貝 勤 織

― 新 入 会 員 ―

90 林 憲一  都窪都早島けI矢尾 134の 2  矢掛 l訂 枚勤務
一 新 頑 問 ―

重井 博  倉敷市旭出J 重井内科病院院長

この度 ,倉敷昆虫同好会の新傾1町 として ,重井博先生を迎えることができましたので ,紹介

させていただきます。先生は ,学生時代より昆虫に強い題味を持たれ .戦中戦後にかけて ,特
に衛生it虫 を専攻されました。現在は 。倉敷市で内科病1亮 をIH業 。その方面で・非常にお忙じ

い毎日をi邑 ごされていますが 。本年には ,増築中の四階建ビルの階上に 。昆虫館を創設される

う1定 であり ,本会にとっても一転lulを 迎えることになると思われます。

会員の皆様と共に今後の発展をきずいていきたいものと思います。

多島 後 言己 "ψηつ

会員の皆様方には ,お変わりございませんか。大変遅くなりましたが ,こ こに
″
サず むし″

Vo■ ,11、こ2号をお届けします。

本号の編集に取りかかる頃には ,1961年 もすっかり押しせまり,相変わらず黒星を続け

ています。幹事の不手際も認めな〈ではなりませんが ,何 か検討すべきことを忘れているのか

もしれませ″v 現状をial批判下さい。

こうしたなう・にあって ,今夏頃から ,本会の為に債極的な御援助を頂ける :それ も占くから

昆虫に趣味を持たれている方が現れ意を強 くしています。会員皆様万の御協力によっては ,正

常な会誌発行の日も夢てはな〈なりました。 (K)

静

一編
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鴛「 1敷 市  華 圏T  T巨L..2875
3215

サ=ナ1警 :じ― .嚇 12犠華由攀   1蜘 :麟 蘊.撃 i黛 増霧3露1師

剛繋80年ぶ霧脚爾奪闘願胸

鼈    鋤山
1大

1学大撃.鋳 議‐鮨場覇鷲続

翻 者   書 藤 響 事 唇 轟 難 鐵 内|

倉 敷 轟 菫,同 婚 暴

鰯   簡 饉 印 翻


