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「すずむしJに発表された岡山県産カミキリ

ムシ類の分布資料 (■ 95■ ～■96■ 年分 )

岡山県のカミキ リムシ類については ,・r田 信夫・黒田砧―・間野幹男諸氏をは じめ ,多 〈の

人達によって調査されてきていますが 。オ布資料については ,lp■ 定の困難性 も手伝って ,蝶類

ほど .多 く発表されなかったように思われます。 しか し ,最近は種名同定のための よい参考書

も出版され。また平田信夫氏や胡野幹男氏の ように 。県内にあって ,活躍 されてかられる方もあ

り 。同定 も比較的容易に求められる情況になっているな りか ら ,カ ミキ リムシ類についても っ

もっと分布資料が ,公表 されてよいようlrc思 ゎれます。一方 ,最近 。「 すずむじ」のパ ックナ

ンバーが求められる頻度が高くなっているようですが ,自1刊当時の ものは 。全〈 .在庫がなく

最近号でさえ .3.4年 前の ものでな〈なるものさえ ,あ らわれている現状で もありますので

こ卜に ,一応・膚1刊以来 1961年 までの「 すずむじ」誌上に発表されたカミキリムシ類の分

布資料を集成再掲して。何かの参考に供させていただきたいと思います。
これから掲げます分布資料につきましては ,各種ごとに 。発表者と発表年代巻号 ,ベージ・

採集データを並べてありますが .原者表題は .はぶかせていただきました。なお 。多 くの資料

の中lrcは 。当然 ●疑間に思われる記録もあると思われますが・明らかに 。同定の間違いと思わ
れるもの ●あるいは

.・
不確定の■ゝに発表されたものにつきましては ,木尾へ番号を付さずに

再掲しておきました。
CERAMBYCIDAEヵ ミキリムシ科

PR10NINAEノ コギ リカミキ リ亜科
1. MOgOpie siniCaゥ ス′(ヵ ミ多トリ

白lll 昭(1951).1巻 4号 :P5〔 倉敷 lh‐鶴杉111330X. 1948年 .40X.
尾崎・山畑採 1949年 〕

小野 洋(1951).1巻 10号 IPO〔 倉敷市向市場 〕

倉敷昆虫同好会(1951).1巻 7号 ,別lfl,P4〔 倉敷市鶴彰山 〕
広瀬義弱(1953).3巻 5号 :P8〔 倉敷市鶴形山 ,20X近 藤採 。10X友野採 ,

エノキ樹表 ,1952年 8月 4日 ]

赤枝―弘(1955).5巻 9号 :P2[西 大寺近隣 ,燈火 。1954年 8月 3日 〕
2 Prionus ineularieノ コギ リカミキ リ

倉敷昆虫同女f会 (1951),1巻 7号 .別冊・P4〔 倉敷市鶴r//山 〕
ASEMINAEマ ル クビカミキ リ亜科

3.SpOndylis bupro3tOid08ム ネマル クロカミキ リ(ク Fカ ミキ リ)

倉敷昆虫同好会 (1951).1巻 7号 .別冊・
P4〔 倉敷市鶴形山 〕

LEPTURINAEハ ナカ ミキ リ亜科
4. TOXOtus reiniモ モグロハナカ ミキ リ

青野孝昭 (1958).8巻 2号 :P6〔 新見市西り1流域 .1
5。  Pidonia grallatrixォ ォヒメハナカミキ リ

青野孝昭 (1958).8巻 2号 :P6〔 新見市西川流域 .1
6_ AreaO■ pOna rubra ァヵハナヵミキ リ

958年 5月 25日 〕

958年 5月 25日 〕

秋山博志 (1961).11巻 1号 .P6〔 阿哲部毛無111付近 .l ex. 前田採 .196
1年 8月 1～ 2日 〕

7.Strang10morpha nylnphu■ a ニンフハナカミキ

昭孝野ゴ

… 1-
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秋山博志 (1961)。 11巻 l FJ‐ :P6〔 阿哲郡毛無山 1寸 近 夕10X。 前田採 ,19
61年 8月 1～ 2日 〕

8. LOptura aethiopsク ロハナカ ミキ リ

青野孝昭 (1957),7巻 2号 :P17〔 吉・術部高砲山付近 。1957年 5月 26日 〕

友野良一 (1957).7巻 2号 :P20〔 吉膚郡高磁は1付近・ 1957年 6月 2日 〕

青野孝昭 (1958).8巻 2号 :P7〔 阿哲部新Nler三 室 .ウ ツギ花上 。1958年
6月 22日 〕

9.LOptura arcuataッ マグロハナカミキ リ(ヤ ツポシハナカミキ リ )

倉敷昆虫同好会 (1951).1巻 7号
・ガ1冊 ,P4〔 倉敷市鶴形山 〕

友野良一 (1957).7巻 2号 I P20〔 吉蒲部滑irt山付近 。19571F6月 2日 〕

10. LOptura OchraCoofasCiata、 ョスジ″、ナカミキ リ

水野1/,七 (1952).2巻 9号 :P3〔 総社市豪漢 .161♀ 交尾中 .1952年 6

月25日 〕

秋山博志 (1961)。 11巻 1号 :P6〔 阿哲部毛無山 1寸近 。10X。 静j出 採 ,19
61年 8月 1～ 2日 〕

OERAMBYOINAEヵ ミキ リ亜科

ll. xystrocera g■ obos aァ ォスジヵミキ リ

倉敷昆虫同好会 (1951).1巻 7号 ,別冊 ,P4,6〔 倉敷市鶴形山 ,10X.倉
敷市住吉町大原農研内 .10X.]

小野 洋 (1952).2巻 1号

1951年 7月 3日 ]

水野弘造 (1952),2巻 9号

年 7月 16「J〕

占市景― (1954),4巻 l号

ЬJ〕

赤伎―弘 (1955).5巻 9号

P3〔 倉敷市住吉町大原濃研内 .10X. 燈火・

P3〔 総社市本町 ,10X.ス ズラン燈 .1952

P5〔 児島 1部郷内村尾原 .饉火 .1953年 8月 1

P2〔 西大寺市金岡 ,燈火 ,1955年 6月 14日 〕

12.Ma■ ■ambyx raこ こoi ミヤマカミキ リ(ヤ マカミキ リ )

自神 昭 (1951).1巻 4号 :P5〔 倉敷市鶴形山 11950年   月7日 〕

言敷昆虫同女子会 (1951),1巻 7号 "別冊 ,P5.6〔 首敷市鶴形山 〕

小野 洋 (1952),2巻 6号 :Pll〔 倉敷市羽島山 ,10X。 西藤採 。1951
年 8月 20日 〕

小野 洋 (1952),2巻 8号 :P9〔 倉敷市鶴形山 .16.木 広採・ 1952年 7

月 1311]
赤枝一弘 (1955),5巻 8号 :P3〔 和気部熊山週丼大 滝山 ,小学生採 ,195

5年 7月 21目 ]

秋山博志 (1961),11巻 1号 :P6〔 阿哲都毛無山付近 .10X, 1961年 8

月 1～ 2日 〕

13.PS endi〕 0■ OSthOs Chry80thrixキ マダラヤマカミキ リ(キ マダラカミキ

リ )

白神 昭 (1951),1巻 6号 :P4〔 官敷市鶴形山 ,1♀ ・燈火 ,1951年 6月

28日 ,倉敷市羽島山 .1951年 5月   日 〕

倉敷昆虫同女子会 (1951).1巻 7号・ Ull冊}.P5.6〔 倉敷市鶴 7//山 :19.倉 敷

市羽島山 16〕

占市景― (1953),3巻 8号 IP30〔 倉敷市藤 戸町藤戸 .16茅野採 .1947
年 7月 29日 1

赤校一弘 (1955).5巻 7号 :P6〔 西大寺市芥子山 ,1601953年 8月 2日 〕

14_ StOnygrinum quaarinotatum ョッボシカミキ リ

倉敷昆虫同好会 (1951)。 1巻 7号 ,別冊 ,ID 4〔 倉敷市鶴影山 〕
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友野良― (1957).7巻 2号 :P20〔 吉浦部昭和暉T高だ山誉l近 。1957116月
2日 〕

15_ Stenhomalus C■ Oroidalヵ ッコゥメダカカミキ リ(ニ セア リモ ドキカミキ リ)

小野 洋 (1956).6巻 1号 :P3〔 児島部タコラ山 ●l ex.1952年 6月 1

5日 〕
16.Pyrestes haomatiCu8 クスペニヵ ミキ リ

赤技一弘 (1955),5巻 9号 :P2〔 西大寺「

"龍

の日頂上 D飛翔申 。1955年 6

月22日 〕

秋山博志 (1961).11巻 1号 IP5〔 阿哲都毛無山 ,10X。 1961年 8月 2

日 〕

17.Loontium ViridOホ ソアォカミキ リ(ミ ドリカミキ 11)

倉敷昆虫同好会 (1951)。 1巻 7号 ,ガ J冊 ,P5〔 膚敷計ラ瑶形山 〕

18。  C al■ ldium rufipemO ヒメスギカミキ リ

倉敷昆虫同好会 (1951),1巻 7号・別冊 ,P5〔 倉敷 r打鶴形山 〕

近藤光宏 (1952)。 2巻 5号 ,P3〔 都窪部清音付黒田 .1952年 4月 6日 ]

小川大右 (1953),3巻 5号 :P6〔 物 見峠 。19.531F5月 10日 〕

19。  xy■ Otrechu8 ChinenSiS トラカミキ リ( トラフカミヨヤリ)

青野孝昭 (1・ 951),1巻 3号 :P7〔 真庭都伸庭 .6月 23日 ]

倉敷昆虫同好会 (19・ 51).1巻 7号 ,別冊・
P5〔 倉敷 FI.場 形山 〕

水野弘造 (1952).2巻 9号 :P3〔 都窪郡情音付請音駅付近・ 80X。 〕

20. Xylotrechtle cuneipentlis ゥスィロトラカミ=ヤ リ

青野孝lld(1958),8巻 3号 :P7〔 阿ti部大性田I雄山 .1958年 8,17日 〕

秋山博志 (1961),11巻 1号 :P4〔 阿哲部毛無山 ,1961年 8月 1日 〕

21. Xy10trecllus omaciattlSニ ィジマ トラヵミキ リ

青野孝昭 (1958),8巻 3号 :P7〔 阿哲郡大 饉J「 雄山 .1958年 8月 7日 〕

22.  Xy10trechus lautusズ マル トラヵミキ リ

小野 洋 (1961).10巻 2,3,4号 :P9〔 阿哲峡 ,石下 ,近 藤採 ,1961
年 4月 16日 〕

23. 0■ ytu8 melaOnus シラヶ トラカミキ リ

青野孝昭 (1958),8巻 2号 :P7〔 阿哲郡 新郷町三室 .1958年 6月 22日 〕

24. Oy rtoO■ ytus caprDid00  キスジ トラカ ミキ リ

若林I[史 (1957),7巻 2号 :P20〔 吉備部昭和町 槻 。2f Xl 風早採 ,195
7年 6月 9日 〕

25. ChlorOphOrus annu■ aris 夕ヶ トラヵ ミJト リ

倉敷昆虫同好会 (1・ 951)。 1巻 7号 ,別冊|.P5〔 倉敷市鶴 fF//山 ]

船越俊平 (1958)・ 8巻 1号 :P5〔 倉敷市水島栄llT,1954年 7月 3日 〕

26. Oh■ OrOphOrus japoniCuSェ グリトラカミキリ

青野孝昭 (1957),7巻 2号

26』 〕

青lJf孝昭 (1957).7巻 3号

船越俊平(1958)38巷 1号

青野孝l14(1958).8巻 2号

小野 洋(1955).5巻 7号

友野良― (1957)。 7巻 2号

青断孝昭(1957),7巻 3号

青野孝昭(1958).8巻 2号

P17〔 吉蒲郡昭和出I槻 .6ox。 1957年 5月

Pll〔 吉11ほ (1`1営 iだ山4ヽ 1・近 .1957年 6月 23日 ]

P4〔 含敷 I打水島栄町 ,1954年 5月 5日 ]

P6〔 新見rll‐ 西||1流 域 ,1958年 5月 25日 〕

P3〔 新見市矢の峰 。1955年 7月 31日 〕
P20〔 吉備部高滝山付近 。1957年 6月 2日 〕
Pll〔 吉併打郎高滝山付近 .1957年 6月 23日 〕
P8〔 阿哲郡新郷町重藤 .10X。 1958年 6月

22日 〕

青野孝昭 (1958)8巻 2号 :P9〔 阿哲郡田治部・ 1958年 6月 24日 〕
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秋山博志 (1961)。 11巻 1号 :P4〔 阿哲部毛無山 .1961年 8月 1日 】
27.Ch10rophOrus nOtabll18 7ヤ モン トラカミキ リ(キ イ ロトラヵ ミキ リ )

倉敷昆虫同好会 (1951).1巻 7号 .別冊 ,P5〔 倉敷市鶴形山 〕

青野孝昭 (1957).7巻 3号 :Pll〔 吉晦部高滝山付近 .1957年 6月 23日 〕
青野孝昭 (1958).8巻 2号 :P9〔 阿哲部田治部 .1958年 6月 24日 〕

28  Ch■ OrophOrus quinquefasiatus ョッスジ トラヵミキ リ

倉敷屁虫同好会 (1951)。 1巻 7号 .別冊 ,P5〔 倉敷市鶴形山 〕
2■  Ana8■ yptus matoushitaiマ ツシタ トラカミキ リ

青野孝E召 (1958).8巻 2号 :PO〔 新郷足立J瑚 ・ガマズミ花上 D1958年 6月 8

日 〕
30 DOre thoracica ホタルカミキ リ

倉敷民虫同好会 (1951).1巻 7号 ,が1冊 .P5〔 倉敷市鶴杉山 ]

水野弘造 (1953).3巻 9号

1日 〕

青野孝8g(1957).7巻 2号
青野孝昭 (1957),7巻 3号

青野孝昭 (1958).8巻 2号

P13〔 吉爾郡足守町龍泉寺付近 .1953年 6月 1

P16〔 吉鷹郡昭和14T槻 ,1957年 5月 26日 〕
Pll〔 吉哺部高た山何近 ,1957年 6月 23日 1

P6〔 新見市西川流域 。1958年 5月 25日 〕
31.PurpuricOnus petasiferェ ポシヵミキ リ(モ ンクロペニカミキ リ)

古市景― (1953),3巻 8号 :P30〔倉 敷市藤戸町藤戸 ,3～ 40X.茅 野採 〕
32 Purpuriconu8 8peCtabi■ is ヘ リグ ロペニカ ミキ リ

若林正史 (1956).6巻 1号 :P6〔 阿哲峡 ,1956年 5月 3日 〕
小野 洋 (1957)6巻 3号 I P13〔 金甲山 ,16.飛 翔中 .1956年 6月 10日 〕
青野孝昭 (1957),7巻 2号 IP17〔 吉備部高ilt山付近 ,1957年 5月 26日 〕

友野F一 (1957).7巻 2号 :P20〔 百蒲部高純山付近 .1957年 6月 2日 〕
脊野孝晴(1958)18巻 2号 :P6〔 新見:打 西川流域 ,1958年 5月 25日 〕

33. purpuricenus temminckii ベニヵミキ リ

倉敷二虫同好会(1951),1巻 7号・別州l,P5〔 倉敷市鶴形山 〕

青,,′孝昭 (1957),7巻 2号 :P17〔 吉甫樹S高滝111付近 。1957年 5月 26日 〕

船越俊平(1958),8巻 l号・IP5〔 倉敷市福田打元占新田 。1953年 6月 16日 〕
L`AMIINAEフ トヵ ミキ リ亜科

34. AnOp■ Ophora ma■ asiacaゴ マダラカミキ リ

倉敷昆虫同好会 (1951),1巻 7号 。別冊 ,P5〔 倉敷市鶴形山 〕

水野弘造 (1952).2巻 9号 :P3〔 総仕市豪漢 ,1952年 6月 25日 ]

船越俊平 (1958).8巻 1号 :P5〔 含敷市福田劇I]
椀蜘博志(1961).11巻 1号 I P6〔 阿哲・・ 5モ無山付近 。10X。 1961年 8月

1～ 2日 〕
35_MOCynippus pubicOrnis ィタャヵミ=ヤ リ

小野 洋(1952).2巻 8号 :Pll〔 岡山市外金山 .1952年 6月 22日 .松 井

採 】

水野弘造 (1952).2巻 9号 :P3〔 総社市豪換 .10X.1952年 6月 25日 ]

3a Uraacha bimaculataャ ハズヵ ミキ リ(フ タツメホ ソヒゲナガカミキ リ)

自神 昭 (1951).1巻 4号 :P5〔 倉敷市鶴形山 ,195o年 6月 〕

小野 洋(1951).1巻 6号 :P4〔 都窪部F肯 音村黒田 .1♀ ,1951年 6月 10
日 ,16青野採 .1951年 6月 10日 〕

倉敷昆虫同好会(1951).1巻 7号 .別冊・ P5〔 倉敷市鶴r//山 〕
広瀬義射(1953)。 4巻 1号 :P7〔 都窪部晴音村黒田 010X.ナ ラガシヮ葉上。

1953年 6月 13日 .20 3eX.薪の東,若林 .阿部S採 .1952年 6月 15日 〕
青野孝昭(1957).7巻 3号 :Pll〔 吉甫部高礎山11近・1957年 6月 23日 〕



37. MOnOChamus a■ tornatuB  マツノ トビイ ロカミキ リ(マ ツノマダラカ ミキ リ )

倉敷昆摯同好会 (1951).1巻 7号
`リ

リ‖},P5〔 倉敷市鶴 杉山 〕

船越俊平(1958)。 8巻 1号 :P5〔 倉敷 1"福田打東塚 .1954年 6月 6日 〕

38. 単OnOChamus subfasciatus ヒメヒゲナガカミキ リ

友野良一 (1957),7巻 2号 :P20〔 古備醐∫高た山付近 .1957年 6月 2日 〕

秋山博ホ(1961).11巻 1号 :P6〔 阿哲瑚S毛無山fNl近 ,10X. 1961年 3

月1-2日 〕
30 0ypri01a frandatOrビ ロゥ ドヵミ=午 リ

合敷昆虫同好会 (1951).1巻 7号 :別冊 DP5〔 倉敷市鶴形山 〕

小野 洋 (1952).2巻 7号 :P13〔 倉放市旭I110X.末 広採 。1952年 6

月15日 〕
4a Cypr10■ a lWXuriOsu8 センノカミキ リ(ト ドマツヒ tナ ガヵ ミキ リ)

占rh‐景一 (1954)。 4巻 1号 :P6〔 1/a島 郡郷内村尾原 .19,1947年 11月
9日 ,16,1952年 8月 25「J〕

41` Batocora linoolataシ ロスジヵミキ リ

倉敷昆虫同彙子会(1951).1巻 7号・ガJ冊 ・P5〔 倉F/A市 鶴形山 〕

船越俊平(1958).8巻 1号 :P5〔 倉敷「打雨田川丁東塚 ,1954年 7月 4目 〕

背塁F孝昭(1958).8巻 2号 :P7〔 浅口樹S船穂薄夕‖井l■
‐11958年 6月 15日 )

42. Apriona ge rttari タヮヵミ=■ リ

倉敷昆 虫同好会 (1951),1巻 7号 ,り 1冊 ,P5〔 富敷 F打 鶴形山 ]

43.MOsOsa mァ ops ゴマフカミキ リ

水野弘造 (1952).2巻 9号

赤枝―弘 (1955).5巻 7号

311]
青野孝昭 (1957)。 7巻 2号

若林正史(1957),7巻 2号

P3〔 総社市総社Ljl中学校II.1952年 5月 7日 〕
P6〔 西大寺r打 IH朝日付,10X.高畠採 .195

P16〔 吉浦郡昭和』r槻 ,1957年 5月 26日 〕
P23〔 吉薦部昭和町槻 ,2 oX。 苦林採 。30X.

風早採 ,1957年 6月 9日 〕
44.MOSOsa longipenilisナ ガゴマフカミキ リ

友野良― (1951).1巻 1号 :P3〔 倉敷市鶴影山 〕

倉敷昆虫同好会(1951).1巻 7号 ,り」冊 .P5〔 含敷市鶴7//山 〕
背野孝昭(1958),8巻 2号 :P8〔 阿哲郡大佐』r青地 ,1958年 6月 24日 〕

45.010neCamptuO cretacou8ォ ォムネポソシロカミキ リ(オオシロカミキ リ)

小野 洋(1955).5巻 6号 :P2〔 含敷市鶴移‖,熊メL採 .195'5年 7月 10
日 〕

46. 010nOCamptu8 0ctOpllstulatus 夕ヵサゴムネボソシロカミキ リ(タ カサ
ゴシロカミキリ)

小野 洋(1951).1巻 1号 :P3〔 都窪部清音村黒|ヨ 。10X.6月 23日 32
0X.苦林採 ,1948年・食敷市住古川r太原農研 ,螢光燈

小野 洋(1952).2巻 7号 :P9〔 1/t島 郡タコラ山 ,90X.小野採 .50X.
近藤採 .1952年 6月 15日 〕

すずむじ編集部(1952).2巻 12号 :P4〔 児島郡タコラ山 .1952年 6月 1

5日 〕     ‐

近藤光宏(1955).5巻 6号 IP3〔 倉敷市住吉町大原農研 。1944年 〕
松井俊公(1957).6巻 3号 IP12〔 岡山市半田山。10X. ノグルミ.195
6 6年 6月 1手 日〕
青野孝昭(1957)。 7巻 2号 :P16〔 吉備郡昭和町槻 .秋山採 .1957年 5月

26日 ,

47. NiphOna furcata ハ ィィロャハ ズカ ミキ リ
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小Iξ

' 
洋(1951),1巻 1号 :P5〔 難敷r打 酒津 =10X, 1948年 5月 22日 〕

広瀬義郷 (1952).2巻 4け rP4〔 都窪郡
`青
音村黒田 .10X。 1951年 5月 1

7日 〕
48 Pterolophia annu■ ata ヮモンサビカミキ リ

船越俊平(1958)。 8巻 1号 :P5〔 倉敷市福田‖r元 占新田 .1953年 9月 27
日 〕

4■  Pterolophia caudata トガリバシロオビサビカミキ リ(ト ガ リシロオビサビ

カ ミキ リ )

倉牧昆虫同好会(1951).1巻 7号・別冊l,P5〔 倉敷市鶴杉山 〕

秋山博志 (1961).11巻 1号 :P6〔 阿哲部毛無山1寸近 ,10X.1961年 8

月 1～ 2日 〕
5(I Pter01ophia jugosaナ カジロサビカミキ リ

倉京昆虫同好会(1951),1巻 7号 ,ガ J冊 .P5〔 官敷市鶴杉出 〕
青吻孝昭(1958).8巻 2号 :P8〔 rRI哲部大佐町青地・ 1958年 6月 24日 〕

51. Ptorolophia rigidaァ トモンサビカミキリ

友■
'良

―(1957).7巻 2号 :P30〔 吉甫郡高滝山付近 ,1957年 6月 2日 〕
青野孝昭(1958),8巻 2号 :P8〔 阿哲郎新郷町三室 .1958年 6月 22日 〕

52 Pter010phia zonataォ ジ ロサビヵミキ リ(ア トジ ロサビカ ミキ リ)

自神 昭 (1951),1巻 3号 :P5〔 都窪日
`清

音村黒田 ,1950イド6月 11日
,

1950年 8月 18日 ]

倉敷昆虫同好会 (1951).1巻 7号 ,別冊 ,P5〔 倉敷市鶴杉1111

53.POtttnO si■ aceaシ ロスジ ドウボ ソカミキ リ

白神 昭 (1951)。 1巻 4号 :〔 都窪部晴音村黒田 ,1949年 7月 3日 〕
54.EX03っ ntru 8 ■ine atus ァ トモンマルケシカミキ リ

由F申 昭(1951).1巻 6号 :P4〔 倉放1打鶴形は1】

倉敷民虫同,子会(1911).1巻 7号 ,別冊 ,P5〔 倉敷市鶴形山 〕
55. MiCColaulia cloroido8 ヵッコゥカミキ リ

白仲 昭 (1951)・ ・ 1巻 6け ,P4〔 倉敷市鶴形山 〕

倉敷昆虫 lp~J女子会 (1951),1巻 7号 :別 11,P5〔 倉敷市鶴形山 〕
56. El■ tetrapha ooo10ta  ャッメカミキ リ

秋山博志 (1960)。 10巻 1号 :P6〔 総社市豪洪 .10X, モミジ葉上 ,195
9年 8月 6日 〕

57  Parag■ onea fortunei ラ ミイカミ■ リ

小野 洋 (1951)。 1巻 1号 :P5〔 都窪郡清音村黒田 。1950年 〕

小野 洋(1952).2巻 5号 :P6〔 都窪都清音村黒田 ,195o年 6月 〕

広瀬義明 (1952).2巻 10号 :P3〔 都窪部清音村黒田 。1950年 より.倉放
市酒 水Fl,1951年 ょり〕

広瀬義熟 、1952).2巻 12号 :P10〔 御津部長田村 .小泉採 .1944年 8月
8日 ,川上部成羽町 .20X.佐 藤採 。1947年 7月 9可・高梁市臥牛山 。茅岬

採 ,1949年 5月 15日 ,10X.1952年 7月 6日 ・吉備部足守町・間野採

都窪郎清音村黒田 .1950年 より,倉敷市酒津水門 .1951年 より ]

広瀬義射(1953).3巻 2号 :P7〔 児島市稗田 .30X.古 市採 .1949年 5

月27日 .児島部郷内村尾原 .20X.占 市採 。1950年 6月 2日 ,倉敷市藤戸

町天城 ,占市採。 1948年 6月 22日 .28月 1天城高校付近・占市採 .194
9年 .1950年 〕

広瀬義射 (1953)。 3巻 8号 :P43〔 倉敷市酒津水門・幼虫採 .3月 30日 ,4
月 1日 ,4月 7日 〕

若林lE史 (1956)。 6巻 2号 IP7〔 総社計3~F]IB浅尾山 。1954年 6月 5日 〕



小野 洋(1956).6巻 2号

月221]〕

船越俊平(1957).6巻 3号

54年 6月 12日 〕

若林正史(1957).7巻 2号

7年 6月 9日 〕

秋山 茂(1957)・ 7巻 3号

年 6月 28日 〕

青野孝昭(1958).8巻 2号

6月 15日 〕

tl■ Onea roliCtaシ ラホ ミンカ ミキ リ

自神 昭(1951),1巻 6号 :P4〔 倉敷:打鶴f影山 。lυ 01年 6月 10日 〕

宴選‖童」]『Υ倉:|;:|≧ j募言liliJ響鳥鳳i亀菖簿ET子守17年 6月 2日 〕
秋山博志 (1961)。 11巻 197L:P5〔 阿哲告F毛無山 ,1961年 8月 2日 〕

oberea japOniCa リンゴカミキリ

倉敷昆虫同贅子会(1951).1巻 7);・ :ガ1冊 |・ P5〔 倉敷「打鶴形は1]

船越俊平(1958).8巻 1号 :P5〔 lォ
4/A市 水島栄lliT.1954年 6月 20日 〕

Nup80rha margine■ la ヘ リグ ロリンゴカミキ リ

小野 洋 (1952),2巻 7号 :P8〔 児島副Sタ コラ山南倶1・ 松井採 。1952年 6

月 15日 j

占市景― (1954),4巻 1号 :P5〔 児島 Illl郷内村尾原 .1947年 .1918年
5月 :倉敷市藤戸Irr藤 戸山林・茅野採 〕

秋山博志 (1961)。 11巻 1号・:P6〔 阿哲郡毛無山付  .10X。 前田採 。19
61年 8月 1～ 2日 〕

obera hebescons フチグ ロチ ャパネ リンゴカ ミキ リ(ヒ メ リンゴカミキ リ)

青野孝llg(1957),7巻 2号 ,P17〔 吉備部高樋山付近 .1957年 5月 26日 〕

友愛f良 一 (1957),7巻 2号 ,P20〔 苦 )請 郡高:竜 山付近 ,1957年 6月 2目 〕

Obera Vittataゥ スィロリンゴカ ミキ リ(ホ ソキ リンゴカミキ リ)(セ アカウス

グロリンゴカミキ リ )

小野 洋(1952).2巻 7号 :P8〔 児島部タコラ山 .10X.1952年 6月 1

5日 〕

青野孝lla(1958).8巻 2号 :P9【 阿哲郡大佐』I奥谷 ,1958年 6月 24日 〕

63. Phytoocia rufiventrigキ クスィカミキ リ

倉敷昆虫同好会 (1951).1巻 7 bJL・ 別冊 .P5〔 倉 lJA市 鶴杉は11

小野 洋(1953).3巻 8号 :P48〔 倉敷市福田町浦田 ,1953年 4月 29日 〕

64. OhreOnOma fortuneiル リカミヤ́リ

自仲 昭 (1951).1巻 4号 :P5〔 倉敷市羽島出 ,10X. 1949年 ・倉敷市

旭出I,10X.1919年 〕

白神 昭(1951)。 1巻 6号 :P4〔 倉敷市鶴物山〕

倉敷昆虫同好会(1951).1巻 7号・別冊・
P5〔 含敷市鶴 JF//山 〕

水野弘造 (1952).2巻 9号 :P3〔 都窪言町●手村福山 ,総社市Fl田 〕

広瀬義射 (1953).3巻 5号 :P8〔 倉敷市住吉町 .10X イチヂ ク葉裏 ,19
51年 7月 中旬 〕

☆ ヒゲナガコバネカミキ リ1種

小野 洋(195`6).6巻 1号 IP3〔 阿哲峡井合・方谷降].16 1956年 5月 3

日〕

P7〔 新見市rFT問 出r。 青野・小野採 .1956年 6

Pll〔 真庭郎勝山町神庭三田付近 ,50X。 19

P23〔 吉備都IIg和出I槻・
50X.風 早採 。195

P8〔 邑久部長船J丁福llu.16.ム クゲ 。1957

P7〔 浅口Lll船 穂J丁秒]井原・カラムシ .1958年

-7-



著者 lCよ ると本置はM010rchus ishiharai ヵェデヒグナガコパネカミキ リ

に極めて近似の も、Dと されています。 (平 田氏同定 )

★ クロ トラカミキ リ

倉敷昆虫同好会 (1951).1巻 7号・別冊 =P5〔 倉敷市鶴形山 〕

この記録は ,明 らかにエグ リトラヵ ミキ リを間違えて同定されたもの と思われ ,一応

取消してよい ものと考ぇます。

☆ ダイセンカミキ リ(ニ セシラホシカミキ リ)

古屋野寛 (1951),1巻 12号 :P5〔 物 見峠 .後山 〕

いずれ 'も ,独 得の食こんを持つサ ワフタギの原本から不種の分布を推察されています。

お としぶみ

ウラゴマダラシジ ミと

ハイイロヤハズカミキリの言己録

私選が採案した場所 と日時を報告いたします。なお 。上記 2種について採薬記録を集めてい

ますので ,こ こ1/C報 告いた しました以外の採菓地がありましたら 0お知 らせ下されば幸です。

ウラゴマダラシジミ

吉薦部 1瓢滝山      1961・ Ⅵ・ 11
硼津郎本宮山     1960・ Ⅵ o13

ハイイ ロヤハズカミキリ

岡山市金甲山     1960・ v・ 15
ク        19600v・ 22

西大寺 市宿       1960oV・ 8

吉甫部高滝山     1961・ Ⅵ・ 25
大森 斉 (岡山市中井 3.34)

トラフシジミ岡山市内で採集

すずむじVO■ 10。 NQ 2.3,4)で 赤技一弘様の書かれた「 県下のゼフィルスの分布について」

の中に 。トラフシジミのオ布は ,金山一豪係の線が南限となっているのですが ,僕が今年(1
961年 )の 5月 1日 に岡山市門田 ,岡山大学教育学部附属中学校内て採集しましたので ,何
かのためになったらと思い報告いたします。漂本はぼくが保存しています。

高原哲夫 (岡山rh~広瀬』]157)中 学 1年
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記後集編

新年わめてと,ご ざいます。新しい年を .春を迎えるのはいつてもよいものでござい■す。

株に我 に々とりましては ,春遠からじの感が .ひしひしと胸にせまるようで 。はやる心がかさ

えされないようでございます.

さて .第 8号 ●まことに違くなり,ま たまた年を越させてしまいました。本当に申しわけな

い次第。本号は青野孝昭氏による .カ ミキ リの分布資料を中心に編集いたしました

古い本誌を持ってかられない方にとりましては殊に貴重な資料になることと忠いますじ。今

後このようなかたちのものが ,各種類にわたってまとめられることの必要な時期に来たように

思われます。新しく入会された方の原稿がだんだんとそろって来でおりますが .古 くからの会

員の方 もどうかふるって御技摘下さいますように。第 4号 もすぐにかとどけできる予定です.

今しrIら くお待ち下さい。では又 (0)

すすむじ第 11巻第 3号
昭和■7年 二月15日 印刷

昭和 37年 1月 16日 発行

諷集兼  岡山大学大原農生物研究所
発行者  書 虫 部 第 2研 究室 内

倉 敷昆 虫 同 好 会

印刷所  岡 崎 印 刷
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