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新 庄 村 の 昆 虫 調 査 報 告 (そ の 1)

重井 博・ 青野孝昭・ 小 野 洋

近 藤 光 宏・ 林  憲 一

は じめ に                  参加者、重井博、青野孝昭、小野洋、

近藤光宏、林憲一、
鳥取県との県境にそびえス毛無山 (1218め 、    コース及天候

金ケ谷山 (1164め 、朝鍋鷲ケ山 (1081の をは      25B 野土路 C・2)
じめ、鍛 山 (1062め 、耳 スエ山 (1103ガ 等     26B 土用 C/」 雨ヽ)、 田浪 (曇 )

の 1000潤κ和々に囲まれた新庄村は、交通の不         高下 (晴)、 野土路峠 (晴)、

便さもあつて昆虫調査は殆ど空自の状態である。  ォ 2回  昭和 3鉾16月 30日

然し、大山 より蒜 山を経て朝鍋鷲ケ山、毛無山    参加者、 言井博、青野孝昭、古屋野寛
とつづく一帯は最近の登山ブームで次オに人工が         宇野弘之、林憲一、
加わりつつあるが、未だ到るところにブナ、 ミズ    コース及天候
ナラ、サクラ、カエデ類等を■とした落葉広葉樹         土用 (曇)、 高下 (曇)、
の原生林をのこし、樹種の豊富と漠谷の深ぃこと         野土路峠 (晴)、 鷲ケ山 (晴)、

等から昆虫の宝庫と考えられる。         ガ,3回  昭和 3晦二7月 14B

我々は、本年度の調査目標の一っをこの地に決    参加者  重井博
め、5月 、 6月 、7月 の 3回にゎたり採集調査を    コース及天候
行 つて期待通りの大 きな収獲をあげた。             野」略峠 (晴)、 鷲ケ山 (曇)、

この報告は、この 3回の採集品を整理 したもの         耳スエ山 (晴)、
であるが、各部門にわたる昆虫を短時日に整理、    〔調査地概況〕
同定、発表することは未熟な我々には至難のこと    土用
であるたo今回はその中の一部をオー報として報   笠校山の南から毛無山の北の出やに到る谷Fu5で 、
告する。                    滝刀冗附近 より土用部落まで林道がある。 こゝ

〔執筆分担〕                まではよく開かれて水田も多く、所々にカエデ類
0 半翅目 (カ メムシ類)  ガ、野洋       ゃミズナラが見 られる雑木林がある程度である。
0蜻 蛉 目 (ト ンポ類)  林憲一        土用部落より奥は細い山道でゝ両側は所 切々開
0 鰊ヨロ (チ ョウ類)   重井博、青野孝昭  かれたFTrも あるが害J合 よく茂 り、や 原ゝ生林の様
0 鶉翅 日 (ハ ムシ類)   ガ、野洋       子を残 しているところもある。

(カ ミキリムシ類)青野孝昭、重井博   伐採後はウツギ、タニウツギ、フジ等の′臨 木
(オ トシブミ類) 小野洋       ヒョドリバナ等の草木の花も多く、ヒメシンミ、

0 膜翅 目 (ハ バチ類)   近藤光宏      ヒメキマグラヒカゲも採集された。 又、森林は
〔調査経過〕                ィタャヵェデ、コハウチワカエデ、ミズナラ、等

オ 1回  昭和 3だ年 5月 250,26B        の大木 も多く甲虫も豊富であス。  漢流にはォ
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タカラコウが茂タムカシ トンポの産卵跡も各所に

見 られた。

田浪
田浪部落まで水LFが 多くよく開かれて採集には

適 さないが.カ ラスアゲハが吸水している姿がみ

られた。  毛無山登山口「fl近からは杉の大木が

茂り、その中にカエデ.ミ ズナラの大木が混 つて

林下は薄暗く下草 も豊富で甲虫も多様であるが、
5月 26日 は天候が悪く、採集を途中で中止したの

は残念であ つた。

高下

高下部落 より奥へ笠伐山の北麓の道路は長々と

続いているが、両側ともよく切開かれ水田もかな

り奥まで入 つている。 森休らしいものは道路rll

近には殆 どなく、伐採後が芽を出し、種々の小灌
木林 となつている。  フジ、タニウツギ、ヒヨ

ドリバナ等の花、イタヤカエデ、タヌギ、 ミズナ

ラ、ヤナギ等樹の種類が多いため甲虫類は案外豊

富であ`つ た。  5月 26日 にはガヽさい杉林の上に

多数のムカツ トンポの飛翔 もみられた。

耳スエ山

期待に反し全山伐採され、殆どが革原荒j山 であ

るため甲虫の採集rCは不適であつた。

野土路峠

野土路より野土路峠 (900い を越えて川上村に

抜ける道路は自動1れ て行ける11い道がついている

野土路部落より3∞～ 400閣入つた附近までr■ 伐
採後の草原で草本の花が多く、7月 にはヒヨウモ

ンチョウ類が飛びまわ つてぃた。
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ここより峠唆ではイタヤカエデ、コハウチワカ

エデ等のカエデ類、 トチノキ、サクラ類、ホウノ

キ、 ミズナラ等の大木が茂り原生林 を形成してい

るo 道路はその中を川沿いに屈曲して山|に到 つ

ているが、カエデ、イワガラミ、ヤマアジサイ、

タニウツギゝ リョウブ、サヮフタギ等の甲虫の集

る花も多く絶好の採集場所である。
5月 26日 にはカエデ類の花は終 つていたが、コ

ハウチワカエデの花が満開の木があり、こ てゝ多

数のハナカミキリ等を採朱することができた。
6月 30Bには、道路上を飛びまわるミヤマカラ

スアグハ、樹rH3を縫 うようにとびまわるウラタロ

シジミが我々をよろこばした。

峠に立つと雄大な蒜山三山が一望のもとに遠望

され全くすばらしい眺いである。  この附近は

プナとミズナラ等ケ主とする混合原生林であるが

、り|1上村側は完全に伐採され、例木が一面に横た

わ つて tハ る状態でカミキリムシの採集場所である

。  又、一帯にサワフタギが非常に多く、各株

でダイセンカミキリの食痕がみられ、成虫も各株

毎に 1～ 3頭発見された。

5月 26Bは、野土路側より吹上ける谷風が強く

、吹きとばされた昆虫が峠附近の地面をはいまわ
つており、ルリクワガタ、ダイミョウコメツキ等

の珍種から普通種まで、この日採集した殆 どの種

を再びここで短時間に捨うことができたのは珍現

象であつた。

峠 より尾根伝いに登ると鷲ケ11:を 経て朝鍋鷲ケ

山rC約 1時間で到着するが、蒜山を眺いながら登

るこの尾根は、野土路側がプナ、ミズナラを■と

する原生林、り|1上村側は伐採倒木で甲虫採集には

絶好の場所である。 唯、6月 30日 、 7月 14B共

に途中から霧にまかれ、採集ケ中断したのは残念

であつた。

採 集 品 目 録

HEMIPTERA半 翅 目

PENTAT001DEA カメムシ上科

PENTAttIEXEカ メムシ科

PENTATQIINAEカ メム涸 科

1 . ル″α″Jα  ιa″Jsi  錨 tt
シロヘリカメムシ

16.高下,26.V,林 採集 .

2.修
貿響短ダ銀恥HChS

19,土用, 30.Ⅵ ,青野採集」

3

1,野土路峠, 26.v,林採集 .

3. Jb′ a略′″α  αttg“′οsα  М txlmldky
エゾアオカメムシ

2♀ , 26,野土路峠′5。 Vyjヽ野採集
`2♀

,

26,高下, 26。 V.青野採集 :1♀ .高
下,26_V,近 藤採集 :19,16,高 下, 26.
V,林採集 : 3♀ , 36,土用,30。Ⅵ .青
野採集.

個体数は比較的多い。
4.コ″ノα″ rtrοsα Mbt∝hll slv

ナガメ

1♀ ,高下,26。 V,重 井採集.

5.■脅
"j″

 υ:ο ιαε′α】崎t∝hiS貯
ツマジロカメムシ

聡,野土路峠, 3Q Ⅵ,宇野採集 : 16野土路

峠, 30.Ⅵ ,重井採集 ; 1%野土路峠, 14。
Ⅶ,重井採集。

6。  肋 ″ιορ″Jα  οb′
“

Sα mlker
ヨツポシカメムシ

19,16,野土路l峠, 25.v,ガ、野採集 ; 16。 高下

,26。 V,青 野採集 : 19,16,高下. 26.v,
小野採集.

ACANTIく鴻側 IDAEッ ノカメムシ科

7。 3α_盛α slirar′′J Soott

セグロツノカメムシ
1♀,野土路峠,25。 v,小野採集; la高下,

26。 v,小野採集 :la土用,30.III,青 野採

集.

8。  EJαsηッσ″  %́′ο″i Sをott

ヒメツノカメムシ
19,野土路峠,25e V,小野採集 ; 16。 高下,

26。 v,青野採集 : 1♀,高下,26。 v,小野採

集 ; 19, 野土路峠, 30。 Ⅵ ,林採集.

UK)STYLIDAEク ヌギカメムシ科

9. Part″ο
`た

θ′α 
“

″ rj′

"`α
′α Ralter

ヨツモンカメムシ

1乳 理ヽ 高下,26.V,近藤採集 : 1♀"高下,

26.V,重井採集 .

本州"四国.九州では山地に生息するもので

,県下でも稀である。

ODONATA靖 蛉 目

AGRIONIDAEイ トトンポ科
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1。 C″れF Jοη ″ια″ Selys

キイ トトンポ
16,高下,30_Ⅵ ,林採集 .

水田や附近の溝で散見。

LESTIn唖 :ァォィ トトンボ科

2. Cθノιο″οJ′ s′ θs ♂′αεJ′

's p″ ``賓

J″α Ris

ホソミオツネン トンボ

26,野土路峠, 30。 Ⅵ,林採集 `

峠附近で散見。

CALOPTERYGIDAEカ ワ トンボ 千斗

3. ■多′Js  s`″ ι

`F`α

 Selys

カワトンポ

16,高下,26。 V,重井採集 ; 1♀ ,上用,

30.Ⅵ ,林採集 .

田畑の附近のりllでは β型の6r型の♀が多

く,奥に入るにつれて6♀ 共にα型になる。

EPIOPHLEBIIDAEム カシトンポ 科

4. E"Jοったι′らJα  ttpersι θs  selys

ムカシ トンポ
16.高下,26.V,小野採集 .

幼虫 1″。,土用。2Q VD林採集 :幼虫9 θχs

,田浪,26.V,林採集.

各川とも上流に幼虫が生息する条件の所が

あり, 5月 26Bは雨後で増水し採集には悪条

件であつたが,短時FE5に 多数採集することが

できたこと,高下で多数の飛翔を目撃 したこ

と, 6月 30B土用奥でり|1岸 のオタカラコウの

葉柄に産卵 したものを多数発見したこと等か

ら,個体数も相当多いものと考え%れ る。

― PHIIttEサ ナエ トンポ科

5. Ibυ j′jtts  ″″s Selys

ダピドサナエ

16,土用, 26.v,林採集 : 163♀ ,土用

, 3oo Ⅵ ,林採集 .

脱殻 11′χs.D鍛治屋,260V D林採集 .

5月 には羽化後間もないものがり||の ほとり
に, 6月 末rCは 成熟したものが散見された。

6。 Dυ jご
J“s ∫ゝノjα澪″ Fraser

クロサナエ

1♀ ,土用,2Q v,重 井採集 ; 1♀ ,土用 ,

26。 v,近 藤採集。

脱殻 3′χs。 ,土用,26。 V,林採集.

成虫,脱殻共に土用部落と滝 ノ尻発電所の

間で採集。  クロサナエは中国地方では稀

れな種で県内でも安東瑞夫氏の勝任1郡勝田町

の 16の記録があるだけであるか島,こ の記

録は県内オニものとなる。
7. レ″ιttγs ルノJασ″S Fraser

ヒメクロサナエ
2♀ .田浪,26.v,林 採集 :26,高 下,26

.v,重 井採集 : 1♀ ,高下,26.v,雄
脱殻 2″s.,高下,26,v,林 採集。

幼虫 2′ぉ.,v,土 用, 30。 Ⅵ,林採集.

前二者と異り,幼虫の生息場所は有機質の

多い泥の中のようである。 6月 の幼虫は若

齢のもので.漢流でなく,涛の様な所で採集

されたのは注目すべきである。

ORDULEGASTERIDAEオ ニヤンマ科

8. ノLοιDgα s′ θr s′ιbθ′ごJJ Selys

オニヤンマ

幼虫 2θ″s.,田浪,26.V,林 採集 ;幼虫
3′熔.高下,30.Ⅵ ,林採集 .

幼虫は田や附近の溝の泥の中に多いo

LIBELLULID駆 トンポ 科

9。 Orι λθ″″2″″η′物 力pt9"Jα

“
Lhler

シオヤ トンポ

16.高下,26.V,林 採集.

各地で散見。

10。  6レιλ′
`れ

″ α′b:s′ ノ′″π sメησ
`θ

S"“ llller

シオカラ トンポ
1♀ ,上用,30.Ⅵ ,林採集.

部落に近いところでは普通。

11.Sy,ψ′′r"“  sp.

幼虫 8 θχse,高下, 30.Ⅵ ,林採集 .

幼虫をもち帰り羽化を計画したが失敗した

のは残念であつた。 本種の幼虫は害」合採集

できないものであるが,今回は水田の隅やEE

の溝附近にて採集された。
12。 Sソ学7`ra″ あ初 J″′αμ″ Selys

ナツアカネ
161♀ ,野土路峠, 30.Ⅵ ,林採集 .

下の水圧1地帯から登 つたものか,6月 30日

には野土路峠附近rC多数みられた。

13. Psθγ′ο
`み"s  4-ο “

η′α BtlmeiSter
コシアキトンポ



16,高下, 30.lI,林採集. 多い。

LEPIDOPTERA鱗 翅 目

HESPERIIDAEセ セリチ ヨウ科

1。  ル ノ″″′s  ηηれ′α424S  Brerer

ミヤマセセ リ

1♀ ,高下 , 26。 V,重井採集 .

2。 2iim′θ ε′
`λ

ノs ルbletries
ダイミヨウセセリ

1♀ ,高下,26,V,重 井採集 : 16,高工
26.V,青野採集 .

3. 助 Jメロ  υαγJα  A41rray
コチヤパネセセ リ

16,高下, 26,V,青野採集 : 1♀ ,高工
26, V,近藤採集 .

PAPILIONIDAEア ゲハチヨウ科

4. 助 ′′ι′ο  みJα″ο″ C― r

カラスアゲハ

16,野土路峠, 30,Ⅵ ,重井採集
`

5. fbpJJjο  "ααεttjj ttetries
ミヤマカラスアゲハ

16,高 下,26,V,重 井採集 .

PIERIDAE シロチ ヨウ 春斗

6. 湯″_ 力θεαbθ Lime
キチ ョウ

16,高下,26.V,青 野採 集.

7. Pjθ″づs  ,,η ιθ′′ 晦 tries

スジグロシロチ ヨウ

26,高下, 26.v,青 野採集 ;19,高 玉

26.V,重井採集; 1♀ ,野土路峠, 14,llI

,重井採集 .

8. ル ″乃θεα″′s  sσο′,協″ぉ  Blltler

ツマキチ ヨウ

16,高下,26,v,重 井採集 .

LYCAENIDAEシ ジミチ ョウ科

9. Irαιs″″ οrsθご′ε′ Btltler

ウラクロシジミ
36,野土路峠, 30.Ⅵ ,林採集 : 26,野土

路峠,30。 Ⅵ,宇野採集 : 26,野土路雌|,30
.Ⅵ ,重井採集 :.16.野盤各tヽ 30.Ⅵ , 青野

t牙そ

`|き

.
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本種は近県の兵庫,鳥取.広島諸県には分布
が知 為れていたが,岡山県からは長らく不明の

ままとり残されていた。ところが,昨年にいた

り。苫田部上斉原村かる道信順氏によつて 66
が採集され,本県にも本種が分布していること

が確認されたのは周知の通り (すずむし 11巻 2

号)で ある。今回の言[1録 は,県下で二番目の産

地確認となる。当日の様子かる,かなり産して
いることが想像tSれ る。

10.И″′なれs らlι′J′γJ RntOn
ウスイロオナガシジミ

lθム .土用, 30. lI,宇 野採集.

真庭郡か場はり|1上 本lでの採集夕」が,重信llFttrC

よつて報告されている (すずむじ7巻 1号)力 S

,新庄村からは初めての記録である。本種は個

体数は少ないが県下の各所に点々と分布してい

る。

11. Iン άια ″α′α Brcltr

トラフシジミ
261♀ 。高下,26.v,林採集 ; 1619,
高下, 26。 v,重チト採集: 16,高下, 26.

V,背野採集 :19,高 下,26.v,近藤採集_

12.助σαθ
“

p/4′ α′αs Lilme
べニシジミ
19,高下,26.v,青 野採集.

13. 2″αたα  みα″Zごα Dmce
ゴイシシジミ
16,土用, 30.Ⅵ ,重井採集.

14. 通barθs  α4g′αdθ S Pallas

ツパメシジミ
16,高下,26.v,林採集 ; 16,高下,

26.V,青野採集 .

15。 PJθわθルs ttsS Lime
ヒメシジミ
16,土用, 30.Ⅵ ,林採集 : 261♀ ,』
,30.Ⅵ ,宇野採集 ; 16,土用,30。 Ⅵ,重

井採集 :26,土 用,30。 Ⅵ,青野採集 .

新庄村か為は既に秋山博志氏により毛無山付

近からl θχ.囃 夕llaヽ報告されている。Cずむ

し1巻 1号)。 今回の調査では土用の一部にの

み見いだされ,局地分布の様相を示していた。

県北山地からは阿哲,真庭,苫 田各部にわた つ

て点々と分布していることが知られている。

D― IDエ マダラチヨウ科

16.%姥α s:`α Kolhr
アサギマダラ

1♀ ,高下, 30.Ⅵ ,重井採集 : 16,土用,
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30.Ⅷ ,重井採集 .

M翻圏訓正 IDAEタ テハチョウ科

17。 ■7brJε jα夕′ α′jクセ Lime
ウラギンヒヨウモン

16,野土路峠,30。 Ⅵ,重井採集 .

18.ハルクιiS αC″ is Esper

コミスジ

161♀ ,高下.26e V,重井採集 : 1♀ ,

高下, 26.v,青野採集 : 16,高下, 26.

v,近藤採集 .

19。 ル αsε腸 ′α 励″θ力″ Bra■er

サカハチチ ヨウ

161♀ ,高
~下

,26.v,林 採集 ;1619,
高下,26.v,青 野採集 ; 1♀ ,高下,26。

v,近藤採集 .

20.鳩4滋 ι′S″ P2J肋陛 ιαs力 ″ηj“ StiChel

ヒオ ドシチ ヨウ

1♀ ,野土路峠, 14.Ⅶ ,重井採集 .

21.ル ιl″α Jι

`α

 s製)s′ J`γ′α Btltler

コムラサキ

19,野土路峠, 14.Ⅶ,重井採集 .

SATYRIDAEジ ャ ノメチ ヨウ科

22.yprみ J″ ⊂Ps Butler
ヒメウラナミジヤノメ

1♀ ,土用,30.Ⅵ ,青野採集 : 1♀ ,高下 ,

26.v,近藤採集3 16.高下,26.v,重 井
採集 .

23.M″οJs  dレ ノロs SCopoli

ジヤノメチ ヨウ
16.土 押,3o.Ⅵ ,宇野採集 ; 16,土浮,

30。 Ⅵ,青野採集 .

24. I′
`み

θ  ごjα

"α

 Butler

クロヒカゲ
1♀ ,土用 , 30。 Ⅵ ,宇野採集. 16, 26.V,
重井採集 .

25.■L″あ
` 

εαノ′
`ク

′′だ′S Butler

ヒメキマダラヒカゲ
16.野土路山れ 30。 Ⅵ,林採集 :16,土 用,

30.Ⅵ ,宇野採集 ; 1♀ ,野土路峠 , 30.Ⅵ ,

重井採集 : 162♀ ,土用, 30。 Ⅵ, 重井採
集。

26. 」
～
lοメF  gり sCたた″

“

j=scλ Jj ルLnetries

キマダラヒカゲ
16,高下,26.v,青野採集.16,高 下,

26。 vD重 井採集.

COLEOPTERA輸 翅 目

GRYSGttLIDAEハ ムシ 科

CRIOCERINAE クピナガハムシ亜科

1. LJJJο σθris 劇ルクガ
`′

α М ta■llsly

アカツヤユ リハムシ

1′χ.,野土路峠,30.Ⅵ ,宇野採集 .

CRYPTOCEPHALINAE "′ 、ムЙ工科

2. Cンソ,′οσθメЙ′J“S  P2ο bj′ is taatz

ョツモンツツハムシ

l θχ.,高下,26.v,近 藤採集 .

3。 Cr"′οεθルαι
“

Sj♂α
`iC′

パ Lly
クロポシツツハムシ

3′″se,高下,26.v,小 野採集 :1′χ.,

高下,26e V,林採集.

LAMPROSOMRTINAE ツヤハムシ rlE滲}

4. 6bηりrpみοJごθs  ψ θα
`γ

S 
“
″θαιZS Baly

タラノキツヤハムシ

1′″。,野土路峠,25.V,小野採集 ; 3′χs.D

土用, 26.V,小野採集 :lθ″。,高下 26.V,

近藤採集 :3′χse,野拙 峠,26。 L林 採集:

l θχ.,土用, 30。 Ⅵ,青野採集.

各地に多いものであるが,新庄付の各地域に

かいても多数の発生が見られた。

0測』MISIM担  =カムシ亜科

5. Cたι_stt jα
"′

jεttS Jacdoy
ハバピロコプハムシ

1′χ.,野土路峠, 25。
V,小野採集

`

6. Cll′″ s“s  spJ′ ο
`"s Balyクヌギコプハムシ

2″s.,高下,26.V,小野採集 .

ЦルDLPIM冨  サルハムシ亜科

7. ル ο′み′″J″η ♂ scttθ υ′′rrlj: М tscI】ulsky
アカスジル リサルハムシ

l θχ。,高下, 26.V.重井採集 ;2 θχs。 ,土几
30。 Ⅵ,重井採集 .

8.ル s Jι ′″α力′υj″s ⅣbtSChllls貯
ヨモギサルハムシ

1グ.,野土路峠, 14。 Ⅶ ,重井採集.



9. 5り s′ ιθ夕′α γ
"ノ

′σθ′ι′ JacOby
クリサルハムシ

l θχ.,土用, 3o.Ⅵ ,青野採集 ;1′χ.,野土路

峠,30.Ⅵ ,重井採集 .

10.Gθ ′αs″ s(〃α あ7″ jσ l“ Mmerhe h
イモサルハムシ

3′χs。 ,野土路峠, 30。 Ⅵ,林採集 .

11。 Coι posc′ J,s sjgr′α Ⅳbtschulsky

ダイズヒメサルハムシ

1″。,野土路峠, 26.V,林採集 .

12.恥絆 s′みθs α
`θ

γ ltttttlulsky

ヨフキサルハムシ

2θ″s..土用, 3oo Ⅵ,青野採集 :l θκ.,野土

路峠. 30.v,林採集 :l θχ.,野土路峠, 14。

Ⅶ,重井採集 .

13.Tr′ 働οε″ハ′α ヵ″″ ヵ″″ IVbtSChllslg

シロオビムクゲサルハムシ

l θκ.,田浪,26。 ■ イ、野採集.

CItYSQ唖弘 INAEハ ムシ亜科

14.arysopezα υJが
“
ι:″

“
ια′α &0“H

ヤナギハムシ

1´χ.,野土路山毎 30.Ⅵ ,林採集 .

11 6と s′ rο′J″り′′θs ,α

"″

Jοα L101d
シデハムシ

1′″.,野土路山卜, 30。 Ⅵ ,重井採集 .

16. PJcgJο′θ″α υ′rs′ rο′θ″α ごJs′ J″σ′α tthly

ヤナギルリハムシ
1′″。,高下,26.v,小野採集 ;lθた,高下 ,

26.v,近藤採集 :5 θχse,高下,26.v,林採

集 :2′″s.,邸 f土路山F,26.v,林採集.

SYNETI N4■ Eホソハムシ亜科

17.sノ″tα  αdmJ &ly
カバノキハムシ

4θ″s.,野土路峠,25。 VD青野採集 ;10′ぉ。,

野土路峠, 25.v,小野採集 ;2′″s。 ,野主路峠
,25.v,重井採集 ;1“。,田浪,26.v,小野
採集 :1′χ.,高下,26.v,近藤採集 :2θχs.,

野土路峠,26.v,重井採集 :4θχse,野土路峠
,26。 v,林採集 :lθ″。,野土路峠,30.Ⅵ ,宇
野採集.

饉翼値物としてカバノキ科のカンパ類&′νJα

属),シ デ類(Ca″ ′″ιs属 ).ブ ナ科のプナ類 (2
♂

`s属
)が知られており,本州ではや 高ゝ地帯

に産するものである。付近では伯者大山などの

記録があるが,新庄 F・lrCおぃても。殊に 5月 の

7

野土路峠では多数の発生が見られた。

GALERUCINttE ヒゲサガハム河 不|

18.4`ιαSα ″

'F′

εθか ItttSChllsig

キムネアオパハムシ

2 θχs.,高下, 26。 v,青野採集 :1″ .,高下,

2Q v,小野採集 ;2θχs,高下,2Q v,林採集 :

19.ル′″ο′霞 ″|′ 1崎 tSChul歯

カワリヒゲナガハムシ
5″s。 ,野土路峠,25。 v,小野採集 ;2θ″s.最用

,26.v,小野採集;2′が。,田浪,26.v,小野
採集 :2ιχse,田浪,26.v,重井採集 :1′χ.,

高下, 26.v,青 野採集 :3′ぉ..高下,26.v,
小野採集 ;l θχ.,高下,26.v,近藤採集 ;1′″

.,野土路峠,26。 V,小野採集 :1′″.,高下,3ヽ
肌重井採集 :lθ″.,野土路峠, 30。 Ⅵ,重井採

集 :2 θχs。 ,野土路峠,30.Ⅵ ,林採集 :1′χ。,

野土路峠, 14。 Mr,菫井採集 .

20.Cαιタガσ″ッs cνα″′α Ja∝)by

ル リヒメハムシ

4 θχs.,高下 26.V,小野採集:l θχ.,局下 26.

VD重井採集 .

21。 FJ′ιι′J″χJα  α″′′α Raly
クワハムシ

1″。,土用,26.v,青野採集 :1″。,高下 2ヽ

V,青野採集 :6′パ.,高下,26.v,′ Jヽ野採集

:3′″s。 ,高下,26.v,重井採集 :lθム,野土

路峠 ,30。 Ⅵ,林採集 .

22.(3″ ιθ″zεθ′Jα  P72θ
"′

jεOJZJs btsChulSky
ニレハムシ

7″s.,高下 26。 v,青 野採集 :6 θχs.,高下 ,

26.V,小野採集 :1′″。,高下,26.V,轍
23.oι ι′″εj″ ″

`♂
""″

′α Baly
イタドリハムシ

1″.,高下,26.v,青 野採集
`

24. コιjrοθ′′s  aο ιrッ J′ Jメη″P2JS ヽヽbise

クヌギハムシ

2 θχs.,野土路峠,2■V,小野採集 ;1′ム,土

用,26。 V,重井採集:2′χs.,高下,26Ⅳ ,重
井採集 ;3′″se,土用, 30.Ⅵ ,青野採集 .

25.ル J“θ′οあ″″ sa″ルιυα Jacoby
サクラケブカハムシ

1′χ.,野土路峠, 25.v,小野採集.

ALTICINAE トビハムシ亜科

26。  /1ι ′jεα  εοθγlιJθ sσ ′
"S Bbly

クワクサ トビハムシ
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1′χ。,高下,26.v,近藤採集 .

27. ″
`:6α

  οι′γαεθα l′ i―
アカバナ トビハムシ

lθχ.,野土路峠,26.Ⅵ 林採集 .

28。 紳 tわPaa ″″ ″ια 〕Lly
ブナ トビハムシ

lθム,高下,26.V,小 野採集 ;2″s.,野土路

峠, 26.v,小野採集 ;1′ム,野土路峠, 26.v
・ ,林採集 .

29.屁薦 ″ IS /JαυJ″
“

jS Lly

ハンノキ トビハムシ

1′χ。,野土路峠, 30。 Ⅵ,宇野採集.

30.L夕70"rルα ル P2as`α Baly
ダイズ トビハムシ

2θκs.,高下,26。 v,小野採集.

31. 二
“
夕″の rメカα  `′

"′

う/Osα  Jacoby

ミツマタ トビハムシ

5θχs..高下,26.v,小野採集.

32。 鋤″ ′ゐrα  σノα″′
"“

 ELly
ル リヒゲブ トトビハムシ

1′″.,野土路峠,26。 v,小野採集 ;lθχ。,高工
26.v,近藤採集.

33.ル″ ι″α `ibjαιθ JaoOby
キアシヒゲブ トトビハムシ

lθχ.,高下, 26.v,林 採集 ;3′χs.,野土路山持,

26.V,林採集.

34.S叩″Jθια ″ηε′αrο s`riα′α М tschuldけ

カタクリトビハムシ
1′κ。,野土路峠,26。 V,林採集.

CASSIDI理ロ リタノン颯シ亜科

35. Ossfd´  υ′s´
`″

′jP2α  BOh_
セダカカメノコハムシ

2′χs。 ,高下,26。 v,小野採集.

36.Cαssだα υ′rsjωι
`″

 Bohm
セモンヒメジンガサハムシ

1´ム,高下,26.v,青野採集.

37.ル Jα s夕J″ bjrα
"W力 ″22ii"騨aeth

イチモンジアッパジンガサハムシ
″χs.,高下, 26。 v,小野採集 :lθχ.,野土路

峠,26。 v,林採集.

CERAMBYCIDAE カミキリムシ科

LEPTURttREハ ナカミキリムシ亜科

1。 0″ο′′sあ r,s Ltes
カラカネハナカミキリ

1′″.,野土路峠, 30。 Ⅵ,宇野採集.

美 le―での採集例は報告されているが,個体数は

少ないようである。

2. 二ι″
“
ια  ルεjクJθ

"s Ehtes
キパネニセハムシハナカミキリ

4′ぉ。,野土路峠,25.V,林採集 :1′χ。,野土路

峠,25.V,小野採集 ;1′χ。,野土路山十, 25.
V,青野採集 ;2′χs.,野土路出や, 26.v,近 藤

採集 :4 θχs.,野土路峠.26.v,重井採集 ;

1′χ.,高下,26。 VD小野採集 :lθ″.,高下,

26.V,青野採集 :1釘。,野土路峠,26.v,
青野採集 ;6 θχs。 ,野土路峠, 26.V,林 採集 .

3.物 ′α γげ :′たレαχ PiC
ビツクニセハムシハナカミキリ

lι 4,野土路峠,25.V,重井採集 ;2θ″s.調

土路峠, 25。V,青野採集 :3θぉ.,野土路峠・
26.V,重井採集 :l θχ.,野土路峠,26.v,
小野採集 ;1ク .,野土路山持,26.v,青野採集.

美作では泉山,滝山の採集例が報告されてい

るが当地にもかなりいるようである。
4. 励 ωps 

“
J″ιιια Gめ ler

ヒナルリハナカミキリ

1′χ。,野土路峠,25.V,重井採集 ;3θパ.,野

土路峠,25.V,青野採集 :1′χら
'土

用, 26.
V,重井採集 ;1′χ.,毛無山,26。 v,重井採

集 ;7 ιχs.,野土路峠, 26.V,青 野採集 .

5. P′ご0“ jα  ク′JJο J Solsky
フタオビノミハナカミキリ

l θχ。,野土路峠, 25.v,重井採集 ;2′″s.調

土路峠, 25.V,青 野採集 :lθム,高下, 26.
V,近 藤採集 :2′パ.,毛無山,26.v,重井採

集 ;l θχ。,毛無山,26Ⅳ ,青野採集 :2θぉ.,

高下,26。 v,青野採集 :2′χse,野土路峠,26.

V,青 野採集 :1′ム,野土路峠,30。 Ⅵ,宇 野

採集 ;4θ″s。 ,野土路峠, 14.Ⅶ ,重井採集 .

6。  PJごο″jα  ″ ″′αια thtes
セスジヒメハナカミキリ

7′パ.,野土路峠, 25.V,林 採集 :1′χ.,野土

路峠.25。 v,青野採集 ;2′χs.,野土路出ヤ,2Q
ヽ 重井採集 :2 θχs。 ,高下, 26.v,近藤雖

:1′″.,高下,26.vD小野採集 :2′χsc,高下

, 26.V,青 野採集 ;2′χs.,野土路峠, 26.

■ ガヽ野採集 :1″ .,野土路峠, 26.v,青 野

採集.

7. PJご 0“ Jα  ,ガ雄7J Ⅳhtsushita

ミワヒメハナカミキ リ

2′χs。 ,野土路峠, 30.Ⅵ ,宇野採集 .

8. P:ごοttjα  J″

“
ι
`″

ά′α Pic
ヨコモンヒメハナカミキ リ



lθ亀,野土路峠,26.v,青野採集 :1′ム,野
土路峠.25.L重 井採集.

美作からの採集報 告は校だない ようである。
9. PJdθ″′α ごJsrθ jd♭ Js Pic

キベ リクロヒメハナカミキリ
l θχ.,野土路 i十.25.v,背野採集 :1′″.,野

土路峠,26.v,重井採集 .

loo r)Jごθ″Jα  gγαιια′rJχ  Ltes
オオヒメハナカミキリ

3 θχs.,野土路峠,30.Ⅵ ,宇野採集.

11.PJごο
“
ゴα stg″ιルγα Bates

ナガバヒメハナカミキ リ
1′″.,野土路峠, 2■ v,重井採集 :1′χ。,野
土路峠,25.v,青野採集 :1“."野土路山F,
26。 v,重井採集 ;1′χ。,毛無山,26.v,青
野採集.

12.PJご θ″′α ご′ら′ιJs htz
チヤイロヒメハナカミキ リ

3θぉ.,議i下,26,V.青野採集 :3′χs..野」路
山卜, 30.Ⅵ ,宇 lllf/採集 .

13.PJ′ο″jα  sp.
16,野土路峠.25。 V,青 野採集 :16,高
下,26。 V,近藤採集 ;16,野 IL路峠 ,26.
V,重井採集.

体長 8～ 9赫 .仙慎淡黄褐色だが,胸 1反 .月販
は赤褐色ないし黒褐色.触角オ 3節以下各節の

先端・4・l節各節の先端なども黒ずむ。頭頂およ

び後頭部は黒 〈.前胸背 も前後両縁を除 き黒色

.上翅は淡黄色だが,肩 部後方の側縁に近 〈小

黒紋が あり。また翅端 と会合 線がゎずかに黒ず

tr。

14. fじ ごο
"′

α spe
l♀ ,野土路山十, 26.v,小 野採集 .

体長 7.5πろ 前種に似るが,上翅会合音助 ほゞ

ぼ 5かの 4に ゎた つて幅広 く黒 く縁取 いれるこ

と,黒紋が発達 し両側に 3紋をあ %わす こと,

中後腿節先端が黒ずむことなどで区別される。
15。 ノbヵα″οS`rα 43α′jα  ごθη′α′j´

`″
″JS PiC

ヒゲジロハナカミキリ

lθ″.,野土路峠. 30.Ⅵ ,宇野採集.

美作からの報告はまだないようである。
16。  3ι s′ rαれgαιJS ごJsr aP2JOJご θs Butes

カエデノヘリグロハナカミキリ
1′χ.,野土路峠, 26.v,重 )採集.

コハウチヮカエデのイヒ上か%得 %れたが,少
ないものと思われる。県下では.は じめての記
録であろう。

17.Srrα P7gιαγつr″α ′′″Js Sold貯
アオパホソハナカミキリ

9

lθム,野土路峠。 30.Ⅵ ,宇野採集.

伯者大山にはかなりいるが。本種もまだ,美
作から報告されていないようである。

18.Sιra昭
=α“

″ノη "露 ′α Rltes
ニンフハナカミキ リ

1′χ.,I'土路峠 . 30.Ⅵ D宇野採集 :1′χ.,野

土路峠 , 30。Ⅵ ,青野採集 ;2θぉ.,野土路峠 ,

14Ⅲ ,重井採現i.

19. Jりγαs′ rα 4gク ιiS Sた Jんθル′ηsJsヽ負tsushita

タテジマハナカミキリ

l θχ.,野土路峠, 14.Ⅶ ,li井採集.

20. Iajos`/α ηg″′Jα  εθP2′γαrια ttb tes

ミヤマホソハナカミキ リ

lθム,野土路峠, 30.Ⅵ ,宇里F揚彰健:14,野
土路峠, 14.Ⅶ .重井採集。

美作未記録種 .

CERAMBYCINAE ヵミキ リ亜科

21。 ノヽあιοrεん1`s たOJ′″ ′ルhtStlshi ta

コジマヒゲナガコバネカミキ リ
l θχ。,野土路峠, 25.v,林採集.

県下あちこちにいることはわか つているが ,

未発表のす にゝな つているものの一 つである。

22.乃ια′ο α7′ ιjご J″ γιヴrj″′2ηθ Ⅳbtsd■11薄
ヒメスギカミキ リ

2 θχs.,野土路薦卜, 26.v,青 野采集 .

23_ケιθεJノιお 
“

夕οJルs Ltes
キスジ トラカミキ リ

1′た,耳 スエ山, 14.Ⅶ,重井採集.

24。 ル gιノ″γS S"励 SC′αιπs PiC
キオビトラカミキ リ

1″.,野土路峠. 30.Ⅵ ,林採集.

25。  fレrαειノιγs  ′χε
“
ι′γS  Ihtes

シロ トラカミキ リ

l θχ.,野土路峠, 26.v,近 藤採集 :l θχ.,野
土路峠,26。 v,重 井採集 :1″.,野土路峠 ,

26.v,青野採集 .

26_ Iυγ′  ′λογαεJσα Wlite

ホタルカミキ リ

1′χ。,土用,26.v,重井採集 :1′χら
'毛無山

,26.V,重井採集 :2θパ_,土用,26。 v,小
野採集 :1″ら

'毛
無山,26.v,青野採集 :1

′ム.野土路峠, 30.Ⅵ ,宇野採集 :2θぉ。0野

土路峠,26.v,林採集.

LAvlII NAE フ トヵミキ リ亜科

27.■●ηθσ物曜s sあルsc″′γS Bates
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ヒメヒゲナガカミキリ

l θχ.,野土路峠, 30.Ⅵ,林採集 :1′χ.,耳 ス

エ山,17.Ⅶ,IE~井採集 .

28.■■sOsα   s′ηJι :S Ehtes

タテスジゴマフカミキ リ

l θχ。,野土路峠. 30.Ⅵ 蟄青野採集 .

29. Pt′″οιθpЙ Jα  ノάゆ″Jεα B・~elming

エゾサビカミキリ

lθ χ̀,野土路峠D3oo Ⅵ,宇野採集 ;1′χ.,野

土路峠, 30M,7i野採集 .

伯者大山では得たことがあるが,県 Fでは ,

は じめてである。姜作か時の記録 もない ようで

ある。

30.Prθγριο″ Jα rな″α Bates
ア トモンサビカミキ リ

2′χ.,野土路l峠,25.V.林採集 :1″.,土用

, 26.V,青 野採集 .

31.R″ Oι θ″ Jα Jθ J″ j″ Bates

シロオビサビカミキリ

1′χ.,土用, 30.Ⅵ ,重井採集 .

32.Aα 姥だα ″/J″s lhtes

キクスイモ ドキカミキ リ

1′ダ.,野土路峠,25。 V.林 採集 ;1′焦,土用

, 25。V,重 井採集 :1′χ.3高下,26.v,小
野採集 :1′″。,土用,26.v,青 野採集 :lο″

"邸土路峠, 26.V,青 野採集.

33. 五みο,αιθSθ′ιis biルsσ jα′ZS R3ョatz
フタオビアラゲカミキ リ

lθム.野土路峠,林採集.

県下からは未記録の ようである。
34.cノιJガ Jι ια √ :s′ sσ′″S Bates

ハイイロツックビカミキ リ

l θχ..高下,26.v,近藤採集.

木種も県下からの報告はないようである。
35.■をた′sJα /Jαυοι′εια lm

キモンカミキ リ

1′κ̀ ,野土路峠, 30.Ⅵ .林採集 .

36. Etttε θθθrα  ,″ jεθιθr 肺

クロニセ リンゴカミキ リ

1″.,野土1略山|:, 3o.、 ], lfi‐ 井おKFI:`

県
~F未

記録 と,思ゎれる。
37. 6)ι θ″θα ″θ′

`ε

ια Pascoe
シラホシカミキ リ

1′χ.,野土路峠,3o.Ⅵ ,林採集.

38. Par′

“
′′′″αメЙα s多〃 α″S  thtes

ダイセンカミキ リ

5′″.,野土路峠, 30。 ⅥD宇野採集 :13′χs.,

野土路峠 ,30.Ⅵ ,林採集 :3′″s.,野土路峠 ,30

,Ⅵ ,重井採集 :1′χ..野土路峠, 30.Ⅵ ,青

野採集 ;2′χs.,野土路峠, 14M,重井採集 _

サワフタギの葉上に最も普通に見喝れた。近

くでは蒜山の記録がある。

39。  Ntpsθ rたα ηηγgi″ ιια Brates

ヘ リグロリンゴカミキリ

l θκ.,土用, 26。 V,重井採集 .

40. 6bθ /θα  力′bθ sε′″s hteS
ヒメリンゴカミキリ

l θχ.,野土路山ヤ, 30.Ⅵ ,青野採集.

41. P4ノ
`ο

θεJα  γ14/Jυ′ηιrJs Gautier do cOttes

キクスイカミキリ

1′χ.,野上路出十. 25.V,林 打集.

ATTELABIDAE オ トシブミ科

1. αθ″οs′γόЙ′ッs 乃́
"ノ

θ′ VOSS
マルムネチヨツキリ

1′χ。.土用,26.V,重井採集.

2.助ε
`JSω

S υθ″ιS′ツs Pa∝Oe

イタヤハマキチヨツキリ

3 θχs.,高下,26.V,小野採集 :l θχ_,高下,

26.V,近藤採集 ;lθ■,局五 26.v,重井堺集

, lθ″.,野土路峠,26.v,重井採集 :lθ亀野

土路峠,26.V,林採集 :2′χs."土用.30.Ⅵ ,

青野採集 :1′χ..野土路峠,14.Ⅶ ,重井採集。
3.助ε′JSωS Cο″F"θγ Jdel

ドロハマキチヨツキリ

1′″.,高下, 26.v,小 野採匁

伯者大山などで採集できるが,県下でも個体

数は多くない。
4. I″υOι υ

“
ινs  sJ4gッ ′α/Js Roclofs

マダラケブカチヨツキリ

lθχ..野土路峠, 30。 Ⅵ,林採集.

5. Eレ0パ  Sp′′
"ご

ida Voss

カシルリオ トシブミ

1′ ム.高下, 26.V,小 野採集 :lθ″。,土用,30.

Ⅵ,青野採集 .

6. Pa/θp′α〃 夕′多′S ″ a′ JJS vollenhoven

ゴマダラオ トシブミ

1′χ.,高 F,30。 Ⅵ,重井採集.

7. fbrO夕ια′りご′rtrs υαηυOι ttθ

“
づ Roelofs

ヒメゴマダラオ トシブミ
lθχ.D高下,26.v.小野採集 :lθχ.,高下, 26.
v,近藤採集.

8. 3メz口′αクοご′″
“
S ψαυθ′S VOSS

ヒメコブオ トシブミ

lθガ.,土用.26.V,青野採短 lθた,土用, 26.

V,小野採集 .

9. コ/yりごθ/γs  ′θ々θIJJ Roelofs



オ トシブミ
1′″。,土用D 26。 v,重井採集 .

10・ 珈 ご′″ιS ″α′ε′′Jθ

"s 
針脚叩

ムツモンオ トシブミ
1′ム.田浪, 26.v,ガ、野採集 :l θχ.,田浪 ,

26.v,重井採集 ;1′χ..高下,26.vD青 野

採集. lθχ.D高下,26。 V,重 井採集 :lθム ,

高下,26.V.林 採集 .

110 /レリ′θγν6  らαι′′α′
"s Roelofs

ウスモンオ トシブミ

lθ″.,高下,26。V,小 野採集 :1′為,高下,

26。 ヽ 重井採年:1″ ..高下, 26.V,林採集

:1′χ.,野土路峠,26。 V,林採集 :1′た,野土

路峠, 14.Ⅶ ,重井採集 .

12。 4pa′″
“
s g蒻″s 9nrp

セアカヒメオ トシブミ

1′χ.・ 野土路峠,25。 VD小野採集
`

13.初 ′″s γttjあs〕わtschul薄
ウスアカオ トシブミ

1′ム.高下.26。 v,重井採集.

14.4っご″γS θryr737・セ
`Sr″

V011enhOv田
ヒメクロオ トシブミ

1′ム.高下, 2亀 V,林採集 .

15。 Cりじ″οrrαrλ′ιas ″:′′
“
s Roelofs

ハギツルクピオ トシブミ

lθた,野土路峠 .25_v.小野採集 :1″.,土鳳
26。 V,ノj選手採集 :1″ ..高下, 26.v,青 野採

集 :lθム,野土路出|,30.Ⅵ ,宇野採集 :1′ぇ ,

野土路峠, 30。Ⅵ,重井採集.

16. Parα′rασみ′′οル
"S Jο

4g′σοr":s Roelofs
ヒゲナガ オ トシブミ

1′″。,高下. 26。 v,青 野採集 .

HYMENOPTERA膜 翅 目

SYMPHYTA広 腰亜 目

TEⅣImⅢ )INIDAE ハバチ科

1. srrο 電ッ′agasrar s′ r“だパ Taketchi
ナガゼンマイハバチ

1♀`,高下,26・ ■,近藤採集.食草はゼンマイ.

2。  Iρごθνs ,″szι ′εθια Roher
ニセヒメムネアカハバチ

3♀16.・ 高下,26・v,近藤採集.食草はスギナ.

3. 26ゐリンο′αsJS arrα′jεα Shith
コキモンハバチ

16.,高下,26・ v,近藤採集。あまり多 〈ない。
4. 2″り,つ′αSJs sθ r″ j   Olutarロ

11

セ リシマハ バチ

1♀。,朝鍋.26・ Ⅵ 重井採集 :3♀.,高下,26・

v.近 藤採集.食草はセリ.

5.″″。ルメ ε
"α

′Js〕ゆtschulsky

クロハ′くチ
2■ ,高下,26・v,近藤採集.平地.LL地にか

かわ %ず .普通rC産する種でありなが %,食草

は今だrc知 %れていない。
6.勲gJごJ′ frr frαバ lhith

クロムネハバチ
26.,高 下,26・v,近藤採集.食草はカキト・ウシ

7. メみ。gηg′ sr′γ Jarjノ′S Kirby

セマダラハバチ
2♀.,高下,26・ v.近藤採集 .

8. 
「

¢P2`み″配o 
“

″′jυqgα mrlatt

キコシホソハバチ
1乳 .高下,26o v.重井採集。あtり 多くない

種で.ハ コベ, ミミナグサなどの葉を含す。
98 re″ ′λ″θごο  α″α′:s Andre

マエグロコシホソハバチ
1916.,野 土路.25 ov,近藤採集.やや稀な種

で食草 もわか つていない。
lo. re″ ′″θご′′Jα λ′J″ Js ttth

ハラナガクロハバチ
16.。 高下, 26 ov,近 藤採集.やや普通に産す

る力=.食草は.わか っていない。
11_ム′卿

"ノ

な ど″′Z:″ ]圃bにhi

ウツギハバチ

零

“

..高下.26o v。 近藤採集.ウ ッギを食草

とする。

12。 勧 ″
"s 

ノレ′υjaοr“is ht…
ツノキクロハバチ

1♀。,高下,260■ 近藤採集.食草はイタドリ.

13.ノしたαι,α ι
`峯
rP2S ′Jり亀″″′αルhrlatt

セグロカブラハバチ
1%,高下,26・V.重井採集.十字花麟 害九

14.ルゅ 酸 s′ ′′ル s″′′な′θSα Mrlatt
クロバアカマルハバチ

1乳 .高下.26・ v.近藤採集.ボタンズルを食す。
15。 ス″′αsrttJα ″ιJ♂″J Takerhi

イタ ドリクロハバチ
2♀..高下.26・ v.近藤採集.イ タドリを食す。

16。 rerrttγ′どJ″α ノ「ιαυJdα mriatt
トガ リハチガタハバチ

1乳 ,高
~F,26 o v,重

井採集.ヤ マホ トトギス

を食草 とする。
17. 7ン″′乃r′db ノレカαJ′ Rorr
禾『名はない。

1乳 Dtt F,26 ov,近 藤採免 ヤマブキを食す。



ARG IDAE ミフシハバチ科

18.ル″ σり″jυα 師 ぬ

ニレチユウレンジ

1♀ .,高下,26・ V.小野採集.ニ ンを食す。

19.ル″ ″r″ PanZer

最近.県内の昆虫相は同好各位の努力に よつて

次オに明 %かにな りつ ゝあ りますが会員の一人と

して県北に居住していますので.北部のカミキ リ

の 日録をかかげ昆虫相調査の一助に供 したいと思
います。

採集地は主 として苫田君ι 真庭君L勝 田君6.英田 ′

君5.津山市の ものであ り. 120種記録 していま

す。 うち 3種は贈与を受けたので目録中にその旨
示 します。簡その他に 5種平田信夫氏.竹内幸夫
氏の採集になるものを末尾 に記 します。計 125
種とな りますが,現在判明しているのは次の通 り
です。
コンマコパネカミキ リ。 トワダムモンメダカカミ
キ リ等の同定を受けた京都の中根先生。岡山の平
田先生に深謝致 します。

PRIONttLE ノコギ リカミキリ亜 科
1.″″″Sの ′鈎″)sf″′

“
ゥスパヵミキ

リⅧ 19. 6o 滝山
2e nrjのが  ,″wιαris  ノコギ リカミキリ

III. 3.55 上斉原村.畑 . 10.55
泉山

AttMIME マルクビカミキリ亜 科
3.s"均 ιJs b“″′Stθ Jル s クロヵミキ リ

Ⅷ , 1. 51 作東町,X。 6. 59
上斉原村

4.Cr′ Oε′ルαιな (ss′ r)″
“

sι

`ε“
sムナクボ

サビカミキ リ Ⅲ, 7.62 津山市黒
沢山 灯火rC飛来

DISTENII MEホ ソカミキ リ亜 科
5。 Dお′θPaliα

『

αε′ιJs ホソカミキリ

Ⅶ . 7. 62 津山市黒沢山,ヽ■_30。
62 後山 灯火に飛来

LEPTURINAE ハナカミキ リ II科
6.rttO`露s(乃

"′
れ曜)r′ J″: モモグロハナ

県北 部の カ ミキ リムシ採集 品 目録

チユウレンジハバチ

1♀ 16.,高下 ,26・ V,近藤採集 .

20.4“ ″な J"οあSα mtscmlsky
アカスジチユウレンジ

1♀ 16・ D高下,260V,近 藤採集.パ ラ手た館 。

以上の他に.近似種と思われるもの 8種を記録

している。

カミキリ Ⅵ .6.56 泉ti

7。 αttrο′′sσレq"切りたS)ご″jsごθr isカ ラ
カネハナカミキリ Ⅵ . 7.59 滝LL
県北には少ない。

8。 I_ια″ lipliaパ  キパネニセハムシハ劫
ミキリ Ⅲ 。29.60 津LL lF,V.
15.60 滝山 カエデの花1/Cて 多産.

9.I― Jα ″Js乃 揚″αJア カイロニセハムシハナ
カミキリ  Ⅵ 。 19。 62 泉山 シ

ョウマの花rCて  少ない。
10.L″ Jα ″z/1i′ んοra″ ビツクニセハムシハナ

カミキリ V.8.6o 泉山 ■ 7`
61,越畑 (鏡野町)

11.力物
“
οぉ CDii“″″α)滋″ι′α ヒナルリ′サ

カミキリ  V. 8. 60 泉山, V
13.62 勝田郡立木

12.PJぁたJα eレ〃θク′ご。ηjの α″″αιαセスジ
ヒメハナカミキリ V。 8.60 泉山
Ⅲ .  29. 60 津山市一宮, Ⅵ。.

2 6. 6 o  「h禾口村
13.PJあ″jα e餡ガ。夕Jごθ″jα)ご′bjι ′sチ ャィ

ロヒメハナカミキリ Ⅵ 。 10. 60
花知山, lI.7。 59 滝山

14。 P'あたjα 伊髭〃θpjぁ夕2Jα)ご Jsεο
`″

ιJsキベ

リクロヒメハナカミキリ Ve 15. 6
0 滝山, Ⅵ, 26. 60 中和村

15_PJご Oη Jα CPsa″θ夕J′ο
“

Jα)♂′α′ια′″J″ ォォ
ヒメハナカミキリ III. 9. 61 滝111

少ない

16.Pliご ο′Jα es′滅。pJごθ″Jα)Jη s2れ″αια ョコ

モンヒメハナカミキリ V. 15.6o
滝山, Ⅵ 。 10。 60 花知山

17.PJごθ
"Jα

 tta″οpJごθ″,α)ηlJ″j ミヮヒメ
ハナカミキリ v。 15。 60 滝山,

1順
一〓
口道



Ⅵ . 10.6o 花知山

18。 Pjごοがα ewtノ。夕だ。
"Jα

)Sj♂ jル″α ナガ

パヒメハナカミキリ V_ 15. 60
滝山. Ⅵ . 10. 60 イ腋口lL

19.P′′ο″jα O嗜滋 :θルrα)″2′ ′θj フタオビ

ノミハナカミキ リ V. 15. 60 滝

tL. lI.16.58 泉山,多産

20.G物 ″′rα 盛″

"′

′JJα チピハナカミキ

リ V。 15.60 滝山

21。 ん οpιοご′γ硼り/ルα θχCαυα′α ミヤマクロハ

ナカミキ リ Ⅵ 。 10. 60 花知山,

V。 25。 58 作東町

22.ル″οιpo″ ″ィル ヒメアカハナカミキ リ

Ⅶ.24.57 泉山

23_ Иレ′ごθ′″′  4め″  W“ねた′α アカハ効

ミキ リ Ⅷ .6.56 泉山.Ⅶ.22.
56 星山.Ⅶ .30.62 後山

多産

24.ル″θ」″ηα sεθ′οルSツヤケシハナカミキ

リ Ⅵ .8.58 阿波村,Ⅵ . 10.
6o 花知山

25。 ルどθιjα rPa″ιノιοルs)c餞′′s マルガタハ

ナカミキ リ Ⅶ . 15.56 英Fコ 郡若

杉峠 少ない

26.Jα

"″
S″α′夕 ′jα ル″α′J″″″JSヒゲジロ

ハナカミキリ 安東瑞夫氏採.真庭郡毛

無山

27.s″α暉″め
"r"″ メ″滋ια ニンフハナカ

ミキリ Ⅵ. 10.60 イヒ知山. Ⅵ。

26. 60 山禾B村

28. Idあ sι ragク ′物 
“

″/ασ′α ミヤマホソハラト

カミキ リ Ⅶ 。 14.57 阿波付,Ⅶ .

13.58 上斉原付,Ⅷ .9.54
泉山

29.ル″24/α ″ル jοぉ α′′λJθps クロハナカミ

キ リ V_15.60 滝山.v.8.
55 津山市

30。 ルタ″α αr“α
`α

 ιst夕ζ

『

γOλα″ ツマグロ

ハナカミキ リ V. 25. 58 津山市

Ⅵ. 26. 60 「ll和村

31.ルゅ
`π

α οε″αε′a/asCjα
`α

 ヨスジハナカミ

キ リ Ⅷ .6.60 泉山,1lL 13.
62 上斉原 多産

32.Mレ rOι ′クι″α r′gaι :sォォヨスジハナカミ

寺=り  lll. 2 7. 55  イL知 l ll, ll11. 1

8. 62 勝 LI岩 6広戸

33。 ■7α
"α

s夕 Jα  
“

αSpjごοjご′s べニバハラトカミ

キ リ Ⅵ . 10。 58 津山市衆楽園 ,

カエデ樹上飛 しょう中 .
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34.ルリ山Jis O"ノαιjsθめ
":た

んのθ
"s,sガ

ロ

アホソコバネカミキリ Ⅷ.8。 60
那岐山

CER― YCINAEカ ミキリ亜 科

35.Xysrrο θθrα ノθらοWアオスジカミキリ

III.8。 55 津山市3Ⅵ .25.62
津山市.灯火にて

36.動″ι勿わ夕κ″〃′′ ミヤマカミキ リ

Ⅷ。 10。 60津 d」 lf

37.Ps′ ″α′οルsルθs ε′″y.sθ′″ Jχ キマダラカ

ミキ リ Ⅵ.16.62 津山市.Ⅵ .

6。 56 津山市 いずれも灯典G沫
38_″ Jο ′″α″s(ss`4)s,レ θ″Jθ″′渤sク ロ

アシ トビイロカミキ リ Ⅷ。 4.54
泉山

39。 S′′
"瑠

/′″r72♂a″ι″ο′α′7″ ヨツポ劾 ミ

判  Ⅵ . 7。 55 津山市

40.S`ι 7273-ιtt ιむ滋:ト ヮダムモンメダカカ
ミキリ v. 15。 60 滝山 カエ

デの花にて
41.Mttθ rallts CLれ囲みs)たοガ潤2jコ ジマヒゲ

ナガコパネカミキリ V・ 8.60 泉
山,v. 13.62 勝田郡立木  ヵェ

デの花にて

42.2″θs`′ S滋″燿′j"sク スペニヵミキ リ

Ⅶ . 27。  55 花知は1 リョウプのrι

にて

43.α′ιJ′

“

j″lμ燿夕たθ′ル ヵクムネ動

ミキ リ Ⅵ・ 17。 57 津山市高倉

44。 OJar,ごθ′″ 6%rα盛′θrJあ J"め ヵ″がα
“

二 励 ″ごjア カアシオオミ ドリカミキ

リ 高橋英輔氏採 Ⅷ .21.60 津

山市高野・ Ⅷ. 10.55 津山市f高倉

45。 二′ρ″′JzJ" υ′″′グ′ミ ドリすフミニ|リ

v.21. 56 津山市.Ⅶ 。 2_61
泉山,多産

46. RTα′jα
(sa s′ 4)う α

`′

s′ ルリオむ4カミキリ

保田紀代野氏獅 . 12.55
勝田郡広戸奥津りIL Ⅷ .2. 58 勝田

郡広戸奥津川

47.S″,′ηθ
`γ

sノα″″jεお スギカミキリ
。 20. 58 津 llJ市

48.Oι ι″力″ 0そιαιθ
“

ιι
`ご

jta rげ j″4″

ヒメスギカミキ リ IV。 15.56 真

庭郡勝山町.iV. 20. 58 津山市,

多産

49.乃ιθ″θεみγs(s.s`4)σ ′′r li″ sッマキ ト

ラカミキ リ Ⅷ。 13。 62 上斉原村

ブナ倒木にて
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50.x/Oι r′ctts(se sr4)ε
“
″ Jp′

“
isゥ スィ

ロ トラカミキ リ Ⅶ. 13_62 上斉

原は,Ⅶ.22.56 真庭郡星山.    65.
Ⅷ. 17.58 勝田君S奥津川

51_Xメ 0`rθ σbs(S.s`4)a″ εjα′パ ニイジマ

トラカミキ リ 1/11. 30.6o 後山 .

Ⅶ, 12.60 藩雹山.Ⅷ.3.57   66.
阿波 村

52.Cιノ
“

s″ Jα′
“

シラケ トラカミキリ

Ⅵ. 6.56 泉山,V。 3.60 津   67.
山,Ⅵ . 26。 60 「●矛E村

53.cガοειノ′だ ″″
`ル

sキ スジ トラカミキリ  68.
v.21.59津 l山 市,Ⅶ .9.

61 滝山,Ⅶ .14.57 阿波 ,II.

14.55 泉山

54_ル励 ″ιノ
“
s si72P′ arJsアカネ トラカミ

キリ V。 3.59 泉山 カエデの花

にて

55.働J″ψ
"“

Sα″
“

Iαγisタケ トラカミキリ

Ⅵ . 9.55 津山市.Ⅷ _6。 56
泉山

56.働 ιar勁″パ ノapa″れ sェグリトラカミキ

リ Ⅵ。 26.6o 由禾口付,Ⅵ.17.
55 花知山.Ⅷ。 9.61 滝山

57.働ι″οヵοrパ P20`αら:Jisア ヤモントラカミ
キリ (キ ィロトラカミキ リヽ Ⅵ。 9。

55 津山市,Ⅵ . 17.55 花知Щ
多産

58.Fla″
"層

ご歯″″′αヒメホソ トラカミキリ

(ヒ メクロトラカミキリ) Ⅲ.29.
60 津山,Ve 15.60 滝山,カ
エデの花にて

59。 D"P2a″
`″

αえs iJIsト ゲヒゲ トラカミキリ

V。 14.61 勝山町.Ⅵ。16_5
8 泉山.Ⅵ 。 7.59 滝山

60.Rηαειノ″s θκ
“
ι
`な

シロトラカミキリ

v.10.61 泉山,V.20.6
2 上斉原付っⅥ. ?。 59 後山

61.ん竹ιノ″γS(s.s′4)s勁′2Sε jα

`γ

s υαた
″γルS`θ′Sスキノアカネ トラカミキリ

Ⅵ.8.58苫 田郡阿波付,V.10.
61 泉山

62_拗%」
"`“

6セια9″ JS)″rs"sた jι α
`マ

ツ
シタ トラカミキリ Ⅵ.4。 55 泉山

lv。 29。 59 津山城山
63。 ιルァ′ 働ο″αrたα   ホタルカミ千リ

Ⅲ .29060 津山市, Ⅵ . 19.
57 真庭君3星山D多産

64.Arク″jε′″Sc′′/″pι

`sι

′s)s″σ
`α

b`ι is

ヘ リグロベニカミキ リ Ve 18.58
真庭郡勝山町 (安東端夫氏採)

ル ″r Jβθ″Sな
`′

/“ノ iS′ ′S)′夕物 j″εル′j

ベニカミキ リ lv. 14。 57 津山li

Ⅵ.8。 58苫 田都跛 村 .

螂 IIImE フ トヵミキ リ

ン θ

“

ιみJs′ α
`γ

s/77ali/2″パ ヒメコブヤハ

ズカミキリ V. 29` 60 滝山 .

Ⅷ .25.59 苫 田属5土斉原村

Psaερ′λ′α λJι″ Jsみ″αr fsキ ボシカミキ

リ Ⅷ .23.62 津山市

ルリ,J″ルο″ (S.S′4)″′αs'α
"ゴ

マダラ

カミキリ Ⅶ.1.55 津山市,Ⅵ .

29。 58 泉山

69。 X"jωセ′αル s"Jα チヤボヒゲナガカミキ
リ MI.12.60 滝山

70.砕α″レ 開″
“

Jα′αヤハズカミキリ
9.54 泉山,Ⅷ .7.62
市黒沢山

71.И″ε力″
“

(so s′た)α′ι′″P2arzsマ ツノマダ

ラカミキリ Ⅷ .?.61 津1■ 祠f野村
72.筋P2oε屁

"は
s(s sι4)蝸∫csε lia′ パ

S“ら受2Sa li19′

“
s

ヒメヒゲナガカミキリ V。 30.
59 泉山. Ⅵ _26.60真 庭君5中

和村, Ⅷ . 19.60 滝山.伐さい

木に多い

73_0“″οια /rαだα′″ ビロウドカミキリ

Ⅶ. 7.62 津山市. Ⅷ .6.5
6 泉山

74.の″ =0′
α

“

t―づο踏  センノカミキリ

Ⅷ . 5. 56 津山市. Ⅷ . 9.6
0 津山市

75_BarOε′″  ι:P2"ι α′α  シロスジカミキリ

Ve 24.62 津山市,Ⅷ .1052
英田右g作 東町

76.ル j磁
″― /J」icヵ ″raク ワカミキリ

Ⅷ _4。 54 英田15作東町
77.Mいοsα (s sι 4)暉o,sヵ

"“

J“ ゴマフカ
ミキリ Ⅵ .30. 62 英田君5作東町,

V.6.56  苫田部阿波村, Ⅷ .

13.58 苫田岩5上斉原村
78_M♭ spsα

“

″θιοε″― α)ιρぼι″ηttJS

ゴマフカミキリ Ⅷ _ 13.62
郡上斉原村

79.Mいρsα (“み′ιοε″″
“
α)s′″J′ Jsタ テスジ

ゴマフカミキリ Ⅵ .4.55 泉山・
Ⅷ . 17。  58 勝E415広 戸奥津川

800νンsθ sα O″ :“Psθ sの たjrsγιαヵタジロゴ

Ⅷ

津山

ガ

田

ナ
苫



マフカミキリ Ⅷ. 12.60苫 田郡

上斉原村

81.2ι :願α ′ルγ″α′αヒゲナガゴマフカミキリ

Ⅷ. 13.62 苫 田部上斉原村.Ⅶ
.30.62 後山

82.M″ο″ ルγεα
`α

ハイイロヤハズカミキリ

Ⅵ . 6.56 津 L腱 市 灯火
83.2θ″θιθttJα αP7ysια マルモンサビカミキ

リ Ⅵ.13.58 津tL市

84.Prarο ιの271,α θωあ zα トガリバシロオビサ

ビカミキリ lIL 10. 55 泉山.

lⅢ  .  2 4.  6 2  洋障LLi lli

85.PrarθιοpFIJα 2rSα ナカジロサビカミキリ

V. 18. 58 泉山 Ⅵ.8. 58
苫田郡阿波村

86.ル′rθ ιρ″ α rlig′″ ァ トモンサビカミキリ

v.3.59泉 t担.Ⅵ .10.60
花菊LL, Ⅶ 。 10. 55 泉山

87.Pr′″ο′θル jα Sγわσttps′αヒメナガサビカミ

キリ Ⅷ 。 9. 61 滝山 Ⅵ.6.
56 泉山

88.Prθ rOιρp73Jα ォジロサピカミキリ Ⅵ.8.
58 苫 田君5阿波村. Ⅷ.8. 57

苫 田部上斉原村
89.]る Os′ ′′α sルηjθ Jα クヮサビカミキリ Ⅶ.

24.62滝 山.Ⅵ .6.56真
庭琳5星山

90_Aα″だα ″げ′″Sキ クスイモ ドキカミキリ

v. 14.61 真庭郡勝山町.Ⅷ .

2.61 真庭15星山

91.シ brα wb/asε Jα′αシロォピチピカミキリ

、■. 10. 55 真庭都星山 lI「 . 3
0,62 後山

92.P物″:OSrθ ι:s“ηj力 sr,″ινsヒ トオビアラ

ゲカミキリ V.8.60 泉山. 倒

木の細枝
93.屁´惣餞 jοpsisル″ Jε″″Jsホソヒゲケブ

カカミキリ Ⅷ 24. 62 滝山
94.Grα ルJル SSα υ′″ια クモノスモンサビカミ

キリ V.29.60 滝山
95.P留%“λ′rγs(s.sι4)ご j″ごJαι,sネジロ

カミキリ Ⅵ_ 26. 60 真庭岩6中矛p

村.倒木にて

96.Oι ″″′
"Sy′

ια′γs ゴィシモモブ トカミ

キリ Ⅶ.30. 62 後山
97.3りss“″ sαルrd'“ トゲバカミキリ Ⅶ.

10.55 泉山. Ⅶ . 13.62
苫 田君

`上

斉原
98.ルのσ′

“
′/24S ιj″αιzιsァ トモンマルケシカミ

15

キリ  Ⅶ . 13. 62 苫 [l若阻斉原
99.助ε′ηrrγs ι′s′だ′″′

“
s キツコウモンケ

劾 ミキリ Ⅶ .24. 62 滝山.lШ .

12. 60 上斉原
100.助″rル (s_st4)′′rrα s`む

"ム
ネモンヤ

ル ミキリ Ⅵ. 16. 58 泉山.

たたき綱にて葉上
10■ 1%ル′″αルタοε′ιο′α ヤツメカミキリ

Ⅶ.2.62 津山市
102ルを″′slα (s.s′ 4)ノια

"′
′ε′αキモンカミキリ

Ⅵ 。 26. 60 真庭君5由和村,Ⅷ .

3。 57苫 田部阿波村
10■ Capsj″ s′ηρ

j"ιθ
"ι

αハンノキカミキリ

V.15。 56 津止1市 ヤシャプシの

葉土
104 Rπ

ttι ′
“
′αメ9rr24′ jラ ミイカミキリ

Ⅵ .9.59津 LL市,Ⅵ 。 19_5
7 英 EF郡美作町 カラムシ葉上

10■ Nli″
“
θsι θ″S`ρια たθ″οJコ ゥノニセリンゴ

カミキリ Ⅵ・ 16. 58 泉山ぃたた

き綱にて

10q θιθ″α (s.sι4)″ ガθ

“

′οr isハンノキ

アオカミキリ Ⅶ・ 30.62 後山.

、Ⅲ。 17. 58 勝田部広戸奥津りlt

新炭材にて
10■ α′″′α (ヽ s′4)″′ιJ″αシラホシカミキリ

Ⅵ . 5. 58 星山. Ⅶ . 10.
55 泉山, Ⅷ .6.56 泉山

10Qン′″′′″αル Sittι′α″Sニセシラホシカミ

キリ V.30.59泉 dio Ⅵ.16_
58 真庭若g中禾D村

101助パクγttα ″ ♂膨ιιαヘリグロリンゴカミ

キリ Ⅵ 。 26. 60 真腱粥
`中

和付,

Ⅷ 30.62 後山

1lQ abθ″θα ルb′ sε′
“
sフチグロチヤバネ リンゴ

カミキリ 皿 .29. 60 津山市.Ⅵ

.30.57 泉山.Ⅶ .2。 61
泉山.飛翔由のもの

11■ 0らθr′′ jα

"″ `ε

α リンゴカミキリ

Ⅵ 。 16.57 泉山.飛翔中のもの

112 0θγ′αだχια ニセリンゴカミキリ

Ⅵ。 14。 55 泉山,飛翔中のもの

11■ 0″″ ″むだυクtr isホ ソリンゴカミキリ

(ホソツツカミキリ) Ⅶ .24862
滝山,飛翔中のもの

1140″′α υJ″α′αゥスグロリンゴカミキリ

(ホ ソキリンゴカミキ リ) Ⅵ . 17.
55 イビ知山, Ⅵ. 16.54 津山

市.飛男神のもの
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11■ 島ノο′σJα (s.sιぇ)"グjυθ″′″Jsキ クスイ

カミキリ v。 19. 57 真庭都中和

村。 Ⅵ .29。  58. 泉山
1lQ L,tο′●:α C,メ′P22ハ r″υsョッキポシカ

ミキリ Ⅵ.10。 60 花知山, Ⅵ.

16.58 泉山. Ⅷ。 4。 54
泉山

11■ 鉾 ′ο囮″ /arた″j」i12″″
`“

ルリカミキ

リ Ⅵ。 7.57 滝山,Ⅵ.19.5
6 泉山

本年度記録 したもの
LEPIm INAE ハナカミキリ 亜 科

1lξ レ メ′ops テッィロハナカミキリ

v.26。 63苫 田部加茂町
11亀 Eぃ′rα4F′ iSご :s′

“`ο `ル

s ヵェデノヘリ

グロハナカミキリ 苫 田部加茂町 v.
26.63苫 田部加茂町

12Q Car′鳳りs s″ Jσα′αキヌツヤハナカミキリ

苫 田郡加茂町 v.26.63
筆者以外の採集に よるも0(標本を実際に認知

したもの)

12■ κれ激οα α_2siS ミヤマルリハナカミキリ

平田信夫氏採 苫 田郡越畑. 62年 5

月

122■轟 ′α (s.s′ 4)」icヵ″frα ヤマ トキモンハ

ナカミキリ 平田信夫氏採 苫 田君6■斉
原 7月

121週シ0ご J″

“
s (se s′4)biバasriα

`“

s ノα

""jε“
s

フタスジカタビロハナカミキリ(夕 ヵネ
ハナカミキリ)竹内幸夫氏採 苫 田部越

畑 63年 5月  4頭
124 0Jθ

"σ
ω

“
s οσ′ό

“
S′

“
′α′

"s /a"Sα"Zs
タカサゴシロカミキリ 竹内幸夫氏ス
久米君6大井西村,津山市オ三小学校児童
採 津山市小田中

12■ ん商りJ“s sα轡
“

j″′″″:Sムモンペニカミ

キリ (チ ヨウセンペニカミキリ)竹 内

幸夫氏採 久米郡大井西村

以上の 125種ですが,未同定のもの 2・ 3種
とイタヤカミキリは確実に産しますが,デ ータが
あり査せんのではぶきました。   このうち主
として本州中部以北に記録の多いフタスジカメビ
ロハナ.ツ マキ トラ, トワダムモンメダカなどが

注目すべき種かと思われ,又.中部関東以北に普
通のカラカネ.マ ルガタハナ.ル リボシ,ハンノ
アオ等は調査不充分かも知れすせんが.こ の地方
には少ない様です。

ク ロ ス ジ ギ ン ヤ ン マ の 記 録

林  憲 ―

今后ギンヤンマと思 つても採集され分布
状態を明%かにしていただきたい。

こ でゝは,筆者の倉敷附近での記録をのせてお

く。

倉敷市生坂水別 1963-Ⅲ -27 幼 1

倉敷市中庄   1963_Ⅲ -21 幼 1

早島町矢尾   1963二Ⅵ -2  16
〔蹴 〕

①安東瑞夫「タロスンギンヤンマ金甲山に多産」
す むゞし 7aム 6M2

②赤枝一弘「竜の口でタロスジギンヤンマ」
す むゞし 7oム 8比L4

③片山豊八「美作産の靖綸」
岡山と昆虫  1959-10

0安東瑞夫「 作東の鐸翡油 Ⅱ

す むゞし И琺 6Mに 3

⑤沢野十蔵「広島県の増蛉」オー報
比和科学博物館研究報告 オ 3号

⑥ 兵庫県の靖蛉研究家.東輝71~4の私信による
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ヽ

セの県山岡

弘枝赤

誰もが幼生時代に一番興味をひかれた昆虫はセ
ミではないかと思う。筆者等も夏休みになると毎
日の ようにセミをとりに行 つたものである。西大

寺市の市街地にはタマゼミ.ア プラゼミ.ニ ィニ

イゼ ミの 3種 しか居ないので,我 が々セミといえ
ばこの 3種に限られてぃ

た。特にその中でも金粉
をちりばめた黒光 りのす
る胴を持ち.木から木を

弾丸のように飛び.雄大
な声で鳴 くタマゼミは本

当に価値あるセミであつ

た。ぁざやかな橙色をし
た雄の腹弁も叉印象的で

ある。所が北部へ行くに

従 つてクマゼミは少くな

り, ミンミンゼミカS多 く
なり,王 者の位置は入れ

かわる。こういう蝉の分

布についてはかれてか%
興味を持 つていたが,岬
というものは発生が主と

して夏だけであるし.採
集が困難であるのでなか
なか分布がは つきりしな
い。 しかし今生は多勢の

人々の協力により何とか

型にな つたので,一応 目

録として発表さしてもら

う。なか心よ〈協力して

下さいました下記の方々

10 PJα
`″

ル″αルαげ er jニイエイゼミ

県下全般いたる所に分布じ.数も多く,比較的
早くかL現われ,主 として日中鳴く,声―チイ■

ジー ンー

2.Cリ ッ οιメ″″ 力″″θηSJSクマゼ ミ

南方系の種で,南音卜に多く,北部に行くに従い

少くなる。特に海岸地方rCは 多く一本の大に数十
頭静止する事さえある。又島にも本種は非常に多

露 次 市ヽ諷
エソ"とヾの市良

々 tヾの」と民

ヒクランの南書嗽りいL旭

には紙上ながいあつく御礼申し上げます。     い。主 としてセンダンとかキリの木を好んで飛来
児島市周辺一渡辺太郎氏.玉島HJ周辺一槙本精二  し,鳴 くのは早朝が多く,一本の木で 1回ないし
氏,倉敷lf周辺―青野孝昭氏.高梁耐i周辺―堀   2回 鳴くとすぐ次の木へ移 つて行 く。声はシャー
氏.和気郡北部一大森豊彦氏●美作地方一道信llE  シャーである。県下の北限は東部は作東町津 山市
氏にそれぞれ貴重な資料の提供をいただきました  のあた り,西部では高梁市あたりでは少いが分布
。                       するが.筆者の居た大佐町布瀬のあたりでは全然

岡山県のセミロ録 (全十一種)        声を聞かなか つた。成虫の移動という事も考えら
llH序 及び学名は石原保著,日 本昆虫分類図説   れるので,は つきりはしないが津出～井倉のあた

セミ科.北隆館  1961 による。        りが北限ではなかろうか。いずれにしても1ヒ部山

瑠普哺 彗1lT難
‐鞭

“
‐

地 (中国山地)には分布せぬわけである。

3. rJわ Jε′″ bJカロ″れs コェゾゼミ

道信氏に よると北 部山地に分布し,南限は苫 田

県下のセミ分布
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泉山,真庭星山であるという。鳴声は日本昆虫図

鑑にはギャーギャー・分類図説には キ ー…。と連続

した声_保育社の原色図鑑ではギャーギャーとな

つている。所で筆者は数生前.井倉～方谷間の山

中 (済渡寺附近)で 文字通 リギャーギャーとやか

ましく鳴 きたてるセ ミの集団にあ つた事が ある。

ついに採集できなか つたが,エ ゾゼ ミの声は明%
かにギー……であるかЪ.これが コエゾゼ ミの声

ではなか つたかと思 つている。とすれば分類図説

の鳴声の記載は ちが う事になる。 しかし井倉とい

えば どうも南部すぎる。すればらのギャーギ ャー

鳴 いていたのはイ可者だ つたろう…。

4.Tib:ε′′ 」ilg″ ηjε

"Sエ
ゾゼ ミ

北部lb地に分布じ苫 田泉山.真庭星山.阿哲布

瀬 あた りが南 ll■ である。本種は前種 よリー般に標

高が低い所に分布じ.布瀬では 500″の山に生

息 している。ギー……と鳴 く。

5.Grα夕ιοSα ιιr Jα ″′

『

■ルsごα
`α

アプラゼミ

各地FC多 く夕方鳴 く事が多い。鳴き声は言葉で

はちょつと表現できぬ。

6.働 σθ′

“

P24″
“

ια
`Jε

ριι:sミ ンミンゼ ミ

クマゼ ミと反対で南音[に少 く北部では普遍的で

個体数 も多い。児島半島には ,布せず。西大寺市

.倉敷市.玉島市.あた りでは稀に採取される。

日由 ミーン. ミン ミンミー。と鳴 きまことに暑

くるしい。

7.7レ″ ル
"″

が fSヒ グラシ
本種 も北部では普遍的にか布するが.南部では

山地に し′か分布せぬ。 しかし産地においてlrt個 体

数は多 〈.草む場にいる事 も多い。従来禾B気都熊

山.岡 [上 :市 金LLあた りが南限 と考え%れていたハ

渡辺氏に よると児島半島にも分布する%し い。

し力̀し筆 者がイ呵度か登 つた限 りでは.金甲山に

は見られなか つたので。少いものであろ う。王 と

して夕方涼 しい声で,カ ナカナ. あるいはキ ッキ

ッキ ッと鳴 くか。日がかげ ると日中でも鳴 く。本

種の昼鳴 きについては。すずむじ誌上に も広瀬氏

の報告がある。

8. r′イルρsjα ″σ
“
αハルービミ

近 着 交 換 誌 紹 介

生物研究部誌 オ2号  福岡県立築上農業高校

生物研究部

大自然 オ 1〔号  1963 呉三津田高校生物部

呉のハチ        田口茂成
WORMSHIP 」M73  北九州昆虫趣味の会

佳香蝶 乃 ム15M53(1963)名 古屋昆虫1可 好会

佳香蝶 カム15」墜 54(1963)   ″

各地に分布するが早 く現われ,他のセミが現わ

れるころには姿を消しているので,一般にはあま

り気かつかれていない。松林等に多 〈ギーギーと

88く 。

9.■βγ″ρsiα ″liF Jερsια ェゾハルゼ ミ

本種は大体 コエゾゼ ミと生息標高が同 じである

という。道信氏に よると北部山地rCォ・布 じ。南限

は那岐山・ 泉山.星山.あた りであるという。鳴

声は ミョーキン !ミ ョーキン ! ケケケケ……。

であるとい う。

lQルタレ″ ρ″ι:ル″αツクツクボウシ

各地に分布し8月 中旬に多い。オーシィックツ

クとReく 。

11. ル″οpsα ι
`α

 rαごjα′θ″ チッチゼミ

本種もかつては県北の セミと考え ぃれていたが

,南部にも山地にはかなり多い事が 外つた。松林

等に多 くチ ッチッと鳴 く。発生期は 8～ 9月 が多

〈本邦最小のセミである。

西大寺市と岡 11:市にせたがる竜の口山にはかな

り多い。青野氏に よると倉敷では稀.渡辺氏に よ

ると児島市由

"]山

が南限.槙木氏に よると玉島で

もそれらしきものが居る。道信氏に よると ,)ヽ え つ

て北音[山 地には少いという。本種についてはキ リ

ギ リスの類に樹上に あつて,似た声で鳴 〈種が あ

るので注意を要する。

今回の調査に よつて,かなり考えを新にする所

があ つた。ます県内 外布を疑問視していた コエゾ

とエゾハルゼ ミカゞ分布している事。チ ッチゼ ミ.

ヒグラシが児島半島まで分布 している事。 ミンミ
ンはかな り南部まで進出しているが児島半島では

未記録である事。 ミンミンは小豆島等には多いの

でむ しろヒグラシよりは可能1生が大かと思 つたが

……。将来は記録されるであろ う。それからクマ

ゼミがかな りJヒ 音[す で進出している事である。 ま

だすだ細部についてはハ%ぬ所が多 く。夕1え ばク

マゼ ミの北限,エ ゾハルゼ ミ.コ エゾゼ ミの南限

等いずれも西部地方はか つてない。 これ等は今後

の調査が待たれる。

矢作川流域の トンポ (1963)石 田昇三.松井一郎

TINEA ォ 6巻 オ 1・ 2号  日本蛾類学会

蛾炉通信 総 日次 (ЮS 19～ 30) ″

蛾類通信  Ah 31                ″

蛾類通信 M 32           ″

New lnsectヵ ム7,M16長野昆虫同好会

長野昆虫 МL 10         ″

カルステンツ峰登山小史

(ニ ューギニア最高峰)  安江安宣
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おとしだ昆r」稲
ミスジチヨウを備中広瀬にて採集

19‐ 63生 6月 14日 今日は学校が午前中なので

難波君と共に広瀬までオー トパイを走 Ъせた。太

陽はキラキラと輝やいていた。大成付近のLbを か

なり登 つた所で道に沿つてコミスジより大きめて

飛び方も少しゆるやかなチョウが自分の背の高さ

位に飛んで来た。コミスジと思い気軽るにネット

したい本種であつた。これは岡山県ではきわめて

稀であるとのことで報告しておき貧す。なおこの

日ヒロオビミドリ,ウ ラジロミドリ,ウ スイロオ

ナガ,ウ ラゴマダラ,ス ジボソヤマキチョウなど

を採集した。 (中島孝文)

金 山 にてアサギマダラを採集

1963年 5月 19日 金山頂上にてグミの花のま

わ りを飛んでいた完全な雌 1頭を採集した。

(黒田卓也)

総 社 市南奏 に て ウラキンシジミを採 集

1963年 6月 14日 広瀬に採集に行 つた帰 りの

夕暮れ時に総社 li南秦の道に沿 つて飛ス′でいた本

種 1頭を帽子で捕えた。なお他に 1頭山島君が目

撃 した。 俳 波通孝)

金 山 に て ウラキンシジミの終 令幼 虫 採 集

1963年 5月 19日 金山の北に面した薄暗い急

な坂道を走 つていると何かわか時ない木にふれそ

の時落ちたウラキンシシlミ の終令幼虫を採集した

。その時幼虫が落ちたいしい木を持 つて帰 り与え

ると食べて輛 とな つた。この大の名前はわか時な

19

か つた。 なお蛹 期は 17日 であ つた。(中島孝 ガ

井 倉,方 谷 間 で クロツパメシジミを採集
1962年 5月 6日 .井倉かい方谷までを県道に

沿 つて播集中.ほぼ=有の中rHl付近で.崖下 より路

上に低く,舞い上が つて来た本種 1♀ を採集した

。街付近には,本種の含草であるイ:ワ レィゲ,ツ
メレングは.見当時たかつた。 (大野憲一)

井 倉 の ス ミナガシ

Ⅵ・9o1963 新見市井倉柏   lθκ採集

Ⅷ・ 23・ 1963高梁市方谷駅付近 1′χ目撃

本種Dli盛″″響α ″′Sレ
“

J2ts η′siρ′′S椰こ―

¨ 1903を .上記の通 り記録 しました。

県南部を除けば,さ して稀しいものではないが.

県中央部の記録 として一応報告しました。個体は

鱗粉がややうすれているていどで完全なもの。

本種についての報ズで目についたものに “岡山

県南部の蝶 "1960年現赤枝一弘氏本会々員にょる

聰形L小野 1949すずむし」‐と“総社市の蝶 "

1961生ず総社高校生物部。前田秋山両氏木会々
.

員によると「 総社市三須中林  1958,6,91′χ 秋

山」「 同赤浜 1958,6 1θ χ 秋山」「 同中林 1958

1′χ秋山」等がある。

蛾  2 題

(近藤光宏)

1.ア カスジアオリンガ

ル″ ″αa//1j Graeser
1963.5。 3 備由広瀬

採集会の際。大沢への上 り坂にて捕獲。原色昆

虫大図鑑に よると. 4月頃発生稀なりと多 り。
2.コ マルモンシロガ

S′か管 Jルrα らJ♪ι4"た 2難

"″
Bryk

1959。 7.28岡 山‖f金山

1961.7.28高 梁市臥牛山

1963.5。 7昭和町槻
7月 暉「近畿以西の暖地でとれるが多くないと

の ことですが。本県中部山岳地では9可か りの発

生を認めいれる。 (根本精二)

倉敷 市内でモ■クロがニカミキリを採集

1961生 5月 28日 ,倉敷市連島町宮ノ浦の山

で採集由.カ シワ葉上にいた.上翅庭半の一対の

黒絞の消失した本種を採集した。 (大野憲■)
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