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倉敷昆虫同好会発行

連絡事務所 倉敷市幸町 倉敷毘虫館内

本部 (倉 敷市 岡山大学大原農業生物研究所内)

新 庄 村 の昆 虫 調 査 報 告 (そ の 2)

重井 博 ・青野孝昭 .小 野洋

近 藤 光 宏 .林

1963年に筆者等

^新
庄村のltb域 で行 ‐た 尋 虫

調査の結果については,先 rCその一部を都告 した

(すずむ し,VO■ llNQ 2)な り 後整理をす

すめたものの中。輸翅 目については,そのほ とん

どが判明 したので,今回第 2都 として部告 したい。

本報に記載 した分野の ものはすべて国V科学博物

館動物課 中根猛彦氏に同定を賜 つた。 ここに心か

ら深 i撃 (′)意を表する次第である。

〔執筆分担〕
ハンミョウ科～コガネムン科 ・…・ 小野 洋

タマムン科・コメツキムン科 ・…・ 青野孝昭

ジョゥカイボン科～

カミキリモ ドキ科 ・…・ ガヽ野 洋

採 集 品 目 録

00LEOPTERA 輸麦墾目

CICINDELIDAEハ ンミョウ科

1。 ασ′滋 ″ カル″ Юttbls」
ニワハンミヨウ

2o鴫. 高下, 26. V,重井採集 ; lex。 ,

野士路吐 14.w重井採集.

CARABIDAE ォサムシ科

1.“ ′aリガ″お deL“lili QttdOir

ォオオサムシ

lex,野土路峠 26.v重井採集

憲 一

HARPALIDAE ゴミムシ科

1. 為 Fわ liJ′″ ″試 へヽ ′″ Ltes
ウスモンミズギワゴミムシ

1∝ .,野土路峠, 26. V林採集.

2。 F41ヵ″″Sレ ′′S IttOld
ベーツヒラタゴミムシ

loxe,野土路峠, 2o. Vガ 野ヽ拝r亀

3。 0′ρ″′Sレ εЙ鰤″′ Ibpe

ォオアオモリヒラクゴミムシ

10X.,野 土路峠, 26.V青 野採集′2∞ .,

土用, 26.v月 野ヽ拝集.

4. Cわ′ヵndθS  ノa″

"“

OS Batos
コハラフカモリヒラクゴミムシ

loX.,野土路峠, 25。 v重 井採集′10x.D

野士路
"持

, 26.V重井採集

`10X.0土
用 26.

V,章井採集 1 lα .,野土路峠, 25.V.小野

拝集メ1∝。,野土路1峠,26。 V,林採集.

5。 0′ヵ耐′S Sy′″′s Bates

ヤセモリヒラタゴミムシ

1∝.,野土路峠,25.V,重井採集

6.α′ヵ″′S″bli腸″s′s Lm
ヒコサンモリヒラタゴミムシ

lox.,野 土路出社 25.V,小野拝集

7. '″ 0′ptts 

“

:"“ 蔭́′″″′お ILα遍回m
イツホシツヤゴモクムシ

loX.。 高下, 26。 V,林採集.

8。 ルう″ ″″rarasaliF″ 凛海〔d正口F
ジユウジアトキリゴミムシ

lox。 ,野士路峠, 3o.v,林採集

9. LttJα  bi∫観es′πα′α ンにrawitz



(36)2

フタホシハネビロア トキリゴミムシ

1∝ .,高下,26。 v,林採集.

lqルわ′α ルノ″ 帥 00

ハネビロア トキ リゴミムシ

1∝ .,野土路峠, 26.v.重井秤集
lo Q″ ″′γ′″ Wレガ″′′Sn■tzls

ハギキノコゴミムシ

た鴎 。,野士路峠, 3o.Ⅵ ,林採集 .

12. b́′

“

θ〃′名α  ′γ′″ ε′α′α BabS
ミツアナア トキ リゴミムシ

1∝.,毛無はl,26.v,章井拝集′1駆 .,野土

路峠, 25.V・ 小野採集.

1■  ルαだ″s ″″ο′′コ
“
S L嬢

ホソア トキ リゴミムシ

lex。 ,毛無直ち 26.V,重井採集メ2oβ ., 野

土幣峠, 3oo v,重井採集 ,°
lex。 ,野士路1峠 ,

26.v。 林拝集.

SILPHIDAE シデ ムシ科

1. (hPがο′―  ′ογ′メじs I飩S

キイロツヤシデ ムシ

2e鴎 .,野 士路峠, 25。 v,小野採集.

SCAPHIDIIDAEデ ォキノコムシ科

1. Sraガリ″li7o ノ|… Rei抗∝

ヤマ トデオキノコムシ

10X。 ,野士路 J「亀 26.V,重 井採集 .

STAPHYLI NIDAEハ ネヵクシ科

1.Tr7a力′終 _″勧 ′

“

諏 岬

ヤマ トマルクビハネカクシ

leX。 ,野士悴 1峠, 30.v.重井採集

LUCANI ME クヮガタムシ科

1。  Pra′
“

′″s ″′′′″′″′
“
s lavis

ル リクワガタ

lox.,‖ l予士路山長, 26。 V,青野採集

2 . ルいcr“0/σ′s b′″′″′s ルrtschJlsy
スジクワガタ

16.19,野土路峠.3o.Ⅵ .重井採集.

SCARABAEIDAEコ ガネムシ科

1.6″ ′s α″′ハル鍬s nts…
ゴホンダイコクコガネ

16,19,高 下, 26.V,林採集 .

2.0′加懃 ` 
′
`″

′′ HOrold

カ ドマルエンマコガネ

10X。 ,高下,26_V,林拝集 .

3.″滋ゴ′パ ′′鋸劉s Al■ibrt

オオフタホシマグソコガネ

20Xs.,高 ■ 26。 v,林採集
4.物 ルβ ル

"″
′″

“
sL…

オオマグソコガネ
2oxs。 ,高下,26。 V,重井拝集メ 10X.,高 下,

26.v,林採集.

5.ゅ′″′餐 ″σο力′″SL嬢
ケブカマグソコガネ

2eXS.,高下,26.V,重井採集.

6。  Jら′′
"ο

わ′′′′ οttσ′α ¨ t1lSだア

ヒメアシナガコガネ
2ox8。 ,高下, 3Q.Ⅵ ,重井採集.

7.Iわ″′ ,知″″S Vaね rb∞80

クロアシナガコガネ
lex。 ,野士路 .3oo v,重 井採集」10x。 ,高 下,

26.V,/Jヽ ll予採集.

8. A/b′a″′名″ ο″′′
"ム

α′′s L(沌Sal]dだr

ヒメビロウ ドコガネ
leX。 ,野 士路:唱 30.v,重井拝集。

9. Jb″r7S′″′σα ′ア′s′′ ⅣOt山Ⅳ

ハイイロピロウ ドコガネ
leX。 ,野 士路Ⅲや, 30.v.市 井評集Fl∝ ., 高
下,26,v,林採氣

lQ 6いЙ′Йαtts′″′εα bω′s uatemQl“
ヒゲナガビロウ ドコガネ

leX。 ,野土路峠, 14.Ⅶ .市井採集 .

11. カルi′′′r7 jattiaα  NeIIarn
マメコガネ

lex.,野土路峠,30。 Ⅵ,重井採集
12.脇″′″ /J″′rab/′sL樋山軸00

ヒメスジヨガネ
lox。 ,野土路 11七 14,Ⅷ ,市井採集.

13.物 ″ σρS′′′′ bpe
オオスジコガネ

lox。 ,野士路峠, 14.t41,重井拝集

14。  』げ′′οメロ″′力α  θ/′′″ノα′′s LterhQ■se

セマダラコガネ

χ鶏 。,野土路峠・ 3oo v,-3_~井採集」2-.,
野土路峠, 14.lll,市井採集メl∝ .,野土路 1峠,

3o.v,林採集

15. 動 ν′ノOρピ″ノカα ′′υ′″sα LterhCuso
ウスチヤコガネ

lex.,高 下, 26◆ v,小野採集 .

16.物 〃ω″′″ ′″

`解

ィ′″′s屹
"山

Q18o
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雛奮柵 lttdhlLiW霞
Sttbぎ

ャ規 ■〕■■こ
ゴミムン

上段右  加∝tir田 
…

O13ViSダ イ ミョウコメツキ
下段左  nJMЮ ms de■icat己田 b直sル リクワガタ
下段中 λntricllius磁 淘己ttt LЮmォ ォ トラフコガネ
下段右  Qtltir00 "metricas]“∞∞腱抗∝ クロベニボタル
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キスジヨガネ
lex.,野」出針亀 26.V3重 井併集 ;lex.,野
土路峠, 26.V,青 llll伴 集 ;1∝ .,士 用,26.
V。 小野伴鶏 leX。 ,高 下, 26.V, 近藤採 1:.

17. Nii物の′Jrs  

“

′S′ Jσο′′′s Lt動∞S

ヒラタハナムグリ

lox.,野士畔山|, 26.v9市 井排集 ;30xs.0「 i

土り各峠, 30.Ⅵ ,林伴集.

18.の′
"′

α "θ′o/sli Harold

フオハナムグリ

kx。 ,高下, 26.V,電り■採イた.

1%Qフ c′′
“

Jα 夕銘潤″ plldO…
コアオハナムグ リ

1∝ .,高 下,26.v,青野採集 .

20. ヵ γ′′/Jσル′ι
`s 

″
“

′′zJ Hhrottd

オオ トラフコガネ

2oxs.,lifttlT・ IⅢI. 14.Ⅷ ,重井併集 .

BUPRESTIDAE タマ ムシ科

1. 蹄 a●臓′s ― ′α″ィs 咄ヽa et Cllu,0
ミヤマナカポソタマムシ

lex.,ll17土 路峠, 3o.Ⅵ ,林梓集。

2. Cbracめ
“
s az`″ J′漏 ′′″′ars 卜●tSChuldビr

シロオビナカボソタマムシ

leX.,野士路 , 25。 v,Frl■「塀 集ド2oxs.,野土

路, 26.vD市り
・

伴集メlex.,里f土路 , 26.V,
林採集,:axs。 ,十 用, 26.V,青 野伴集 :1味 。,

高下, 26.V,iFrli4伴 集 ;lex。 ,野士路 .3o。
Ⅵ,IF~芋 =採集 .

3。 々 ′′ぉ _力″ル″″′パ btts
コガネナガタマムシ

leX.。 高下, 26.V,近 llX採集 ;2e鴎 .,里f十 [ド ,

3o.Ⅵ・林採集 :lex.,野 士路, 14.ヽ 1,重井 採

集 .

4. 々 ′/frS ″J驚′′′sE.me7rs
ヒシモンナガタマムシ

10X。 ,田浪 。26.v.小野排集。

5.ルr76か
"グ

η″α I」i呻
ヤナキチビタマムシ

3e刈 ..野 士路 , 3oo Ⅵ,林梓集.

6.  rγaεルッs  s‐mde/s′  ■β爪ムiS

ソーンダーズチビタマムシ

leX。 ,高 下,26.V,小 野排集 :lex3,土 用,

26.V。 重井採果 .

ELATERIDAE コメツキムシ科

1. rン″′′σ。ノ′Fs ″″″′αノ″∫ 囲 Ozre

ベニコメッキ

10x.,高下, 26.V,近 藤排堀 2oxs.,土 用,

26.V,青野梓集 .

2.  麟 ′′σο′′′s  sr′ rJ′′′αγ′s  blは S

ミヤマベニコメツキ

10X。 ,士 凡  26.V,背野採集

3. んOs′′ηs dαル′″ρ leris

ダイ ミヨウコメツキ

l eX.,野 土路 。 26.V.林接集 ;10X._鯛 f土路 ,

26.V,重井排集.

4. S?′′′ρs″ ,夕′s α7′″0'rs mS
トラフコメツキ

lox..l■lf」略. 26.V.3_~井 採 |こ

5. /し′Farliε′rrrs ″rル″′′ノ′s tte"
ヒメシモフリコメツキ

loX。 ,野土路 , 25。 v,小 野採集。

6。  ル ra"′ c′″多′s ″蘭 es′′′s 10恥iS

ヘ リアカシモフ リコメツキ

1∝ D"野土路. 26.v,青 野梓集 ;l e7x.,野 土 r各 ,

26.V,林採4負

7. /し′″′ε′″″s ″′′′″οSrrs AOtscIDt■Lskア

シモフ リコメツキ

2oxs..高 下, 26.V.青野採集 ;1味 .,野土路,

26.V。 青野伴集.

8. 0″ T,わ′′

“

es οわsc7rγ JルS Inis
ヒメドウガネヒラタコメツキ

1∝。,高 T. 26.VD林 採集。

9.  Cbr、ヵら′′n″′s μα力″s lfttdS

ドウガネヒラタコメツキ

lex.,野 J‐路, 25.v,重 井排集,;1∝ .・ TI士 路 ,

26,V,章井採集 ;lex。 ,野士路, 25。 V,背野

伴集 ;3¨ .,野土路, 26.v,背 野伴集

`2o鴎
.,

高下,26.v,近 藤伊集 :lex.・ 高下,26.V,
小野採集 ;lex..高 下, 26.v,林 伴集3

1(lルンた″′α′s υ′グ′滋′s la17iS

ミドリヒメコメツキ

1鉱.,高 下, 26.V,近 藤梓集 ;1∝。,野土路 ,

26.V。 青llf梓 集 .

11. ル ′′ra′力n″s dPs′γ′ογ Chrdezo

ヒメクロツヤハダコメツキ

10x.ヵ 野土路, 14.tu。 重井折̀集 .

12. Rθ′da′力α
`s s′

σ′S,′ S Q・n■tte

クロツヤハダコメツキ

1∝ .,野士路,3o.v・ 重井

'1果
.

13. 脇 ′″J2rs ′″″,ガ

“
s lm7is

ムラサキカネコメツキ
lex..高 下。 26,V。 青野採集 .

14. お ■ル/J″rs υ′′″′″s QmeЮ



タテジマカネコメツキ

lox、 .野士路, 25。 v,青野採集.

1■ ん″″rs″′″′′′′s bttS
クロゲアカコメツキ

lex..高 下, 26.V.背 llI絣集 .

16.ルわ′″′ο′″s ′グ ルリなgrs Q暉 104r。

コガタクシヨメツキ

2o鴎 .,野 I卜 路, 25.V,背 甲F採集 :1∝ .,野
土路。 26.V,林 伴集.

17.“ J20′″s ルfr7′ ′″ mezo
クシヨメツキ

lox.,高下, 26.V,訴 ‖喜怪集.

18.S/P″′Srθ sa質′s r″′ OJ銘0

アカアシオオクシヨメツキ

1∝。,野土路, 26.V,青 野採集.

19. 昴 ′′″οsィη76 

『

OCJノ ′s Candez0

キバネホソコメツキ

6oЮ .,llr7+路 , 25。 v。 青野採集 ;5oxs.,野
士路.26.V,青野採集 :8oxs.,野土路. 26.

V,林採集 ;10X.,高 下, 26.V,林 採集 ;1∝ .,

野十賂, 26.V.市 井併集 :10x.,Itt■ 路, 26.

V,小野排集.

2Q 々 ′0′′S S′ γ′r′ 2′s G7週∽

カバイロコメツキ

10x。 。高下, 26.v,折 藤伴集 ;lex..野 十路 ,

26.V,背 野採集 ;1∝。,毛仙[|[:, 26.V。 重井

採集 ;leX。 ,■ 月1.26.V,ITi4r_榜 集 ;10x。 ,

野予.「 路, 26.v"ill~1■ド̀集.

21. Iン′ψ′rrs ノ
"′

αgiαル′S ttiS
クロスジヒメコメツキ

10X.,野 」́路, 26.v。 小lFF Fダt
22.77r′ 〃′力′s わ

`力

υ′α′″s ■ev17is
カラカネホソコメツキ

]∝●D野士路1 25.V,lF井採集 :lox。 ,高下
,

26.V。 近藤排集 :】 ex。 .野士路。 26。 Ve林採

集

21 Sli′′s′ s ,,7′s“′′ars G】」∽

クチプ トコメツキ

1∝ .・ 肝土路。 14.tlI,重 井採集餞

24。 Jttε κρ′′νσ/Zrs ,7r9′ ルrs QdOζ 0

オオハナコメツキ

lox。 ,鸞 F士路. 26.V,重 井″̀集.

2■ んノヵπ翡″S ′鰤■′′s′γ′′ノ′′s IWis
ホソスジクロコメツキ

leX。 ,野土路.25.V。 重井排集 ;loXら ,野土

野, 26.V,林採集 :lex。 ,高 下, 26.V。 林

採集 :1∝ .,高 下,26.V,小野採集。 _

CANTHARIDAEジ ョゥカィボン科

5(39)

1.Fhdρみη′s ル J″J Ki∝師腱抗er

クビボソジヨウカイ

1∝ .。 田浪, 26.v,重 井ツ集 ;10x.,土 用,

26.V.T井伴集 ;10x.,野土路山十. 26.V,重井

排集 :loX。 ,[田良, 26。 V.小 llll採 集.

2. P“0み″′s ′″,″りZ″′′s lblrold

ウスイ ロクビボソジヨウカイ

lex.,野土路峠, 25。 V.重井排集 : l eX.,

野士路峠. 26。 V,軍 井梓集 .

3,  77′

`ヵ

η′s  cμノ勧 lis Ю tSCkt□ L(ld西

アォジヨウカイ

lox。 ,野 J‐ 路峠。 26.v,市 井接集 : lα 。,

野 J‐ 路山れ 3oo Ⅵ,重井排集 : 10X。 ,野土路

峠D 25.V,林採集。

4. И′力″″s wノ″γ′′J7rs mts〕 hktty
ジヨウカイボン

30醐 。,llrF土 路市

= 26.V,茸
井併集メ l ex。 っ

高下, 26.vっ 青野伴短  l ex。 ,野士路‖十,

25.V.林排集.

5. P/ρ′/ra,7′ S rル′S′′″′s Kiosontter
マルムネジ ヨウカイ

1∝..高下, 26.V,市 井伴集.

6.07′勿γ′S ′面 s′ ■C

フタイロジヨウカイ

1∝。,手 4RE山 , 26。 V,市井秤集 : lex`,野 十

11各 山|≒  26。 V,/1ヽ L千お卜

'三7. P′′暉91・ 1ィ′r .′ρm/r′ rα  K■esemetter

ヒメジヨウカイ

3e添 ら'肝
士路峠, 25。 V,重井採集 ;1∝ .,

野十路山|。 26.Ve重井排漿  lex。 ,高 下
,

26.V,■井併集 ; ]α .,円 ツ良, 26.V,小 りr

併

`|:.

LYC IItttE ベニボタル科

1. Cン″′′″′s g′ 0″′γ′ε′′s Kios― tter

クロベニボタル

l ex..中 チ
.卜 路山≒ 14.Ⅶ ,章井排集.

2. Cレ′′′″′s  ′″ε″,7り S′′″s Ch… i

ミダレクロベニボタル

1∝ 3,野土路山十, 30.Ⅵ 。重井採集.

3.ゎ ″η′′ 曝・雄 iσο′ノ′s KieS― tt釘

カクムネベニボタル

1∝。,毛無山。 26.v,重 井接集 ;10x.,野土

路峠. 26`V,小 野採集 ;10X。 ,高 下. 26。 v,

近藤評集

NIT IDULIIttEケ シキスイムシ科
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1.Cr″″rsぁ/sa″ S Rei抗∝

キイロセマルケシキスイ
4o耶 ..野土路ⅢI, 25.v,重井採集 :lex.,野
士路1←. 25。 v・ 小野採集 :10X.,里 F土 路出卜,

26.v,小 野併集。

BY■JRI DAEキ スィモ ドキ科

1.  Iり′″″″S α′″JεO′′Js Roittor
ズグロキスイモ ドキ

lex.メ′士路峠, 25。 V,重井伴集 ;2∞ 。.野

士路1卜書, 25.vD小 野伴集.

E〕K)TYLIDAEォ ォキノコムシ科

1。 3ガs“ル7カ″′
“
′′は ф

ヒメオビオオキノコムシ

10X.,士 用, 26.V,青 野採集 .

― CINELLIDAEテ ン トウムシ科

1.ル″ 1,″ル ″ ゾlirfFs｀ユas

テン トウムシ

lox。 ,野十路峠, 3oo v,重 井採集

2. ylibliJ′′ 晨deεィ
「

′′′″′′ RIh
シロホ シテン トウ

lox.,高 下, 26。 V.小野併集.

TENEBRIONIDAEゴ ミムシダマシ科

】.  エングFsp′α "η″′J″ JS Iノh‐et■l

クロホシテン トウゴミムシダマシ

1∝●D野 士路山れ 26。 V,重井採集

2.つ ′ra詢■′パ ′
“
″′′暉″ 附 ― L

ニジゴミムシダマシ

30xs。 ,lr予 士路峠,3o.Ⅵ .林採集 ;lox。 ,野 土

路峠,30.Ⅵ ,重井採集.

3.PJ′ s′0″′″腸附 ″i「∝即 αS ntschbげ
キマワリ

lex.。 野士路喜亀 3o.lI.重 井藤集.

4. SJ/mgy′ ゴ″η ″ゴA″Jα″ Ы S

クロナガキマ7リ
】∝ .,野 士諄蒔L 30。 Ⅵ.重井採集._

LAGRIIDAEハ ムシダマシ科

1.ル′″ο′rs2rs ″ f″′α httSa■■

スジコガシラゴミムシダマシ

leX。 ,士 用, 3oo w,重 井排集.

2. メレ′力η物噺じκα υ′rliJJss′″′ L劉恒S

アォハムシダマシ
3o耶 .0野士路山|。 26.v,重井評集 :leX.,野
土路1れ 30。 M,童井採集 i10x.,野土路山路 26。 ,

V,小野採集 ;2oxs.,野土路山ヤ, 26.V,林 採
集 :1∝ら'野士路峠, 3o.Ⅵ ,林採ヽ
3. メレ′/rrθ ,rrげa d′εοttα  ]ノLttetll

アカガネハムシダマシ
leX。 .高下, 26.v・ 小野採集 ;lex.,野土路

峠, 26.V.林 採集 .

4。  Ne,ps′ ′ra /7′ /S″′α lmis
ッヤナガハムシダマシ

6 eXS.,野士路峠, 25.V,重 井伴集 ;2cxs.,
野士路 I唱 26.VD重井採集 ;lex。 ,野士路 峠 ,

26.V,青野採集 :lex。 ,い F士 路!鳴 25,V,小
野採集 :lex..野士降峠. 26。 V,小野採集 :4
凶 。,野士路峠. 26.v.林 採集。5.野

,(_J″ スなら″″
″ぬβel■■

leX.・ 野士路薦嵩 25。 V,重井ア集 ; 10X.,野
」‐路lh 26。 v,重井接集 ; 1∝。,田浪, 26.
V./1ヽ りl予 評夕に1 2oxs.・ 里fI[∵各11卜, 26.V.林 わ【

集 .

ALLECULIDAEク チキムシ科

L″ル
守撃窯瞥

″SL釧
leX..野士 率峠. 3oo v,重 井痒集 .

PⅥKXttROIIXEア カハネムシ科

1.R″
“
あな

"ε
″″ 力″″′″ HFdm

オニアカハネムシ
lex.,毛無 Lい 。 26。 V.重井採集

2.鸞
留究短〃

た″″S Imis
20x8。 。野士路峠。 26.V,.重井採集 ; 10x..高
下, 26.v,議 臨 10X.D田 浪, 26.V,小 野採
集 .

MELANDRYIDAEナ ガクチキムシ科

1.h`滋  力″″ ぬ郎all
モンキナガクチキムシ

lex。 ,曇f士 路峠,3o.v,重井併集

CEPIttLO1lJAEク ビナガムシ科

1.Q″ 口′
"?″

″″Sル。t∝m■sy
クビナガ ムシ

1駆..野士路峠。 25.V,重井諄集 ; 5oxs,野

市蹴鱗♭fflξ l電賛
:2:Ъ

:星藤藻∬」
lα。.野土路山十。 25。 V,林採集.

‐ RDELLIDAEハ ナノミ科

1。 橘 S,Sば ″ヽ″ 飩 互

クロフナガタハナノミ



2ox..野士路峠, 25.V.林チ集 ; 1∝ .,野土
路山

= 25.V.小
野伴集 .

OEDEMERIDAEカ ミキ リモ ドキ科

1.(ンσ″,″″′′′α υ′″Osα lnis
マグラカミキ リモ ドキ

1∝。,野 J‐路山
= 25.V.重

井併集 : 3図 .,

岡|[1県 北部の 3分の 2を 占める羊作のカミキリ

ムンについては,古 〈か ら同好の諸氏によ‐て調

査されているにも拘 らず,詳細な発表が余 り見ら

れなか ‐たが,1首信順氏の手作全城にわたる125

種の記録 及び爺井 .青野 .小野 .近藤 。林 `宇野

竿に よる真庭君E新庄村の共同調査に際 しての 39
種の記録が「 すずむ じ」第 13巻第 2号 (1963
年 9月発行 )に同時に発表されるに至 うてぃ漸 〈

その全容が明 らかにな ‐てきた。 即ちその1わ数氏

の記録 も併せて,・
1964年 までに採集され.

「 すずむ じ」第 14巻第 3号 (1965年 2月 発

行 )ま でに発表された羊作産カミキリムン類は,

ノコギリカミキリ亜科 3種,ク ロカミキリ亜手Ll

種, マルクビカミキリ亜科 2不軍・ ホソカミキリ亜

科 1種,ハナカミキリl■i科 39種.ヵ ミキリムシ

亜科 34種.フ トカミキリ亜科 70神の合計 150

種にまする。

筆者等も 1962年 から1964年 にかけて,

この地方を調査 した結果,下記の如 く57F科 75
種を併集することが出来た (イ Hし 1963年 度の

新庄村共同調査の記録は除外 )。 その中でチャポ
ハナカミキリ, トウキョウ トラカミキリ・

コプス

ジナ ビカミキリ。 ンラオビゴマフケンカミキリ,

ガロアケンカ ミキリの 5種は備中では痒集されて

い るが美作では来記録であり,チ ピコプヵミキリ

は岡 LLi県 下でも始めての記録 と思われる。 これ等

を併ゎせると美作のヵミキリムン科は 7亜科 156

種となり.岡山県 としては備前地区のアメイロヵ

ミキリも刀oえて 7亜科 176様 に感 したことにな

る。
発表にあた つて同定に御協力いただいた青野孝

昭氏に深謝致 します。_

美 作 産 カ ミキ リム シ類 採 集 目 録

(1962 ～  1964 年分 )

憲 一重 井  博 林

7 (41 )

野士路山F, 26。 V。 重井伴集 : lox`,高 下, 21
V,重井伴集 : 10X.,11チ 士路峠, 26。 V,青野採
集 ; lex.9土 用, 26.V,小 野伴集 : 1∝。,

野士路砕
= 25.V・

林採集
2. √ング″,′r翻′′ ― P′σ′′′ コ 亘S

キアシカミキ リモ ドキ
1∝。,高 下, 26.v,重井評集 ; 10x,,高 下

,

26.V./1ttf伴集 .

ノコギ リカミキ リ亜科

1. 耗 Fr9ヵFs  sf″′Gα  VhitO
ウスパカミキ リ

lox.・ 湯原町杉成, 3o.Ⅷ .1964.
2. ′レims i"ミ■

=″
is ⅣbtSd■』sげ

ノコギ リカ ミキ リ

lox..西粟合村若杉1颯  12。 Ⅷ,1964;
10x..朋静1上 :ET丹券LLI. 28。 v. 1964.

DISTENIINAE
ホソカミキ リ亜科

10X..鏡野町泉止:, 22.Ⅷ,1962.

LEPTURINAE
ハナカミキ リ亜科

4。  ‰ ′′
"″

s  `′′″′′ Itty8Qn

モモグロハナカミキ リ

]∝.,奥 津町花知 Lll, 31。 v。 1964.

5。 %″ 0′′s Jpr′s Lt週
カラカネハナカミキ リ

10X。 ,新庄村野」路峠, 24。 V,1964,林
6. Lη

“
ル ルr′だ′″SLち 8

キバネニセハムシハナカミキリ
4α濤..上斉原村人鰈 、 31。 v.1964:
40鶏 ..八束村中福田. 29。 Ⅲ。1964;2ox8.・

川上村湯船, 29.Ⅲ ,1964。

7.I_″ /7/1i′わ紹 RC
ビツクニセハムシハナカミキリ

lox.・ 新庄村野土路峠, 24.V.1964林
8. /b協口′aps ″ゲ

““
′α 00bler

ヒナルリハナカミキ リ

3ox8。 ,八東村中福田.29。 Ⅲ。1964:1∝ 0

川上村湯船. 29。 Ⅲ.1964;loxc.り‖上村
芋ヶ谷, 29。 Ⅲ。1964;10X..新庄村野掛PRIONINAE



8 (48 )

1「持, 24.V。 1961

9。 0"F′磁
"α

ル Z′′ο′ 〔0国J
ョツボシチピハナカ ミキ リ (フ タオ ビノミハ

ナカミキ リ )

lox。 ,西 栗合村落杉1喘, 12.Ⅷ。1964:1∝ .,

刀「茂町合見, 7.Ⅵ .1964;lⅨ 。,鏡野町岩屋,

10。 V.1964:珀β .,上斉原村人形峠.31.
v.1964: leX.,八 束村中神田,29,IⅢ .1964;
20β 。,新庄村野士路山|. 24.V.1964.

1 0。  F∵グ
“

′α′2″

“

′α′α 山

セスジヒメハナカ ミキ リ

leX..刀「茂町倉見, 7.Ⅵ.1964;2∝ .,

鏡野町岩屋, 10。 V。 1964;2∝ .鏡野

町泉山, 10。 V.1964:10X。 ,鏡野町泉山

.10.V.1964,本 村 1∝..奥津町花知山

っ 31.v.1964:10X.,上 斉原村入形峠,

31。 V.1964:10X..八 東村中福田. 29.

Ⅲ.1964:lα .,川上村湯船, 29。 Ⅲ.1964
:lex。 ,新庄村野土路‖鳥 24.V.196生

H.Plid"ル ″物 ′′ぬtSunit
ミワヒメハナカ キヾ リ

20滲 .コ「茂町合見. 7.V.1964:3∝ ..

上斉原村人形「・,, 31.v.1964。
12. Pliィ

“

′″ ゴηv′″
=α

′′ PiC
ョコモンヒメハナカミキ リ

lex。 ,|口 茂町合見,7。 Ⅵ。1964:5oo。 ,

上斉原村人形峠. 31。 V.1964。
13. Pliハ

"′
α ♯″′′″′γ′″ Ba建

オオナカグロヒメハナカミキ リ (オオヒメハ

ナカミキ リ )

“

滲 ..西粟倉村蕎杉峠, 12。 Ⅶ。1964: 1
0X.0上 斉原村人形峠,31.V.1964:lox。 ,

川 L村明連漢谷, 24。 V.1964.
1 4 Plidθ ″′α s′′″:∫2″  Baむ

ナガパヒメハナカミキ リ

lex..丹「茂町倉見, 7.Ⅵ .1964:℃ 膠 ..

上斉原村人r/4峠. 31。 v.1964.
1■ 」Jliヽ職 ′α d′ bJ′Fs mtZ

チヤイロヒメハナカミキ リ

4exs..坤 津町花知 Lい,31.v.1964:4eXS
.,新庄村野士路山|, 24.V.1964.

16。  Ps′
“
dα′οs′′″

"α
 ″毎s′′′α Bab

チヤボハナカミキリ

2o刈 ..西粟倉村若杉峠, 12.IIl.1964:8
∞ ..川上村 芋ケ谷,28。 Ⅵ。1964。

17。 んゅノ認′
「

岬 ル  αε″α′α Lむ
ミヤマクロハナカミキ リ

leX。 ,阿波村深|[:出合. 7.v.1964:1∝ .,

奥 津町花知山.31。 v.1964:lex。 ,り |1上

村苧ケ谷. 28。 v.1964;lox。 ,り |1上村明

連漢谷,24.V.1964.林
11 2αε″ル″′″α 力rγtt Ltes

ヒメアカハナカミキ リ

2∝..奥津町花知山.31.v.1964.
19. Cわγ口う′′  シσεθd″″′α LOFiS

アカハナカミキ リ

lox.0鏡野町泉Lu, 22.1/1.1962:lex。 ,

奥浬町山乗山, 28。 Ⅶ.1963,林
2Q 8″″%r′αり″ル  ′π″′S 趾 釧

アオバホソハナカミキ リ

lex.,奥 津町花 tEl■1, 31.v.1964;l∝。,

上斉原村人形峠.31。 V。 1964.

21。  ル ras′名α4μ″′is ″幽 ル  Bates
ニンフハナカミキ リ

4 eXS..西粟倉村若杉峠, 12.Ⅶ 。1964;
lox.,鏡 野町泉山, 22.Ⅶ.1962:4oxs.,
川上村芋ケ谷, 28。 Ⅵ。1964

2a/rdO′′′ σ″″′′s 詢山"
マルガタハナカミキ リ

l ex.・ 東栗合村行者L[ら  29.ヽ1。 1962:1
0x.3西 粟合村若杉J軋 12.Ⅵ[.1964.

23. I′ヵノ″名α  Oε力raC′Qバ″sε′α′α O`t鰤 lSkア

ョッスジハナカミキ リ (ヨ スジハナカミキ リ)

お聰 .,東軍合村行者山 .29.ヽ■.1962:2
oxse.西 菜合村若杉峠, 12。 LI「.1964:た滲

..西 栗倉村大茅 .12.Ⅶ。1964;2oxseD西

栗合村大茅. 12.Ⅶ .1964.林 :加郷 .,鏡
野町泉山, 22.MI.1962:2oxs..奥 津町山

乗山.28。 Ⅶ.1963:110xS。 ,螂 津田「吐:乗

ILL 28.Ⅶ .1963.林
24。 ルガ″″ ″″″″′sh樋

“
h亀

ハネビロハナカ ミキ リ

3oxs.,川上村明連漢谷. 24.v.1964.
25.ル″″″ ″物prtt L趣

クロハナカミキリ

3ox8..阿波村深止:出合.7.v.1964;1
ox..鏡野町岩屋. 10。 V. 1964 : 2“ 。,

鏡野町泉吐!, 10。 V.1964.林 ;10X。 ,奥津町

花知JL 31.V.1964:lox..上斉原村人形

1峠. 31.V。 1964:lα ..り ‖上村事 ケ谷.

28。 Ⅵ. 1964。

26.々ガ″α″″″αλ厖∝
ヤツポシハナカミキ リ

2o聰 .,西莱倉村若杉山卜. 12.Ⅷ .1964;1
ox。 ,西栗倉村大茅′ 12.Ⅶ.1964:1∝ .,

刀口茂町倉見, 7.Ⅵ .1964:lox。 ,奥津町イと

知山, 31.v.1964;1∝ 。,上斉原村人形

峠,31.Ve 1964:l∝ .,り ‖上村 芋夕谷 ,



28.Ⅵ .1964:2oxs.,川 上村明連漢谷 .

24.V.1964:leX3'サ |」ツトp几嗜菊箋 24.
v。 1964.林 .

27. 

“

ε/0′′ρ′″名α  「e澤′Js Ba場
オオヨツスジハナカミキリ (オオョスジ

ハナカミキ リ )

10X.,鏡野町泉Lし,22.Ⅶ .1962:4oxs.D
奥津町山乗山. 28。 Ⅷ 1963;2∞ 。,奥

津町山乗山,28.VI1 19 63,林 :2∞ 。,勝

ll」 町神庭の満L 21.■ 1963.

2■  五″ゴOs′/“ ′′α εο
"′

rac′α Babs
ミヤマホソハナカミキ リ

5図 .,西 粟倉村若杉峠D 12.Ⅶ 1964.

CERAMBYCINAE
カ ミキリムシ亜科

21 PveS′′s ″

“

″′′α′s RB∈Ю

クスペニカミキ リ

10x,奥 津町津黒L[:. 2亀 Ⅵ 1963;30x8

。,蜘 津町 LLi乗 11:. 28.ll1 1 9 63;2因 。0

'1津
町山乗山. 28.、11963.林 。

3 Q IIF"ノ ′″ γ″′ル ■0“∞

ミドリカミキ リ (ホ ソアオカミキ リ )

10X.,西粟合村大茅。 12.Ⅵ 1964:le・x

.,鏡 1予町岩屋, lQヽ 1964.林:10x,奥
滝町花知 lし, 31.v1964;lex,湯 原町

杉 5t, 2■ Ⅵ 1964:lox,川 _卜 村叩〕L漢

谷,24.■ 1964,林
.

31.浄′″″′ε″S 
“

υ′′メ″″JS―
ウスイロトラカミキ リ

2∞ .,西栗合村若杉峠, 12。 Ⅶ.1964:1
0X,西 粟合村大茅, 12.Ⅶ 1964;lα 。,

奥津町IL:乗 llも 2■ ■ 1963:5 oxs.,湯原

町杉成, 28.■ 1964.
3aみ ′0′ /′εtts ″″εfα′′rs L抽
‐ ニイジマ トラカミキリ

10x,西 粟合村大茅. la Ⅵ1 1964:1∝
。,鏡野町泉LU。 2a Ⅷ 1962.

33.αν′″S″滋2rs L鶴
シラケ トラカミキ リ

lex.酔 渤 十 1a Vl 1964:2oxQ"
加茂町倉見, 7.■ 1964:lox,川 _上 村明

連漢谷1 24.■ 1964.
34。 シ ノοσJyrぉ a″οtts h鶴

キスジ トラカミキ リ

lex,奥 津町花短1山 .31。 v1964.
35.助 物  iatti″ 山OVroht

エグ リトラカミキリ

10x.西 粟倉村大茅. la Ⅶ 1964.林 :

9(49 )

3oxQ.奥 津町花特‖li.3■ ■ 1964;1
∝ .メ¬津町 11:手 |[:, 28.ヽ 111963,林 :2
0XS.,川士村 ψ 谷.28.■ 196■

36.Laが■崚u ノ赫 爾 ′″ 磁山田

ヒメクロ トラカミキリ (ヒ メホソ トラカミキ

リ )

lox.川 上村湯船, 2■ 111964.
37。 認″筋′η  ,′″9`“ s′s 肺

トゥキ ョウ トラカミキ リ

10x.上斉 J「村人形薦持. 31.■ 1964:
10x,八 東村中福田. 29。 lⅡ .1964。

3a n“″″ ′″パ′′Fs L畑
トゲヒゲ トラカミキリ

lex,西 粟合村若杉峠. la Ⅷ 1964;
10X・ 111津田丁花知山。 31.■  1964.

3乳 ′″αε/y′ 7′s′″″″frs L鶴
シロトラカミキ リ

2 oxl.阿波村深 L[:出 合  7。 Ⅵ 1964;
lex.川 上村明諄漢谷. 24D■ 1964,沐

40。 エン名′ ノ″吻 ε′σ47 nitO
ホタルカミキ リ

2oxQ,西 粟倉村大茅, 12.Ⅶ 1964:
10X,刀「薔町合見, 1ヽL1964:lox,
鏡野町泉山. lQ v 1964.林 ;2ox■ ,

1:lⅢ町イに知|[:. 31.v1964。

LAMIINAE
フ トカミキ リ亜科

41. 2γ′ε力′ル′s′′れs Fliあわ′″ L歓泊

ヒメコプヤハズカミキリ

lox,東 粟合村行者|IL 2a ll1 1962:
3∞ 。,西 粟合村若杉山れ 12.Ⅶ 1964:
10X。 ,刀口茂町合見, ■ Ⅵ 1964:lox D
新庄村lII士路山卜. 24.Ч 1964.

4■ んη夕′ο″ケ
`噺

α ″η/as′ Ocα ¨
ゴマダラカミキ リ

10、 。東粟倉村行 者LLL 2■ Щ 1962:
10x,中 津田rl Ll乗山, 2■ 、il 1963:1
0x,湯原町杉成, 3Q Ⅷ 1964。

4■ M,c″linS /rrb′ σρ″′s Ltes
イタヤカミキリ

10x,具津 FJ‐ l上:乗 Ll」, 2■ Ⅵ 1963,林 .

44。 υ″′′ci護  b夕η

“

″α′″ ¨

ヤハズカミキリ

10x,C竜里予田丁泉LL:. 2a Ⅵ: 1962.
45.“レοσЙ鶴″s v晩 sε″′賀 髭嬬

ヒメヒゲナガカミキリ

lox,東 粟倉村行 者山. 2乳 vI1 1 962:

2ox,西 粟倉村若杉1嶋 12.ll1 1964:
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2oxs.,西 葉倉村大茅, 12.ヽ■ 1964:
lo、 。西粟合村大茅. 12.、 L1964,林 ;

2的 ..奥 滝町 1」 乗LlJ. 28。 1ヽ1963:2
0XS.,場原町杉成, 28。 ■ 1964。

46.4,α′οル″α

「

億darγな ]臨疇

ビロウ ドカミキリ

leム .ビ1月町IL:乗 LLl, 2■ vI1 1961
47. /レα′ο′′ヵ′α  ′rrr′グJρ s″  Bates

センノカミキ リ

lex,川 士村事ケ谷.2■ Ⅵ ]964
48。 ■を約シ  .ii42わ″J″ mtes

ゴマフカミキ リ

2oス .西粟合村大茅. 1乳 Ⅵ 1964:2
0XS.,鏡野町岩屋. lQヽ 1964.

4■ 14sas′  ′″″′″″′s m
ナガゴマフカミキ リ

10x.湯 原町杉成。 3oo Ⅷ 1964.
5o. ル s、c s′ rli′ ′s 麟 OS

クテスジゴマフカミキ リ

lex,西 粟合村大茅・ ]a Щ 1964; 1
ox.西 粟合村大芽, 12.ヽ11964,流

51。  々′ル
“
曖 ′′′。″′′α BJ300

ヒゲナガゴマフカミキ リ (アバタヒゲナガ カ

ミキ リ )

lex,湯 FFi町 杉成, 3o.Ⅷ 19643
52. Iンθノロ′ρSr′ ′′s ″η′″sε′′′″s Blesslg

ヒ トオビアラゲカミキリ

10x.西 粟倉村大茅. 12。 ■ヽ 196生 林
53. 助 ヵクノοsε′′′s ″ 4″ ム″議″s Bates

フタモンアラゲカミキ リ

10x..西 粟合村大乳  12.■ 1964,林
54. Prrr7′όヵ′α ZrHar″  Baむ

ア トジロサビカミキ リ (オジロサビカミキ リ)

lox。 西粟合村大茅.12。 tIL 1 9 6 4:l eX。 。

西粟合村大茅, 12.Ⅷ 1964.林 ;lox,
湯原町杉威。 2■ Ⅵ.1964.

55。 Pr′ /rDゐ″ liF rigidα  LteS
ア トモンサビカミキリ

lox.西 粟倉村大茅, 12。 ■ 1964;3
0郷 。,l■ l‐ 粟倉村大芋1 12.tI1 1 964.林 :2
0題 。,鏡野町岩曝, 10.■ 1964:10x,
鏡野町泉山. 10.■ 1964:30x3.。 与!津町

イヒMLLl, 31.■ 196t
56.P″ο′。″′′ ′′′

“

″j″ L鶴
シロオビサビカミキ リ

20xQ・ 川_ヒ 村明導漢谷. 24。 V。 1964.林
57. 彪 sps′′′″ s続 o/α  動

クワサピカミキ リ

lex,奥 津町Lll乗 直ち 2a tI1 1963;l eX.,

典津町 lll乗 L」 . 28。 Ⅵl 1963.札
58。 A"滋 4f/1iルS帥 ∞

キ クスイモ ドキカミキ リ

20x■ ,鏡野町岩屋, 10。 ■ 1964;loX
.,鏡野町泉山, lQ V 1964;2∞ 。,り |1上

村・IF連裟谷, 24.Ч 1964.
59.И′″″η ″ヵ

"Jσ
α L機

コプスジサビカミキ リ (ツマキキレバネツツ

チビカミキ リ )

lex,鏡 野町岩屋, 10.ヽ4196t
60, 二′′ρ′″s  s′′′′α′″s Ba嬢

ゴマダラモモプ トカミキ リ

10x.湯 原町杉成。 28。 Ⅵ 1964.
61. 臓 Oσ″″′

“
″s  ′′′′′力′s  Ltes

ア トモンマルケシカミキ リ

2oxQ.西 栗合付大茅 . 12,Ⅵ[1964;5
∞ 。,西粟倉付大茅, 1211F1964林

62. 助 ε′″′π″s ′″′′ρ′s′  ルatsu●hita

ガロアケシカミキ リ

5∞ 。,両粟合村大茅, 12.Ⅵ[196415
∞ 。,西粟倉村大茅, 12ヽ 11964,林 .

63. 島 のc′″′″′s r′ sノrrd′η″s Mitsushita
キツコウモンケシカミキ リ

10x.西 粟合村大茅。 12.tI1 1 964
64.Eン r′η′4rs arfrrrル 7″s Batos

シラオビゴマフケ シカミキ リ

10x O西 粟倉村大茅. la Vl1 1964。
65.ル″εrο′

`“

層′ υ′秘 ι″″ Ba輛
チピコプカミキ リ

10x O川上村芋ン谷 2%■ 11964.
66.動″知″ ′′′γ′srliβη B■tes

ムネモンヤツポシカミキ リ

10x。 湯原町杉成.28.■ 1964.
67.ν′″′s′ α  s″ ′′力″γαJα   Goblor

キモ ンヵミキ リ

lox.燥 原町杉成 028。 Ⅵ 196■

68.励′′″″レ σ″澪ο″あ″Js曲
ハンノアオカミキ リ

1 0Xt,川上村事 ア谷.2■ ■ 1964:2
崚 ..湯 原町杉成. 28M.1964.

69. 6ン ′″′′ ″′′′r′′ Iasooo
シラホシカミキ リ

2oxs。 .西来倉村薦杉山亀 la Ⅶ 1964:
2o邸 ..西粟倉村大茅, 12。 1ヽ1964:1∝
.,西粟倉村大茅, 12.ヽ11964。 林 :2cs.,
鏡野町泉山. 2a Ⅶ 1962:lox,鏡 野町

泉山, lQ Ч 1964。 施  lox,上 斉原村

人形喘 31.、 1964i lox,川上村 芋ケ

谷 , 2亀 Ⅵ 1964:3 oxs。 ,湯原町杉成, 2



28.V11964.
70. ノンγ27r′ ′ノrr7カЙ″  s"嗜″′′″S Bates

ダイセンカミキ リ (ニセシラホシカミキ リ )

2∞ .,西粟倉村若杉1特. 12.ヽ11964;1
0x,lil津 町イと短1山 , 31。 又 1964;2c題 .,

■斉原村八形峠。 31.■ 1964:lex,奥
津町山乗ll:. 28.lll1 1 963:lox,Iで 津‖T

[1:乗 ll:。  2■ 7ヽ1 1963,1本
.

71, ハルトSer■凛 ″′rft″′′′′ 政ボbS
ヘ リグロリンゴカミキ リ

2因 。,「Ili要 合村右杉峠, la Ⅵ ]q64;1
0x,西 車合村大茅, laヽ11964.林 :1
ox.鏡 野町泉 L●. 21ヽ1.1962;lox.嗅】津

町花失ΠLい 。 31.、 1964:10x.奥 津町山

乗lL:.28.ヽl11963.杜
72 6ルrer7 υ′′′′′′ Blessig

ホソキ リンゴカミキ リ(ウ スグロリンゴカミ

キ リ )

lox.衡竜甲予町泉いJ,22.Ⅵl 1962:lox・
耳」津町イビ角‖日, 31.■ 1964;10x,川 上

村 芋ケ谷,2■ 1ヽ1964.
73。 oげeα  乃′わ′Sr′ηs Bates

ヒメリンゴカミキリ (フチグロチヤパネ リン

ゴカミキ リ )

]0氏 ,東 要含村行者|_b. 21ヽ11962:1
ox.鏡 野町岩屋. lQ V 1964,1休 :1∝

.・ 川士村明ヰ漢谷.24.■ 196イ
.

74.聯R′′″″ ρ″S Lt∞
ヨツキボシカミキ リ

2はs。 ,西要合村若杉峠。 12.1■ 1964;2
∝ 。.西 ]ゼ合村大革. 12。 ML 1964:2 oxs.,

11( 51 )

西 ゼヾ合村大芋 . 12.、■ 1964,林 :3o涎 ..

FJた句町 ||:]子 ll:. 28。 1ヽ 1963:6 oxsD'湯
原 J「杉成. 28.Ⅵ 1964.

75.C/7′ο″o,笹 /rD″ J2″′′ 勁Cm∝)p

ルリカミキ リ

lox,争サごI千町 嘉1日 .2a■ 196a
〔晴F〕①調緑中で採集年月日の後に林とあるのは,

林採集のもので,その41bは章井の評集であ

る。

②学名及び未F名 は北隆館の「 原色昆 中大図鑑

IJを使用した。

①今回都告 した標本はすべて介救昆申館に展

示 してある。

〔羊作と備中の貯較〕
「 すずむ じ」誌上に今回までに発表されたカミキ

リムン類について。岡 ||:県 下を■ぼ 留||に 片較 して

み ると,表のカロ〈調査の不オ分なイ11前 llllヌ はさて

おいて,チ作 と備中の共通利は 95誓.―t― 作でだ

け伴集されたものは 6】 誓.備中でだけ伴集され

た ものは 19柿を数え.特にハナカミキリ更科及

びフ トカミキリ亜科はキ作の方が際立 ‐て多い。
これは手作 t也 |ヌ が.東は岡 |ll県 最高山争の行 者山

(1344m)か ら西は f―無[[:(1218p)に
至る中国 lJ:1■ を北に控えて.楠物 相が特に書富で

あるとはいえ.潜信 lllF.竹 内幸夫氏等の永年にわ

たる精力的な努力の結果と思われ。改めて感嘆 じ

.敬音を表する次第である。

ノコギ リカミキ リ亜科

クロカミキリ亜科

マルクビカ ミキ リ亜科

ホノカミキリ亜科

ハナカミキリ「:i科

カミキリムン亜科

フ トカミキリ屯科

合    計

美 作 備

3

156

中 備  前

2      1

密 に

1       0

岡 止:県

3

1

2

1

41

45

83

■76

共 通 種

2

1

２

１

２

６

1

1

1

19

34

56

114

備前地区でのみ採集されたのはカミキリムンRIi料のアメイロカミキリ1種である。



ツ′ヽ メシジミ無尾異常型の一例

ツノ`メンジ ミBβЮ8 a年山壼bS hO:■ Otia Vト

NETRIFSは .EIl内各地に 最も普通なシジ ミチヨ

ウの一つである。
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お と しぶ み 鑢綱 翻 醐 騨 騨 鋼 勘 熱 翻 財 資鶉

臀黎黎£k二槻嚇l棚 留
TDt2,1963),筆 者の伴集品中 より6に現われ

た 一例をここに報告する。

併集地  京都府無鶴市胡麻峠
接集 日  1949年 4月 29日

後翅の状熊は拡大図に見るi諏 りで,ir常利に於・

ける尾状突起業部の隆起は無尾型にも1菫かに残 つ

てお り,翅脈端の黒色の縁毛 と共に尾状突起の痕

跡
魚歯黒藤耀ら私 ては ,青,静翅共全般に縁毛の発

澪が悪い41bは同時期に伴集される正常著」と異なら

稽℃際会亀慮力、議警属集搾よ嶺ヽ ″ 撃

|『
11)

県下で採集 した カミキ リムシ数種

°
lζttFitr協艦 町乍儒“

″′S
県下でも少い種であ礼

oャハズカミキ リ レα?εあα 臓 ″′″α
1958.6.8。  浅 口君6遥照山
や ゝ少い輝の ようである.°
Tf″ :′ど橘詰轟辮 ル″σ″′
や 少ゝい種である。

Oヤ ツメカミキ リ 励 レ″″″α
“

′′ο′α
196o.7。 ヽ 阿哲君5大佐町布瀬

。

`;り

]:3」:ζ ]F夕負シ″2′′ ″′′′rr′
195■ 6.22. 新見市草間

。お掌資研?卓′磁脇″″s/翻ぉ
1956.8.10 臥牛山
稀なf中の ようで,堺在まで都告された記録はな

%操 本は昆虫館に出品。 (赤 伎一弘 )

県 下 で採 集 したべ ニ ボ タ ル 4種

hd■光ぬ         。,σ柳 ″′″ ′F朧 ヒシベニボタル上… Ilbres 劉瀾kbS

西大寺市金山訥 . taょ句軋疵ii M断躍狐晨ツパメンジミ
雄 ) 1953.7.27.無尾型 (

中・・・,F尾 型 下…IF常型

心                                     ■■■■■■

…



轟猫瀦賊檬鱒 お と し ぶ み 騨 鶴 翻 動 騨 戦 湖 潮 醸 覇 聯 醐 熙 潔

場所によ て́は非常に多い。

O Lyaοsratrs"潤′s′′′sベニボタル

1958.Ql■  岡 |ll市 市の日

1964.Q28.西 大半市略1矢滝

0ん街″οゎ″S/raレ′″′パ クシヒゲベニポタ
ル 196o.6.1. 阿哲君E大 佐町布瀬

01セ
":ッ“

●s ′′
“
物

"rSホ

ソベニポタル
195■ 6.13.岡 は:lT竜の日(赤 枝―弘 )

蛾 類 目録 の訂正

すずt,し .1/701。 14.Ю .2に 発表した峨の併
rt― 目録中に。 2.3の まちがいがあることが.櫃 で訂Iし ま九 (日本  忠 )

,

13 (53)

耐ズ:〔:;彼i第1孫多
(本 frlは 日本 昆申図鑑北隆館では ヒメホウジ ヤク

とな つている ) (赤枝一弘 )

訂       正

1701.14,m.1で 部告しましたカミキリムン科

併集品目録中. 59E“ε″′グパ メrσ′ο″′″s

駐疵OS クモガタケンカミキリは,E. ″′′οFs′

ぬ爛直hitガ ロアケンカミキリの誤 りでしたの

ドク トル・ ザーメン採

ド ク トル 三 た び ダ

ド タ  ト ル

第 3ラ ウン ド
9月 26日士曜 日,果てしな〈拡がる青牢が目に

しみて傷か らた。
・
台同一i目のさわやかな秋晴れ ,

虫 どもも羽毛をのば して うかれ出ていることであ

ろ う。何条この機をのがすべき,早 々に相諮がま

とまう
たD珍客いかにも学究タイプとい ‐た九大

大学院の広瀬氏の顔も見える。 ドクト/L/.ザーメ
ン.氏 とは面識がなか ‐たが,その即貌からすぐ
にそれと察した。ンータテハなどの蝶類。秋の ト
ンポ類の予定併集品を胸に描きつつ帰宅
翌 27日例のごと〈早朝 6時に重井院長邸を出発

。時候よじ,タ イミングよじ.同乗 6人 いずれ劣

らぬ一廉の腕の持主だと気合いも充分に.その成
果が充分jtl待 されてよいのであつた。 しかし,月
にむら雲,花に国の管え。そこはそれ定まらぬの

は “○○と秋の空
″である。 どん よりと暗雲の低

くたれこめた今にも泣き出しそ うな天候という奴
である。凍 〈の黒雲を実の切れ間にかいまみえる

僅かの晴れ間とも見誤るような祈るような気持で

あ た́。 しかしとにかくのり出した船だ。行きつ

〈所まで行こうといつもの丼1り 慣れた道を奥津ヘ

と向かう。

集 回 顧 録 (6)
ウン を喫 十  一そ の 2-

.ザ ー メ ン

途中天然記念物の喘津 穴群を見学。弁当がらの

い ‐ばいつまうたへ 青牢によごれて〈さ‐た7k

のたま‐た穴など。これが阻穴とはいささか天然

記念物がなさけない。口■穴そのものはv派 なもの

であつた力Ъ 心なき輩のなせるわざにヵ、
とうとう雨が降 つてきた。礎津温泉を構日でにら

んで一lTI人 形も 、 一向に止みそうもない。焼け

くそである。 もう今日は網の御世話になることも

なかろう。キンーズンのための偵察かたがた雨中

の ドライプとしゃれこもうではないかということ
になつてしまつれ
人形峠は寒々と小雨にぬれていた。名物ウランう

どんで体を暖め,何か昆虫をというわけで衛牛「
L

虫のハエを採乳 重井 ドクトル, このところしき
りにハエづいているのである。 さらに照原より辰

巳峠へ向かうが.春のンーズンには絶好の伴集 |ゥ

となることは疑 うべくもない。 4、林より折れて):

藤を通り花t‐0カ は|へ と車の入る限 り突入する。弓|

き返して途中で車を降りて中食とす礼
わざわざ冷やさな〈ても冷えき ―てしま うている

ビールを抜いて体を温め,弁当を無口で食べる。
1匹 も伴集できずにとる昼食は何と味気のないも
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のであろ う。 理性は承知 していてもっ網 を持つべ

き筈の腕の筋肉が これではかさまらない。ぶるぶ

るふるえている。手 足を動か し徒手体操。 ランニ

ングよろ し〈それぞれ緊張をときほ ぐすのに一 苦

労で あ つた。決 して寒さのせいではないのである

。 しか しそれに しても全 〈実い。 どだい手足の感

覚がな くな いて。とても外に じ‐としては
'ら

れ

ない。 厳寒 といえ どもこうまでこたえるものでは

ない。早 々に屯の内へ じけこむ。冷房を暖房にき

りかえ。 しばら 〈してようや 〈人心特がついてき

た。 雨にたた られっ 気滞も極端に下がるな ど天候

に こうまでもそむかれるとは,い ささか県北の地

も歓抑のほ どがす ぎようぞ。招かれざる客は早々

に消え去るのみ。帰途.カ ミキリ屋の青野氏がマ

キに ビロウドを見つけ。あるいは との思いで数庁

下車 して探 したが,何 も見つからず.呼房のきい

た車で うとうとする うちに 4時過 ぎ合敷に至1着 し

た。 本来ならばまだ併集にかけず りfFpl‐ ている時

亥||で あるが。 一時も手にしなか うた捕虫網を肩に

,雨傘 を借 りて寒さにふるえながら家路 についた。

話 しはこれか ら始まるのである。翌 日顔がほて

つて。同僚に注意されてみるとかな り赤い。 人形

峠で放射台レ焼けにな つたのかなどと冗談をい うて

いる間はよか 。たが,国 邪でもお召し遊ばされた

か ちと心西Fと なり甲邪薬を服用して寝る。

明けて火R認 日. うるわ しき御尊顔が赤 〈ふ 〈れて

いる。体全休に均衡が とれて太 ‐て くるのならば

ドク トル .ザ ーメン大歓抑であり。これにこした

る幸わせはない。 しか し顔だけ部分的に太るので

は 41r康的と言えない。 こんな面を して多 〈の うる

わ ヒ′き L/デ ィーに相まみえるとは,二枚 目が泣 〈

とい うものである。無念にも現任校に勤務以来,

は じめての休暇を とる。 夕方。 ウルンにかぶれた

ような症1犬 とな ‐てきた。 しかも前にかぶれた右

手。両腕の古戦場が殊にひ どい。 どこでウルシrC

t虫れたのか。 しかもあの寒さである。合 点がいか

ないが。現実はいかん ともしFllい。

翌 日さらにひど〈.遂 1/Cttm‐
‐
重井院長の*診 をこ

ぃ。木金土と引き続いて診察をうける。毎 日圧射

数本
・ 内服薬 l flll。 その上顔全体にチンク油を塗

―て俳優のメーキャップよろ し〈真白いマスクと

な うた。 かぶれ,か ゆみはす ぐ治 ‐たが,顔の表

皮がはげ出した。 こればか りは率で どうもなるも

のではない。す ‐か りはげて しまうまで。時間を

かけて待たねばならない。無理にfllい では跡がの

こ nて いけないのだそ うだと若きンデ ィー霞. ド

ク ト71/の か越 しを待ちこがれてはい ようが どうに

もしようがない。す うか りあきらめて覚悟をきめ

長 llF戦 の構えていると, ようや 〈日曜 日にな うて

まずまずの顔 とな つた。 ドク トル .ザーメンの鉄

面皮。これで すこしは面の皮が うす 〈な うたと

い うものである。

昆虫併集ならぬ病気採集. ドクトル .ザー メンこ

こに 4. 5日 のダウンを喫 した次第である。 しか

しこのダウン,一向にバ ンチを〈らつた覚えはな

い。 さ ‐ほ りわけのわか らぬダウンであ うたが.

完全なるノ ックダ ウンであ つた。 シャクだか ら。

休暇 届にはア L//L/ギー性疾患に よる休暇 と書いて

や ‐たo(1965.3.1 記 )

会 だ よ り

回本会宛郵便物について

本会宛の郵ft‐物は.原稿,会費・ 交換,同好会

誌.連絡問合わせ。入会申込み等すべて,下記連絡

事務所の方へか願いいたします。

倉敦市幸町

倉敷昆宍館内

倉敷昆申同好会連絡事務所

0 原稿募集

毎年のことながら.冬季にはンーズンにかけ

る活躍の成果が。比較的沢山寄せ られますが .

春から夏にかけては.しばしば原稿枯れになり

がちです。次号 (VO■。15.ATo.1)も すぐに発

行の予定です。小さい事,なんでもないと思わ′

れる記録,それが大切ですЬ永い鵬1のそれらの

集績が,貴重な研究業績となりますじ是非私た

ちの機閲紙に発表して残しておきましょう。多

〈の方からの原稿をお待ちしておりま九  "お
としぶみ "(短報 )歓乳

Ω 住所等の変更

会 員の方で住所。勤務先等 (学生の方は学

校 )の変更があ‐た場合は,直 ちにお知らせ

願います。

c 会昔納入

本会の会費は前納制になつてお ります。会の

運営を円滑にする為にも.で きるだけ早めに納

入をお願いいたします。

● 新入会員募集

新入会員を募集 します。殊に年少の方歓迎じ

ま九
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本誌 1701.14。 m.2に 水野氏が昆虫の学名 に

ついて書いてか られたのを興味深 〈講ませていた

だいた。 ところで日本の蝶 とヨー ロッパの喋は共

通性が多いが。所かわれば名もかわるで.喋の 4rl

名 と英名を比べるとなかなか面白い。

一 (ンロチョ研ユ)一 さて 日本で最も普通種であるモ

ンンロチョウはヨー ロッパではnbris hasicao
オオモンンロチ ョウにおされて。 日本ほ ど多 〈な

い らしいがこれをα湖町ρ Vh■0(キャペッの自チ

ョゥ )。 あるいは鋤ほnⅧ はtO(コ 押 チョウ)と い

う。 これは先の Ine Vn出0(ォォモンう″ チョウ)

に対 してつけ られたものでSmn]帖 ibの方が

日本でいえば和名にホロ当 し,0壼h∞ Whiteの

方が俗名に相当するらしい。 この名は争者の考え

では日英5分 5分 と考えられる。

次に英国産のモンンロチョウm■ias croc田
についてであるが。日本のモン キ チョウ∞ ]ias

e“巌に相当するヨーロッノリモンキチョウは,むろん

O■ias Wを kモ トモンキチョ̀で あるが,英国にはこ

の種は岸しない らしい。かわりに僣色をかびたき

れいなCrOcmsが産するわけである。 この稀は従

来は独立種とされていたが,現在ではアフリカに

分布する∞lia3 oloctェ L/ク トモンキチョウの

亜f千 にされてぃる。従 つて正式には∞lias Olect

crOcouSで あろ うが・ コーロッパの友人等か ら送
‐て 〈る木種は∞lias cttmsに な つている。
∞■ia8属の分 I日 は Hたbと e餞ち に して もなかな

か 1晋1等が多いらしい。 ところでこの

「

を英国では

Yol■Cwと い う,文字漁 り黄チ ョウである。 これは

俗名 らし〈.正式には c■Qx10d YonQ7(〈 も つ

た黄チ ョウ)と い う。 日本のモンキチョウよりは

ず うと橙 色であるし・ 地に英国の黄色のチ ョウと

ぃえばGonopteryx rbmiャ マキチョウぐらい

の ものであるから適当な名であろ う。 これも日英

5争 5分 力、 さてヤマキチョウは Brimtono.硫黄

チョウとい う。 これはそのあざやかな苦色に対 し

て。なかなか うが つた名であると思 う。 や ゝ英国

に分か.次に ヒメンロチョウはWOm ⅥhitO(森
の ンロチョウ )と い うがこれはや ゝ日本に分があ

るか,エ ゾンロチョウAPOrね 晩 t中 は B■a■

―veinod(黒い翅脈のti4)と い うが これはそのも

のずば りであ ‐て。 日本のスジグロンロチョウ.

あるいはョーロッノリ エゾスジグロよりも本様が一

番 この名にふさわ しい と思 う。 ■国に分。

結局ンロチョウ科は雌少差で英国の勝か。
一(ア

//ハチョ̀丼
1)一  アグハチ・ ウの類は英国で

は キアゲハー種で しか も■00И  Rltt」y
つま りlll方的なl葉で.全国に分布 しないとい う′

これを詢an∞軌韻■(ッ パメの尾 )と い うが,他
に 2●い がいないのであるから.こ れ も適当な

名前であろ う。和名の黄 アグハであるが,ア グハ

錫羽ソニいう名がどうもピンと来ない甲在英国に分
がある力、
一(夕iルチ ョ研工)一  この科で日英す ―た く一致

した名を持つのが.taCock BLltterfly.っ まり

クジャクチョウである。 次にけ界共涌種 ヒメアカ

タテハでこの種をhnt“ Iadyっ まり化粧 した

L/デ ィとい う。そ ういえばそ うい う感 じもしない

でもないが,や ゝ―八よが りの名 ともいえる。 や

ヽ日本に分力、 ョーロッパにはアカタテハh“Q
irdicaはいないが。それにかわる締 としてune_
研h athntaが 居る。 加di∽ はイン ドでan節ち

は大西洋であろ うと思 うが, この ア トランタは昆

力館の標本を見てもらえば分るが・ インディカより

やさ しく。かつ美 しいとPう。 これをRd A∝ト

n■ 赤い海軍大将 とい う。 淋軍★将が表いΠPを清

るのかもしれないが. どうも一人よが りの感 じが

する。 日本に分6ヒ オ ドンチョウをL晏´ ■月biS0
-Sben(大 きい亀の甲 )コ ヒオ ドンを snla_Ll
prt∝ 80‐坐 el■ (′l達ιttρ甲)と い うが これは どう

もいただけないような気がする。 日本に分ぃ なか。

オオムヵナAは もちろん 英国にはいないが。 日本の コ

ムヵた1を 大き 〈した ような種 A“如m inO力
'い

る。 この種は英国でもヨーロッノ疑:も 少い らしいが

これを■印■0… 紫の皇帝とい うが,オ オ

ム〃 キを知 ‐ている我々か ら見ると。いささかお

こがましい感 じがする。 日本のオオムラナキの方

が大きさからもぃ美 〈しさか らも数段上である。
ンータテハをαmm(コン嘲熙)と い うが. 英語の

本場で cと ぃわずにコンマといい。 日本で cと ぃ

うところが面白い。学名か らいぇば Cタ テハであ

るし。私の感 じで もコンマよりは Cに近いと思 う

。 この科は日本に分がある。

以上出て来た種の内APぼぱa i五Sを 除けば全

fψ が倉敷昆虫館にある。
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