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岡山県に産するカミキリムシ科の甲虫については,愛好者が多く,調査もかなりすすん

で, その結果は100篇を越える報告となって “すずむし"の各号などに発表されて ヽヽる

が,個人の力で県内の情況を詳しく調査しつくすことには困難性もあり,多 くは慎重を期

されて,未だ岡山県全体を総括した報告は試みられていない.

私たちは現在まで,岡山県のカミキリムシ科の甲虫に意をおいて分布調査をしてきたが

いたずらに完成を期していては,つ ぎの段階の調査へも進み得ないと考え,その分布の概

観はとらえ得たと思われる現時点で, これまでの知見を一応整理,検討して報告し,同好

者の参考に供したいと思う。

この研究に際して林匡夫博士からはほとんどの種にわたる同定をはじめとして文献その

他いろいろとご指導をいただき,小島圭三博士からは,特に生態面について懇切なご指導

をいただいた。ここに記して厚く感謝申し上げる。

また, 日頃何かとご指導をいただいている安江安宣博士,あ るいは,いろいろとお世話

になったり,ご協力をいただいた同好の多くの方々にあわせて厚くお礼申し上げる.

分 布 の 概 観

岡山県は本州西南部に位置し,中国山地南斜面の東部を占める.全面積は約 7060 km%

その過半数が林野である.

北は中国山地が平均海抜 1000mの 高度を維持しつつ北境をほぼ東西に走り, 地形はし

だいに南に傾いて瀬戸内沿岸平野に至る.そ の中間を隆起準平原,吉備高原が占めて平均

海抜高度は 600m程度である。141)こ のような岡山県の地形は 3つの地域,貝「ち (1)ゴヒ部

の脊梁山地,(2)中部の吉備高原および (3)南部の瀬戸内沿岸部に区分してみるとき,

それぞれの特徴が明らかになるように思われる.
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(1)脊梁山地 北部の中国山地諸高峰は第三紀噴出の安山岩で, その下層に花働岩が

あり, この脊梁山地に発した高梁,旭,吉井の三大川は北から南に流れて穿入谷や耕地を

形成している。中国地方の小気候区分に従うと脊梁山地は中国山地区に属し,気候が冷凍

で年平均気温 10～ 12℃ , 降水量は年間を通して少ない月はなく全体的に多い。142)こ の地

域には温帯山地林が見られ,寒地性の植物も多く見られる。ブナの自生はおよそ海抜1000

mの線から始まり,毛無山,三国山,上蒜山,後山などに発達している.ブナヘ推移するま

でにミズナラ, トチなどの落葉広葉樹があり, これらはやや低山地を占めている。111)脊梁

山地にのみ分布の認められるカミキリムシは約 60種を数えるが,ハ ナカミキリ亜科のもの

に該当種が多く,岡 山県産 46種のハナカミキリ類中実に 50数 %の種類が冷凍な北部の脊梁
山地にのみ棲息地を制約されている。そして本州の中部山岳地帯などに優勢なマルガタハ

ナカミキリやフタスジハナカミキリなどの種がこの地域ではきわめて劣勢となり,わずか

な個体数の発生しか見られず,その他冷涼な地域に見られるいくつかの種の分布を欠くも

のなどがあることも一つの特徴となっている。また,岡山県では最も冷涼な地域であり,

より温暖な地域に適応したカミキリムシのいくつかは,中南部に分布を見ながら, この地

域からの分布を欠くことも自然であろう.しかし, この地域には約 150種のカミキリムシ

の分布が確認されて,県下では面積の割合に最も種数の多い地域であることを示している。

(2)吉備高原 この地域には古生代の粘板岩が多く, 中に混って古生代石灰岩と中生

代頁岩層があり, 前者は カルス トの奇形を現わし, 後者は三畳紀化石をおびただしく含

む`気候区分は山陽区に属し,植生はほとんどアカマツを優占とする林相一色であり,北
に向かうほど落葉広葉樹を伴う度合が増し, ついにはアヵマツが失なわれてコナラ, ク

リ, シデが優占する。 クヌギ林もかなり見られるが 岡山県では これに似たアベマキが多

く,ア ベマキ林とよぶのが真相に近い.140)141)142)こ の地域もよく伐採が繰返されて原生林

の姿をとどめるところはほとんどない.一方で,高梁市の臥牛山などのように特別の構築

物があるために長く保存されたり,浸食谷の地形が瞼峻で人工の加わりにくかったところ

などにはモミ,カ ヤなどの針葉樹も混じえた暖帯林が自然林の形で温存され,それらの地

域では近隣では見られないようなカミキリムシの生存を許して,こ の地方のカミキリムシ

相の特徴を知る上で貴重な存在となっている。全般的に,中央部を占める吉備高原は寒地

性と暖地性のカミキリムシの混棲地の観があるが,注 目に価するのは近畿以西で認められ

ているヤマ トヒメハナカミキリ,ク ビアカモモブトホソカミキリ,ベーッヤサカミキリ,

ヤマ トチビコバネカミキリなどがこの地域だけから発見されていることであろう。中でも

臥牛山は近県よりも遠く離れた奈良県の春日山と共通するカミキリムシを数々温存して,

両地の緊密な関連性を強く示l1/xtし ており,こ こらあたりに岡山県のカミキリ相の特徴の一

つの重要な要素が示されているように思われる.

(3)瀬戸内沿岸部 この地域の平野はおおむね第四紀の頃に陸化し, 花畠岩の丘陵が

多いのは昔の島のあとと見なされている.気候区分では温暖で降水量のきわめて少ない瀬

戸内区に属して年平均はほぼ15℃ である。この地域には常緑広葉樹林,常緑針葉樹林一常

緑広葉樹を伴う一の発達を見るが,雨量が少なく常緑広葉樹林としてのシイ林,タ ブ林は

ほとんど見られない.一例として邑久郡の牛窓八幡宮社叢はアカマツ,ク ロマツ混生林が

常緑広葉樹を伴ない,遷移をおこしてシイ林となるべきところが,ヤマモモ, クロガネモ
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チを優占種とする常緑広葉樹林に進行しつつある.一方, ウバメガシ林は海岸部に発達し

て広く分布しており,ま た,ア ラカシーヤブッバキ群叢もやや内陸よりに広く一般的であ

る。140)141)142)瀬戸内沿岸部だけに分布の見られるものにヨツスジトラカミキリなどがある

が,南方要素の濃いベーツヒラタカミキリ,ケ ブトハナカミキリ,ホ シベニカミキリなど

は発見されていない。また,岡山県下からは約 210種 のカミキリムシの分布が確認された

が, この地域からはその

=の

約 70種しか分布が確認されていない。 これらの事実は 岡山

県の瀬戸内沿岸部はとくに南方要素の濃い種属の生存に適した特徴ある地域とはいえず,

むしろ,中央部の吉備高原などより,はるかに、カミキリ相の貧弱な地域であることを物語

っている.一因としては,全国的にもきわめて降水量の少ない地域で森林の発達が規制さ

れやすいことなどもさることながら,古瀬戸内海からの1睦化現象の歴史性の新しさとの関

連が考えられる.全県的に優勢なキバネニセハムシハナカミキリの分布態様が吉備高原南

端よりほぼ内側よりに境界線を画していることも,該種の分布南限が古瀬戸内海の海岸線

と何らかの関連性を持つのではないかとの暗示を与える.

つぎに, この報文で報告される岡山県産のカミキリムシを分布態様から6つの類型に分

けて表に示し,ま た, 2, 3の種についての分布図も参考に示しておく.も ちろん,現在

までの分布上の知見だけから整理してあり,よ り詳しい調査により表の数字は移動するで

あろうことはいうまでもない.

第 1表  岡山県産カミキリムシの分布類型一覧

IA型 IAB型 IABC型IB型 IBC型 IC型 計
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A型…………北部の脊梁山地にのみ分布する

AB型……・脊梁山地と吉備高原に分布する

ABC型…全県に広く分布する

B型………吉備高原にのみ分布する

BC型………瀬戸内沿岸部から吉備高原にかけて分布する

C型…………瀬戸内沿岸部のみから発見されている
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第 1図  岡山県産カミキリムシの分布類型数例

0は採集地点をあらわす

年平均気温等温線は安江安宣・浜田厚生 (1954)に従った .

(1)日録記載の分類,学名は小島圭三・林匡夫著原色日本生態図鑑 Iカ ミキリ編を拠り

どころとした。

(2)既発表の記録については既知産地のみを記し,新たに記録するもののみ Dataを付
した。ただし,初めて岡山県から記録された産地については文献を右肩の番号で示

しておいた .
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岡 山 県 産 カ キ リム シロ録

CERAMBYCIDAEカ ミキ リムシ科

I.Prioninaeノ コギ リカ ミキ リ亜科

Megopidiniウ スバカミキリ族

1・  ル物80つ′S(Mogθ ク′S)Sグπグθα (ヽVHITE)ウ ス バ カ ミキ リ

新見市―吉川 ;真庭郡―杉成, 湯本 ;勝田郡―滝山 (Aug。 18, '68, 広葉樹立枯樹皮

下);高梁市―臥牛山 ;久米郡一久米町 ;倉敷市―鶴形山15), 向市場 ;岡山市―西大寺

7月 中旬～ 8月 下旬.広 く分布するが個体数は少ない.夜間,燈火に飛来し,昼間は樹

皮下や樹幹のくばみなどでみつかることが多い。

Prioniniノ コギリカミキリ族

2.  Pttθ %π sグ %sttι′αγグs MOTSCHULSKY ノ コ ニギ リ カ ミキ リ

新見市一花見 (」 uly 16,'67,alt.600m。 ,シナノキ樹幹上),井倉 (Juue 28,64;June

30,'68,alt。 250m.,ク ヮ樹幹上),草間 ;真庭郡―勝山 ;苫田郡一上斎原,泉山 ;勝田郡

―奥津川 (Aug。 18,'68,alt.300m。 ),那 1皮山 (」 uly 26,'63,alt。 650m。);英田郡―若

杉峠 ;高梁市―臥牛山 (Aug.2,'68),大 成 ;久米郡―久米町 ;津山市―不明 ;吉備郡一

日羽 ;総社市一三須山 ;浅 口郡一阿部山 (June 29,'63);倉 敷市―鶴形山18), 向山, 」ヽ

黒田 (」uly 20,30, '47;June 19,′ 48),有城 (June 13, '67;June 13, '66;July 13,

'66;Aug.5,'66),天城 (」uly 14,'66),藤 戸 (June 26,'66;July 10,14,15,'66);

和気郡―熊山

6月 中旬～ 8月 下旬.岡山県の P/グθπ%sはほとんど本種である。沿岸部から脊梁山地

にかけて広く分布する。アカマツ林に多く,地上をせわしげに歩いていることが多い。

3.  Pγ Jθπas s″ππθ′πs HAYASHI ニ セ ノ コ ギ リカ ミキ リ

久米郡―久米町 ;津山市109)―不明

8月 .個体数が少なく分布のありさまは,ま だよくわからない。

4. Psタクんαθ′as

新見市一方谷 .

7月 .少ない .

Anacoliniコ バネカミキリ族

γθ%グgθγ HAROLDコ バネカ ミキ リ

井倉間 ;苫田郡一加茂町77)

H. Disteniinaeホ ソカ ミキ リ亜科

Disteniiniホ ソカミキリ族

5。  ,グ s′θπグα gγαθ″′グs(BLESSIG)ホ ソカミキリ

新見市―足立駅,井倉 (June 30,'68,ァ ベマキの叩網);苫田部―奥津町,泉山 ;英田
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郡―後山99):高梁市―小高下 (Aug。 10,'66), 津川 (」une 23,'67);久 米郡―久米町 ;

津山市一黒沢山99);吉備郡一日羽.

6月 中旬～9月 上旬.県北から吉備高原にかけて分布する。夜間燈火に飛来する。

IH. Lepturinaeハ ナカ ミキ リ亜科

Encyclopiniテ ッィロハナカミキリ族

6.E"θ ttθ ′θ夕Sθ′グυασθα BATESテ ツイ ロハ ナ カ ミキ リ

苫田郡一加茂町99).5月 下旬,1例の報告があるだけである.

Toxotiniヵ タビロハナカミキリ族

7. 7θ″θ′πs θαθγπ′θ″θη″s BATES フタコブルリハナカミキリ

苫田郡一倉見136).6月 上旬.少ない.

8. Tθ〃θ′グπas γθグη′HEYDENモ モグロハナカミキリ

新見市―西川流域70);苫田郡一泉山,花知山 (」une 26,'66),大 ケ山 ;川上郡―天神山

5月 下旬～ 6月 下旬.年平均気温 13℃ の等温線以北の山地に分布している.林縁の下草

葉上にいることが多い。個体数は多くない.

9。  Eυ θググηπs(Eυ θσ′π2S)bjルSθグα′Z`s(OLIVIER)SubSp。 ノά θπグθ%s hlATSUSHITA

フタス ジカタ ビロハナ カ ミキ リ

苫田部一越畑99)

5月 中旬.非常に少ない。

10。  Gα %/θ′θs(Cα γグルα)α″ 接 %κグS IIIATSUSHITAク ビア カ ドウ ガ ネ ハ ナ カ ミキ リ

真庭郡一神庭8);高梁市一慶応,玉川町 (Apr.22,'60);吉 備郡一日羽

4月 下旬～ 5月 下旬.カ エデ花上,ア カマツ伐木上などに来るが少ない.

11. Gαπ″θ′θs(′αγαgαπγθ′ιs)グθγグs BATESカ ラカネハナカミキリ

阿哲郡一君山 (May 21,'67, ォォモミジ花上);真庭郡一野土路峠98);苫 田郡一越畑

(」une 5,'66,タ ニゥッギ花上),花知山 (June 26,'66);勝 田郡一滝山 ;川上郡一田原.

5月 下旬～ 6月 下旬.ほぼ年平均気温 13℃ の等温線以Jヒに分布している。多くない.

12. L″ηグαπグsんグ%%γαグSEKIア カイロニセハムシハナカミキリ

阿哲郡一君山 (May 30, '65);真 庭郡一毛無山 (May 21,'67,alt。 760m。 ,ォォモミ

ジ花上);苫田郡―泉山99);勝田郡―立木 .

5月 中旬～ 6月 中旬.脊梁山地に分布.個体数は少ない .

13. Lθπ%′α/%″んOγα″PICピ ックニセハムシハナカミキリ

阿哲郡一君山 (May 30,'65);真 庭郡一毛無山 (May 21,'67,alt.760m。 ,ォ ォモミ

ジ花上),野土路峠 ;苫田郡一泉山85), 花知山,越畑,阿波村 ;勝田郡一滝山, 立木 ;英

田郡一大茅 (May 26,'683 alt.650m.,ォ ォモミジ花上).

5月 上旬～下旬.脊梁山地に分布.前種より幾分多く,分布も広い。
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14.L″グαルθゎグθηs BATESキ バネニセハムシハナカミキリ

真庭郡一中福田,湯船,野土路峠 (May l,'66, alt.620m。 ,ス モモ花上), 高下,土

用 (May l,'66,alt.640m。 ,ソ メイヨシノ花上), 鬼穴 (May l,'66;Apr.30,'67,
alt。 400m。 ),神代 (Apr.30,'67,alt.400m。 ),神庭の滝 (Apr。 24,'66,alt.300m。 );

苫田郡一人形峠,泉山85), 越畑 (」une 5,'66,alt.650m。, トチノキ花上);勝田郡―滝

山 ;英田郡一大茅 (May 26,'68,alt.650m.,ォ ォモミジ花上);新見市一鬼女洞前 ;津山

市―不明 ;高梁市一槍井坂 (May 2,'65,ィ ロハモミジ,シデザクラ花上), 臥牛山(Apr.

24,'67,May 20,'67;May 3,9,'68,ぃ ずれも alt.420m.,ィ ロハモミジ花上 ;May
14,'67,alt。 400m。,タ ラヨウ花上),玉川町 (May 5,'65);小田郡一鬼ケ嶽温泉 (Apr.

25,'65;Apr.23,'67;Apr.21,28,'68,ぃ ずれも alt.150m"ィ ロハモミジ花上);

後月郡一宇戸川 (Apr。 21,'68,alt.100m。,ィ ロハモミジ花上);吉備郡―槻,中尾 (Apr.

21, '68, alt.120m。,ィ ロハモミジ花上),西松尾 (May 3,5,'67,ぃ ずれも alt。 150

m.,カ マツカ花上), 日羽 (Apr.28, '68,alt.80m。,ィ ロハモミジ花上),上房郡一下砦

部 (Apr.19,'64,alt.180m。 );御津郡―宇甘渓 (Apr.29,'64;Apr.24,'66,ぃ ずれ

も alt.100m。 )

4月 中旬～ 6月 上旬.脊梁山地から吉備高原の南端近くまで分布するが,瀬戸内沿岸部

では分布をみない。優勢な種で種々の花上に訪れる。

15。  ■ θ%αθθクs(Dグ πθク′θγα)協 グπ%′α (GEBLER)ヒ ナ ル リハ ナ カ ミキ リ

新見市―鬼女洞前 ;真庭郡―野土路峠 (May l,'66, ォォヵメノキ花上), 野土路沢

(May l,'66,ス モモ花上),土用 (May l,'66, ソメイヨシノ花上), 毛無山,中福田,

湯船,芋ケ谷,神庭 (Apr.24,'66, ィロハモミジ, スモモ花上), 勝山町 ;苫田郡―上

斎原村,泉山85ら 勝田郡―立木 ;英田郡一大茅 (May 26,'68,ォ ォモミジ花上);高梁市

―臥牛山 (Apr.28,'63;May 5,9,'68;Apr.30,'67);津 山市―不明 ;吉備郡一日羽

(Apr.28,'68);御 津郡―下加井 (Apr.19,'64),宇 甘渓 (Apr。 19,'64;Apr.24,'66)。

4月 中旬～ 5月 下旬。すずむし,14(1),p.5に 日羽での採集例としてⅥ.12と いう記

録が見られるが, 印刷の間違いで Ⅳ.12が正しいとの連絡を著者より受けている。腹部

が黄色の f.ノ″θηグθα PIcが混っており, 大茅産の個体では上翅が紫色のものが 2個体

得られている.前種と分布のタイプが似ているが,本種の方がやや分布がせまい。

16.*Pガ θπグα (P′ごθη′α)ノαπ α′θ HAYASHI et MIzuNOヤ マ トヒ メ ハ ナ カ ミキ リ

高梁市一臥牛山 (」une 2,'68;May 20,25,'69,alt.300m.～ 460m。)

5月 中旬～ 6月 上旬.個体数は少なく,ョ ガクゥンギの花上に訪れる.

17. 2″θπ′α (′ググθπグα)s′μ′ルγα (BATES)ナ ガバヒメハナカミキリ

阿哲郡―君山 (May 30,'65,a■ .7501■ l。,ォ ォモミジ花上);真庭郡―野土路峠,毛無

山 ;苫田郡―泉山85),花知山 (June 26,'66), 越畑,人形峠,倉見,阿波村 ;勝田郡一

滝山 ;英田郡一大茅 (May 26,'68,alt。 680m。)

5月 上旬～ 6月 下旬.タ ニウツギの花 Lに よく訪れる.脊梁山地にのみ分布する。
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18. Rガθπグα (2σθπ′α)協α′α′α (BATES)ヒ メハナカミキ リ

真庭郡一野土路峠123),高下123);苫 田郡一花知山 (」une 5,'66)

5月 下旬, 6月 上旬に得 られているだけで個体数が少ない。脊梁山地に分布する。

19.句 %グθπ″ (P′グθκグα)協 %ηθα々α TAMANUKIム ネ ア カ ヒ メ ハ ナ カ ミキ リ

阿哲郡―君山 (May 30,'65,alt.750m。 );真庭郡―毛無山 (May 21,'67,alt.740

m。,コ ハゥチヮヵェデ花上), 野土路峠 (May 25,26,'63,alt。 760m,コ ハゥチヮヵェ

デ花上, 註, この記録は Rググsθθグ滋′グsと して 発表 して いたもの);英田郡―若杉峠

(」une 18, '67)

5月 下旬～ 6月 下旬.脊梁山地にのみ分布する。

20。  2″θπグα (2σθη′α)yπ′′α″グ″ (BATES)オ オヒメハナカミキ リ

新見市―西川流域70);真庭郡―野土路峠,明連渓谷,朝鍋鷲ケ山 (」 une 30, '63,alt.

950m。);苫田郡一人形峠 ;勝田郡一滝山 ;英田郡一若杉峠

5月 下旬～ 7月 中旬.脊梁山地に分布する。

21.  Pググθπ′α (P′グθπグα)s′ ,7zグ′′
=鶴

α OHBAYASHI et HAYASHI

ニセ ヨコモ ン ヒメハ ナカ ミキ リ

真庭郡―野土路峠122),土用 (」une 29,'63,alt.680m。 ),新庄村 ;苫田郡―花知山122),

泉山,倉見122),人形峠120),阿波村 ;勝田郡―滝山120)

5月 上旬～ 6月 下旬.脊梁山地に分布する。

22. Pググθηグα(P′グθπグα)απιグα′α(BATES)セ スジヒメハナカミキリ

阿哲郡一鷲尾,君山 (May 30,'65);鬼 女洞前,棚ケ瀬 (May l,'66,alt.130m。 ,コ

デマリ, ミズキ花上), 天銀山 (」une ll,'67,alt.600m。 ,タ ンナサワフタギ花上);真

庭郡―野土路峠,高下,中福田, 湯船,毛無山 (May 21,'67,alt。 720m。,ミ ヤマガマ

ズミ花上),中和村,新庄村 ;苫田郡一花知山85)(」 une 5,'66), 越畑 (June 5,'66,alt。

5801n。 ,ガマズミ花上),泉山,岩屋,倉見,人形峠 ;英田郡一大茅 (May 26,'68,alt.

650m.,ォ ォモミジ花上);津山市85)_不明,一官 ;高梁市一臥牛山 (Apr.24,'66,alt.

420m。,ィ ロハモミジ花上 ;May 25, '66,alt。 140m。, ガマズミ花上 ;May 7,'67,

alt.260m"コ ガクゥッギ花上 ;May 14,'67,alt。 4201n"タ ラヨウ花上 ;May 9,'68,

alt。 400m。 , ミヤマガマズミ花上),森脇 (May 9, '68, alt.100m。), 玉川町,鶏足山

(May 25,'59),津 川 (May 8,'67);川 上郡一穴門山神社(May 8,'66);吉備郡一日羽,

東松尾 (May 3,'66,alt.160m,ヵ マツカ花上),西松尾 (May 3,'67,alt.140m。 ,ヵ

マツカ花上);御津郡―下加井 (Apr.19,'64),宇 甘渓 (Apr.19,'64;Apr.24,'66,

いずれも alt。 100m。)

4月 中旬～ 6月 下旬.脊梁山地から吉備高原面にかけて, かなり広く分布する.群集は

していないが,個体数はかなりいると思われる.花上に発見することが多い。

23. P′グθπグα (Pグσθπグα)協 グωα′ (MATSUSHITA)ミ ワ ヒ メ ハ ナ カ ミキ リ

阿哲郡―君山 (May 30,'65,alt。 760m。);真庭郡―野土路峠99), 毛無山 (May 21,
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'67,alt.7201n。 , ミャマガマズ ミ花上), 新庄村 ;苫田郡―花知山99), 越 畑 (」une 5,

'66,alt.660m。 ), 人形峠 ;勝田郡一滝山99),立木

5月 中旬～ 6月 下旬.脊梁山地に限って分布し,個体数も少ない。

24。  ′″σθηグα (0%ψ ttα′οσιγα)夕 %χグ′θ′(SOLSKY)フ タオビチビハナカミキリ

阿哲郡―君山 (May 30,'65,alt。 760m。);真庭郡一野土路峠,高下,毛無山,中福田

;苫田郡一泉山,岩屋,越畑 (June 5,'66,alt.650m。,ガマズ ミ花上),人形峠,倉見 ,

阿波村 ;勝田郡一若杉峠 ;高梁市一臥牛山90)(May 25,'66,alt.160m。 , コガクゥッギ

花上 ;Apr.30,'67:May 7,14,28,'67,ミ ャマガマズ ミ, カマツカ,コ ガクウツギ花

上 ;May 5,'68,alt.420m。 , ィロハモ ミジ7ヒ L;」une 2,'68,alt.460m。 ,コ ガクゥ

ツギ花上)jり ‖上郡―穴門山神社 (May 8,'66)

4月 下旬～ 7月 中旬.脊梁山地と吉備高原の一部で分布が確認されている。個体数は多

く群集していることが多い .

25。  ′ググθηグα (比協 解 θπ)σθιグルs(KRAATZ)チ ャイ ロ ヒ メ ハ ナ カ ミキ リ

新見市一天銀山 (」une ll,'67,コ ァジサイ花上);真庭郡―野土路峠, 高下, 朝鍋鷲

ケ山 (」une 30, 
′63,alt.940m。 );苫田郡―花知山85), 越畑 (June 5,'66, alt.65G

m。,ガマズミ花上).阿波村 ;勝田郡―滝山85), 高梁市―臥牛山 (May 25,'66,alt。 180

m。 ,コ ガクゥッギ花上 ;May 7,14,20,28,'67, ミヤマガマズ ミ,タ ラヨウ,ガマズ

ミ,ハゼノキ, コガクウツギイヒ上)

5月 上旬～ 6月 下旬.脊梁山地と吉備高原面か らは臥牛山のみに分布が認められる.個

体数はかなり多い .

Lepturiniハ ナカミキリ族

26.  Pν ″物 ″形 ノαθ′グθθ′θγ BATES ヘ リ ウ ス ハ ナ カ ミ キ リ

苫田郡一倉見109),阿波村

5月 中,下旬.脊梁山地に分布しているが個体数は少ない.カ エデ花上に来る。

27.Gγ α%π θ夕′ιγα θ力αttbθ θ〃α BATESチ ビ ハ ナ カ ミ キ リ

真庭郡一毛無山 (May 21,'67,alt.720m.,ォ ォモミジ, コハウチワカエデ花上);苫

田郡―阿波村 ;勝田郡一滝山85);英田郡一大茅 (May 26,'68,alt.660m.,ォ ォモミジ

花上)

5月 中旬～ 6月 上旬.脊梁山地に分布する。個体数は少ない.

28.スπθノ∝ルγα Cもθ%激ガθs′θ/%α )2グsグ′α(BATES)チ ャボハナカミキリ

新見市―明石山105),真庭郡一芋ケ谷 1英田郡一若杉峠 ;高梁市一臥牛山 (」une 13,'70)

6月 下旬～ 7月 中旬.脊梁山地と臥牛山から発見されており花上に集まる。個体数は少

ない.

29. 4πθノθσθ2´α (■ηθノθσθγθttαψんα)ι″θα υα′α (BATES)ミ ヤマクロハナカミキリ

新見市―上吉川,天銀山 (」une ll,'67,alt.580m。 ,ガマズミ花上),創森山 ;真庭郡

―芋ケ谷,明連渓谷 ;苫田郡一深山出合, 花知山, 加茂町 ;勝田郡一奥津川 (」une 18,
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'67);英 田郡―作東町99);高梁市―臥牛山

5月 下旬～ 6月 下旬.脊梁山地に分布の中心があるが、吉備高原面にまで分布の広が り

をもち,臥牛山でも発見されている.ク リの花上からも採 られている。

30。  ■ %θ夕′θごθγα (Kαηθ々 θα)αg%ηクθ2sグS(ⅣIATSUSHITA et TAMANUKI)

ミヤ マ ル リハ ナ カ ミキ リ

苫田郡―越畑99);高梁市―臥牛山

4月 下旬～ 5月 中旬。現在,2か所で発見されているに過 ぎない.ツ ツジとカエデの花

上から得 られている。少ない .

31.  βγαθ乃ノ′θノιィγαクリ'γ
γttα (BATES)ヒ くアカノヽナカミキ リ

苫田郡―泉山99),花 知山,倉見 .

5月 下旬～ 7月 下旬.脊梁山地に分布する.花 _Lに 来るが少ない。

32. C"ッ πbグα saθ θα滋′zια (LEWIS)ア カハナカ ミキリ

阿哲郡一三室,荒戸山,舟原 (」 uly 16,'67,夕 方飛翔中);真庭郡―毛無山付近84),星

山 ;苫田郡一泉山、山乗山,阿波村 ;勝田部―那岐山 (」uly 26,'63);英 田郡一後山,若

杉峠 (Aug.17,'65,草 化上);り ‖上部―天神山 j高梁市―臥牛山 (Aug。 9,'67,飛 翔中),

松原 (Aug.3,'65:),_L房郡一大和山 ;久米郡一久米町 ;総社市一総社 ;吉備郡一日羽 ;

岡山市一金山 ;赤磐郡―高倉山

5月 上旬～ 8月 中簸 脊梁山地から吉備高原にわたり広 く分布する。沖積平野の総社で

は製材所で飛翔中のものがえられている.個体数はかなり多い。

33. 腸しγ′んα′θ夕′ιιγα sθθ′θグθs(BATES)ツ ヤケシハナカミキリ

新見市―天銀山 (」une 16,'63);苫田部一阿波村99),花 知山99),泉山 ;川上郡―野路 ;

高梁市一玉川町,p、牛山 (May 28,'67:」une 2,'68,い ずれもコガクウツギ花上);吉

備郡―東松尾 (19,May 5, '69, alt。 300m。 ,ァ ヵマツ丸太樹皮下),岡 山市―半田山

5月 上旬～ 6月 下旬.脊梁山地から吉備高原南部まで広 く分布する.個体数は県北に多

く,南部には少ない .

34. ルισθ′グα G磁グθんα)ノαクθηグθα (TAMANUKI)ヤ マ トキ モ ンハ ナ カ ミキ リ

苫田郡一上斎原99).7月
.

35. ルごθ′′αCをθんノ′θσθs)θθZθ′θs(BATES)マ ルガ,タ ハナカミキリ

苫田郡―鏡野町 ,英田部―後山96),若杉峠,新田 (」uly 12,'64,alt.700m.,ノ リウッ

ギ花上)

7月 中旬,下旬.脊梁山地の東部に発見されている.多 くはない。

36. 」αかαηθs″α夕zgαんα Jιη′α′わθηπグs(PIC)ヒ ゲシロハナカミキリ

真庭郡―野土路峠53),毛無山99);苫 田部―上斎原村

6月 下旬.脊梁山地に分布する.少ない。ヤマボウシ化上で得られた記録がある.

37.  Eπ s′γα後影′グsごグs′θπOググθs BATES クロスジハナカミキリ

真庭郡一野土路峠93);苫 田部―倉見99)
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5月 下旬.脊梁山地の 2か所から記録されているにすぎない。コハウチワカエデ花上で

発見されている。少ない。                          ・

38. 3″ απょグ θπ θγ夕んα ′θππグS SOLSKYア オ バ ホ ソ ハ ナ カ ミキ リ

真庭郡―野土路峠98);人形峠 ;苫田郡一花知山

5月 下旬～ 6月 下旬.脊梁山地に分布する.ガマズミ花上で採 られた記録がある.

39。  Pαγαs″απ♂ググsπノ%夕ん%′α (BATES)ニ ンフハナカミキ リ

新見市―天銀山 (」une 16,'63,alt,700m。 ),明石山 ;真庭郡―毛無山付近84),野土路

峠 (」une 30,'63, alt.880m。 ), 芋ケ谷, 中和村 ;苫田郡一花知山, 泉山 ;勝田郡―滝

山 ;英田郡―若杉峠 (」uly 12,'64)

6月 上旬～ 8月 上旬,脊梁山地に分布する。

40。  ′α″αs″α%ょグ グssカグカθ力θπsグs(MATSUSHITA)タ テ ジ マ ハ ナ カ ミキ リ

真庭郡一野土路峠98);苫 田郡―越畑 (」une 26,'66)

6月 下旬～ 7月 中旬.脊梁山地から2個体が得られているのみである。

41. Lθ 夕′αγα θθんγαθθσヵ sθ′α′α (MOTSCHuLSKY)ヨ ツ ス ジ ハ ナ カ ミキ リ

新見市一明石山 ;真庭郡一毛無山付近, 毛無山 (」uly 24, '66), 土用 (July 24,

'66);苫 田郡―山乗山, 花知山, 上斎原, 泉山,倉見 (」uly 10,'66);勝 田郡―那岐山

(」uly 27,'63);英 田郡―若杉峠,新田 (July 12,'64,ノ リウツギ花上),大茅,行者谷

;久米郡―久米町 ;高梁市―臥牛山 (」une 27,'67, 飛翔中), 玉川町 ;吉備郡一日羽 ;

総社市一豪渓34)

6月 中旬～ 8月 中旬.脊梁山地に普通に見られ,吉備高原面でも部分的に分布が認めら

れる。

42.  Lθ ク′%γα ル ′わ ″笏 グs(NIATSUSHITA)ハ ネ ビ ロ ハ ナ カ ミキ リ

新見市一足立駅105);真庭郡―明連渓谷 ;苫田郡―花知山

5月 上旬～ 6月 上旬.脊梁山地に分布しているが少ない。足立駅では材木にきていたも

のが採られている。

43. Lθ 夕′%γα αθ′んグθ夕S PODA SubSp。 ググ77zθ /クカα BATESム ネ ア カ ク ロ ハ ナ カ ミキ リ

阿哲郡―三室 ;新見市一創森山,天銀山 (」une 16,'63),上 吉川 ;真庭郡―芋ケ谷 ;苫

田郡―深山出合, 泉山 (」une 5,「66, alt.400m。 ,ガクァジサイ花上), 岩屋, 花知山

(」une 5,26,'66),人 形峠, 日下 (June 5,'66,alt.200m。 ,シシゥド花 L,越畑 (June

5,'66,alt.600m。 ,タ ニゥッギ花上),根知山 (July 10,'66), 阿波村 ;勝田郡―滝山 ;

高梁市―滝山,上神崎,津川 (May 18,'67,飛翔中);津山市一不明 ;久米郡一久米町 ;

吉備郡―高滝山付近64), 日羽 (May 3,'68,コ バノガマズミ花 L),東松尾 (May 5,'67);

倉敷市―浅原 (May 6,'68);岡 山市―津島,西大寺金山

4月 下旬～ 6月 下旬.県下に広く分布し多い.ウ ツギ,グ ミの花上からも発見されてお

り,マ ツの切株中より蛹が得られ羽化させた記録もある.

44.  Lθ ク′πγα αγθ%α′α PANZER SubSp.′ s夕 77oα gク/θんαπα OHBAYASHI
ツマ グロハナ カ ミキ リ
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新見市―上吉川,天銀山 (」une 16,'63);真 庭郡―芋ケ谷, 明連渓谷, 新庄本寸, 中和

村,苫田郡―倉見,花知山,人形峠,泉山,上斎原村 ;英田郡―若杉峠,大茅 ;津山市―

不明 ;高梁市―臥牛山 (May 14,'67;May 28,'67,ハ ゼノキ花上), 津川 (May 20,

'67), 玉川町 (」une 10,'67), 滝山 ;吉備郡一高滝山付近, 日羽 ;浅 口郡―鴨方 (June

l,'63);倉敷市―鶴形山18);岡山市―芥子山,金甲山

5月 上旬～ 8月 中旬.県下に広く分布する.

45。  Paわ s′ /αηまググα ル %θ″α′グs(MoTSCHULSKY)カ タ キ ハ ナ カ ミキ リ

高梁市―臥牛山

5月 中旬.タ ラヨウ花上で採られている.少ない.

46. Aしたαπθα υグθαγグα(BATES)フ タスジハナカミキリ

英田郡一大茅123)

7月 中旬.脊梁山地の東端.1頭の採集例があるのみである.

47. ル診θγθ′のり 2夕
´
α γ%″′グS(BATES)オ オ ヨ ツ ス ジ ハ ナ カ ミキ リ

新見市―吉川89),足立 ;真庭郡―神庭滝 ;阿哲郡一舟原 (」uly 16,'67,夕 方飛翔中)j

苫田郡―花知山,泉山,山乗山,阿波村,上斎原 (Aug.6,'69, リョウブ花上),勝田郡

―広戸,奥津川 (Aug。 18,'68), 那岐山 (July 26,'63);久米郡―久米町 ;高梁市―広

瀬89),玉川町,臥牛山 (Aug。 2,'68,飛翔中);岡 山市―金山

7月 上旬～ 8月 中旬.脊梁山地から吉備高原にかけて広く分布する.

48.  ′α″πsクル ″πSクググθググθS(BATES)ベ ニバハナカミキリ

勝田郡―滝木 ;津山市―衆楽園9"

6月 上,中旬.県北東部に分布しており,少ない.

49。  sレαηまググα(〃グθs″αηgα′グα)θθη″αθ′α BATESミ ヤマホソハナカミキリ

真庭郡―野土路峠98);苫 田郡―花知山 (」une 26, '66), 泉山99), 上斎原村99), 阿波

村99);英 田部―若杉峠

6月下旬～ 8月 上旬.脊梁山地に分布する。あまり多くはない.

50。  s″ α夕zgα′グα (Lθク′θs′γαπgα′グα)ヵθsθんαηα OHBAYASHI ホ ソ ハ ナ カ ミ =ヤ リ

真庭郡一野土路峠123)

6月 下旬.脊梁山地から1頭の採集例があるだけである.

Necydaliniホ ソコバネカミキリ族

51. Aξθσノαα′グs(Ⅳθα%しんsθα)sθ′危診 BATES オ牙̂ホ ソコバネカミキリ

勝田郡一那岐山99)

8月 上旬.1頭得られているだけである。
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1Ve Spondylinaeク ロカ ミキ リ亜科

SpOndiliniク ロヵミキリ族

52.  sクθんの′グs bZιクγθS′θグごθs(LINNЁ )ク ロカミニヤリ

苫田郡一上斎原 ;勝田郡―那岐山 (」uly 26,'63);英田部―作東 ;久米郡一久米町 ;津

山市一不明 ;高梁市―臥牛山 ;吉備郡一日羽 ;都窪郡一清音上中島 tSep.10,'65;Sep.

15,'66,燈 火飛来 ;」une 18,'67);浅 口部―逢照山 (June 19,'66);倉 敷市―鶴形山18),

小黒田 (Sep.19,'48),有 城 (」une 28,'66);岡 山市一西大寺 .

6月 中旬～10月 上旬.県下各地に広く分布し,燈火によく飛来する.

V. Aseminaeマ ルクビカ ミキ リ亜科

Aseminiマルクビカミキリ族

53。  Ⅳ θ′力θγ乃グπグ タ2ηθ′α′α (FABRICIUS)ケ ブ カ ヒ ラ タ カ ミキ リ

倉敷市一栄町121)

8月 上旬.瀬戸内沿岸部の倉敷市街地で水銀燈に飛来した l fttf本 を検している.

54. Aγ力θクα′2s″ %s′ グθ%s(LINNЁ )ム ナクボカミキリ

川上郡―弥高山 (Aug。 10, '65, 燈火飛来);吉備郡一日羽106);岡 山市―西大寺水源

地 ;久米郡―久米町

6月 下旬～ 8月 上旬.脊梁山地を除く地域で記録されている。燈火に飛来するもの以外

では得がたい.以前,久米町から スsθ%%π α′π%γθηSθ として報告された109)標本は,そ

の後、発表者から本種であったとの連絡をうけており, 本県からの ■sθ ηι%η2α 2η %γιηSθ

の分布記録は打消される.ま た,ス″乃のα′ZイS γas′ Jδτιsと して津山市黒山沢から記録され

た99)標本は次種であったことが確認されたので, この報告も訂正されねばならない.

55. cθクルα′α〃%s%πグθθ′θγ(GAHAN｀)ツ シマムナクボカミキリ

津山市136)_黒沢山 (」uly 28,'66,燈 火飛来,渡部太郎氏採集)

7月 上旬～ 8月 中旬.津山市でしか見つかっていない.渡部氏の採集された 16を検し

ている。

VIo Cerambycinaeヵ ミキ リ亜科

Methiniァ ォスジカミキリ族

56. x夕 s″θιθ″α g′θbθ sα (OLIVIER)ア オ ス ジ カ ミキ リ

真唯郡一湯本 ;津山市一不明 ;久米郡―久米町 ;高梁市―玉川町 ;浅 口郡一鴨方 (」une

20,'6.6);倉敷市―鶴形山18)住吉町18),旭町,本町 ;児島郡T尾 原 ;岡 山市―西大寺金岡

6月 中旬～ 8月 中旬.|II地 より低山に広く分布する.燈火に飛来する例が多い。

Cerambyciniミ ヤマカミキリ族

57. ル物励 %の石 γα浅ル グ (BLESSIG)ミ ヤ マ カ ミキ リ
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川上部一坂本 ;真庭郡一毛無山付近 ;津山市一不明 ;久米郡―久米町 ;倉敷市―鶴形

山 15り、羽島山 ;邑久郡一大ケ島 ;和気郡一大滝山 .

7月 上旬～ 8月 中旬.各地に広く分布する。燈火に飛来する.

58。  P彰 %ααιθ′ιs′力θs θんγノsθ′力″′″ (BATES)キ マダラカミキリ

苫田部一泉山 ;津山市―不明 ;高梁市―臥牛山 (May 14,'67,alt.2801n。 , コナラ伐

木 より羽 fヒ脱出中);浅 口郡一阿部山 (」 une 29,'63),鴨 方 (June 20,'66;June l,'67);

都窪郡―黒田 ;倉敷市―鶴形山17),羽島山17),藤戸 ;岡 山市一芥子山.

5月 中旬～ 8月 上旬.各地に広 く分布する.燈火に飛来する.

Phoracanthiniト ゲヒゲ トビイロカミキリ族

59. ■〃θ″′θ%s(■′′θ″αθ%s)sタカαθ″″θηグ″zιs BATES トビイロカミキリ

新見市一上吉川、井倉 (」une 13,'66):苫 田郡―泉山 ,勝田部―滝山 ;高梁市一津川中

学の裏山,臥牛山 (May 28,'68,alt.160m。 ,ハ ゼノキ花上),玉川町 (」une 14,'59)

5月 下旬～ 8月 上旬.脊梁山地と吉備高原に分布する。

IbidiOnini? クビナガカミキリ族

60.  Lθ ク′θχθ夕zasグ ιググ″ 力 ″ηZグs BATESベ ー ツ ヤ サ カ ミキ リ

高梁市一剛、キ山90)

5月 .臥牛山で記録されているだけである.少ない。

Callidiopiniヒ メカミキリ族

61.  Sル フzttgγ グκzι 夕?z σιιαJγグηθ′α′%72z BATES ヨ ツ アド ,/ヵ ミキ リ

新見市一_上吉川 ;津山市―不明 ;久米郡―久米町 ;川上郡一羽山 (」une 19,'66,そ だ ,

クリ花上);高梁市―上神崎,玉川町 ;吉備郡―高滝山,日 羽 ;浅 口郡―逢照山 (」llne 19,

'66);合敷市一鶴形山18),羽島 ;岡山市―西大寺宿 .

6月 上旬～ 7月 中旬.各地に分布し,ク リの花には多数集まる.燈火に飛来する。

62.  sttπ θごγ,'α s θ′αυグgθγα BATES アメイロカミキリ

津山市―不明 ;高梁市一臥牛山 (」une 2, '68, 羽化脱出)メ 倉敷市一北浜町 (燈火飛

来);児喘郡― タコラ|口
89);岡山市―津島 .

5月 下旬～ 7月 下旬.脊梁山地か らは、まだ分布が確認されていない。クリの花に くる。

あまり多 くなヽヽ .

63.  cι ″θs′ %%′θηg′θθγπθ PIc ヒグナガヒスカ ミキ l'

高梁市―広瀬駅付近の山117);吉 備郡一日羽116)

6月 下旬～ 8月 中旬頃と′思われる。いずれも,カ キ枯枝より羽 fヒ脱出により得られてお

り自然の野外から成虫が見つけられてはいない .

Obriiniァ メイロカミキリ族

64.  9θ η力θηπガas θ′ογθググθs BATES カソコウメダカカミニヤリ
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新見市―花見 (July 16,'67);高 梁市一臥牛山 (May 20,'67,タ ラヨウ花上):吉備

郡一日羽 ;児島郡一タコラ山56)

5月 中旬～ 7月 中旬.脊梁山地か ら瀬戸内沿岸部にわたって見つかっているが,少ない。

3月 上旬には既に成虫となっている例がカシ枯木中として幸臣告されている。

65。  s′θη力θηπ″as′αグωαπ%s NIATSUSHITA タ イ ヮ ン メ ′ダカ カ ミ
=■ リ

津山市122)_不 明.

6月 下旬～ 8月 中旬.津山市だけから記録されている。燈火に飛来している。

66.  s″ 〃笏 ηzα′%s′α力αθsαπ%S OHBAYASHI タ カ オ メ ダ カ カ ミ=ヤ リ

勝田郡―滝山122)

5月 中旬.カ エデの花から採られている.1頭 しか記録されていない。

Molorchiniヒ ゲナガコバネカミキリ族

67. Lθ夕′イカ π″ μψ θグ θα (HAYASHI)ヤ マ トチ ビ コバ ネ カ ミキ リ

吉備郡―高滝山97),志鳥 (」une 2,'68,羽化脱出)

6月上旬.吉備高原面西南部の高梁川をはさんだせまい範囲から見つかっているだけで

ある。少ない.

68. 几イθノθγθ力%s(L′ %θ π グ%s)グ sカグカαγαグ OHBAYASHIカ エ デ ヒ ゲ ナ ガ コバ ネ カ ミキ リ

小田郡―鬼ケ嶽105)(Apr.25,'65,alt.180m。,ィ ロハモミジ花上),石田 (Apr.21,
'68,alt.260m。 ),宇戸谷 (Apr.21.'68,alt.220m。 );高梁市一臥牛山 ;後月郡一宇戸

り||(Apr.21, '68, alt。 100m.)

4月 下旬.吉備高原面の西南部に特異分布している.

69.■ fθ′θγθん%s(Lグηθ%グ%s)力″グ%αグ(MATSUSHITA)
コジマ ヒゲナ ガ コバ ネ カ ミキ リ

真庭郡―野土路峠98),毛無山 (May 21,'67, ォォモ ミジ, コ′ヽウチヮヵエデ花上);

新見市一棚ケ瀬 (May 3,'62, ィロハモ ミジ花上);苫田郡―泉山99),花知山 ;勝田郡―

立木99);高梁市―臥牛山 (May 14,'67,ヵ マツカ花上);り‖上郡―穴門山神社 (May 8,
'66)

4月 下旬～ 5月 下旬.脊梁山地か ら吉備高原面にかけ割合広 く分布する.ク マノミズキ

の花上からも得 られている.

70。 *拗 ん /θ 力%s(ι グπθ%グ%s)♂ %θグルs HAYASHIオ ダ ヒ ゲ ナ ガ コバ ネ カ ミキ リ

高梁市―臥牛山 (May ll,14,'67, ヵェデ,カ マツカ花上)

5月 中旬.少ない。

71. バ効γαγ%α γ力θクノ θ夕みθγθグごθS HAYASIIIク ビ ア カ モ モ ブ トホ ソカ ミキ リ

高梁市―臥牛山119)

5月 上旬～ 6月 中旬.タ ラヨウ花上から得られている。しかし,その後,タ ラヨウはニ

ホンザルに攻撃され,つ ぎつぎと枯死あるいは衰弱しており,手頃な花をつける木はなく

なっている。少ない.
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Pyrestiniク スベニカミキリ族

72. ぇ/θ s′θSんαθttα ガθas PASCOEク スベニカミキリ

真庭郡―毛無山 ;苫田郡一花知山,津黒山,山乗山 ;高梁市一上神崎,玉川町 ;浅 口郡

―逢照山 (」une 19,'66);岡 山市―竜ノロ54)

6月 中旬～ 8月 上旬.広 く分布しているが,南部では個体数が少ない.ク リ, リョウブ

の花上に集まる.

Compsoceriniル リボシカミキリ族

73.  Rθ sα′″ みαルs′ HAROLD ル リボシラリミキ リ

勝田郡一奥津川99)

8月上,中旬.脊梁山地東部か ら,わずかに記録されている .

Callichrominiァ ォカミキリ族

74。  Cttθ ′′σθπ′%%σ %αグγ′θθ′′θ BATES アオカミキ リ

津山市一高倉99)

6月 中旬.1個体の採集夕lが あるだけである.

75。  Lθ″″″ π υ″γググθ THOMSON ミ ド リカ ミキ リ

新見市一西川流域,天銀山 (」une 16,'63),上 吉川 (June ll,'67), 花見 (July 16,

'67,ク リ伐木の表皮割目に産卵),真庭郡―明連渓谷, 杉成 ;苫田郡一泉山,岩屋,花知

山 ;英田郡一大茅 ;津山市一不明 ;川上郡一野路,羽山 (」une 19,'66,ク リ花上);久米

郡一久米町,誕生寺 (May 15,'66,マ ーガレット花上);高梁市―上神崎,大成,玉川町

(」une 10,'65),勘 場 (May 25,'66),下 神崎 (June 2,'68),臥牛山 (May 20,'60;

May 25,'67);滝 山 ;吉備郡―槻 (」 une 14,'67;June 2,'68),高 滝山付近, 日羽,東

松尾 (May 25,'66),西 松尾 (May 5,'67);倉敷市―鶴形山18), 水島栄町, 生坂,ゴヒ

浜田
J‐ いねy4,'48),美 和 (May 24,'48),天 城 (」une 13,'66)

5月 上旬～7月 中旬.広 く分布し薪に多く見られる.ト ノサマガエルの腹中より発見さ

れた記録がある.

76.  Cん′θ″ググθ′π2η (Pα″αθ力′θγググθ′π,7z)ノαクθη′θα解 (HAROLD)

アヵア ツオオアオ カ ミキ リ

津山市一高野99),高倉99)

8月 _L句～下旬.津山市以外からは,ま だ知られていない。

Callidiiniスギヵミキリ族

77. &η π πθttSル クθ%グθ%S(LACORDAIRE)ス ギ カ ミキ リ

真庭郡一湯原ダム付近94),落合町,勝山町 ;苫田郡一加茂町 ;津山市―不明 ;高梁市一

小高下,玉川町 ;岡 山市一西大寺今町,西大寺旭町 .

3月 下旬～ 5月 下旬.高梁市小高下 (29.Ⅵ .1959)106),玉川町 (7.Ⅵ .1960)115)の
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記録はいずれも印刷 ミスで 4月 が正 しい。広 く分布している.

78。  ′α′αθθθα〃グググ%z(Cα ′′′ごグθ′ππ )γη%形ππθ (MOTSCHULSKY)ヒ メ ス ギ カ ミキ リ

真庭郡―野土路峠,勝山,湯原 (Apr.24,'66);苫田郡一物見峠,泉山,上養野 (May
15,'66,ス ギのそだ),赤和瀬 (Apr.30,'67,ス ギ丸太),人形峠 (Apr.30,'67,ス ギ

伐木);英 田郡一大茅 (May 26,'68,ス ギ伐採木);津山市一不明,鶴山公園 (Apr.29,
'66,ス ギ材);久米郡―久米町 ;川上郡一野路, 布賀 ;高梁市一大成, 玉川町 (May 3,
'68,ス ギ倒木上), 田井 (Apr。 29,'68,ス ギ枯枝);吉備郡―槻, 日羽, 東松尾 (May
5,9,'68,ス ギ伐木);浅口郡一鴨方 (May 18,'66);倉敷市一鶴形山18),平田,北浜町

(Apr.6,'63),酒 津 (Apr.5,'48);都 窪郡―黒田 ;岡 山市一西大寺,西大寺金岡。

4月 上旬～ 5月 下旬.広 く分布する.12月 25日 にはスギ枯木中で成虫になっていると

いう報告106)がぁる。

79。  助夕πα′θσθsの ノ%α′θグιs)′θs′αθθas(LINN丘 )チ ャイロホソヒラタカミキリ

新見市一新見117)

5月 下旬.f・ υαγグαb′′′s LINNЁ が採られている。

80。  Phッ π α′θグθs(2α γα夕の 協 α′θグθs)α′b′θ′ηθ′%s BATESシ ロ オ ビ カ ミキ リ

苫田郡一加茂町 ;勝田郡―黒坂 (May 26,'68, ブドウ枯枝);り |1上郡一穴門山神社 ;

高梁市一玉川町 (May 5,'66);吉 備郡―足守36),作原 (Apr.28,'68,ブ ドゥ剪定枝).

4月 中旬～ 6月 上旬.吉備高原以北に広く分布する。ブドウの剪定枝に多い.

81. 動 ノπ α′θJθ s C%θ θグ′グ%π)協 ααカグ KRAATZア カ ネ カ ミキ リ

高梁市―玉川町 ;吉備郡―足守36),作原 (Apr.28,'68,ブ ドゥ剪定枝)

4月 下旬～ 5月 上旬.ブ ドウ剪定枝に来ているが前種より少ない.

Clytiniト ラカミキリ族

82.  た、′θ′γθ″ル sθカル θηsグs(CHEVROLAT) トラ フ カ ミキ リ

新見市―草間, 井倉 (」 une 30,′68,ク フ生木葉上, また生木幹に産卵行動);真庭郡

一神庭14), 蒜山原 ;久米郡一久米町 ;高梁市一近似 (」uly 26,'67,ク ヮ葉上), 高倉山

(」uly 7,'68, クヮ生木);吉備郡一日羽 ;都窪郡―清音駅付近 ;浅 口郡―里庄 (June 18,

'68,ク ヮ生木);倉敷市―鶴形山.

6月 中旬～ 8月 上旬.広 く分布し, クワの分布とかなり相関がある。

83. 均 ′θ′/θ θん%sノ αηθグ GRESSITTヤ ノ ト ラ カ ミキ リ

川上郡―平川8)

8月 上旬.1940年の採集以来,見つかっていないようである.

84. xノ θ″ θθ力%s′α%′as MATSUSHITAヅ マ ル トラ カ ミキ リ

新見市―阿哲峡82);高梁市―玉川町,臥牛山,津川 (Apr.27,'66;May 8,'67,ぃず

れも枯枝上),滝山 ;吉備郡―東松尾 (May 3,'67)

4月 下旬～ 5月 下旬.吉備高原の高梁川流域に分布している。個体数は少ない.カ エデ
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花上からも得 られている.

85, X,tθ ″ θθ力%sθ %αθ′α′πS BATESニ イ ジ マ トラ カ ミキ リ

河哲郡―雄山75);苫田郡―泉山, 千軒 (」uly 27,'68), 阿波村, 鏡野町 ;勝田郡―滝

山 ;英田郡一後山,大茅,新田 (」uly 12,'64);り |1上郡一天神山

7月 中旬～ 8月 上旬.ほ ぼ年平均気温 13℃ 等温線より北の山地に分布している.

86. えνtθ″ιθ力%sθ′″グηπs BATESツ マキトラカミキリ

苫田郡―上斎原99),倉見 (」uly 10,'66),大杉 (July 10,'66)

7月 上中旬.脊梁山地に分布している。ブナ伐採木に集まる.

87.Kッ ■θ′γθθ力%s gγα夕 ″ oVHITE)ム ネ マ ダ ラ トラ カ ミキ リ

高梁市―臥牛山132),今津132)(」une 9,16。 '68,キ リ伐木上)

5月 中旬～ 6月 下旬。高梁市だけから見つかっている.

88。  xノθ′γθθん%sθ %πθわιηπ′S(KRAATZ)ウ スイロトラカミキリ

阿哲郡一大井野 (」uly 24,'66),雄 山75);真庭郡一毛無山,星山,杉成 ;苫田郡一上斎

原,山乗山,倉見 (」uly 10,り 66),大杉 (July 10,'66), 千軒 (July 27,'68),根知山

(July 10,'66),越畑 (」une 26,'66),加 茂町,阿波村 ;勝田郡―奥津川 ;英田郡一若杉

峠,新田 (」uly 12,'64),大茅

6月 下旬～8月 中旬.脊梁山地に普通に分布している。

89. χノθ″ιθ力%s/a′ノ′%S BATESク ビアカトラカミキリ

岡山市一竜ノロ山2),新見市―長屋 (」uly 13,'69)

7月 中旬,分布の概観はまだつかめていない。

90・  χノ′θ′/θ″″s2////2θグθγ%s BATES ブドウトラカミ=ヤ リ

吉備郡―足守 ;都窪郡―清音 (Sep.20,'66,ブ ドゥ生枝上),矢尾 ;倉敷市一連島

7月 下旬～ 9月 下旬.11月 中旬の記録36)も ある.県下各地のブドウ園に分布するとい

う報告1)がある.

91, Pル gグθηθ′as θんγグs′σクんグ(KRAATZ)ク リス トフコトラカミキリ

川上郡―笠神139)

5月 上,中旬.薪から採集されているが個体数は少ない。

92. c妙′%S%θ′αθηzs BATESシ ラケ トラカミキリ

阿哲郡一三室73);新見市―上吉川, 天銀山 (」une 16,'63);真庭郡一明連渓谷, 中和

村 ;苫田部―泉山,倉見, 根知山 (」uly 10,'66);勝 田郡一滝山 ;英田郡一若杉峠 ;津

山市一不明 ;高梁市一大成,玉川町,上神崎 (June 16,'68, ノグルミ伐木表皮のくばみ

へ産卵),鶏足山 (May 15,'60),臥 牛山 (May 25,'67);吉 備郡―槻 (」une 4,'67)

5月 上旬～ 7月 申旬.脊梁山地から吉備高原にかけて分布する。

93. c″ ノ%S αZγ″ ′′グS BATESキ ン ケ ト ラ カ ミキ リ

高梁市―玉川町115),臥牛山 (Apr.30,'67)
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4月 下旬～ 5月 中旬.高梁市だけか ら見つかっている。アジサイ花上か ら得 られた記録

がある.少ない。

94. C/′ θθ妙 ′%s θαク
´
θ′ごθS(BATES)キ ス ジ ト ラ カ ミキ リ

新見市―上吉川,明石山, 花見 (」uly 16,'67,ァ ベマキ伐木切口形成層の割れ日に産

卵);真庭郡―耳スエ山 ;苫田郡―泉山,花知山,阿波村 ;勝田郡―滝山 ;津山市一不明 ;

高梁市―上神崎,勘場,玉川町,津川 (」une 5,'67);吉 備郡―槻66), 日羽 ;児島郡―奥

迫川 ;岡 山市―津島,西大寺水門,芥子山

5月 中旬～ 7月 中旬.各地に広 く分布する.

95。  βγαθカノθヶ %SSグπ多〃αγ′s KRAATZア ヵ ネ トラ カ ミキ リ

苫田郡一泉山 ;川上郡―穴門山神社 ;高梁市―玉川町 (May 3,'68, 枯づる上);吉備

郡一日羽,足守36)

4月 中旬～ 5月 上旬.脊梁山地,吉備高原から発見されている.11月 中旬にはブドウ伐

採枝中で成虫になっていた記録127)がぁる.カ エデ花上から得られている。

96.*Iシ グθ″′asノθ力θttα 773α グ(KANO)ヨ コヤマトラカミキリ

苫田郡一千軒 (」 une 16,'68)

6月 中旬.わずか 1頭が得られただけであるが脊梁山地に分布していることがわかっ

プtl.

97.  c力 ′θγθ夕んθγ%S αηπZイ′αγグs(FABRICIUS)タ ケ トラ カ ミ=午 リ

苫田部一泉山 ;津山市―不明 ;吉備郡一日羽 ;久米郡―久米町 ;倉敷市―鶴形山18), 水

島栄町,北浜町 (Aug.7,'47 i Sep.8,'47),旭 町,羽島 (」uly 12,'66),浅 原 (July
12,'65);岡 山市―西大寺元町.

6月 上旬～ 9月 上旬.広 く分布するが低地に多い。

98.  c″θ′
´
θクカθ″as′ ά θπJθaS(CHEVROLAT)エ メグ リ トラ カ ミキ リ

阿哲郡―重藤 (」uly 4,'65), 田治部, 三井山 (July 4, '65), 三室 ;新見市―矢の

峰51),上吉川,天銀山 (」une 16,'63),ィ ι見 (July 16,'67),明 石山 ;真庭郡―毛無山,

芋ケ谷,中和村 ;苫田郡―花知山 (」une 5,′66),山乗山,越畑 (June 26,'66);勝 田郡
一滝山 ;英田郡一大茅 ;川上郡―天神山 ;高梁市―玉,大成,臥牛山 (May 25,28,31,
'67,ァ ラカシ伐木上 ;」uly 7,'68,タ ラヨウ立枯木), 上神崎 (June 16,'68), 小高下

(」une ll,'67),玉 川町 (June 10,'65),滝 llI;総社市一三須山 ;吉備郡一高滝山付近,

日羽, 東松尾 (May 25,'66), 槻 (」une 2,16,'68);久 米郡―久米町 ;倉敷市一美不目

(May 24,'48),都 窪郡―黒田 ;岡山市一半田山,西大寺奥矢津.

4月 下旬～8月上旬.各地に広 く分布し個体数も多い.

99. *C力 ′θ/θクんθ/%Sググασθ77zα (NIOTSCHULSKY)SubSp。 力πγθ′θγα HAYASHI

クロ トラカ ミキ リ

苫田郡一_L斎原 (Aug。 6,'69,花上),奥津 (Aug。 6,'69)

8月上旬.分布のようすは,ま だよくわからない。
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100。  Cん′θγθクんθγπS″θπ′sθπs(BATES)ホ ソトラカミし|リ

高梁市―臥牛山132);英 田郡一大茅 (Aug。 17,′ 65)

6月 中旬～ 8月 中旬.2か所で 見つかっているだけである。 そ ミの倒木上や 花上にく

る。

101.  Cカ ノθγθクルθ″%SググηZ″ %′%s(BATES)ヒ メ ク ロ トラ カ ミ=ヤ リ

新見市一鬼女洞前 ;真庭郡―湯船,神庭 (Apr.24,'66,ィ ロハモミジ花上);苫田郡一

花知山,越畑 (June 5,'66);勝 田郡―滝山 ;津山市―不明,鶴山公園 (Apr.29′ '66);

高梁市―臥牛山 (Apr.25,30,'67;May 5,7,'67;May 28,'68,ァ ラカシ伐木上,

交尾,産卵行動);松山 (May 2,'65),田 井 (Apr.29,'68),春 木 (Apr.29,'68),玉

川町 ;御津郡一宇甘渓 (Apr.24,'66);後月郡一宇戸川 (Apr.21,'68);小 田郡一鬼ケ

嶽 (Apr.25,'65),石 田 (Apr.21,'68);吉備郡一日羽 (Apr.28,'68);倉敷市一天城

(May ll,'68,ニ セァヵシア花上);岡 山市―金山5)

4月 中旬～ 6月 上旬.各地に広く分布し沿岸部にまで見られる.4月 中はカエデ花上に

よく集まってくる。個体数も多い。

102.  cヵ ′θγθ′力θγ%Sノ θごθθπSグs(KANO) ト ウ J← ョ ウ ト ラ カ ミこヤ リ

真庭郡―中福田 ;苫田部一人形峠 ;高梁市一臥牛山90)

4月 下旬～ 5月 下旬.脊梁山地と臥牛山の3か所から見つかっているだけである.

103.  ε力′θγθクカθγ%Sσ %グπσ%θ力 sθ′α′%S(CASTELNAU et GoRY)
ヨツスジ トラカミキリ

倉敷市―鶴形山18)(Aug.4,'68, ソメイヨシノ枯木 とアラカシ生木樹幹上), 塩生海

岸 .

7月 中旬～ 8月 上旬.沿岸部から見つかっている。

104.  Dι πθπαχ′γα%sグ′グs BATES 卜́ガヒイガトラカミ=ヤ リ

新見市一創森山,天銀山 (」une 16,'63,)上 吉川,井倉 (June 13,'65);阿 哲郡一君

山 (May 30,シ 65);真 庭郡―勝山町99),神代 (Apr.30,'67,ィ ロハモ ミジ花上), 新庄

村 ;苫田郡―泉山99),花知山 (」une 5,26,'66);勝 田部―滝山99);津山市一不明 ;英田

郡一若杉峠 ;高梁市,小高下,臥牛[ll(May 20,'66;」 une 2,'68, ャマハゼ花上とモ

ミ枯枝上),り |1上部一穴門山神社 .

4月 下旬～ 7月 中旬.脊梁山地から吉備高原の一部にかけて分布している.サ ンショウ

ー種の花上でも採 られている.

105.Gγαπttgγαク′z%s ηθ′αbグ′グs(PASCOE)キ イロトラカ ミキ リ

新見市一草間 (」une 28,'64),井倉 (June 13,'65);阿 哲郡―田治部 ;津山市一不明 ;

久米郡―久米町 ;川上部―天神山,山本 (」une 19,'66, クリ花_L);高梁市一大成,玉 ,

広瀬 (」 une 10,'65),藤 倉 (June 19,'66,ク リ花上),上神崎 (June 16,'68,薪 ),臥

牛山 (」une ll,'67,倒木上), 玉川町 (July 3,'66;June 9,'68,新 ;May 10,'65,

倒木上);吉備郡一高滝山付近 (May 26,ア 68,薪 ),槻 (June 4,'67,ノ グル ミ伐木の傷

口に産卵 ;」une 16,'68);都 窪郡一黒田 ;倉敷市―鶴形山18),北浜町 (June 24,'48),
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幸町 .

5月 上旬～ 7月 上旬.脊梁山地を除いた各地か ら普通に発見されている。

106. ス πα♂リク′%s bθ〃%s MATSUMURA et A/1ATSUSHITAア ヵ ジ マ トラ カ ミキ リ

川上郡―井川103)

9月 下旬.局地的で, 本種の見つかった地域には ケヤキの大木がいくらか 生育してい

る.

107. スπαg;νp′%ss鳥∫QSθグα′%s PIcキ ォビトラカミキ リ

真庭郡―野土路峠98);苫 田郡―泉山99),阿波村99)

5月 上旬～ 6月 下旬.脊梁山地に分布する。多 くはいない。野土路産のものは f.多ルー

sθιηs HAYASHIで ある.

108.五 ηαg;夕少′πS πグクθπθπSな BATES トガ リバ ア カ ネ トラ カ ミキ リ

新見市―天銀山 (」une 16,'63),勝 田郡一滝山109);り ‖上郡一穴門山神社 ;高梁市―臥

牛山 (May 5,14,20,'67)

4月 下旬～ 6月 中旬.脊梁山地か ら吉備高原西部に見 られる.サンショウ, タラヨウ,

カエデの花上で採 られている.

109。  ■ %αgινか′as%α ′S%sん グ′αグ HAYASHIマ ツ シ タ ト ラ カ ミキ リ

新見市一新郷足立間71), 天銀山 (」une 16,'63);阿 哲郡―君山 (May 30,'65);苫 田

郡―泉山,花知山 ;勝田郡―滝山 ;津山市―城山.

4月 下旬～ 6月 中旬.脊梁山地を中心にやや南よりまで分布している.花上に集まる.

110. Pαγαθ″′as θ″θ%ルas BATESシ ロトラカミキリ

真庭郡―野土路峠98),明連渓谷 ;苫田郡一泉山99), 深山出合,越畑 (」une 5,'66),上

斎原99);英 田郡―後山99);川上郡―穴門山神社 ;高梁市―臥牛山 (May 20,'66;Apr。
25,30,'67;May 14,'67,ヵ ェデ,タ ラヨウ花上とキビザクラ?伐木に産卵行動)

4月下旬～ 6月 中旬.脊梁山地と吉備高原の一部に分布する.サンショウの花にもく

る。

Stenaspiniベ ニヵミキリ族

111. ′ %γ夕%γグθθη%s(S′ θγπθノ グS′σS)′θπ 解 ″ θカグ GuttRIN一MЁNEVILLEベ ニ カ ミキ リ

新見市―上吉川 ,苫田郡―阿波村 ;津山市一鶴山公園 (Apr.29,'66,ィ ロハモ ミジ花上)

;久米郡一久米町 ;川上郡―弥高山 ;高梁市一大成,笠根,大谷 (Feb。 19,'67,幼 ,蛹,成虫

多数がマダケ材中に見 られた.の ち,Apr.28～ 29に 羽化脱出),臥牛山 (May 20,'66;
May 28,'67;」 une 2,'68,ャ マハゼ花上),玉川町 ;吉備郡一日羽,槻 (June 21,'64),

東松尾 (May 3,'67), 高滝山付近 ;都窪郡一黒田, 清音 (May 9, '65);倉 敷市一鶴

形山り,元古新田,小黒田 (Apr.14,'48,ダ ィコン花上),藤戸 (」une 19,'66), 浅原

(May l,'63;」 uly 10,'65), 天城 (Apr.22,'68,マ ダケ材中);岡 山市―竜ノロ,西
大寺 ;児島郡―タコラ山

4月 上旬～ 7月 上旬.脊梁山地の高地を除 く各地に広 く分布している.
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112.  ′z/ク %γグθθηπs(S′θγηθク′グs′θS)S夕ιθ′αみ′′′s h710TScHuLSKY

ヘ リグロベ ニカ ミキ リ

新見市―阿哲峡58),西川流域 ;真庭郡―勝山町 ;川上郡―天神山 ;高梁市一大成, 大谷

(Feb。 19,'67,ゥ ルシー種枯枝中で羽化越冬中),臥牛山 (May 7,'67), 玉川町 (May
22,'59);吉 備郡一高滝山付近, 日羽,御坊山,西松尾 (May 3,5,'67);岡山市一金甲

山 (May 3,'64)

5月 上旬～ 6月 下旬.脊梁山地の高所を除いた各地に分布している。

113. ′
"ψ

%γグθθππs(S′ι″ηθノ グS′θS)′グ′%γα′%s GANGLBAUERモ ン ク ロベ ニ ヵ ミキ リ

真庭郡一神庭滝4);高 梁市一鶏足山 ;吉備郡一日羽,御坊山, 高滝山 ;倉敷市―藤戸,

宮ノ浦

5月 上旬～下旬.低山帯から平地にかけて分布しているが少ない.

114. 4%α 究パグπs sαηgπグ%グタθηπグS(BLESSIG)ム モ ンベ ニ カ ミキ リ

久米郡一大井西村99)

6月 上旬.ただ 1頭が採集されているだけである.

Cleomeniniホ タルカミキリ族

115。   Dθ″ ′んθγαθたα lヽrHITE 7thタ ルカミ寺・リ

新見市一西川流域, 上吉川, 天銀山 (」une 16,'63), 草間 ;真庭郡一土用 (May l,

'66, ソメイヨシノ花上), 毛無山,野土路峠, 星山, 湯船 (Apr.29,'64);苫田郡一泉

山,花知山,倉見,上養野 (May 5,'66);英 田一大茅, 新田 (」 uly 12,'64);り ‖上郡一

野路,羽山 (」une 19,'66, クリ花上);津山市一不明 ;上房郡一上砦部 (June 19,'64);

高梁市一玉,大成,勘場 (May 25,'66;薪 ),今津 (Apr。 27,'66,薪),臥牛山 (May

20,'66,タ ラヨウ花上 ;Apr.30,'67,ヵ ェデ花上 ;May 28,'67,ハ ゼノキ花上 ;May
9,′68,ィ ロハモミジ花上), 日井 (Apr.29, '68,薪 ), 方谷 (」une 9,'68), 玉川町

(May 5,'65,」 uly 3,'66;June 9,′ 68), 滝山 ;吉備郡―竜泉寺付近, 槻 (May 9,

'65;」 une 4,'67;June 16,'68), 高滝山付近,高滝山 (June 2,'68,薪 ), 日羽,東松

尾 (May 25,'66;May 9,′ 68,ヵ マツカ花上), 西松尾 (May 3,'67);小田郡一鬼ケ

嶽 ;御津郡一宇甘渓 (Apr.24,'66);浅 口郡―鴨方 (」une l,'63);倉 敷市一鶴形山18),

北浜町 (Apr.24,'48);児 島郡一奥迫川 ;岡 山市―竜ノロ.

4月 中旬～ 7月 中旬.各地に広く分布する。個体数も多い,ネ ムノキ材中から多数の成

虫を 8月 下旬に確認している.

VII.Lamiinaeフ トヵ ミキ リ亜科

Mesosiniゴマフカミキリ族

116. F″sθπιsθsθ′′α yαθグ′グθγ(BATES)シ ロオビゴマフカミキリ

新見市―井倉 (」une 30,'68);苫 田郡一泉山 ;高梁市―臥牛山 (July 7,'68。 );玉川

町H5)

5月 下旬～7月 下旬.発生地では広葉樹伐採木に多数集まっていることが多い。
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117. ルレ sθ sα (MeSθsα ),7zノοクS DALMAN SubSp.′ αクθ%グθα BATES ゴ マ フ カ ミキ リ

新見市―上吉川 (June ll,'67),明石山,井倉 ;真庭郡―新庄村 ;苫田郡―阿波村,上

斎原村, 岩屋 ;阿哲郡一三井山 (」uly 4,'65),重 藤 (July 4,'54);英 田郡一大茅,作

東町 ;上房郡―上砦部 (May 30, '65);り |1上郡―天神山 ;久米郡―久米町 ;高梁市一上

神崎,大成,臥牛山 (May 28,'67;」 une ll,'67),玉 川町 (July 3,'66),滝山 ;御津

郡―宇甘渓 (Apr.19,'64);吉 備郡―槻 (May 9,'65),高 滝山, 日羽 ;総社市―総社西

中学校前34)、 見延 ;都窪郡―黒田 ;倉敷市―浅原 (May 6,'68);児島郡―タコラ山 ;岡

山市―旧朝日村.

4月 中旬～ 7月 中旬.各地に普通に分布する.

118。  んfθ sθsα (■夕んθ′θθηθZグα)′θπノ ψθηπJS BATESナ ガ ゴ マ フ カ ミキ リ

新見市一明石山 ;阿哲郡一大佐山, 青地, 重藤 (」uly 7,'68);真庭郡―杉成 ;苫田郡

一上斎原村 ;羽出村 ;川上郡一羽山渓 (Aug 4,'63), 天神山,井川 (Sep.28,'63);

津山市―市内貯木場 (July 10,'66);久 米郡一久米町 ;高梁市一大成, 臥牛山, 玉川町

(」uly 3,'66);吉備郡一日羽 ;都窪郡―黒田 ;倉敷市一鶴形山10),浅原 (July 12,'65);

岡山市―津島,奥矢津 .

6月 上旬～ 9月 下旬.各地に普通に分布する.

119。  ルレsθ sα (スクカθ′θθηθπグα)sιπグ′′s BATESタ テスジゴマフカミキ リ

真庭郡―野土路峠98);苫田郡―泉山。9);勝田郡一奥津川99), 滝山 ;英田郡一大茅 ;高梁

市―臥牛山 (」uly 7,'68),津 川 (May 18,'66),玉 川町 .

5月 中旬～ 8月 中旬.脊梁山地と吉備高原の臥牛山周辺に分布が知 られている.

120。  ル診sθ sα (′θ/グπθsθ sα)ん″s%′α BATESカ タシロゴマフカミキ リ

新見市―花見 (」uly 16,'67);苫 田郡―上斎原村99);英 田郡一大茅 (Aug。 17,'65);

高梁市―臥牛山 (Scp。 11,'66;」 uly 23,'67,ぃずれも倒木上);吉備郡一日羽 ;岡山市

―西大寺,金山 .

7月 上旬～ 9月 中旬.各地に広 く分布する。

Apomecyniniシ ラホシサビカミキリ族

121.  几f′θγθ′″αク′グπθグσθS BATES ヒシカミキ リ

高梁市―臥牛山 (」 une 2,'68),玉 川町 (June 10,'65,枯枝上 ;May 3,'68,枯 づる

上),滝山92);吉備郡―槻 (」une 4,'67), 東松尾 (May 5,9,'68,枯 づる上),高滝山

(」une 2, '68)

5月 上旬～ 6月 上旬.吉備高原西南の高梁川流域に分布が限られている.

122. 五%ψθγごα γttε夕θs BATESキ クスイモ ドキカミキ リ

新見市一天銀山 (」une 16,′63),上吉川 (June ll,'67),大 井野 (July 24,'66),井

倉 (」une 13,'66);真 庭郡―野土路峠,土用,高下,星山,勝山町,明連渓谷 ;苫田郡―

岩屋,泉山,越畑 (June 26,'66),上斎原村 ;勝田郡―奥津川 (」une 18,'67);久 米郡一久

米町 ;川上郡―羽山渓 ;高梁市―上神崎89),広瀬 (」une 10,'65),臥牛山 (May 26,'66;
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Apr.30,'67),津 川 (May ll,18,'66,枯枝上), 滝山 ;吉備郡一高滝山, 日羽,東松

尾 (May 5,'67,フ ジ), 槻 (」une 4,'67;June 16,'68),御 坊山 (May 3,'68);都

窪郡―黒田,清音 (May 10,'66);倉 敷市一浅原, 有城 (May 14,'68);岡 山市―半田

山,金甲山,奥矢津 ,

4月 下旬～7月 下旬.各地に普通に分布する。フジにいることが多い。

123. A′′ππγα μψθπグθα BATESコ ブスジサビヵミキリ

新見市―井倉 (」une 13,'65;June 30,'68);苫 田郡一岩屋 ;高梁市一広瀬 (June 10,

'65),方谷 (June 9,'68),玉 川町,滝山92);吉備郡一槻 (」une 16,'68)

4月 下旬～ 6月 下旬.脊梁山地と吉備高原の高梁川流域から発見されている。

124. Arθθsノレα θγ′bγι〃α(BATES)ヒ メアヤモンチビカミキリ

英田郡―後山136),高梁市臥牛山 (Aug。 3,'66;」une 27,'67;Aug。 30,'68)

6月 下旬～ 8月 下旬.臥牛山では枯枝から見つかっている。少ない.

125.o"″α θγグソ″α′α BATESア ヤモンチビカミキリ

英田郡―後山 :美作77)

7月 下旬.後山から報じられている109)136)が ,なお検討の余地があると思われる。

HippOpsiniド ゥボソヵミキリ族

126。  P″ //」夕πθ s′′αθθα PASCOE シロスジ)ド ウ月ミソカミキリ

高梁市一玉川町 ;都窪郡一黒田15)

7月 上旬～ 8月 .高梁川中下流域からわずかに採られているにすぎない。

127.  Pttα グθθα′α夕?zθ b′aSノα夕θπグθ%S(BATES) ドウ ボ ソ カ ミキ リ

新見市―井倉 (」une 13,'65);苫田郡―上斎原村,阿波村 ;高梁市一広瀬106)(June 10,

'65),玉 川町 (」une 10,'59);吉 備郡―東松尾 (May 5,'68)

5′月上旬～ 6月 下旬.脊梁山地,吉備高原から発見されている。

128.*C′θク′θ%θ′θク%Sbグπαθα′α′πs(BATES)ハ スオビヒゲナガカミキリ

吉備郡一高滝山 (」une 18,'61,守 屋雅之氏採集)

6月 中旬.倉敷昆虫館に 1頭が出品されている.

Pteropliiniサ ビヵミキリ族

129. Ⅳ″力θηαルι/θα′α(BATES)ハ イイロヤハズカミキリ

津山市―不明 ;久米郡―久米町 ;吉備郡―高滝山, 東松尾 (May 5,'68,枯 れた 4均 の`

中から成虫を採る);都窪郡―黒田 ;倉敷市―酒津12);岡山市―金甲山, 竜ノロ山, 西大

寺宿

5月 L句～ 8月 中旬.脊梁山地を除く地域に分布している.

130。  ′′θγθ′θク2グαC%″θ′θ夕み′α)θα%Jα′α(BATES)ト ガリシロオビサビカミキリ

新見市一吉川,明石山,上吉川 (」une ll,'67),井 倉 (June 30,'68,ク ヮ枯枝の表皮
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を加害);阿哲郡一大井野 (June 24,'66);真庭郡―毛無山付近 ;苫田郡一泉山 ;英田郡

一大茅 (」uly 12,'64);津 山市一不明 j久米郡―久米町 ;高梁市―上神崎,臥牛山 (July

7,'68),高倉山 (」uly 7,'68),津 川 (May 30,'66);吉 備郡一日羽,槻 ;浅 口郡一阿部

山 ;倉敷市一鶴形山 (」uly 20,'48, フジ幹), 天城 (June 12,'66;May 28,'68,ニ セ

アカシヤ枯枝より羽化脱出),岡山市一金山4)

5月 下旬～8月下旬.各地に分布する.フ ジに多く,フ ジから羽化脱出させた記録があ

る。

131. P′θ/θ′″物厖 0%θγθ′″物力)αηまお′α(BATES)マ ルモンサビカミキリ

英田郡一大茅 (July 12,'64);津 山市99)一 不明 ;吉備郡一日羽 ;倉敷市一有城 (May
29,'68,ァ ヵメガシワ枯枝より羽化脱出);高梁市―上神崎 (」une 15,'65,ク ヮの掘株

上);岡山市一奥矢津.

4月 下旬～ 7月 中旬.各地に分布する。

132. P″γο′θ夕″グα (P′ιγθ′θ夕乃グα)′θグθクθググπα(BATES)ヒ メナガサビカミキリ

新見市一明石山,天銀山 (」une 16,'63),草 間 (June 28,'64),井倉 (June 13,'65,

」une 30,'68),上吉川 (June ll,'67);真 庭郡―明連渓谷,土用 ;阿哲郡一三井山 (July

4,'65),苫田郡―泉山 ;勝田郡一滝山 ;英田郡一大茅 (」uly 12,'64);高梁市―臥牛山

(」une 5, '66;June ll, 
′
67), 津り||(June 16, '65,May 18,'66), 方谷 (June 9, '68),

高倉山 (July 7,'68), 滝山92), 玉川町 (」 une 19,'66;June 9,'68);吉備郡一日羽,

槻 (May l～ 3,'67,羽化脱出 ;」une 4,'67),高 滝山 (June 2,'68)

5月 中旬～ 7月 中旬.吉備高原以北に広く分布する。個体数が多い.

133. P′θ/θ′θクカグα (P′θγθ′οクんグα)ノα夕θπグθα BREUNINGエ ゾサ ビ カ キ リ

苫田郡一大杉 (」uly 10,'66);真 庭郡―野土路峠98);勝 田郡―滝山,奥津川 (Aug。 18,

'68)

6月 中旬～ 8月 中旬.脊梁山地に分布する.

134. P′θγθノθ夕ん″α Cシθγθ′θタカグα)2θπα′α (BATES)ア トジ ロサ ビ カ ミキ リ

新見市―井倉 (」une 13,'65);真庭郡―杉成 ;苫田郡―泉山,千軒 (July 27,'68),阿

波村,上斎原村 ;勝田郡―滝山,奥津川 (Aug。 18,'68);英田郡一大茅 ;高梁市―上神崎 ,

大成,臥牛山 (」une 2,9,'68;July 7,'68),津 川 (May 23,′ 66),方谷 (June 9,'68)

高倉山 (」uly 7,'68),玉 川町 (May 23,28,'65,羽イじ脱出 ;July 3,'66),滝 山 ;吉備

郡―槻 (May l,'67,羽 化脱出), 日羽,高滝山 (May 26,'68;」 une 16,'68);都 窪郡

一黒田 ;浅 口郡一阿部山 (」une 29,'63);倉 敷市―鶴形山,浅原 (May 19,'68,ァ ヵメ

ガシワ枯枝上, 他にアカメガシワ枯枝中に成虫′ 蛹,幼虫を認める);岡山市―奥矢津 ,

金山4)

5月 中旬～ 8月 中旬.各地に分布し,個体数も多い.フ ジから羽化脱出させた記録があ

る.

135. P′θγθ′θクカグα (P′θγθ′θタカグα)γな眈滋 (BATES)ア トモンサビカミキ リ

新見市―上吉川 (」une ll,'67),天 銀山 (June 16,'63),草 間 (June 28,'64),井倉
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(」une 13,'65,June 30,'68),阿 哲郡一三室 ;真庭郡一野土路峠, 上用,新庄村 ;苫田

部一泉山,花知山,岩屋,越畑 (」une 5,'66);英田郡一大茅 ;川上郡―穴門山神社 (May
28,'66);高 梁市一上神崎,臥牛山 (May 3,'68,モ ミ枯枝上),勘場 (Maノ 22,'66),

方谷 (」une 9,'68),滝 山,玉川町 ;吉備郡一高滝山付近65),高滝山(May 26,'68;June

2,'68),槻 (」 une 4,′67), 日羽, 東松尾 (May 3,'66), 西松尾 (May 3,'67);総

社市―新本 ;都窪郡一黒田, 矢尾 ;倉敷市一有城 (June 17,'66;May 6,'68モ モ伐採

枝上),羽島 (」une 26,'66);岡 山市―奥矢津.

4月 下旬～8月下旬.各地に分布し,個体数も多い。

136. ′″ /θ′θ夕ん′α (fわ′θbγθ′as)απππ′α′α (CHEVROLAT)ワ モ ンサ ビ カ ミキ リ

久米郡―久米町 ;吉備郡一日羽,槻 (May 9,'65;」 une 4,'67:June 16,'68),東 松

尾 (May 5,'67),高 滝山 (」une 2,'68);高 梁市一森脇 (May 9,'68,燈 火),総社市一

見延 ;倉敷市一元古新田69), 日間山 (」une 24,'66), 有城 (June 14,'66);岡 山市―西

大寺河本橋,西大寺水源池,金甲山 (May 3,'64)

4月 下旬～ 7月 中旬, 9月 中旬～10月 上旬.瀬戸内沿岸部か ら吉備高原にかけて分布す

る。成虫出現期に幅がある.燈火に飛来する。

137. P″ γθ′θ夕んグα (■ ′ι)ノ%gθ Sα (BATES)ナ カジロサビカミキ リ

新見市一上吉川 (」une ll,'67),天 銀山 (June 16,'63);阿 哲郡一青地 ;苫田郡―泉山,

阿波村 ;川上部一穴門山神社 ;高梁市―臥牛山 (July 7,'68),上 神崎 (May 3,'68);吉

備郡一日羽,槻 (」une 4,'67), 東松尾 (May 5,′ 68);倉敷市―鶴形山18);岡山市一西

大寺今町 .

4月 下旬～ 7月 上旬.各地に分布する.青地ではフジから得ている.

138.  ル%sθ sθ′′α sグタ?zグθ′α BATES クワこナビカ ミこヤリ

新見市一井倉 (」 une 13,'65);真 庭郡一星山 ;苫田郡一山乗山,泉山 ;勝田郡―滝山 ;

英田郡一大茅 (」uly 12,'64);高 梁市一 L神崎89), 臥牛 山 (July 7,'68),方 谷 (June

9,'68),玉 (」une 9,'68),滝 山89),吉備郡―高滝山 (May 26,'68), 日羽

5月 下旬～ 7月 下旬.脊梁山地,吉備高原に分布する.

139. Egasグπα (Ⅳグ″′解 α′α)みグレsθグαηα (MATSUSHITA)ニ イ ジ マ チ ビ カ ミキ リ

英田郡一井口138);新見市―棚ケ瀬 (」une 30,'68),井 倉 (June 30,'68, クヮ枯枝);

高梁市一方谷 (」 une 9,'68,ク ヮ枯枝), 臥牛山 (June 9,'68,ガ マズミ枯枝);吉備郡

―槻 (」une 16,'68);勝 田郡―奥津川 (Aug。 18,'68)

6月 上旬～8月 中旬.脊梁山地と吉備高原から発見されている.ク ワ1種からの羽化脱

出が報告されている。

Phris8ominiヒ ゲナガコブヤハズカミキリ族

140. Pαγθθ力′カグs′α′as g"bθ″(BATES)ヒ メコブヤハズヵミキリ

真庭郡一野土路峠 ;苫田郡―倉見′花知山 (」une 5,'66),上 斎原村99), 阿波村 ;勝田

郡―滝山99),英 田郡―行者山,若杉峠.
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5月 上旬～ 7月 下旬.脊梁山地に分布する.

Agniiniヒ ゲナガカミキリ族

141. ス
"θ

θ′力θα 力′′αγグs(PASCOE)キ ボ シ カ ミキ リ

苫田郡一鏡野町 ;津山市一小田中77);川_L郡一枝 (Aug。 4,'63);高 梁市―近似 (」 uly

30,'66),玉 川町 (」une 18, '661 July 3, '66, クヮ生木);倉敷市一旭町, 元町,川入

(」une ll,'67, ィチジク生木),天城 (June 12,'66),亀 山 (June 17,'66);浅 口郡一

阿部山
`」

une 29,'63),鴨 方 (July 20,'64);都窪郡一矢尾 .

6月 上旬～10月 上旬.脊梁山地を除く地方に分布している。倉敷ではイチジクから羽

化脱出してくるものが多い。

142. ■%のりθクんθγα ttα′αs′αθα(THOMSON)ゴ マダラカミキリ

新見市―花見 ;阿哲郡一田淵,荒戸山,三室 ;真庭郡―毛無山付近,杉成 ;苫田郡一泉

山, 山乗山, 鏡野町 ;英田郡―行者山 ;津山市―不明 ;久米郡一久米町 ;上房郡一大和

山 ;総社市―豪渓,三須山 ;吉備郡一日羽 ;都窪郡一清音 (」uly 21,'66;June 24,'67),

浅口郡一阿部山 (June 29,'63);倉敷市―鶴形山18), 福田町,Jヒ浜町 (」une 2,'48ち プ

ラタナス生木 ;」une ll,'67), 有城 (June 18,21,'66;July l,'66), 新田 (July 3,

'66),羽 島 (」uly ll,'66),幸町 (June 18,'66);岡 山市一津島.

5月 中旬～ 8月 下旬.各地に広く分布する.

143.  M8の
“
″ク%s pα bグθθγπJs BATES イタヤカミキリ

阿哲郡―重藤 (」uly 4,'65);(June 19,'66);苫田郡一山乗山 ;川上部―布賀, 羽山

(」une 19,'66);久 米郡一久米町 ;総社市一豪渓 ;岡山市一金山29)

6月 上旬～ 8月 上旬.脊梁山地,吉備高原に分布している.

144.  6レαθθんαb″ηαθπ′α′α THoMsoN ヤン`ヌざカ ミこヤリ

新見市一井倉 (」 une 30,'68);苫 田郡一泉山 ;英田郡一大茅 (July 12,'64);津 山市―

黒沢山 ,高梁市一臥牛山 (May 20,'67;」 une 27,'67), 玉川町,津川 (June 30,'67,

クワ類の枯枝上);久米郡一久米町 ;吉備郡一高滝山,槻 (」une 21,'64), 日羽 ;総社市

一総社 ;都窪郡一黒田 ;浅 口郡―逢照山,阿部山 (」une 29,'63),鴨 方 (July 15,'64);

倉敷市―鶴形山17), 日間山,有城 (」une 14,'66);岡 山市一芥子山.

5月 中旬～ 8月 上旬.各地に広く分布する。

145。  xθ %グθθ′θ′αクαγ該ググηα(BATES)チ ャボヒゲナガカミキリ

新_見市一明石山 ;真庭郡一土用 (」uly 24,'66);苫 田部―泉山 ;勝田郡―滝山99)

5月 下旬～ 7月 下旬.脊梁 i均地での採集例が多い.

146.  ん〃θηθθttα ,7zπs α′′ιγηα′πs HOPE ‐マツノ~マ ノグラカ ミ=ヤ リ

津山市一野村 ;久米郡一久米町 ;川上郡―弥高山 (Aug。 11,'65,ァ ヵマツ伐木上)

備郡一日羽 ;都窪郡一清音 (」une 21,'67);倉 敷市一鶴形山16), 東塚, 浜町 (May
'48),北浜町 (」une 4,'48);岡 山市―西大寺掛元町,西大寺今町 .

士
口
７
，
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5月 下旬～ 8月 中旬.吉備高原以南のアカマツ帯で見つかっており,ア カマツ枯枝から

の羽化脱出が確認されている。燈火に飛来する.

147.  スfθ %“嘔 s yη ttS Nヽ TERHOUSE ヒ ゲ ナ ガ カ ミキ リ

高梁市―臥牛山112).

7月 下旬～ 9月 中旬.臥牛山だけで発見されており,モ ミの倒木などで得 られる。

148。  ル%πθθんαz%s sαルπαγグπs(GEBLER)カ ラフ トヒゲナガカミキリ

高梁市―玉川町115)

6月 上旬.野外での発見例が少ない.ア カマツ伐木より羽化脱出している。

149。   Mο πθθ力α77z%ss%ろ jttsθ グα′%s(BATES)SubSp.sπ クル sθグα′as(BATES)

ヒ メ ヒ ゲ ナ ガ カ ミキ リ

新見市一上吉川,明石山,井倉 (」tlne 13,'65;June 30,'68);阿 哲郡一三井山 (July

4,′65), 大井野 (」uly 24,'66);真 庭郡―毛無山付近, 野土路峠, 耳スエ山,杉成,中

和村 ;苫田郡―泉山, 山乗山,倉見 (July 10,'66), 千軒 (」uly 27,'68);勝 田部―滝

山、那岐山 (」uly 27,'63);英 田部―行者山、若杉峠、大茅 ;川上郡一天神山、羽山渓 ;

津山市―不明 ;久米郡一久米町 ;高梁市一大成,上神崎,臥牛山,高倉山 (」 uly 7,'68),

津川 (May 23,'66),玉 川町 (」uly 4,'59;June 10,'65),吉 備郡―高滝山65), 日羽′

槻 (」une 21,'64;June 4,'67;June 16,'68);岡山市―西大寺奥矢津 .

5月 下旬～8月 中旬.脊梁山地,吉備高原を中心に広く分布し,個体数も多い。

150。  Dθ ′グθttθ ク/θ sθ′ZSノ θ々 θノご7筋αz(GRESSITT)ヨ コ ヤ マ ヒ ゲ ナ ガ カ ミキ リ

苫|]那―上斎原村136)

8月 .1例の報告があるだけである.美作の昆虫,(1), p.12に は可J出 泉源で筆者の

ひとり重井博が採集したように報告されているが,そのような事実はない.

151.  スθα′θ′θク′α厖″πγグθsα (BATES)セ ンノカミキリ

阿哲部―重藤 (」uly 4,'65,死 体);真庭郡―芋ケ谷 ;勝田部―奥津川 (Aug。 18,'68,

タラ生木);津 FLI市 ―不明 ;久米郡一久米町 ;川_L郡―高山市 (Aug。 11,'65);高梁市一

巨瀬 ;岡山市―芥子山 ;児島郡―尾原45).

6月 上旬～ 8月 下旬.各地に分布している。11月 の記録がある45)が疑間である.

152. ハθα′θ′θク′αj夕αZ`ごα′θγグχ(BATES)ビ ロウドカミキリ

苫田郡―泉山、山乗山, 11原 (Sep.27,'64);勝田15-那岐山 (」uly 16,'63);津 山

市―不明 ;久米郡一久米町 ;高梁市一津川 (」une 15,'67;June 23,'67),臥 牛山 (June

27,'67),玉 川町 ;倉敷市一鶴形山18),旭町 ;岡山市一西大寺今町 .

6月 中旬～ 9月 下旬.各地に分布している。

153. ス θα′θ′θ夕′α SCノ%πθ′α (BATES)ニ セ ビ ロ ウ ドカ ミキ リ

久米郡一久米町109);高梁市一臥牛山 (」une 8, '68,羽化脱出 ;July 20,'68, タラヨ

ウ枯木より羽化脱出);吉備郡―槻 (」une 4,'67),志 鳥 (June 13,'68,羽 化脱出).

6月 上旬～ 7月 中旬.吉備高原で発見された例が多い。



30

Batoceriniシ ロスジカミキリ族

154. βα′θOθ 7υ ′′πθθ′α′α CHEVROLAT シ ロ ス ジ カ ミキ リ

英田部―作東町 ;津山市一不 明 ;久米 郡一久米町 ;_上房郡一大和山 ;高梁市一津 り||

(May 22,'67);吉 備郡一日羽 ;総社市一三須山 ;浅口郡一柳井原, 阿部山 (」 une 29,

'63)、 鴨方 (」une 20, '66);倉 敷市一鶴形山18), 東塚, 北浜町 (May 20, '47), 帯高

(」une 8,'66),有 城 (June 12,'66);岡 山市一西大寺金山,蛤干山 .

5月 中旬～ 8月 下旬.瀬戸内沿岸部と吉備高原か ら発見されている。

155.  スクγ′θηαノα夕θπグθα THOMsoN クワカミ」■リ

英田部-1乍東町 ;久米郡一久米町 ;高梁市一上神崎 ;吉備郡一日羽 ;浅 口郡一里庄

(」uly 3,5,'68), 阿部山 (June 29,'63);倉 敷市一繰形山18),旭町, 北浜町 (July 3,

'47,ィ チジク生木樹皮を かみ切っていた), 小黒田 (」uly 22,'48), 福島山 (July 23,

48);岡山市一西大寺金山 .

6月 上旬～ 8月 上旬,瀬戸内沿岸部から吉備高原にかけて分布し, 人家のない山中には

見 られない。

Ancylontiniヒ ゲナガゴマフカミキリ族

156. ′ノ′ππα′グ′%γα′α(BATES)ヒ ゲナガゴマフカミキ リ

真庭郡一杉成 ;苫田部一上斎原村99);英 田郡一後山99);高梁市―臥牛山.

7月 中旬～ 8月 下旬.脊梁山地と吉備高原の臥牛山から見つかっている。

Dorcaschematiniシ ロカミキリ族

157. 0′ι%θα″2ク′ZιS θγθ′αθθπs BATESオ オシロカミキ リ

倉敷市―鶴形山49)

7月 上旬.1頭の採集″」があるだけである.

158. 0′θπιθαttψ′aS θ′αγas PASCOEム ネホシシロカミキ リ

真庭郡―蒜山原35)

7月 下旬～ 8月 上旬.採集例は少ない .

159.0′ ιπθθα解 夕′%Sメ /%θ SαπaS PIc夕 ヵサ ゴ シ ロ カ ミキ リ

新見市一足立,天銀山 ;阿哲郡一三井山 (」 uly 4,′ 65);津 山市一小田中 ;久米郡一久

米町,大井西村 ;川上郡一地頭 ;高梁市一大成, 玉川町 (」une 2,3,'68,ノ グルミ伐木

より羽化脱出);吉備郡―槻 (」une 2,3,'67,ノ グル ミ枯枝より羽化脱出), 高滝山, 日

羽,志鳥 (」 une 13,16,'68,ノ グル ミ伐木より羽 fヒ脱出);都窪郡一黒田;倉敷市一住吉

町 ;岡山市一半田山,牧石村7),西大寺水源地 ;児島郡一タコラ山.

5月 下旬～ 7月 上旬。広く分布している.10月 上旬に成虫が採られた記録もある。燈火

に飛来する。成虫はノグルミ葉上にいることが多い.

Xenoleiniシ モフリナガヒゲカミキリ族

160。  ル zο力α%解 πs π%みグ′αs MATSUSHITAエ ゾナ ガ ヒ ゲ カ ミキ リ
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真庭郡一神庭3)

5月 中旬.少ない.

Rhodopininiコ ブヒゲカミキリ族

161. Rヵθごθ夕物α′ιωJS′′(BATES)セ ミスジコブヒゲヵミキ リ

新見市―井倉 (」une 30,'68);勝 田郡―滝山 ;高梁市一上神崎89), 臥牛山 ;久米郡一

久米町 ;吉備郡一日羽,高滝山 (」une 2,'68,ク リ枯枝上);岡山市一今町 ,

6月 上旬～ 7月 下旬.広 く分布している.

162.*Йπαθs′んθ′θb/グα%厖′ιグクθππι PICキバネアラゲカミキリ

新見市一井倉 (June 30,'68, クヮ枯枝)

6月 下旬.吉備高原の高梁川流域に分布しているようである.

163.  c■・′グπググ〃α grグ sθsθιηS BATESハ イイロツツクビカミこヤリ

真庭郡―高下98);高梁市―臥牛山 (May 5,'68),玉 川町 .

3月 中旬～ 5月 下旬.脊梁山地と吉備高原の臥牛山付近に分布が知 られている。

164. Eη ヵ gθ %グθクSグ S′θη%グθθγπ′s(BATES)ホ ソ ヒ ゲ ケ ブ カ カ ミキ リ

苫田郡―花知山 ;勝田郡―滝山99)

7月 中,下旬.脊梁山地に分布する。

165.  Dθ グ%sググυαγ′θα′%s(BATES) ドイカミ=ヤ リ

真庭郡―毛無山 (May 21,'67, ナナカマ ド枯枝上);苫田郡一花知山109);勝 田郡―滝

山 ;高梁市一臥牛山 (May 5,9,'68,」 une 2,'68,ぃ ずれもソヨゴ枯枝上 ;June 9,′ 68),

玉り‖町.

5月 上旬～ 6月 中旬.脊梁山地と臥牛山付近で発見されている.

166. 沢ヵθクα′θSθι′″sz硫 ∫csθ′α′%S BLESSIGヒ トオ ビ ア ラ ゲ カ ミキ リ

新見市―井倉 (μ%ι 13,'65;」une 30,'68);苫 田郡―泉山85),英田郡一大茅 ;高梁市

―上神崎,津川 (May ll,'66),臥 牛山 (June 2,'68;」 uly 7,'68),方 谷 (June 9,'68),

玉川町 (」une 6,'66);吉 備郡一槻 (May 5,'64), 高滝山 (June 2,'68);倉 敷市一浅

原 (May 6,'68)

4月 下旬～ 7月 中旬.広 く分布している。

167. ′んοクα′θSθθ′グsみが 夕sθグα′πS KRAATZフ タ オ ビ ア ラ ゲ カ ミキ リ

真庭郡―野土路峠98);苫田郡一花知山,越畑 (」une 26,'66);勝 田郡―滝山.

6月 下旬～ 7月 中旬.脊梁山地に分布している。

168. Rんαz′θSθθんs παθグαルs BATESフ タモンアラゲカミキリ

勝田郡―滝山109);英 田郡一大茅 ;高梁市―玉川町 (」uly 3,'66)

6月 中旬～ 7月 中旬.脊梁山地と吉備高原の高梁川流域で見つかっている。

169。  ル%θθθ′αttzグ α (■イ′θθθ′αηz′α)θ′θγθグJιs BATES カ ッ コ ウ カ ミ LIリ

倉敷市―鶴形山17)



32

採集報告はあるが Dataの記載が不充分で,詳細はわからない。その後の採集報告もな

い.6月 29日 に採集したように報告しているもの136)も あるが,何から引用されたのかわ

か らない。

170。 χグθθθ′α%′α (■θπグθθθ′α%グα)υθγγ%θθsα BATESチ ビコブヵミキリ

真庭郡―芋ケ谷 111)

4月下旬.脊梁山地での 1例の採集記録があるだけである。

171. o"γθググみθ%α s″力 sθ′α′α(BATES)シ ロオビチビヵミキ リ

真庭郡一星山99);高梁市―臥牛山 (Aug。 14,'66;Aug。 9,'67,ぃずれもヌルデ伐採木

上)

7月上旬～ 8月 中旬.脊梁山地と臥牛山から発見されている.

172. G%ψ カグσθSSα υθ%α′α BATESク モ ノ ス モ ンサ ビ カ ミキ リ

勝田郡―滝山84)

5月下旬～ 6月 上旬.分布地は 1か所知られているだけである。少ない.

Pogonocheriniネ ジロカミキリ族

173.  2∝″κθθ力ι/%s sι %グηグυθ%s BATES ネジロカミキリ

真庭郡一中和村85);新見市―井倉 (」une 13,'65);川上郡―穴門山神社 ;高梁市―臥牛

山 (Apr.24,'66),玉 川町 (May 5,'65)

4月 上旬～ 6月 下旬.脊梁山地から吉備高原にかけて分布している。

AcanthodeFiniヤ マナラシノモモブ トカミキリ族

174. Cα 〃α夕θθθzιS y″′″ as BATESゴ イ シ モ モ ブ トカ ミキ リ

英田郡一後山99)

7月下旬.1幸艮告例があるだけである.

Acanthocininiモモブ トカミキリ族

175.  E究にsα 77zθηα Sαクι/ごグπα BATES トゲバ カ ミキ リ

苫田郡一泉山99),上斎原村 ;勝田郡99)一 滝山 ;英田郡一大茅 (」uly 12,'64)

7月上旬～下旬.脊梁山地に分布している。

176. *ルクαιπグα(PSθ%グθθたれ%s)′θηsα (BATES)ケ シカミキリ

高梁市一方谷 (」une 9,'68,ナ ラガシワとクフの枯枝上)

6月 上旬.採集例が少なく分布の様子はよくわからない.

177. И σαグ カθθグη%s gγ グsθπs(FABRICIUS)ヒ ゲ ナ ガ モ モ ブ トカ ミキ リ

総社市111)一 不明

8月上旬.燈火に飛来している.

178。  Lθ′θク%s♂″′α′%S BATESナ カバヤシモモブ トカミキリ
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総社市111)一 不明

6月 中旬.燈火に飛来している.

179. Lθ′θク%ss′グ〃α′%s(BATES)ゴ マダラモモブ トカミキリ

真庭郡一杉成 ;勝田郡一滝山109)

6月 上旬～下旬.脊梁山地に分布する。

180。  Eχ θθιπ″ 多ιs(E″ θθθ%″%s)gグ ′θグs′ MATSUSHITAガ ロ ア ケ シ カ ミキ リ

新見市―井倉 (」une 30, '68, ァベマキ枯枝上),英田郡一大茅111);高梁市―臥牛 山

(」une 16,'68,ナ ナミノキ枯枝上 ;July 7,'68)

6月 中旬～ 8月 中旬.脊梁山地,吉備高原で見つかっている.

181. E″ θθθ%′/as(E″θθθπ″%s)′′πθα′%s BATESア トモンマルケシカミキリ

新見市―草間 (June 28,'64),井倉 (June 30,'68);苫 田郡―上斎原, 泉山 ;英田郡

一大茅 ;高梁市―臥牛山,高倉山 (」uly 7,'68);吉 備郡一日羽 ;倉敷市―鶴形山17), 天

城 (」une 8,'68,ニ セァヵシア枯枝より羽化脱出)

6月 下旬～ 8月 中旬.広 く分布する.

182.  Eχθθθ″′/%S(Exθθθη′γπS)′θs′%ググπι%sR/1ATSUSHITA

キ ッコウモ ンケ シカ ミキ リ

苫田郡―上斎原99);勝 田郡―滝山99);英 田郡一大茅,後山.

7月 中旬～ 8月 中旬.脊梁山地に分布している。

183.E″ θθθπ″ %s(Cα %ク′θの 物 θ)ノbSθ ′θル ′%s BATESク モ ガ タ ヶ シ ヵ ミキ リ

阿哲郡一重藤 (July 4,'65);苫田郡―泉山 ;英田郡―後山 ;高梁市―臥牛山 (July 7,

'68);岡 山市一金山4)

6月 下旬～ 7月 下旬.脊梁山地と吉備高原で見つかっている.フ ジから羽化脱出させた

記録がある。

184. E″ θθθπ′γ%s(Psθ %教χθπ′″″s)g%″ %″′%s BATESシ ラオビゴマフケシカミキ リ

新見市一草間 (」une 28,'64);英 田郡一大茅 ;吉備郡一日羽, 志鳥 (June 2,'68,羽

化脱出);岡山市一金山4)

6月 下旬～ 7月 中旬.脊梁山地と吉備高原で発見されている。 フジから羽脱させた記録

がある.

Saperdiniト ホシカミキ リ族

185。  sα夕θγごα′θ′″αs′グg%α BATESム ネモンヤツボシカミキ リ

真庭郡一杉成 ;苫田郡―泉山99);川 上郡一羽山渓 ;高梁市一上神崎 (May ll,12,'68,

羽化脱出)

6月 上旬～下旬.脊梁山地と吉備高原に分布している。

186。  cαまバグ%α sαπttι′πθ′θη′α THoMsoNハ ンノ三|カ ミこヤリ

津山市99)一 不明 ;苫田郡―越畑 (」une 26,'66)
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5月 中旬～ 6月 下旬.採集例が少なく分布の様子がまだよくわからない。

187. カル″θsグαs%′クみπ″α′α(GEBLER)キ モンカミキリ

新見市―上吉川 ;真庭郡―野土路峠98),杉成,中和村 ;苫田郡―阿波村97)

6月 上旬～ 8月 上旬.脊梁山地に分布している.

188. ル診″θsグαノαυθ′θθ′α HEYDENオ ニグルミノキモンカミキリ

新見市―足立105);阿哲郡一三井山 (July 4,'65);苫田郡一花知山,奥津町 ;英田郡―

大茅 (」uly 12,'64);り ‖上郡一羽山渓105);高梁市―玉川町.

6月 上旬～ 7月 中旬.脊梁山地から吉備高原にかけて分布している。

189.*Pαγθ%′θ″αクカα θχ′πグα(BATES)フ チグロヤツボシカミキリ

真庭郡―野土路峠 (May 18,'69,ホ ゥノキ切株上)

9月 中旬.脊梁山地に分布していることが確かめられた。少ない。

190。  Pα /θ″θ″αクカαSルタ〃απs(BATES)ニ セシラホシカミキリ

新見市―天銀山 (」une ll,'67,タ ンナサヮフタギ葉上);真庭郡一蒜山,野土路峠,朝

鍋鷲ケ山 (」une 30,'63),中 和村 ;苫田郡一泉山,花知山 (June 26,'66), 人形峠,山

乗山,倉見 (」uly 10,'66),大杉 (July 10,'66),物見峠9);英田郡一後山9)若杉峠.

5月 下旬～ 7月 下旬.脊梁山地に広 く分布している.

191. ′αγα%θ %θ Sグα 力αs%ま″ sグs(SEKl et Ko3へ YASIII)カ ス ガ キ モ ン カ ミキ リ

勝田郡―滝山109)

7月 上,中旬.1か所から知られているだけである.少ない。

192.  Pα ″のグθ%θα 力 γ′ππθグSAUNDERS ラ ミー カ ミー■―リ

新見市―井倉 (June 13,'65,」une 30,'68),草 間 ;真庭郡一神庭 ;苫田郡一泉山 ;川

上郡一成羽町6), 羽山渓,布賀 ;津山市一不明 ;英田郡―美作町 ;久米郡―久米町 ;高梁

市―臥牛山,津川 (」une 5,6,23,'67,ぃずれもカラムシ葉上),小高下 (June ll,'67

カラムシ葉上),滝山 ;吉備郡―足守町,高滝山,日 羽, 槻 (」une 21,'64);御 津郡一長

田村6ノ ;都窪郡―黒田 ;浅 口郡一柳井原 ;倉敷市―酒津, 天城, 児島稗田 ;総社市―浅尾

山 ;児島郡一尾原 ;邑久郡―福岡.

5月 上旬～ 8月 上旬.脊梁山地の高地をのぞく広い地域に分布している.カ ラムシの葉

上に多く,ま たムクグの葉上からの発見例もよく報告されている。ヤブマオ枯茎中より幼

虫を発見し,羽化させた記録もある.

193. E%′ι″αクんαθ″ノSθθん′θγグs BATESハ ンノアオカミキリ

真庭郡―芋ケ谷,杉成 ;苫田郡一花知山 ;勝田郡―奥津川99);英田郡―後山99)

6月 下旬～ 8月 中旬.脊梁山地に分布している。

194. Eπ ′ι′γαタカα θθι′θ′α(BATES)ヤ ツメカミキリ

阿哲郡―布瀬 ;津山市―不明 ;久米郡―久米町 ;総社市一豪渓81):吉備郡一日羽 ;浅 口

郡―鴨方 (」uly 25,'65)

7月上旬～ 8月 上旬.吉備高原で多く見つかっている。サクラ枯木から羽脱する。
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195. G′θηθα (G′θπθα)γι′グθ′α PASCOEシ ラホ シカ ミキ リ

新見市一天銀山 (」une 16,'63),創 森山,草間,花見 (July 16,'67),井 倉 (July 13,

'65);阿哲郡一三井山 (」uly 4,'65);真庭郡―毛無山,野土路峠,星山,芋ケ谷,杉成 ;

苫田郡―泉山, 人形峠,倉見 (」uly 10,'66), 大杉 (July 10,'66),千軒 (July 27,

'68);勝 田郡―滝山 ;英田郡―若杉峠,大茅 ;高梁市一滝山,臥牛山 (」 une 27,'67;Aug。

9,'67);倉敷市一鶴形山17)

5月 上旬～ 8月 上旬,広 く分布しているが,個体数は脊梁山地の方が多い。

196. G′θηθα (G′ιηθα)θθη′γ径″ ′′α′α FAIRMAIREイ ツ シ キ キ モ ン カ ミキ リ

新見市一井倉～草間102)

6月 下旬.局地的に知られているだけである。

197. zvaク Sθγ力α παγg″θ〃α(BATES)ヘ リグロンゴカミキリ

新見市―草間 (June 28,'64),井 倉 (」une 13,'65);真庭郡―毛無山付近,星山,土用,

中和村 ;苫田郡―泉山,花知山,山乗山 ;勝田郡―奥津川 (」une 18,'67:Aug.18,'68);

英田郡一後山,若杉峠,大茅 ;高梁市一上神崎,玉 ,高倉山,臥牛山 (Aug。 19,'48),広

瀬 (」une 10,'65),玉 川町 ;川上郡―布賀 :久米郡―久米町 ;吉備郡一槻 (June 21,'64),

日羽 ;倉敷市一藤戸 ;児 島郡一タコラ山25),尾原 .

5月 下旬～8月 中旬.各地に広く分布する.

198. Obθ″θα πグrtυθπ′γグs BATESホ ソツツリンゴカミキリ

苫田郡―花知山 ;勝田郡―滝山99り ;英田郡一後山.

6月 上旬～ 7月 下旬.脊梁山地に分布しているが少ない.

199.  Obθ γθα力ιみθsθθπs BATES ヒメリンゴカミキリ

新見市―天銀山,井倉 (」une 13,'65);真 庭郡一野土路峠′明連渓谷 ;苫田郡一泉山,

岩屋,越畑 (」une 5,'66),花知山 (June 5,'66);英 田郡―行者山,大茅 (July 12,'64);

津山市一不明 ;川上郡一羽山渓,天神山 ;吉備郡―高滝山付近64),槻
.

4月 下旬～ 7月 下旬.脊梁山地と吉備高原に分布している.

200. Obθ ″ια ″″ θπグθα (THUNBERG)リ ン ゴ カ ミキ リ

苫田郡一泉山 ;久米郡―久米町 ;吉備郡一日羽 ;総社市一総社 ;浅 口郡―逢照山 (」une

19,'66);倉 敷市―鶴形山18),水島栄町,福田.

5月 中旬～ 8月 中旬.広 く分布している。

201. *0み θγθα sθ bθ s″π  OHBAYASHIソ ボ リ ン ゴ カ ミキ リ

浅口郡一鴨方 (July 20,'64)

7月 中旬.採集例が少なく分布の様子はよくわからない。

202.  Obθ″′α グ″θ′%sα PASCOE SubSp.′ 4//απigFθ sθθ″S BREUNING

ホ ソキ リンゴカ ミキ リ

阿哲郡一奥谷,三井山 (」uly 4,'65):新見市一天銀山,創森山, 明石山 :真庭郡一芋

ケ谷,毛無山 (」
uly 24,'66);苫 田郡一花知山,泉山 ;川上郡一羽山渓 ;久米郡一久米町 :
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津山市―不明 ;高梁市一上神崎,臥牛IJJ,滝山 ;吉備郡―高滝山,槻 (」une 21,'64;June

4,'67),日 羽 ;浅 口郡―鴨方 (May 18,'66);児 島郡―タコラ山24);岡山市一後楽園,竜

ノロ.

4月 下旬～ 7月 下旬.各地に広 く分布している。

203. Oιθγθα解ル′α BATESニ セリンゴカミキリ

真庭郡―蒜山35);苫田郡一泉山 ;川_L郡一天神山 ;久米郡一久米町 ;都窪郡一黒円 ;岡

山市―西大寺 .

6月 上旬～ 8月 上旬.広 く分布している.

204.E夕 な ん πθα θθ%θS BATESヨ ツ キ ボ シ カ ミキ リ

新見市―_L吉川,天銀山 (」une 16,'63),井倉 (June 13,'65);真庭郡一杉成 ;苫田

郡一花知山,泉山 (」une 5,'66), 山乗山 ;勝田郡一滝山 ;英田郡一若杉峠,大茅 ;久米

郡―久米町 ;高梁市一大谷89),大成,津川 (May ll,'66), 上神崎 (June 15,'65),玉

川町 (」une 10,'65);吉 備郡―高滝山,槻 (June 16,'68, ヌルデ伐採木の表皮をかじり

産卵),日 羽 .

5月 中旬～ 8月 上旬.脊梁山地,吉備高原に分布している。

205。  助 π θθθθθγα ″ ′υグ′′α′α (BREUNING)セ ミス ジ ニ セ リ ン ゴ カ ミキ リ

新見市一天銀山105)

6月 上旬～下旬.分布の様子はまだよくわからない。

206。  E%%θθθθθγα%πグθθ′θγ(KANO)ク ロニセリンゴカミキリ

真庭郡―野土路峠98);英 田郡―西栗倉村.

5月 上旬～ 6月 下旬.脊梁山地でわずかに採られている.

207.*彫πθθθθθγα α%θ%α′α(BATES)シ ラホシキクスイカミキリ

真庭郡―野土路峠 (May 18,'69)

5月 中旬.分布地は 1か所が確認されただけである.

208. Ⅳ″ψθπθS′θηθs′θ′απわθπθπSグs(PIC)チチブニセリンゴカミキリ

苫田郡一泉山136)

6月 中旬.採集例は 1例だけである。すずむし,13(2),p.15に Mκ
"θ

グとして発

表されてたいものが,本種として,美作の昆虫 (1), p・ 15に発表されており, すずむし

誌上の M κθηθ′の記録は消滅することとなる.

209. ′秒 ′θθθ′α /グ υθπ′γグS GAUTIEtt deS CoTTESキ ク ス イ カ ミキ リ

新見市―満奇洞,草間,井倉 (」une 13,'65);真庭郡一野土路峠,中和村 ;苫田郡―泉

山 ;久米郡一久米町 ;津山市―不明 ;川上郡一野路,羽山渓 (」une 19,'66,ョ モギ葉上);

高梁市一大成,臥牛山 (June 2,'68, ョモギを加害),津川 (May 8,'67,キ クの葉上),

玉川町 (」une 10,'65),滝 山 ;吉備郡一日羽 ;倉敷市―鶴形山18),浦田,有城 (May 13,
'67, ョモギを加害, 1例 の教ヒメジヨオンを攻撃 ;May 6,14,'68, ョモギを加害);児

島郡一彦崎 ;岡山市―金甲山,竜の日,
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4月 下旬～ 6月 下旬.広 く分布している。

Astathiniル リカミキ リ族

210。  βαθヵ′sα ノbγ′%πθグ (THOMSON)SubSp。 ノαクθπグθα (GAHAN)ル リカ ミこヤ リ

新見市―上吉川 ;苫田郡―泉山,千軒 (」uly 27,'68),加茂町 ;勝田郡一滝山 ;久米郡

―久米町 :吉備郡一日羽, 高滝山 (」une 2,'68);総 社市一門田 ;都窪郡一福山 ;倉敷市

―羽島山15)(」une 22,'66),旭 町15),鶴形山,住吉町 .

5月 上旬～ 7月 下旬.広 く分布している.

遇 産 種

Asemlnae

Atimini

211.  /1′グタ7zグα 力θタタグηgtt LINSLEY

吉備郡一日羽130)

4月 中旬.1964年,岡本忠氏によって,コ バノミツバツツジ花上から1頭が採集されて

いる。北米特産の本種が,日 本の野外から発見されたことは,人為的にカミキリムシが分

布を拡げうる可能性を示す 1例 として注目される。

以上の外,美作の昆虫,(1),p.16に は 3つθs′グ′′α ttb′θ/グ ァサヵミキリが久米郡栃原

で西村公夫氏によって記録されたように報じられている.しかし,引用されたすずむし,

2(12)の「本年栃原付近にて採集した天牛類に就いて」と題する小幸及文および西村公夫

氏の Entomic lnvestigation,1(2)の 別冊増刊栃原谷の内容から, 栃原は明らかに兵庫

県神崎郡に属すべき地域と判断され,ア サカミキリの岡山県における記録は取消されねば

ならないと考える。

今回,岡山県から報告されるカミキリムシ科甲虫は遇産fft‐ を含めて211種である.亜科

別に整理すると Prioninae 4種 , Diteniinae l種 , Lepturinae 46 f3_, SpOndylinae l

種,Aseminae 4種 (遇産種 1種を含む),Cerambycinae 60種 ,Lamiinae 95種 となる。

以上の外, 2, 3の 種が岡山県から採集されているようであるが,今回は採録を見送っ

た。従って未知のものも含め岡山県産カミキリムシ科甲虫の種数はなお流動的で多少追加

記録されるべき性質のものである.

SUMMARY

The authors reported the fauna of Cerambycid beetles collected in Okayama

prefecture.  Recorded species are ‐21l including 4 Prioninac, l E)isteniinae, 46

Lepturinae, l Spondylinae,4 Aselninae, 60 Cerambycinae, 95 La“ liinae。  ノヘnd fur‐

ther, several species nnust be added,

めとま
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78)道信 順 (1959),美作のカミキリムシ追報 (美作の自然,5:37).

79)赤枝一弘 (1959),高梁市玉川でヒメサナエ (すずむし, 9(3):7).

80)京浜昆虫同好会 (1959),新しい昆虫採集 (下),460 pp.

81)秋山博志 (1960),豪渓の昆虫二三 (すずむし,10(1):6).

82)小野 洋 (1960),早春の阿哲峡から (すずむし,10(2・ 3・ 4):9).

83)小島圭三・岡部正明 (1960),日 本産カミキリムシ食樹総覧,330 pp.

84)秋山博志 (1961),毛無山付近採集小記 (すずむし,11(1):3～ 6).

85)道信 順 (1961),美作のカミキリムシ第 3報 (美作の自然,7:40～ 41).

86)青野孝昭 (1962),「すずむし」に発表された岡山県産カミキリムシ類の分布資料(1951

～1961年分)(すずむし,11(2):1～ 8).

87)大森 斉 (1962).ウ ラゴマダラシジミとハイイロヤハズカミキリの記録 (すずむし,

11(3):8).

88)近藤光宏 (1962),ブ ドウトラカミキリ倉敷に産す (すずむし,11(4):6).

89)青野孝昭 (1962),備中のカミキリムシ類採集記録 (すずむし,12(1):2～ 5).

90)青野孝昭 (1962),高梁市臥牛山のヵミキリ数種 (すずむし,12(2):1).

91)近藤光宏 (1962), トラカミキリの羽化 (すずむし,12(2):3).

92)青野孝昭 (1962),備中産カミキリ採集品目録 (1962年度)(すずむし,12(4):3～ 5).

93)高原哲夫 (1962),高滝山付近のモンクロベニカミキリ (すずむし,12(4):10)。

94)近藤光宏 (1962),湯原町でスギカミキリ (すずむし,12(4):11).

95)近藤光宏 (1962),湯原にギフチョウを求めて (すずむし,12(4):12～ 13).

96)小野 洋 (1962),後山採集記 (すずむし,12(4):13～ 15).

97)大森 斉 (1963),高滝山にて Lθ夕′θクα%グαノα夕θπ′θα (を採集すずむし,13(1):8)。

98)重井 博 。青野孝昭・小野 洋 。近藤光宏・林 憲― (1963),新庄村の昆虫調査報

告 (その 1)(すずむし,13(2):1～ 12).

99)道信 力買 (1963),県北部のカミキリムシ採集品目録 (すずむし, 13(2):12～ 16).
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100)大野憲一 (1963),倉敷市内でモンクロベニカミキリを採集(すずむし,13(2):19).

101)水野弘造 (1963),総社産甲虫三種 (すずむし,13(3):5～ 6).

102)山砥司朗 (1963),草間でイッシキキモンカミキリを採集 (すずむし,13(3):6)。

103)貝原英治 (1963),備中町井川にアカジマ トラカミキリ (すずむし,13(3):6～ 7)。

104)ド クトル・ザーメン (1963), ドクトル・ザーメン採集回顧録 (1)行きは よいよい

帰りはこわい畏友青野孝昭氏と天銀山にカミキリを追う(すずむし,13(3):11～ 13).

105)重井博 。林憲一 (1964),備中産カミキリムシ類採集日録 (すずむし,13(4):1～ 4).

106)岡 本 忠 (1964),カ ミキリムシ科採集目録 (すずむし,14(1):5～ 7).

107)赤枝一弘 (1964),龍の日山系で トンボを追うⅡ (すずむし,14(2):6).

108)ド クトル・ザーメン (1964), ドクトル・ザーメン採集回顧録 (4)人形峠にウラン

鉱ならぬムカシトンボを捕える (すずむし,14(2):7～ 8)

109)竹 内幸夫 。道信 順 (1965),県北部のカミキリムシ採集品目録第二報 (すずむし,

14(3):4-5).

110)槙本精二 (1965),モ ンクロベニカミキリの新産地 (すずむし,14(3):6).

111)重井 博。林 憲一 (1965),美 作産カミキリムシ類採集目録 (すずむし,14(4):

7～ 11)。

112)赤枝一弘 (1965),県 下で採集したカミキリムシ数種 (すずむし,14(4):12).

113)ド クトル・ザーメン採集回顧録 (6)ド クトル三たびダウンを喫す その2(すずむ

し,14(4):13～ 14).

114)ド クトル・ザーメン (1965), ドクトル・ザーメン採集回顧録 (7)青野孝昭氏 “メ

ジロ"を採集する (すずむし,15(1):9).

115)脇本 浩 (1965),カ ミキリムシ (すずむし,15(2):9～ 10).

116)赤枝一弘 (1965),備 前地区で採集したカミキリムシ (すずむし,15(3):14～ 15).

117)岡本 忠 (1965),カ ミキリムシの新しい記録 (すずむし,15(4):21).

118)京浜昆虫同好会 (1965),新しい昆虫採集 (下)〔増補新版〕,488 pp.

119)重井 博 (1966),K″α/%α /力θ夕α′σ夕んθγθ′ごθS HAYASHIク ビァヵモモブトホソカ

ミキリを臥牛山で採集 (すずむし,16(1):4).

120)近藤光宏 (1966),レ ールにとまったコバネカミキリ (すずむし,16(1):16)。

121)山 砥司朗 (1966),倉 敷市でケブカヒラタカミキリを記録 (すずむし,16(1):16)。

122)道信 1買 (1966),岡 山県北部のカミキリムシ採集品目録一第三報― (すずむし,16

(203・ 4):33).

123)青野孝昭 (1966),岡 山県未記録の天牛及び既報告種の訂正 (すずむし,16(2・ 3・ 4):

36～ 37).

124)脇本 浩 (1966),ヒ ゲナガカミキリの目撃 (すずむし,16(2・ 304):40).

125)脇本 浩 (1966),タ カサゴシロカミキリの記録 (すずむし,16(2・ 3・ 4):40)。

126)脇 木 浩 (1966),ア カネカミキリの岡山県内での記録 (すずむし,16(2・ 3・ 4):40).

127)脇本 浩 (1666),シ ロトラカミキリを穴戸山神社で採る (すずむし,16(2・ 3・ 4):

71).
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128)脇本 浩 (1966),ツ ツジの花からミヤマルリハナカミキリを採る (すずむし,16(2

・3・ 4):74).

129)脇本 浩 (1966),津 川で トビイロカミキリを採る (すずむし,16(2・ 3・ 4):74).

130)青野孝昭 (1966),高梁川流域の昆虫四,カ ミキリムシ (高梁川,20:82～ 84).

131)井上悦甫 (1966),ス ギのハチカミに関する試験 (岡山県林業試験場報告, 6:36～

37).

132)脇本 浩 (1968),高 梁市臥牛山のカミキリムシ (すずむし,17(1):12)。

133)脇本 浩 (1968),臥牛山のカミキリムシ (すずむし,17(1):20～ 22)。

134)那須 敏 (1968),西 大寺産カミキリムシの言己録について (すずむし,17(1):25)。

135)倉敷昆虫同好会 (1968),岡 山の昆虫,223 pp.

136)美作虫の会 (1969),美 作の昆虫 (1)チ ョウ・カミキリ・ハチ・ トンボ分布資料 ,

26 pp.

137)小 島圭三・林 匡夫 (1969),原 色日本昆虫生態図鑑エカミキリ編,295 pp.

138)近藤光宏 (1969),ニ イジマチビカミキリ岡山県に産す (すずむし,18(1):7).

139)近藤要一 (197の ,ク リストフコトラカミキリ岡山県に産す (すずむし,18(2):36)。

b。 そ  の  他

140)佐藤清明 (1959),岡 山県の天然念記物 (岡山と昆虫,121 pp.).

141)佐藤清明 (1968),天 然記念物緊急調査岡山県現存植生図説明書,31 pp.

142)安江安宣 。浜田厚生 (1954), 岡山県における茄子科作物害虫オオニジュウヤホシテ

ントウ及ニジュウヤホシテントウの分布と気候的要因 (1)(農学研究,11(4):162

-172).

143)和達清夫監修 (1958),日 本の気候,492 pp.
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