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播 州 宍 粟 郡 産 天 牛 上 科 予 報
松 井  俊 公

2.5年来採集したものを一応グ」洋することゝした。勿論短期日の事であり精細な踏査期し難 く、

犠 の調査に待たれるところ大である。本地方は中国山脈を包合、その南側に位し、高標 1000米前

後の高山を持ち、プナ、カシ、松杉類と豊富な植物相にめぐまれている‐

殊に国有林 (原生林)が北部山地に於いて大半を示めている点又昆虫にとつては良き棲家となり得

るとこるである。

特に中国地方に於けるFaunaと極めて西キ似する傾向が強い様である.′

Order c0100ptera 詢黎」目
Subo rde■ Polyphasa  多食亜目

Superfarrlily cOranlbycoideF  夭牛」J斗
I、 Fam Prionidac ノコギ リヵミキリムシ科

1、 ノヨギ リカミキリ  Prionus insularis MOTSCHuLSKY

晩夏燈人に飛来、相当多い。

I、 F面 Ceralnbyc idac    ヵミキリムシ科

2、 プロカミキリ    Spondylis buprestoidOs LINNE

割合少ないらしい。 8月 頃にかけて出現。

3、 そモグロハナカミキリ   Toxotus coxOTiふ us)minutllS reini HE.YDEN
'6月 上旬から普通に訪花している様である。

4、 ミワヒメ・ハナカミキリ  Pidonia cPscudOpidoniaDmiwai MATSUSHITA

相当多数見られる。

5,セ スジヒメハォカミキリ  Pidonia∈ ヽcudOridoniめ al“ ntata BATE S

前穏と共にウツギ、ユキノシタ科の花に好んで飛来す略 、黒イヒ型 ab、 millima TAMANUKI

があり本種 lr.そ れ程黒イい理Ft′ くはないが原型とはげ:球 1こ判別出来るものである。

6。 フタオビノミ (チ ビ)ハナカミキリ Pidonia《〕llpllal odc r→ Puziloi SOLS町
7、 ョコモンヒメハナカミキ リ  Pidunia csOudopidoniり insllturata P I C

8、 ナガパ ヒメハナカミキ リ  Pidonia Fseudopidoni⇒ Signifera BATES

以上 3種は少ない様である、訪花 を好む。

9,チャイロヒメハナカミキリ  Pidonia tIDscl■ doPodi⇒ debiliS KRAATZ

相当多産する、6月上旬より7月 まで。ツルデマリ (ユキノシグ科)の花に多く飛来する。

10、 ォオヒメハナカミキリ  Pidonia cヽ eudopidoni→ grallatriX BATES

普通、6月上中旬より、訪花 (上記)。

].1、 キベリタロヒメハナカミキリ  Pidonia csetidC,pidoni⇒ disCOidalis PI C)

本種は胸部の赤い f、 Inuneaka TAMANUKIム ネアカヒメハナカミキリを産する、少な

レ ぅ。
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].a、 チャポハナ.カ ミキリ  Psoudallosterna misella BATES    少なl^。

1.5、 ッマグロハすカミキリ   Lc,tura arcuata .f.temuiCOrnis

MOTSCHULSKY

普通、 6月 上中旬、やゝ山地性をもう。

1.4、 クロハナかミキリ  Leptura aethiOps fedimorpha BATES

普通、ムネアカクロ  ハナカミキリとも云う。

15、 ョスジハナカミキリ  Leptura ochraceofaciataふ 10TSCIIuLSKY
6月 ～8月 にかけて極く多い。謝 a訪燈

].6、 ォォョスジ.。 ナヽ カミキ リ  Leptura regalis BATES

盛夏構り倒木から出て来スのを見.う ける、又燈人にも飛来、訪花 も行う様である。相当多 く、

黒化の著しいものなで様々である。

17、 フグスジハナカミキリ   Leptllra vicaria BATES

相当多い様である、訪花 を好む。7月 中旬

lP,マ ルガタハナカミキリ   Judolia cometes BATES
多い、又J.C.varュ llL■ lflinculata TAMANUkI も/1・ い。

19、 ヒメアカハナカミキリ  A■op10dera Pyrrha BATES     少ない。

20、 ヒゲジロハナカミキリ  AnOplodera dentatipennis PI C    少ない。

21、 ミヤマクロハナカミキリ  Anoploderomorpha excavata BATES

l増う趣蔵ら

22、 ミヤマホソハナカミキリ  Strangalia contracta BATES

非常に多い穏で f, lineatocollis GRESSITT(6).原 型 (♀)を産する、訪花

1生大で6月 ～8月上旬まで|11現。

23、 ハコネホソハナカミキリ _Strangalia hakonOnsis M[ATSUSHITA

多い。

24、 ニンフハナカミキリ  Strangalia ngtthula BATE S     普涌。

25、ァタスペ‐ ヵミヤリ  PyresteS haematicus PASCOE
7月下旬から8月 _L旬にかけて訪花多い。

26、 ミドリヵミヤリ  Leontitm viride THOMSON     ヨト常に多い。

27、 ミヤマカミキリ (ャ マカミキリ) Mallambyx raddei BLESSIG   普通。

28、 トビィロカミキリ (タ ロアシトビイロ)  Allotraeus sphaerioninuSBATES

多い、ウツギその他花葉上に集彙る。

29、 ョツポシカミキリ  Stenygrillum quadrinotatum BATES     普通。

30、 ヒメスギカミキリ  Callidium rufipenno MOTSCHULSKY

本種は ab、 多 く、今のところabe lnetallipenne PICと 原型だけ知 ら11′ている。

普通。
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31、 トラフカ、ミキリ  Xy10trechus chinensis CHEVROLAT     増闘L
52、 プドウトラカミキリ  Xy10treChus pyrrhoderus BATES      多い。

35、 トゲヒゲ トラカミキリ  Demonax transilis BATE S     普通。

34、 タケ トラカミキリ  ChlorOphorus annularis FABRI CI US    多し、

35.ェグ リトラカミヤリ  ChlorophOrus japcnicus CHEVROL鳳 °  少ない。

36、 キスジトラカミキリ  Cyrtoclytns caproldes BATES     少ない。

37、 トガリバアカネカミキリ  Anaglyptus LipOnensis BATES    少ない。

38、 ベニカミキリ  Purpuricenus 6ternoplistes)tenlnincki GUER I N
―MENEVLLE

59、 シラケ トラカミキリ  Clytus inelaenus BATE S      少ない。

40、 ホタルカミヤリ  Dero thoracica vvIII TE

以上 トラカミキリ類は6月上旬頃から栗等の花にもよく集彙るものである。

I FanL Larniid ae      ヒゲナガカミキリ科

41、 ヒメコプヤハズカミキリ  PareChthistatus furciferus    BATES

本種は今後詳細の検詢 要であふ、多産。

42、 キポシカミキリ  Psacothea hilaris PASCOE

普通、8月上旬、イチジ′等の枯ホより得 らftる。燈人に飛来する事がある。

43、 ヒメヒゲナガカミキリ  NIonOchamls Subfasciatus BATES

少なくない、草木のbeatingで 得られる。

44.ピ ロゥ ドカミキリ  Cypri01a fraudatOr BATES

多い、 7月 ～8月 下旬迄、よく見 うける。

45、 ィタャヵミキリ  Nlecynippus pubicOrnis BATES      少ない。

46、 ヒゲナガカミキリ  Monochams grandis WATERHOUSE

7月 下旬、 1頭採集したことがある。少ない。

47、 ゴマグラカミキリ  Anop10phora`malasiaca THOMSON      多い。

48、 ャハズカミキリ  Uraecha bintaculata THOヽ lSON     や 少ゝないぅ

49,シ ロスジカミキリ  Batocera ェineolata CHEVROLAT

普通、マキsアペマキ等にょ卵しているのを見かける、8月 頃出現。

50、 タフカミキリ  Apriona germari japonica THOMSON

普通、 クワ、イチジクの大害虫、8月 出現。

5].、 ナガゴマフカミキリ  陥 sOsa o叩 he1 0C nerniの longipennisBATE S
52.、 ゴマフカミキリ  MeSosa myOps japOnica BATES

上種ともに多 くない、8月 ～7月 に出現。

53、  夕ヵサFシ ロカミヤリ  C)lenecalptus octOpustulatus formosanus

PIC   l頭 のみ南部の 1グルミ成木より8月上旬採集した。
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54、 ア トジロサピカミキ リ  Pterolophia Zonata BATES     普通。

55,ナカジヨサビカミキリ 7  Pter01ophia 'ugoSa BATES
確定的でないが,恐 らく本種だと考える。

56sア トモンサビカミキ リ  Pterolophia rigida BATES     多い。

57.ト ガ リシロォピサビカミキ リ  Pterolophia caudata BATES   多い。

以上十ビカミヤ リ類は枯木 礫 、マキ)に集 童る。

58、 キクスイモ ドキカミキ リ  Asaperda rufipes BATES     多 くない。

59、  ドゥボソカミキリ  PSeudocalatrlobius japonicus BATES

1環ツルデマリ(訪イDよ り得た、 少ない。

60,キモンカミキ リ  恥 nesia sulphurata GEBLER

原型並に、黄色部の多いものも産する。後者はアナヒキモンカミキリとも云わrし 、 (VaL

gat・athea THOMSON:)

61、 シラホシカミキリ  Glellea relicta PASCOE     多い。

62、 ヒメキタスイカミキリ fダ イセンカミキリ)  Glonea simllans BATES

上観とは翅端の林のない事より、剛 us普通。

3.ニセ リンゴカミキ リ  Oberea inixta BATES     やゝ少ない。

4、 リッゴ カミキ リ  Oberea iaponiCa THUNBERG     普通。

5,ペ リグロリンゴカミキリ  Nupserha marginella BATES   非常に多い。

6.ョ ツキポシカミキリ  PhytOecia cpigleneの comes BATES   少ない

7.キ クスイカミキリ  PhytOecia rufiventris GAUT I ER

非常に多 く、キクの大害虫である。

68、 ルリカミキ リ  Chreono“M fortunei japonica GAHAN

7月 中旬、ナシ等の枝に産卵、害虫少ない。

編集後記

今月は紙数の都合上 松井氏の天牛日録二編丈となりました。なお、当会もデフレの波に抗 L

切れす、遂に本号を最後として来号から当分の間、元の編集員持回 n謄写印哺Jと なり彙
‐ざ。御了承

下さい.
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生 物 ・ 地 学 標 本 模 型

昆 虫 採 集 用 具

テ レビ・ ラジオ・ 真空 管

島津製作所岡山県代理店

ナ カ エ 商 会
(赤木病院西)電話 7/3番

志 賀 製 品

昆 虫 ・ 植 物 採 集

理 化 学 器 械

岡山市西中山下

用 具

(柳川交叉点Ю

教 育 堂長 瀬
電話

“

倉敷市栄町 725番
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