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奄美大島産 Amblychia 属（シャクガ科エダシャク亜科）の 1 新種
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A new species of the genus Amblychia Guenée (Geometridae, Ennominae) from Amami-oshima Is., Japan
Rikio Sato and Shin-ichi Sameshima
Japan Heteroceristsʼ J. 268: 441-445. August 2013.

Figs 1-2. Amblychia yuwanina sp. nov. , ♂ , holotype, Japan, Amami-oshima Is., Mt Yuwan-dake. Wingspan 55mm. 1.
Upperside. 2. Underside.
筆者の一人鮫島は，2013 年 3 月 15 日，奄美大島湯湾
岳において灯火採集で見覚えのないエダシャク１♂を
採集した．その画像が翌 16 日に福田輝彦氏を通じて佐

湾産の sauteri との比較検討の結果，極めて近縁ではある
が独立種として扱うべきものと判断した．
本報では，鮫島が採集した標本に基づいて奄美大島か

藤に送られてきた．佐藤は一見して日本から記録のな

ら 1 新種を記載するとともに，生態や生息環境などにつ

い種であることが分かったため，現地でのさらなる調査

いてこれまでに得られた知見を報告する．

の必要性を伝え追加個体の発見に期待した．その情報
に基づき，鮫島は湯湾岳に加え，赤土山，油井岳でも

Amblychia yuwanina Sato & Sameshima, sp. nov. (Figs 1-2)

調査を継続し，2013 年 4 月 14 日まで気象条件の許す限

ユワンオオエダシャク（新称）

り，計 20 回にわたり調査活動を実施した結果，湯湾岳

♂．前翅長 28-34mm，開張 52-57mm．触角は櫛歯状

においてのみ 20 ♂を採集することができた．♀の発見

で先端の約 10 節は櫛歯を欠く．各櫛歯は極めて長く，

を期待し，灯火採集に加え昼間の調査も実施したが成功

中央部の櫛歯は節の長さの 8 倍以上．頭頂は灰黒色．前

しなかった．佐藤は，当初その種を台湾から記載された

額と下唇鬚は黒色．頚板と肩板は黒色の鱗片で被われ，

Amblychia sauteri (Prout) ではないかと考えていたが，台

肩板の先端部には灰色鱗が混在．前脚は黒みが強いが中・

442

蛾

類

通

信

No. 268, 2013

後脚は灰色．後脚脛節に毛束 (hair-pencil) はない．腹部

Center, National Institute for Agro-Environmental

の背面は翅の地色と同様で第１節は灰白色，側腹面は灰

Sciences, Tsukuba, Japan (NIAES). Paratypes. 18 ♂，type

白色．前翅基部に刻孔 (fovea) がある．前後翅ともオリー

locality，1 ♂ , 15. iii. 2013, 1 ♂ , 17. iii. 2013, 4 ♂ , 19. iii.

ブグリーン ( やや緑味を帯びた暗灰色 ) で斑紋は不明瞭．

2013, 5 ♂ , 23. iii. 2013, 1 ♂ , 28. iii. 2013, S. Sameshima

中横線，外横線，亜外縁線が認められ，外横線・亜外縁

leg., NIAES; 1 ♂ , 19. iii. 2013, 2 ♂ , 23. iii. 2013, S.

線はそれぞれの外側と内側がやや橙黄色を帯びる．前翅

Sameshima leg., in S. Sameshimaʼs collection ; 1 ♂ , 21. iii.

の外縁は各脈間で僅かに凹む程度だが，後翅の外縁は脈

2013, 2 ♂ , 23. iii. 2013, S. Sameshima leg., in T. Fukudaʼs

間で大きく湾入．前翅：前縁の先端から 3 分の 1 付近に

collection.

灰黄色の紋がある．内横線は黒色で不明瞭，中室内でや
や外曲．中横線も黒色で不明瞭，脈上の点列として認め

分布．奄美大島．

られる個体もある．外横線は前縁の灰黄色斑から発し大
きく屈曲して走り，不明瞭な黒色線とその外側を縁取る

生息環境．奄美大島最高峰の湯湾岳山頂付近 ( 標高

暗灰色線からなるが，黒色線は脈上の短条あるいは斑点

694m) は，夏でも涼しく，照葉樹を中心とした動植物保

として認められるだけの個体が多い．亜外縁線は暗灰色

護地域を含む国有林で，奄美大島でも数少ない原生林の

で波状，外側は黒色に縁取られる．外縁部の各脈間に黄

一つである．今回採集した場所は，唯一調査の許されて

赤色の斑紋を並べる．横脈紋は黒色で極めて小さく，時

いる標高 480m の地点である．

に線状．後翅：前翅と同様だが，内横線を欠く．基部は
灰白色．中横線は前翅よりは連続的．外横線は黒色線が

生態に関する知見． 近縁の A. sauteri と同様，年 1 化

より明瞭で前翅より屈曲はやや弱く，外側の暗灰色の縁

で 3 〜 4 月に出現するものと思われる．4 月になってか

取りも弱い．横脈紋はより大きく明瞭．裏面：前後翅と

ら採集された個体は 1 ♂のみである．この個体は破損が

も表面より淡色で斑紋は不明瞭．前翅前縁の外横線の始

ひどくタイプには指定しなかった．夜間の灯火採集で得

点にあたる斑紋は表面より大きくやや黄色みを帯びる．

た 20 ♂は，全て白布の明るい面には止まらず，白布を

黒色の外横線と外縁に並ぶやや黄色みを帯びた斑紋はか

取り付けた小屋の裏や横側の暗いところに止まってい

ろうじて認められる．♀は未知．

た．日没後の早い時間帯には飛来せず，大半は深夜 12
時以降に飛来した．全て翅を大きく広げ上向きに止まっ

♂ 交 尾 器 (Figs 9-10). A. sauteri (Figs 11-12) に 似 る

た (Fig. 8)．

が 次 の 点 で 異 な る．Uncus は よ り 短 い．Cucullus に は

Holloway (1994: 204) が cucullar setation と表現している

3 月 28 日に一旦採集した♂を森の中で放すことを十数

ように，多くの刺毛 (seta) が生じているが，本種では

回繰り返し，止まり方を観察してみたところ，大半は大

cucullus の腹縁に集中し，より強壮な刺毛が，valva の中

きな木の下側に翅を広げ，上向きに止まった．時には，

央よりやや腹方に位置する刺 (spine) で被われた小突起

細い枝に止まったが，止まり方は同じであった．飛び

まで続く．一方，sauteri では cucullus はより広く骨化し

方は，翅をタテハチョウのように立てたり開いたりする

刺毛も広く散在．そのため，刺毛で被われない部分はは

ことができた．この♂は観察後飛び去った．暗い森の中

るかに狭い．Saccus は sauteri より幅広く先端は丸みを帯

を狭い隙間を縫うように飛び，木に上向きに翅を広げ止

びない．Gnathos 中央はやや幅が狭く，内側に平行する

まっていると予想されたので，昼間，樹間をくまなく探

多数の皺があるが，sauteri では内側の中央部がやや隆起

してみたが発見することはできなかった．灯火で採集で

している．Juxta は先端部が二股に分岐するが，sauteri

きなかった♀をこの方法で見つけることができないか，

では先端部でやや膨大した後，細くなるが分岐しない．

かなり努力してみたが成功しなかった．今後はまず♀を

Aedeagus は sauteri では長さが中央部の幅の約 4 倍ある

発見すること，そして寄主植物の解明に努めたい．

が，本種では 3 倍程度でより短く，sauteri と同様 1 個の
小形の cornutus がある．

日本産の同属種 A. insueta (Butler) チャマダラエダシャ
クについては，昼間も活動することが知られており，池
ノ上 (1999) によるオトコエシ，イタドリ，クサギ，ヌ

Holotype ♂．鹿児島県 , 奄美大島 , 湯湾岳 (Kagoshima

ルデ，ヒメアザミへの訪花記録が報告されている．また，

Pref., Amami-oshima Is., Mt Yuwan-dake) 480m, 17. iii.

金子 (2001) は佐渡島 ( 両津 ) で，昼間も飛翔し寄主植物

2013, S. Sameshima leg., Natural Resources Inventory

( クスノキ科 ) と無関係にオニグルミの根元部に多くの
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Figs 3-8. Amblychia spp. 3-7. Amblychia sauteri (Prout). 3-4. ♂ , paratype, Taiwan, “Shisha”, BMNH. Wingspan 65mm.
3. Upperside. 4. Underside. 5-6. ♂ , Taiwan, Kaohsiung, Liukuei, Shanping, NSMT. Wingspan 65mm. 5. Upperside. 6.
Underside. 7. ♂ , Taiwan, Taichung, Pashenshan, TFRI Insect collection of Taiwan Forestry Research Institute, Taipei,
Taiwan. Wingspan 61mm. Photo by S. Wu. Fig. 8. A. yuwanina sp. nov. ♂ , resting posture.
個体が静止していたことを報告している．これらの知見
を本種の今後の生態解明のヒントとしたい．

中縣新社 Taichung Hsien, Hsinshae) で 1912 年 5-6 月に得
られた♂を基に記載された . Elphos 属はその後 Holloway

台 湾 の A. sauteri は，600 〜 1,000m の 低 山 に 生 息

(1994) によって Amblychia 属に包括されたため，それ以

し，年１化で成虫は 2 月中旬から 4 月下旬に出現する．

降 Amblychia 属として扱われている (Parsons et al., 1999)．

2,000m の高山で得られた 1 例がある．昼間の活動は確

原記載によると，前者が “type”, 後者は “cotype” に指

認されていない．以上，傅建明氏から佐藤あての私信

定 さ れ て お り , そ れ ぞ れ holotype と paratype に 該 当 す

(2013.4.17) による．

ることは明らかである．佐藤は，1989 年にロンドン自
然史博物館 (BMNH) を訪問した際に，holotype を探し

種小名と和名の由来．種小名と和名は，これまでに得

たが見つからずやむなくこの cotype を撮影してきた．

られたすべての個体の生息地である湯湾岳に因んで命名

Parsons et al. (1999) の世界のシャクガのカタログを見

した．

て も，sauteri の holotype の 所 在 は 記 さ れ て い な い． こ
のたび，奄美大島産の標本を調べる過程で，BMNH で

近似種 Amblychia sauteri との違い．
本 種 に 近 縁 の A. sauteri は，Prout (1914) に よ っ て，

Geometroidea の curator をつとめる J. Chainey 氏にあらた
めて問い合わせてみたが，やはり holotype の所在は明ら

Elphos 属として，台湾の Polisha ( 現，南投縣埔里 Natou

かではないとのことであった (2013.4.2 佐藤あて私信 )．

Hsien, Puli) で 1910 年 4 月に得られた♂と Shisha ( 現，台

この cotype は paratype として既に，Wang (1998: 255) に

444

蛾

類

通

信

No. 268, 2013

9

9a

10

11

11a

12

Figs 9-12. Male genitalia of Amblychia spp. a: aedeagus. 9-10. A. yuwanina sp. nov. Paratype. Kagoshima, Amami-oshima Is.,
Mt Yuwan-dake. RS-8223. 10. Apical portion of juxta. 11-12. A. sauteri (Prout). Taiwan, Kaohsiung, Liukuei, Shanping. RS8221. 12. Apical portion of juxta.
よって図示されているが，翅の裏面も含めて再掲する

(Figs 3-4)．
こ の タ イ プ 標 本 ( ♂ ) (Figs 3-4) と 国 立 科 学 博 物 館

(NSMT) (Figs 5-6) と傅建明氏から借用した 2 ♂，Fu ら
(1995: 87, pl. 2: 10) が図示した♂に呉士緯氏提供の交尾
器も含む多くの画像 (Fig. 7) も加え比較した結果，本種
は次の点で sauteri と異なることが明らかになった．

1．大きさ：本種は明らかに sauteri より小さい．本種
の開張 52-57mm に対し sauteri は 61-67 mm である．

2．色彩：本種は全体に暗色でやや緑みを帯びる．A.

sauteri にも同様な個体がいるが，かなり変異があり，

paratype のように強く褐色みを帯びる個体も多い．

が，本種ではそのようなことはない．

4．♂交尾器：既に詳述したが，特に valva の cucullus
の形状と刺毛の状態，saccus の形状，juxta 先端の形状な
どに安定した違いが見られる．
A. sauteri (Prout) の所検標本 (specimens examined of A.
sauteri)．

Paratype of Elphos sauteri Prout, 1914. ♂ , “Shis A 56
(sic!), Formosa, H. Sauter V.-VI. 1912/ Elphos sauteri
Prout, cotype/ L.B.Prout Coll. B.M.1939-643 ”, BMNH.
♂ , Taiwan, Kaohsiung, Liukuei, Shanping 800m, 8-10.

iii. 2005 (M. Owada), RS-8221, National Museum of

3．斑紋：本種の前翅前縁の灰黄色紋 ( 外横線の始点 )

Nature and Science, Tsukuba (NSMT). ♂ , Taichung Co.,

は明瞭だが，sauteri ではより小さく不明瞭で黄色みを帯

Pashenshan 1,000m, 4. iv. 1995 (C.M. Fu), RS-8226, in

びない．A. sauteri では，前翅 ( 表裏とも ) の外横線の始

Fuʼs collection.

点から外角付近まで斜めに延びる暗色の帯状斑がある．
この紋は個体によっては発達が悪いが，本種には全く認
められない．また sauteri では，中横線が前縁部から中
室まで太くなり黒色の帯状の斑紋を形成することが多い

備考

佐藤は広東省南嶺 (Guangdong, Nanling) から，中

国大陸初記録として A. sauteri を報告した (Sato & Fang,

2011: 54, pl. 5: 10, 11) が，本種とも異なる未記載の種の
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可能性が大きい．今後中国の研究者の協力を得て再検討

Summary A new species of the genus Amblychia Guenée is

するが，本報で A. sauteri の中国大陸からの記録は削除

described on the basis of the specimens taken from Amami-

しておきたい．したがって，現時点で，A. sauteri は台湾

oshima Is., Kagoshima Prefecture, the central Ryukyus,

固有である．
謝辞

傅建明氏 (Chien-Ming Fu, 台中縣太平市 ) と大和

田守博士 ( 国立科学博物館，つくば市 ) から台湾産の A.
sauteri の標本をお借りするとともに，傅氏からは同種の
台湾における生態に関する情報の提供を受けた．吳士緯
氏 (Shipher Wu, 台北市 ) からは，農業委員會台湾林業試
験所 ( 台北市，TFRI) 所蔵の A. sauteri の雌雄とその交尾
器の画像をお送りいただき，その一部を本報に使用する
ことを許可され，さらに本種の分類学上の取り扱いに
ついて貴重なご意見をいただいた．John Chainey 氏 ( ロ
ンドン自然史博物館 ) は，A. sauteri のタイプ標本につい
て情報を下さった．また，福田輝彦氏 ( 鹿児島市 ) から，
鮫島は本種の発見とその後の調査に関し適切なご指導を
いただき，佐藤は sauteri との交尾器の違いについてアド
バイスをいただいた．これらの方々に厚くお礼申し上げ
る．

specimens were obtained.
Amblychia yuwanina Sato & Sameshima, sp. nov. (Figs 1-2)

Male. Length of forewing 28-34mm, wingspan 5257mm. Similar to A. sauteri (Prout, 1914) (Figs 3-7) from
Taiwan, but differing as follows: smaller in size (sauteri:
length of forewing 31-33 mm, wingspan 61-67 mm);
both wings olive-green with less maculation ( sauteri :
more variable, sometimes strongly tinged with brown);
forewing costa with a greyish yellow marking at beginning
of postmedial line (sauteri: marking on costa smaller and
indistinct); forewing without oblique dark band (sauteri:
oblique dark band developed from beginning of postmedial
line to tornus, in some specimens the band faintly
recognized); medial line indistinct on forewing (sauteri:
more developed, forming dark band from costa to cell).
Female unknown.
Male genitalia (Figs 9-10). Similar to those of A .
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オオアカオビマダラメイガの幼虫と寄主植物
小

木

広

行

001-0907 北海道札幌市北区新琴似 7 条 15 丁目 2-4

Larvae and host plant of Acrobasis frankella (Roesler) (Pyralidae, Phycitinae)
Hiroyuki Kogi
Japan Heteroceristsʼ J. 268: 446.

August 2013.

Figs 1-2. Acrobasis frankella (Roesler). 1. Nest of overwinter larva. 2. Last instar larva and its nest in spring.

Acrobasis frankella (Roesler) オオアカオビマダラメイガ

(Roesler), 3mm long, were collected from the host plant
Ulmus davidiana Planch. var. japonica (Rehder) in Ishikari

2010 年 5 月 9 日，北海道石狩市桂ノ沢にてハルニレ

city Hokkaido. May 27, last instar 19mm. May 30, cocoon

Ulmus davidiana Planch. var. japonica (Rehder) Nakai ( ニ

in the soil. June 1, imago emerged. In the ﬁeld, the imago

レ科 ) より 3mm 程の幼虫 4 頭を採集する．5 月 27 日，終

appears in July. The young larva makes a tube nest in a gap

土に潜り繭を作る．6 月 15 日，
齢 19mm となる．5 月 30 日，

between two tied leaves in September. In the late fall, the

1 頭羽化する．

larva grows to 3mm long and makes a silken nest at the

野外では成虫は 7 月に現れ、年 1 化．9 月，幼虫は葉

base of winter bud and overwinters. In spring, the young

を 2 枚重ねにし，中にチューブ状の巣を作る．秋，葉が

larva bores into the bud and eats the inside. Then the grown

落ちる頃 3mm 程までに成長し，冬芽の基部に糸を吐い

larva makes a tunnel nest by tying leaves and dried leaves

て巣を作り中で越冬する (Fig. 1)．若齢幼虫越冬である．

which hides the brown larva. The larva comes out from

春，食草の芽が膨らみ始めると，初め芽に穴を開けて
中身を食べるが，間もなく大きく伸びて来る葉を食べ始
める．シュート頂部の葉を何枚も綴る．その中には枯葉
も織り交ぜてあって，茶色の幼虫を隠している．巣の中
には糞をまぶしたトンネルがある．いつもはその中にい
て摂食時にのみ出て来る (Fig. 2)．亜終齢までは頭部を
含めこげ茶色であるが，終齢になると頭部及び背楯板は
赤味を帯びてくる．中にはあまり赤くならずに蛹化する
個体もある．蛹化に際しては土を混ぜて繭を作る．そし
て，2 週間ほどで羽化する．
Summary May 9, 2010, four larvae of Acrobasis frankella

the nest in feeding time. It pupates in the soil, emerges two
weeks after.
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Moths feeding on Quercus dentata Thunb. as larvae in Hokkaido 31
Hiroyuki Kogi
Japan Heteroceristsʼ J. 268: 447-449. August 2013.
今回はツヤコガ科 1 種，ハマキガ科 4 種について報告

十勝地方の田舎道での場合，この道は道幅 6m 程のき

する．報告中の幼虫はすべて終齢である．

れいに舗装された一本道であるが，農作業の車がたまに

Heliozelidae ツヤコガ科

片側のみであるが道に沿ってカシワの大きな木が何百 m

Heliozela sp. (Figs 1-4)
採集飼育．2005 年 6 月 25 日，北海道苫小牧市静川に
て 6mm 程の幼虫多数を採集する．7 月 1 日，主脈から少
し離れた所に楕円形のミノを作る．8 月 31 日，蛹化して
いる．そのまま越冬し，2006 年 5 月 8 日，4 頭羽化する．
年 1 化，成虫は芽が膨らみ展葉が始まる 5 月中旬頃に
現れる．夕刻，枝の周りを多数飛び交っているのをよく
目にする．開張 8mm ばかりの小さな蛾である．翅全体
が艶のある灰黒色で，前翅下縁には小さく不明瞭な白斑
を持っている．今回報告する種はカシワのみを食する種
のようで，他の樹種からは見出されていない．当地には
この種の他に，よく似た Heliozela 属の種が 3 種ほど採れ
るが，私には本種を含めいずれの種についても種名の同
定には到っていない．
羽化した成虫 (Fig. 1) は，柄の近くに産卵するようで
ある．卵は雌尾部の形状から見て，柄の中に直接産み付
けられるものと考えられる．何日かして，孵化した幼虫
は，柄の根元の方から主脈内部を葉の先端部に向かって
食い進む．幼虫の通過した主脈内部には糞がぎっしりと
詰まっている．主脈の内部を食い進み，葉の中央付近ま
で達した 6 月下旬には終齢となる (Fig. 2)．終齢となっ
た幼虫はその主脈から少し離れたすぐ近くに長径 7mm
程のミノを作る (Fig. 3)．ミノは樹上で作られるが，葉
と共に落下した後に作られることも多い．
幼虫によって主脈内部を食べられた葉は，養分が全体
に行き渡らなくなるため，7 月上旬，時期でもないのに
先端から枯れ始める (Fig. 4)．カシワの木は秋になって
木々の葉が枯れてもその葉を落とす事なく春までそのま

通るだけの交通量のごく少ない道である．この道路には，
にも亘って生育している．私はこの道で，2008 年 7 月上
旬，ぱらぱらとではあるが，何百 m も向こうまで落ち葉
の散乱しているのを見たことがある．落ちているのはカ
シワの葉のみで他の樹種の葉は見られない．まだ，夏の
初めだと言うのに本当に異様な光景であった．
カシワの木には多くの種類の虫が付くが，そのカシワ
の木に大きな被害を与えるのは，この開張 10mm にも満
たない本種なのである．葉を丸ごとガリガリと食べるマ
クロの蛾であっても，多くの葉を枯らして落下させてし
まう本種とは比較にならない．また，普通ミクロの幼虫
は，風当たりの少ない下枝に付くのが一般的だが，本種
の幼虫は下枝からその木の頂部にまで及んでいる．カシ
ワの木にとってこの蛾は本当に厄介な蛾なのである．
ただ，自然界はよくしたもので，この小さな蛾の引
き起こす現象をうまく利用している虫が多いのも事実で
ある．枯葉を食うコヤガの類，アツバの類の格好の餌場
となっている．前述したようにカシワの木は虫害によっ
て枯れた葉を落とすが，部分的にしか枯れていない葉は
そのまま付けている．枯葉食いの幼虫はこの葉をよく利
用しているのである．ビーティングでカシワの木を叩く
とよくアツバの類の幼虫が落ちてくるのはこのためであ
る．
ミノを作り，樹下に降りたツヤコガの幼虫は，そのま
ま土のある所まで移動する．そしてその土に僅かに糸を
かけてミノを固定させ，ミノの中でやや長めの前蛹期間
を経た後蛹化する．蛹化後はそのまま秋，冬を過ごし次
の年，春早くまた現れる．

ま枝に付けておくという変わった性質を持っているのだ

Tortricidae ハマキガ科

が，ツヤコガ幼虫によって食害された葉だけは，葉の半

Ptycholoma lecheana (Linnaeus)

分くらい枯れた段階で躊躇なく落としてしまう．まるで，
カシワの木に意志があって，自分から積極的に落として
いるようにも感じられる．木の下に草の生えていない裸
地でもあるとその落とされた葉はよく目立つ．

オオギンスジハマキ (Fig. 5)
採集飼育．2001 年 5 月 6 日，北海道石狩市志美にて

5mm 程 ま で に 育 っ た 幼 虫 2 頭 を 採 集 す る．5 月 14 日，
18mm．5 月 17 日，容器壁に薄く糸をかけ中で蛹化して
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Figs 1-3. Heliozela sp. 1. Emerged adult. 2. Last instar larva. 3. Pupal case. Fig. 4. Leaves of Quercus dentata damage by
Heliozela sp. 1. Figs 5-8. Last instar larvae. 5. Ptycholoma lecheana (Linnaeus). 6. Pseudeulia asinana (Hübner). 7. Acleris
hispidana (Christoph). 8. Eudemis brevisetosa Oku.

いる．5 月 25 日，1 ♂羽化．

やや灰色を帯びた緑色．第 2，3 環節の背面にのみ黄色

年 1 化，成虫は 6 月に現れる．幼虫は芽の基部に繭状

を帯びるが，この部分は本種を同定する際に役立つ．蛹

の巣を作り，中で 4mm 程の大きさで越冬する．春，葉

化は樹上の葉の場合もあるが，大抵は地上に降りて行わ

が伸び始めるとその葉を丸めたり綴ったりして摂食を始

れる．

める．幼虫越冬のため，他の蛾の幼虫がまだ小さいうち
に，もう大きく成長している．終齢幼虫は 18mm 程で，

Pseudeulia asinana (Hübner) オオハイジロハマキ (Fig. 6)

蛾

類

通

信

採集飼育．1999 年 8 月 7 日，北海道幌延町音類にて

16mm の幼虫 1 頭を採集する．8 月 25 日，終齢 24mm に
達 す る．9 月 17 日， 蛹 化 し て い る．2000 年 5 月 9 日，1
♀羽化．
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Heliozelidae and four species of Tortricidae.
Heliozela sp. (Figs 1-4).

June 25, 2005, many larvae, 6 mm long, were collected
in Tomakomai-shi, Hokkaido. July 1, they made pupal

年 1 化，成虫は春，雪が消えて間もない 4 月下旬から

5 月初旬に出て来る．春に蛹から羽化するハマキの中で
はかなり早い方である．幼虫は葉を縁から表に折ったり，

cases beside the main vein of leaves. August 31, pupated.
May 8, 2006, four imagos emerged.
The female lays eggs on the stalk. Young larva feeds

2 枚を重ねたりして中にいる．6 月中旬頃から場所によっ

forward inside of the main vein and leaves fecal pellets

ては 8 月一杯まで見られる．蛹化は土に潜らずに枯葉等

in the vein after. In June the larva becomes the last instar

の間で行われ蛹で越冬する．

(Fig. 2). It makes a pupal case beside the main vein. The

Acleris hispidana (Christoph) ハイミダレモンハマキ (Fig. 7)

fed leaf dies in July and falls. It is only this species among
the feeders that makes the leaf die and fall. The dead leaf

採集飼育．2004 年 6 月 25 日，北海道十勝管内更別村

eaters like Herminiinae feed those leaves well. The last

にて葉を袋状にして中にいる 13mm の幼虫 1 頭を採集す

instar goes down the tree with pupal case to the soil, ﬁxes

る．7 月 10 日，16mm．7 月 21 日， 前 蛹 と な っ て い る．

the case and pupates. The imago overwinters and emerges

10 月 2 日，1 ♂羽化．

in spring.

年 1 化，成虫は 10 月に現れる．そのまま成虫で越冬し

5 月に再び現れる．幼虫は 1 枚の葉を中央から表に縦に

Tortoricidae
Ptycholoma lecheana (Linnaeus) (Fig. 5)

折って袋状にし，その袋の縁を糸で閉じて中にいる．中

May 6, 2001, two larvae, 5 mm long, were collected in

で終齢まで表皮のみを食べ成長する．糞は外へ出すこと

Ishikari-shi, Hokkaido. May 14, 18 mm. May 17, pupa in

もなく全て袋の中に残される．幼虫期間は 6 月の終わり

thin silken nest. May 25 one male emerged. In the ﬁeld the

から 8 月の初めまでの約 1 ヶ月半でやや長い．蛹化は地

imago appears in June. The Larva overwinters in cocoon-

上へ降り枯葉等の隙間で行われる．

like nest at the base of leaf bud. The last instar is 18 mm

Eudemis brevisetosa Oku ツママルモンヒメハマキ (Fig. 8)

Pseudeulia asinana (Hübner) (Fig. 6)

採集飼育．2007 年 5 月 23 日，石狩市志美にて，葉の

long.
August 7, 1999, one larva, 16 mm long, was collected in

縁を裏へ折って中にいる 8mm 程の幼虫 2 頭を採集する．

Horonobe-cho, Hokkaido. August 25, last instar, 24 mm.

5 月 28 日， 終 齢．5 月 31 日， 葉 の 間 で 前 蛹．6 月 3 日，

September 17, pupa. May 9, 2000, one female emerged.

蛹化している．6 月 15 日，1 ♀羽化．

The larva hides between leaves. It pupates between dead

年 1 化，成虫は 6 月中旬から 7 月上旬にかけて現れる．
幼虫は成長すると 18mm 程になる．土には潜らず枯葉等
の間で蛹化する．

June 25, 2004, one larva in the sack made of leaves, 13
mm long, was collected in Sarabetu-mura, Hokkaido. July

参考文献

10, 16 mm. July 12, prepupa. October 2 one male emerged.

船越進太郎，2008．アラカシより採集したハマキガ科．
蛾類通信 247: 399-401.
黒子

leaves on the ground.
Acleris hispidana (Christoph) (Fig.7)

浩・川辺

The species hibernate in imago. The larva folds the leaf
longitudinally, closes edges with thread and make a sack-

湛，1982．ツヤコガ科，ハマキガ科．

shaped shelter. It grows to the last instar feeding only

井上寛ほか，日本産蛾類大図鑑 1: 56-151．講談社，

epidermis of the leaf. Fecal pellets are left in the sack. It

東京．

pupates between dead leaves on the ground.

Lee, B.-W., T. Hirowatari & H. Kuroko, 2006. Five new
species of genus Heliozela Herrich-Schaﬀer (Lepidoptera,
Heliozelidae) from Japan. Tyô Ga 57: 81-91.

Eudemis brevisetosa Oku (Fig. 8)

May 25, 2007, two larvae, 8 mm long, in the folded
leaves were collected in Ishikari-shi, Hokkaido. May 28,
last instar. May 31, prepupa between leaves. June 3, pupa.

Summary

This is the thirty-first part of the report

on moths feeding Quercus dentata - One species of

June 15 one female emerged.
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ウスグロマダラウワバ雄の日周活動に関する若干の知見
山

村

聖

194-0211 東京都町田市相原町 1071-10

An ecological note of Abrostola sugii Dufay ― a daily activity of adult male ―
Satoshi Yamamura
Japan Heteroceristsʼ J. 268: 450-451. August 2013.

Fig. 1. Abrostola sugii Dufay (collected site: Hinokiboramaru (alt. 1600m), Aone, Kanagawa Pref.). A. Specimen in this
experiment. B. Identiﬁcation by male genitalia..

はじめに

成虫の日周活動 ( アクトグラフ実験 )

ヤガ科キンウワバ亜科に属する Abrostola sugii Dufay

今回供試したウスグロマダラウワバ成虫は，津久井編

ウスグロマダラウワバの幼虫・成虫期等の生活史全般に

纂事業の昆虫相調査の一環として相模原市緑区 [ 津久井

ついての報告は，非常に限定される．現状で本種は，日

町 ] 青根檜洞丸 ( 丹沢主陵：標高 1600m 地点 ) で実施し

本特産種であると報じられており ( 杉 , 1982; Behounek

た燈火採集で得られた (Fig. 1A)．本個体についての採

et al., 2010)，この件に関する国外からの生態解明も期待

集記録は 守屋・加藤 (2012) 内に掲載されている．活動

出来そうもない．

の記録方法は，山村・佐々木 (2008, 2009) が報告したの

私は，キンウワバ亜科に属する蛾の飛翔リズムやコー

と全く同一である．温度条件は，20 ± 2℃で，日長条件

リング等，26 種について調査をしてきた．これらの内，

は 12L12D である．餌として，10% ショ糖水溶液を与え

寒地性の数種については既に報告した次第である ( 山

た．死亡後は，交尾器の検査によって同定を行い正確を

村・佐々木 , 2008, 2009)．これまでの研究から，本亜科

期した (Fig. 1B)．

の各種は基本的に夜行性で，その夜間という枠組みの中

雄は，Fig. 2A が示す通り，夜間のかなり後半部分を

で，それぞれ種独自の飛翔時間帯 ( 配偶行動 ) を有して

( しかし夜明けまでは決して継続しない )，記録開始から

いる事が明らかになっている．本報では，野外で得られ

終了までの日齢を通じてほぼ同一位相で活動を展開して

たウスグロマダラウワバ雄成虫の飛翔リズム ( アクトグ

いた．1 日における活動のピーク位相は，暗期開始後 9.5

ラフ実験 ) について示したい次第である．飛翔活動は，

時間であった (Fig. 2B)．1 日当たりの活動時間は，僅か

1 頭のみからの記録であるが，得られた結果が非常に鮮

1.5 時間程度である (Fig. 2A)．この現象を端的に説明す

明であったのと，山村 ( 未発表 ) のオオマダラウワバ活

ると，雄の強い飛翔活動を呈する部分は，即ち雌探索

動記録と酷似していた為，この場に報告しておきたいと

飛翔で，普通は，雌も雄の活動に対して同調する様に，

考えた．

従っ
コーリングを行う (e.g. Mazor & Dunkelblum, 2005)．
て，ウスグロマダラウワバは夜間の後半部分に 1.5 時間

蛾

類

通

信
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グラムによる実験は，かなり明瞭な結果が得られるが故，
蛾の活動を知る上で重要な手掛かりになり得るのではと
思われる．今後，追加の調査が得られたらならば追って
報告したい．
引用文献

Behounek, G., G. Ronkay, & L. Ronkay, 2010. Plusiinae
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Mazor, M & Dunkelblum, E., 2005. Circadian rhythms
of sexual behavior and pheromone titers of two
closely related moth species Autographa gamma and
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Cornutiplusia circumflexa. J. Chem. Ecol. 31: 2153-2168.
宮田 彬 , 1983. キンウワバ亜科 . 蛾類生態便覧 1: 590-

599. 昭和堂印刷出版事業部 , 長崎 .
守屋博文・加藤房郎 , 2012. チョウ目 Lepidoptera. 津久
井町の昆虫 III: 75-130. 津久井町史調査報告書 , 相模原
市.
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B

繁郎 , 1982. キンウワバ亜科 . 井上寛ほか , 日本産蛾
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山村

聖・佐々木正己 , 2008. キンウワバ亜科の生態学 I.

蛾類通信 250: 460-473.

Fig. 2. Flight activity of adult male Abrostola sugii. A.
Double-plotted actogram. B. Mean daily activity from
actogram for 27 days (*calculation range indicates in ﬁg.
2A left side).

山村

程度の活動を行う種であり，これに伴う配偶行動も恐ら

Summary Life history of Abrostola sugii Dufay (Noctuidae:

くこの部分へ集中してくるはずである．未発表データで

Plusiinae) that its distributional range is restricted

あるが，オオマダラマダラウワバについての雌雄の活動

within the Japan is little known. In this report, actograph

データは既にかなり収集しており，これに依れば，雄に

experiment demonstrates a daily flight activity of adult

聖・佐々木正己 , 2009. キンウワバ亜科の生態学

II. 蛾類通信 254: 79-95.

よる雌探索飛翔の位相は，ウスグロと全く区別出来ず，

male A. sugii . The male activity, as female searching,

質的にもほぼ完全に一致していた．オオマダラマダラウ

clearly concentrates at a peak of 9.5 hours (range: 1.5

ワバにおける雌のコーリングも，雄の活動時間帯と一致

h) after light off under 12L-12D light conditioning. In

し，観察上，交尾の発生も同一時間帯であった．これに

congenerous A. major Dufay, those activities of male ﬂight,

加えて，ウスグロマダラウワバについて宮田 (1983) は，

female calling and mating time, which has been plentifully

後半夜型として活動をする種と位置づけ，夜の後半に燈

recorded as my unpublished data, show indistinguishable

火へ飛来すると報じている．宮田の記述と今回得られた

individuality from A. sugii. However, the data is only from

雄の活動データとがピタリと一致した事実は，本種の主

one male sample, underlying an analogy between allied

要な活動時間帯が「明け方に近い」事を示す強い裏付け

two moth species is implying that the mating time of A.

になるであろう．もちろん，野外で活動する蛾が，様々

sugii would seems occurring mainly late at night (i.e. near

な環境の要因を受けるのに対して，安定した実験室内で

at dawn).

のそれとでは背景が異なり，その結果，それぞれの記録

( 例：燈火への飛来時刻 ) に差異が見いだされる可能性
があるのは言うまでもない．それを考慮しても，アクト
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ソトモンツトガとキオビカナサンツトガの四国の追加記録
増

井

武

彦

760-0013 香川県高松市扇町 1-25-51

Additional records of Miyakea expansa (Butler) and Metaeuchromius flavofascialis Park (Crambidae,
Crambinae) from Shikoku
Takehiko Masui
Japan Heteroceristsʼ J. 268: 452-453. August 2013.

Fig. 1. Metaeuchromius flavofascialis Park, ♀ (Kamo, Saijoshi, Ehime Pref.).
ごく最近，日本産 Miyakea ( ソトモンツトガ ) 属の再検
討がなされ，日本には 4 種が産することが明らかになっ
た ( 佐々木，2009，2012)．この報告で本州産のソトモ
ンツトガと考えられた種は新種ニセソトモンツトガであ
ることが判明し，四国産のみが Miyakea expansa (Butler)
ソトモンツトガとなっていた．これを機会に筆者が四
国内各地で採集しているソトモンツトガの標本データ

Fig. 2.Female genitalia of Metaeuchromius flavofascialis
Park.

を整理したので発表しておきたい．なお，四国にも M.
consimilis Sasaki ニセソトモンツトガが分布する可能性
もあり，外観では判断することが難しいとのことから，

1982; 1 ♂ , 15. V. 1983；2 ♀ , 11. IX. 1983 (1 ♀ 佐 々 木

佐々木明夫氏に交尾器で 2 ♂♀の確認をお願いした．そ

明夫氏保管 ). 那賀郡木沢村大美谷ダム (540m): 1 ♂ , 18.

の結果はソトモンツトガ 1 種であったので，全てソトモ

VII. 1982.

ンツトガとして報告する．また，近縁のキオビカナサン
ツトガも採集しているので，産地環境についての若干の
考察とともに報告しておく．
なお，ソトモンツトガの同定とキオビカナサンツトガ
♀の写真および交尾器の写真を本報告に快く提供いただ
くとともに，多くのご指導を賜った佐々木明夫氏に深謝
する．
Miyakea expansa (Butler) ソトモンツトガ
〔徳島県〕
那 賀 郡 木 沢 村 西 三 子 山 岸 峯 (600m): 2 ♀ , 23. VIII.

〔香川県〕
小豆郡内海町寒霞渓ロープウェイ紅雲亭駅 (300m): 1
♂ 4 ♀ , 29. V. 1982 (1 ♂ 佐々木明夫氏保管 ). 寒霞渓四方
指 (700m): 1 ♀ , 29. V. 1982.
高 松 市 石 清 尾 山 摺 鉢 谷 (120m): 10exs, 1. IX. 1991;

2exs, 20. VI. 1993; 1ex., VII. 1993.
〔愛媛県〕
伊予三島市富郷津根山 (400m): 1ex., 15.VI. 1985.
愛 媛 県 西 条 市 下 津 池 止 呂 峡 (300m): 1ex., 11. VIII.

1991; 1 ♂ , 8. IX. 1991; 1 ♂ , 19. IX. 1992 ( 佐々木明夫氏
保管 ); 1 ♂ , 12. VII. 1996.

蛾

類

通

信

西条市加茂八之川トンネル南出口付近 (100m): 1 ♂ ,

12. VII. 1996.
新居浜市別子ライン清滝 (450m): 1 ♀ , 9. IX. 1991.
上 浮 穴 郡 久 万 町 直 瀬 古 岩 屋 (500m): 1 ♀ , 25. VIII.

1984.
北宇和郡松野町滑床藤生 (280m): 1 ♂ , 27. VIII. 1984;

1 ♀ , 15. VI. 1985.
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ている．
なお本種の♀の写真と交尾器の写真は初である．
♀：開張 14.5mm. 翅形，斑紋とも♂に比べて特に違
いはない．
交尾器：antrum はカップ状，弱く骨化する；ductus

bursae は膜状で長く，U 字状に 2 回反転してから骨化し
た大きな嚢状となる；corpus bursae は長楕円形；signum
はない．

四国での記録は，佐々木 (2009) が高知県香美市別府
産の 1 ♂ 1 ♀，高知県本川村長沢産の 1 ♀，愛媛県久万

引用文献

町古岩屋産の 3 ♀を被検するまで，愛媛県面河 ( 石原ら，

石原

保・宮武睦夫 ･ 久松定成・枝重忠夫・佐々木幸太，

1953) と，高知県高知市，須崎市 ( 小島ら，1962) の古

1953．石鎚山と面河渓の昆虫相．四国昆虫学会会報 3

い記録のみであった．

(Suppl.): 1-137, 8pls.

今回上記のように四国四県 11 か所で 8 ♂ 12 ♀のほか
に 16exs を確認できた．採集データから，発生は 5 〜 9
月の年 2 〜 3 化が推定される．今回発表にあたって，岩
場の調査を始めた時から本種が稀に採集できだしたこ
とが明瞭になってきた．結局，岩場に関係した 26 地点
で調査したうち 11 地点で 36 個体の本種を確認してい
る．逆に岩場とは言えない 213 地点からは 1 頭も得てい
ない．図鑑で珍しい種と書かれているのは，当時は樹木
の多いところばかりでの採集が主であったため，岩場で
のアクセスがほとんどなかったのが原因であると思われ
る．しかし，筆者の岩場での調査経験 ( 四国内 26 地点，

196 回 ) から確認された個体数はごく少ないので，岩場
に行けばいつでもたくさん採れる種ではないように思わ

小島圭三・和田豊洲・中村重久・河上友三・岩崎起久子，

1964．四国産ガ類．高知大学学術研究報告 13，自然
科学 2 (4): 1-106.
真鍋泰彦，2010. 南四国の記録しておきたい蛾類 2. 誘蛾
燈 199: 15-19.
間野隆裕・佐々木明夫，2008．キオビカナサンツトガの
本州 ( 三重県 ) からの記録．蛾類通信 250: 452.
佐々木明夫・永井洋三，2007．日本未記録のツトガ亜科
の 1 種．蛾類通信 242: 306.
佐々木明夫，2009．日本のソトモンツトガ属 (Miyakea)
の種とその分布について．誘蛾燈 195: 1-16.
佐々木明夫，2012．日本のソトモンツトガ属の再検討と

1 新種の記載 (Miyakea)．蛾類通信 264: 337-340.

れ，依然として珍しい種には変わりないと思われる．
Summary 8 ♂ 12 ♀ and other 16exs of Miyakea expansa
Metaeuchromius flavofascialis Park

(Butler) were collected from eleven localities in Shikoku.

キオビカナサンツトガ (Fig. 1)

All localities are in rocky areas. Recently, Sasaki (2009,

徳島県海部郡海南町轟神社 (220m): 1 ♂ , 6. VII. 1985.
愛媛県西条市加茂八の川トンネル南出口付近 (100m):

1 ♀ , 8. IX. 1991 ( 佐々木明夫氏保管 ).
高知県土佐郡土佐山村工石山高川 (600m): 1 ♂ , 21.

VIII. 1985.

Yugato 195: 1-15; 2012, Japan Heterocerists’ J. 264:

337-340) revealed that four species of Miyakea were
distributed in Japan, and M. expansa has been recorded
only from Shikoku. In addition, 2 ♂ 1 ♀ of Metaeuchromius
flavofascialis Park, a rare species belonging to an allied

genus of Miyakea, were also collected from three localities
本種は前種によく似た斑紋を有しているが，極端に小

in Shikoku, all places are located along mountain streams

さく，採集が困難なこともあるかもしれない．徳島県荒

in valleys. The female genitalia of M. flavofascialis are

谷 1 ♂ ( 佐々木・永井，2007)，三重県大杉谷，不動谷で

presented for the ﬁrst time.

の各 1 ♂ ( 間野・佐々木，2008) の計 3 ♂と，高知県安居
渓谷 ( 真鍋，2010) の 1 ♀しか記録がなかった．前種と
異なって本種の四国内における 3 産地はいずれも渓谷の
谷筋という共通点があり，三重県の産地の状況とよく似
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奄美大島で得られた日本未記録のヤガ科シタバガ亜科の偶産蛾 2 種について

柳

田

慶

浩

234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台 4 丁目 5-22-402

First records of Chrysopera combinans (Walker) and Bastilla properata (Walker) (Noctuidae, Catocalinae)
from Amami-oshima Island, Japan
Yoshihiro Yanagita
Japan Heteroceristsʼ J. 268: 454-455. August 2013.

Fig. 1. Chrysopera combinans (Walker). Fig. 2. Bastilla properata (Walker).
奄美大島在住の鮫島真一氏は，同島内の湯湾岳におい

Insects Colln Br. Mus. 14: 1399.

て見慣れない偶産蛾と思われるヤガ科シタバガ亜科 2 種

開張 45mm ( ♀ )．スリランカをタイプ産地として記載

を採集し，福田輝彦氏を経由して著者に同定の依頼をさ

された．本種は両翅全体が紫を帯びた黒褐色を呈するが，

れた．筆者はこの 2 種が日本未記録種であることに気付

前翅頂近くに半円状の乳白色紋並びに，後翅頂から縁毛

き，更に岸田泰則氏に同定を依頼したところ，以下の種

を含めて朱を帯びた鮮やかな黄色の半月紋 ( 後翅の 1/3

と判明したので新称を付して記録したい．本報告にあた

ほどを占める ) を持つのが特徴である．日本産で他にこ

り，標本の開示承諾を頂いた鮫島真一氏始め，中継ぎ頂

のような特異な斑紋を持つ種は見当たらない．Holloway

いた福田輝彦，写真撮影を頂いた中尾健一郎，同定の労

(2005) や Kononenko & Pinratana (2005) によると，イン

を頂いた岸田泰則の各氏に感謝しお礼申し上げる．

ド北部，ヒマラヤ地方から東南アジアを経て，オースト

両種の採集データは次の通りである．鹿児島県宇検村

ラリアまでの熱帯地域に広く分布するとされる．

湯湾岳登山口展望公園，標高 473m 地点
採集年月日：2012 年 6 月 22 日．採集日直前には大型

2. Bastilla properata (Walker, 1858)

のダブル台風 (4 号及び 5 号 ) が相前後して付近の海上を

シラクモアシブトクチバ ( 新称 ) (Fig. 2)

通過したばかりであり，同夜には偶産蛾として稀に記録

Ophiusa properata Walker, 1858, List specimens lepid.

のある Lyssa zampa (Butler) マサキオオツバメも 2 頭が飛

Insects Colln Br. Mus. 14: 1433.

来したとのことである．著者はまさに時を同じくして，

開張 45mm ( ♀ )．インドをタイプ産地として記載さ

日本蛾類学会開催の採集例会「みくに会」に参加した沖

れた．Parallelia 属およびその近縁属には近似する種が

縄島国頭村において，マサキオオツバメ並びに国内で 2

多く，前翅外横線と中横線の外側がぼかした白帯状，後

例目となるフルカワホソヤガを採集 ( 柳田，2013) した

翅中央は白帯であるなど，特に P. stuposa アシブトクチ

ことからも，この二つの台風の及ぼした影響は殊の外多

バに良く似ている．しかし，本種の外横線は 3 峰からな

大であったことが伺える．

るヤマナミ状であることで区別できる．Kononenko &

Pinratana (2005) によると，本種の生息域はインド，タイ，
1. Chrysopera combinans (Walker, 1857)

スラウェシ，ニューギニアとされているが，広く東南ア

アトツマキクチバ ( 新称 ) (Fig. 1)

ジアに分布していると思われる．

Achaea combinans Walker, 1857, List specimens lepid.
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Haruta, T., 1993. Noctuidae: Catocalinae and Ophiderinae
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Aganainae, Eutheliinae, Stictopterinae, Plusiinae,
Pantheinae, Acronictinae and Agaristinae. Brothers of St

Gabriel, Thailand.
柳田慶浩，2013．沖縄島で得られたツバメガとホソヤガ
の偶産蛾．蛾類通信 267: 429.

Noctuidae, subfamily Catocalinae. Malay. Nat. J. 58 (14): 1-529.
岸田泰則編 , 2011. 日本産蛾類標準図鑑 2. 416pp. 学研教
育出版 , 東京 .

Summary One female of Chrysopera combinans (Walker,

1857) and one female of Bastilla properata (Walker, 1858)
were collected firstly in Japan at Amami-oshima Island,

Kononenko, V.S. & A. Pinratana, 2005. Moths of Thailand

Kagoshima Pref. Both moths seem to be advected by the

Vol. 3. Noctuidae: an illustrated catalogue of the Noctuidae

two typhoons which had successively passed over the

(Insecta, Lepidoptera) in Thailand Part 1: Subfamilies

island just before the collecting day.

Herminiinae, Rivulinae, Hypeninae, Catocalinae,

Phigaliohybernia fulvinfula Inoue, 1942, the third winter geometrid moth recorded in Taiwan
(Geometridae, Ennominae)

Shipher Wu 1), Wei-Chun Chang 2), Mamoru Owada 3), Hideo Nakajima 4)
1)
Department of Entomology, National Taiwan University, Taipei, Taiwan. Address: 27, Lane 113, Sec. 4, Roosevelt Rd.,
Taipei, Taiwan 106, E-mail: shipher@gmail.com
2)
Forestry Bureau, Council of Agriculture Executive Yuan, No. 2, Hangchou S. Rd., Sec. 1, Taipei, Taiwan, E-mail:
enyagene@gmail.com
3)
Department of Zoology, National Museum of Nature and Science, Amakubo 4-1-1, Tsukuba, 305-0005 Japan, E-mail:
owada@kahaku.go.jp
4)
19-18, Shimosueyoshi, Tsurumi, Yokohama, Kanagawa, 230-0012 Japan, E-mail: fuyusyaku@ybb.ne.jp

Japan Heteroceristsʼ J. 268: 455-456. August 2013.

Fig. 1. Male of Phigaliohybernia fulvinfula Inoue, Taiwan.

The fauna of winter geometrids in Taiwan was
explored in the previous studies (Nakajima, 1990;
1994) and only two species, i.e. Operophtera brunnea
Nakajima, 1991 (= O. variabilis Nakajima, 1991)
and Phigalia owadai Nakajima, 1994 were recorded.

Recently we collected a male specimen belonging
to the genus Phigaliohybernia Inoue, 1942 in Xicun
(1,090m), northern Taiwan. Having compared to P.
fulvinfula Inoue, 1942, an endemic species ranging
in Honshu, Shikoku and Kyushu, Japan (Nakajima,
1998; Sato, 2011), we proved the Taiwanese and
Japanese specimens are conspecific. Therefore, the
present discovery gives new biogeographic evidence
showing the range extension of P. fulvinfula, also the
third winter geometrid moth recorded in Taiwan. The
single specimen was deposited in Insect Collection,
Taiwan Forestry Research Institute, Taipei, Taiwan
(TFRI).
Phigaliohybernia fulvinfula Inoue, 1942 (Fig. 1)
Phigaliohybernia fulvinfula Inoue, 1942: 18.
Specimen examined. ♂ , Taiwan, Taoyuan County,
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摘要
チャオビフユエダシャク，台湾から 3 種目の冬尺蛾発見
（シャクガ科，エダシャク亜科）（呉士緯・張維君・大和
田守・中島秀雄）
台湾の冬尺蛾は Operophtera brunnea Nakajima ナミス
ジフユナミシャクと Phigalia owadai Nakajima の 2 種が知
られていたが，北部の常緑広葉樹と落葉広葉樹の混交す
る原生林で P. fulvinfula Inoue チャオビフユエダシャクを
採集することができたので，新記録種として報告する．
台湾，桃園縣復興郷西村，1 ♂，2012 年 3 月 15 日，呉
士緯・張維君・大和田守採集．
本種は日本固有で，近縁種が朝鮮半島からロシア沿海
州に分布するとされているが，今回採集した個体は，日
本産と同じ種と同定できた．
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クロスジシロコブガの幼生期について ( コブガ科コブガ亜科 )
那

須

義

次

583-0862 大阪府羽曳野市尺度 442 大阪府病害虫防除所

國

本

佳

範

634-0813 奈良県橿原市四条町 88 奈良県病害虫防除所

Immature stages of Nola taeniata Snellen (Nolidae, Nolinae)
Yoshitsugu Nasu and Yoshinori Kunimoto
Japan Heteroceristsʼ J. 268: 457-459. August 2013.

Figs 1-5. Nola taeniata Snellen. 1-2. Mature larvae. 3. Pupa, frontal view. 4. Pupa, lateral view. 5. Cocoon, lateral view.

著者の一人，國本は 2012 年 9 月 5 日，奈良県桜井市芝
にある水田でイネの穂についている見慣れない毛虫 2 個
体 (Fig. 1) を発見した．イネの葉を与えて室温条件で飼

かった．今回，クロスジシロコブガの幼生期について，
初めて図示するとともに記載する．
佐々木明夫，神保宇嗣，宮田

彬および広渡俊哉の各

育を続けたが，摂食することはなく，すぐに繭を造り，

氏には文献の紹介および文献複写等でお世話になった．

9 月 14 日と 18 日にそれぞれ羽化した．羽化標本を那須

厚く御礼申し上げる．

が検討したところ，コブガ科 Nolidae コブガ亜科 Nolinae
のクロスジシロコブガ Nola taeniata Snellen であった．

老熟幼虫 (Figs 1-2)：体長約 9mm．頭部は淡褐色．胴

本種は，開張が 11-14mm の白い地色に黒色の斑紋があ

部は黄褐色，背線は淡色で明瞭．中胸から腹部にかけて

る小さな蛾で，本州以南，朝鮮半島，台湾，中国，東南

の D2，SD 刺毛群隆起域は黒色をおび，D2 と SD 刺毛群

アジア，オーストラリアに広く分布している ( 佐々木，

隆起は発達し，長い褐色の刺毛をもつ．中胸と後胸の左

2011)．本種の幼虫については，服部 (1965) が形態を簡

右の D2 刺毛群隆起は 1 本ずつのかなり長い刺毛を有し，

単に記載しただけであり，今まで図示されることはな

とくに後胸のものが非常に長い．腹部の D1 刺毛群隆起
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はあまり発達せず，刺毛は短い．腹部第 1 節と 2 節の D1

ustipennis (Hampson) は 富 永 (2004)， ク ロ フ マ エ モ ン

刺毛群隆起は黒く，1 対の黒斑を有するように見える．

コ ブ ガ Nola innocua Butler と メ ヒ ル ギ コ ブ ガ N. furumii

腹脚は長く，腹部第 3 節の腹脚を欠く．採集した幼虫は

Sasaki & Jinbo は 駒 井 (2011)， ミ ス ジ コ ブ ガ N. trilinea

すぐに蛹化したため，老熟幼虫であったと考えられた．

Marumo は林 (2006) と富永 (2006)，カズナリコブガ N.

蛹 (Figs 3-4)：体長約 5mm．円筒形で，茶褐色．腹端

kazunarii Inoue は 富 永 (2006)， リ ン ゴ コ ブ ガ Evonima

部は円く，尾突起を欠く．気門は小さく，楕円形．
繭 (Fig. 5)：長さ約 7mm，幅約 2.5mm，上面に 2 つの

mandschuriana (Oberthür) は服部 (1965) と杉 (1987)，ク
ロスジコブガ ʻMeganolaʼ fumosa (Butler) は服部 (1965)，

瘤を有するボート型．植物繊維を綴りあわせて造られて

杉 (1987) と村瀬 (2007)，ヘリグロコブガ ʻMe.ʼ costalis

いた．

(Staudinger) と ナ カ グ ロ コ ブ ガ ʻMe.ʼ mediofascia (Inoue)

寄主植物：シロツメクサ ( クローバー ) Trifolium repens

は 杉 (1987)， ニ セ オ オ コ ブ ガ ʻMe.ʼ protogigas (Inoue)

L. ( マメ科 )，スギナ Equisetum arvense L. ( トクサ科 ) ( 服

は 村 瀬 (2007)， オ オ コ ブ ガ ʻMe.ʼ gigas (Butler) は 安 田

部，1965)；ヒデリコ Fimbristylis littoralis Gaudich. ( カヤ

(2012)，イナズマコブガ ʻMe.ʼ triangulalis (Leech) は富永

ツリグサ科 ) (Robinson et al., 2001)；イネ Oryza sativa L.

(2006)，エチゴチビコブガ ʻMe.ʼ strigulosa (Staudinger) は

( イ ネ 科 )， ワ タ Gossypium arboreum L. var. obtusifolium

小木 (2004)，ヨシノコブガ Manoba melancholica (Wileman

(Roxb.) Roberty ( ア オ イ 科 )， ク ワ Morus alba L. ( ク ワ

& West) は杉・村瀬 (2000)，トビモンコブガ Ma. major

科 )，ウマゴヤシ Medicago polymorpha L. ( マメ科 ) など

(Hampson) は 富 永 (1999, 2006)， テ ン ス ジ コ ブ ガ Ma.

(Institute of Zoology, Academia Sinica, 1982)．幼虫がイ

brunellus (Hampson) は富永 (2006) を参考にした．

ヌナツメ Ziziphus mauritiana Lam. ( クロウメモドキ科 ) の
葉上にいたという記録もある (Robinson et al., 2001)．
今回，幼虫がイネの穂についていたが，イネの葉あ

引用文献
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ロスジシロコブガを比較したところ，既知の種とは形態
がかなり異なり，次の特徴をもつことにより本種は容易
に識別できると思われる．①終齢幼虫の色彩は黄褐色，
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鱗翅類 : 882, pl. 210. 東海大学出版会，秦野市．
村瀬ますみ，2007．クロスジコブガの白色型幼虫．誘蛾
燈 190: 125-126.
日本応用動物昆虫学会，2006．農林有害動物・昆虫名鑑
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上面に 2 つの瘤を有する．幼生期の比較に用いたコブ
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類の生態．蛾類通信 240: 273-275.

butterfly caterpillars of the Oriental region. 744 pp. The

安田

Natural History Museum & Southdene Sdn Bhd, Kuala

守，2012．イモムシハンドブック 2. 100 pp. 文一

総合出版，東京．

Lumpur.
佐々木明夫，2011．コブガ亜科．岸田泰則編，日本産蛾
類標準図鑑 2: 38-40, pls. 2-029-031, 170-181. 学研教育

Summary Immature stages of Nola taeniata Snellen

出版，東京．

(Nolidae, Nolinae) were illustrated for the ﬁrst time.

Stehr, F.W., 1987. Nolidae. In Stehr, F.W. (ed), Immature

Mature larva: Length about 9mm. Body yellowish

Insects 1: 548-549. Kendall/ Hunt Publishing Company,

brown; dorsal line pale, conspicuous; D2 and SD verrucae

Dubuque, Iowa.

areas black. D1 verrucae small; D2 and SD verrucae

杉

繁郎，1987．コブガ科．杉繁郎編，
日本蛾類生態図鑑 :

large; D2 verrucae of mid- and hind-thoraces with a very

182-183, pl. 88. 講談社，東京．

long seta, respectively. D1 verrucae of second and third

繁郎・村瀬ますみ，2000．クリの花穂に寄生するヨ

杉

abdominal segments black. Prolegs of third abdominal

シノコブガの幼虫．蛾類通信 211: 201-202.
富永

segment lacking.

智，1999．トビモンコブガの食草はサルスベリ．

Pupa: Length about 5mm. Body cylindrical, brown.

蛾類通信 203: 41-42.
富永

Terminal end of abdomen round, without a cremaster.

智，2004．モモタマナコブガの追加食草．蛾類通

Spiracle small, oval.

信 231: 99-100.
富永

マエジロオオマダラメイガ沖縄島に産す
岸

Cocoon: Length about 7mm, width about 2.5mm. Boat

智，2006．沖縄本島でみられる 6 種のコブガ科蛾

田

泰

則

155-0031 東京都世田谷区北沢 5-20-1-103

shape; upper surface with two swellings.

宮

城

秋

乃

900-0032 沖縄県那覇市松山 2-2-13
日産商事ビル 1F MBE155

First record of Euzophera watanabei Roesler & Inoue (Pyralidae, Phycitinae) from Okinawa-jima Is., the Ryukyus
Yasunori Kishida and Akino Miyagi
Japan Heteroceristsʼ J. 268: 459. August 2013.
Euzophera watanabei Roesler & Inoue, 1980 マエジロオ
オマダラメイガは，対馬をタイプ種として記載された大
型で顕著なマダラメイガである．産地は，山中 (2013)
によると，本州（東海以西）
，四国，九州，朝鮮半島と
なっているが，南西諸島からは今まで記録はなかった．
筆者らは沖縄島東村での夜間採集で本種を採集している
ので，沖縄島初記録として報告する．
沖 縄 県 沖 縄 島 東 村 高 江 ( ひ が し そ ん た か え ), 2 ♂ ,

4-13. ii. 2013 ( 岸田泰則，宮城秋乃採集 ) (Fig. 1).
本種の同定並びにいろいろご教示下さった秋田市在住
の佐々木明夫氏に深く感謝する．

Fig. 1. Euzophera watanabei Roesler & Inoue.
引用文献
井上

寛 , 1982. マエジロオオマダラメイガ . 日本産蛾類

大図鑑 1: 388. 講談社 , 東京 .
山中

浩 , 2013. マエジロオオマダラメイガ . 那須義次・

, 日本産蛾類標準図鑑Ⅳ . 学
広渡俊哉・岸田泰則（編）
研教育出版 . 東京 .
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関東地方で得られた注目すべき蛾類
阪

本

優

介

252-0001 神奈川県座間市相模が丘 1-27-22
ルネ小田急相模原モア・ステージ 1201

飯

森

政

宏

335-0002 埼玉県蕨市塚越 6-28-11

Some noteworthy moths collected in Kanto district
Yusuke Sakamoto and Masahiro Iimori
Japan Heteroceristsʼ J. 268: 460-462. August 2013.
筆者らが 2011 年を中心に神奈川県，東京都，埼玉県
において採集した注目すべき蛾類について報告する．今
回取り上げた種で神奈川県で採集された種は河川敷のも
のが多く，ホストとの関係性も含め今後とも調査が必要
と思われる．今回の発表において同定して頂いた神保宇
嗣，岸田泰則，金子岳夫，佐藤力夫の各氏及びフチベニ
ヒメシャクに関する情報を提供いただいた野澤興一氏に

神奈川県相模原市南区大沼：2 ♂ 1 ♀ , 16. VI. 2012, 阪
本優介採集．
神奈川県初記録．本種は Hypomecis 属で唯一年 1 化で
あり，平地では 6 月頃に発生する．2011 年に東京都小金
井市の記録 ( 西海，2012) がある．地味で人気の無い蛾
という事もあるだろうが，同属のウスバミスジエダシャ
クやオオバナミガタエダシャクと酷似するため誤同定さ

この場を借りて感謝申し上げる．

れている可能性がある．筆者の一人阪本はこの日採集し

Cossus insularis (Staudinger) ヒメボクトウ (Fig. 1)

間に多産すると思われる．そして，今後の調査や過去の

神奈川県相模原市緑区大島：1ex., 26. VII. 2011, 阪本
優介採集．
神奈川県初記録．コンビニの灯りに飛来した個体を採
集した．
Loboschiza koenigiana (Fabricius)
センダンヒメハマキ (Fig. 2)
神奈川県愛甲郡愛川町：1ex., 10. IX. 2011, 阪本優介
採集．
センダンにつく小型のハマキで暖地性の蛾．河川敷の
街灯に飛来した個体を採集した．神奈川県では厚木市で

1 ♀採れているのみで，この記録は 2 例目となる．
Acleris phantastica Razowski & Yasuda アカネハマキ (Fig. 3)
埼玉県秩父郡小鹿野町河原沢：1ex., 15. X. 2010, 阪本
優介採集
埼玉県初記録．ライトトラップにて採集．埼玉県のミ

た 3 個体の他に多くの本種を見たので，当地では短い期
採集品の再検討で記録が増えると思われる．
Larerannis filipjevi Wehrli フタマタフユエダシャク (Fig. 7)
埼玉県秩父市大滝：1 ♂ , 7. IV. 2011, 飯森政宏採集．
埼玉県初記録．街灯に飛来した個体を採集した．関東
近辺では山地に生息する冬尺蛾．
Idaea jakima (Butler) フチベニヒメシャク (Fig. 8)
神奈川県愛甲郡愛川町：1ex., 10. IX. 2011, 阪本優介
採集．
神奈川県箱根町駒ケ岳登り口：2 ♀ , 5. IX. 1983, 中島
秀雄採集．神奈川県湯河原町しとどのいわや：1 ♀ , 14.

IX. 1983, 中島秀雄採集．
神奈川県初記録．河川敷の街灯に飛来した個体を筆者
の一人阪本が採集．過去の標本を金子氏に調べて頂いた
ところ，中島氏による採集品があったのでここで報告し
ておく．初記録なのは見逃されているだけで県内には広

クロの記録は調査によって今後増えるものと思われる．

く分布していると推測する．

Epipsestis nigropunctata perornata Inoue

Triphosa vashti vashti (Butler) クロヤエナミシャク (Fig. 9)

ウスムラサキトガリバ (Fig. 4)
埼玉県秩父郡小鹿野町河原沢：1ex., 29. X. 2010, 飯森
政宏採集．
埼玉県初記録．水銀灯ライトトラップに飛来した個体
を採集した．関東地方近辺では山地に生息する．
Hypomecis akiba (Inoue) アキバエダシャク (Figs 5-6)

埼玉県秩父市大滝：1ex., 15. X. 2010, 阪本優介採集．
埼玉県初記録．街灯に飛来したものを採集．
Rhodinia fugax fugax (Butler) ウスタビガ

(gynandromorph) (Fig. 10)
埼玉県秩父市中津川：1ex., 29. X. 2010, 飯森政宏採集．
ウスタビガ本州以南亜種の gynandromorph を採集し
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Fig. 1. Cossus insularis (Staudinger) ヒメボクトウ . Fig. 2. Loboschiza koenigiana (Fabricius) センダンヒメハマキ . Fig. 3.
Acleris phantastica Razowski & Yasuda アカネハマキ . Fig. 4. Epipsestis nigropunctata perornata Inoue ウスムラサキトガリ
バ . Figs 5-6. Hypomecis akiba (Inoue) アキバエダシャク . Fig. 7. Larerannis filipjevi Wehrli フタマタフユエダシャク . Fig.
8. Idaea jakima (Butler) フチベニヒメシャク . Fig. 9. Triphosa vashti vashti (Butler) クロヤエナミシャク . Fig. 10. Rhodinia
fugax fugax (Butler) ウスタビガ . Fig. 11. Aloa lactinea (Cramer) マエアカヒトリ . Fig. 12. Eligma narcissus narcissus (Cramer)
シンジュキノカワガ . Fig. 13. Hypenomorpha falcipennis (Inoue) チビトガリアツバ . Fig. 14. Parallelia dulcis (Butler) ヒメ
アシブトクチバ . Fig. 15. Data clava (Leech) ツマナミツマキリヨトウ . Fig. 16. Pygopteryx suava Staudinger ヨスジアカヨ
トウ . Fig. 17. Mythimna simplex japonica (Yoshimatsu) ツマグロキヨトウ .
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た．左右完全分離型ではなく，所々入り混じってるタイ
プと思われる．交尾器は検していない．
Aloa lactinea (Cramer) マエアカヒトリ (Fig. 11)
神奈川県愛甲郡愛川町：1ex., 6. VIII. 2011, 阪本優介
採集．
神奈川県厚木市船子 , 東京農業大学厚木キャンパス：

1ex., 30. VII. 2010, 菊地波輝採集．
関東地方では 2008 年に埼玉県熊谷市で再発見され，

No. 268, 2013

優介採集．
神奈川県内の記録は愛川町で 1 例 ( 神奈川昆虫談話会，

2004) あるのみ．筆者の一人阪本は 2 年連続で同じ場所
で採集しているので愛川町では安定した発生があるもの
と思われる．
Pygopteryx suava Staudinger ヨスジアカヨトウ (Fig. 16)
神奈川県愛甲郡愛川町：1ex., 8. X.2011, 阪本優介採集．
神奈川県 4 例目．県内では川崎市生田緑地で 3 例ある

神奈川県でも平塚市から記録された．筆者の一人阪本は

のみ ( 神奈川昆虫談話会，2004)．新産地として報告し

愛甲郡の街灯で本種を採集しているほか，私信で菊地波

ておく．生田緑地ではほぼ毎年安定的にみられるという．

輝氏より厚木市の農大キャンパスから得られた個体の報
告も受けており，ここで記録しておく．

Mythimna compta (Moore) アトジロキヨトウ

Eligma narcissus narcissus (Cramer)

採集．

神奈川県愛甲郡愛川町：1ex., 13. IX. 2012, 阪本優介
シンジュキノカワガ

(Fig. 12)
埼玉県秩父市三峰：1ex., 3. X. 2012, 飯森政宏採集．

神奈川県 3 例目．2005 年にも相模原市で記録がある

( 相模原市編，2009)．記録が少ないので土着しているか
今後の調査が必要だと思う．

埼玉県秩父郡小鹿野町河原沢：1ex., 15. X. 2010, 大熊徹
採集．
埼玉県 2, 3 例目．最初の記録は皆野町金沢 ( 埼玉昆虫
談話会 , 1998)．小鹿野町の記録は大熊徹氏の私信による
もの．尚，大熊氏採集の標本は飯森が保管している．双
方とも水銀灯のライトトラップに飛来．
Hypenomorpha falcipennis (Inoue) チビトガリアツバ (Fig. 13)
神奈川県愛甲郡愛川町：1ex., 10. IX. 2011, 阪本優介
採集．
神奈川県初記録．河川敷の街灯に飛来した個体を筆者

Mythimna simplex japonica (Yoshimatsu)
ツマグロキヨトウ (Fig. 17)
神奈川県愛甲郡愛川町：1 ♂ , 6. VIII. 2011, 阪本優介
採集．
神奈川県初記録．河川敷の街灯に飛来した個体を採集．
北海道から本州中部にわたって局所的に産する．
Feralia sauberi (Graeser) ミヤマゴマキリガ
埼玉県秩父郡小鹿野町河原沢：1ex., 30. V. 2011, 飯森
政宏採集．

の一人阪本が採集．北海道と本州に記録があり，本州で

埼玉県 2 例目．最初の記録は旧大滝村三国峠 ( 埼玉昆

は岩手，長野，静岡などでわずかな記録があるのみであ

虫談話会 , 1998)．水銀灯ライトトラップに飛来した個体

る．小さくて地味な蛾のため見落とされている可能性と，

を採集．尚，標本は虫に食われ亡失している．

誤同定によって記録が少ない可能性も含めて今後検討が
必要であると思う．
Parallelia dulcis (Butler) ヒメアシブトクチバ (Fig. 14)
神奈川県愛甲郡愛川町：1ex., 27. VIII. 2011, 阪本優介
採集．
神奈川県内の記録は少ないようなので記録しておく．
およそ宮城県を北限とした本州，四国，九州，対馬に分
布するが局所的で少ない．
Data clava (Leech) ツマナミツマキリヨトウ (Fig. 15)
神奈川県愛甲郡愛川町：1ex., 27. VIII. 2011, 阪本優介
採集．神奈川県愛甲郡愛川町：1ex., 13. VIII. 2012, 阪本
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岸田泰則編 , 2011. 日本産蛾類標準図鑑 2. 416pp. 学研教
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日本産蛾類標準図鑑の Polyhymno 属 (Gelechiidae, Aristotelinae) の扱いについて
田

部

達

也

503-1324 岐阜県養老郡養老町大跡 170-2

Taxonomic status of the genus Polyhymno (Gelechiidae, Aristotelinae) in the book entitled Standard of
Moths in Japan
Tatsuya Tanabe
Japan Heteroceristsʼ J. 268: 463-466. August 2013.

Fig. 1. Thiotricha obliquata (Matsumura). Fig. 2. Thiotricha synodonta Meyrick. Fig. 3. Reuttia subocella Stephens.

はじめに

筆者は 1979 年から 4 年間，大阪府立大学の大学院に

おいて，Polyhymno 属を含む 1 群の分類学的研究を行っ

た．その間，幾つかの未知種と，属に対する幾つかの問

題点を発見したが，解決に向かう前に就職し，その後，
研究を進める機会を失った．また，所有していた標本は

大阪市立博物館の金沢至氏を通じ，大阪府立大学に寄贈
した．

とともに，Polyhymno iphmacha と同種であることから，

日本産の本グループにおける属名の混乱を起こす原因と

なったので，本種を含む日本産の Thiotricha 属の特徴を
以下に詳述する．

♂♀の触角は糸状．♂では多くの微毛に覆われる ( 種

によって例外あり )．♂の下唇鬚は第 2 節まで厚い鱗片

に覆われる．また，種によっては第 2 節基部から毛束を

持つものがある．第 3 節も同様に厚く鱗片に覆われる ( 種

今回，
「日本産蛾類標準図鑑 3」( 以下，標準図鑑 ) が

によって例外あり ) が，♀でも第 2 節は厚く鱗片に覆わ

確認したところ，幾つかの誤りを発見したので，ここに

に覆われるだけで，全体に細く見える．前翅翅脈は R4

2013 年に刊行され，筆者が対象としていたグループを

指摘する．

なお，長年研究から離れていたことから，1990 年代

れるが，♂ほどは厚くはない．また，第 3 節は薄く鱗片
と R5 は融合する．後翅では特に特徴はない．

♂交尾器のウンクスはへら状に伸びる．グナトスは強

以降の文献について，未見のものが多いので，これらの

く骨化し，長く伸びて曲がり，釣り針状を呈する．バル

コメントについては触れないことをご了承願いたい．

袋状の器官が存在する．

文献と標準図鑑におけるそれら論文の記載内容に対する
また，属名については後述するように，Polyhymno 属

は別の単系統群を示すもので使えないが，未解決の問題

があることから，今回は従来の扱いである Thiotricha 属
を暫定的に使用する．

日本産 Thiotricha 属の種と標準図鑑での扱いについて
Thiotricha obliquata (Matsumura, 1931) カギツマシマキバガ

= Oegoconiodes obliquata Matsumura, 1931
= Polyhymno iphmacha Meyrick, 1933

本種は松村 (1931) によって簡単な日本語記載を伴っ

て記載された種である．Oegoconiodes のタイプ種である

バはヴィンクルムと融合する．左右のバルバの内側には

♂腹部第 8 節は強く骨化し，後方に長く伸び，腹方か

ら見た場合，概ね長三角形の形態を持つが，種によって
その形状は異なり，固有の形状を持つ．

♀交尾器はブルサに粒状に骨化したシグヌムを通常 1

個持つが，それほど大きくは発達しない．

♀腹部第 8 節には♂の第 8 節に対応したと思われる

ポケット状の構造が存在する．

本種は講談社の「日本産蛾類大図鑑」( 以下，大図鑑 )

で正しく図示されているが ( 森内，1982)，標準図鑑 ( 坂

巻，2013) で本種とされている個体 (ﬁg. 3-36-34) は次種

T. synodonta である．標準図鑑で本種と見なされるのは
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“Polyhymno sp. 1” として図示されている個体 (ﬁg. 3-36-

属の扱いの問題

の良い個体の標本を図示する (Fig. 1)．本種の斑紋は次

ずれを使用するかについては様々な扱いがなされている

があり，前翅基部から伸びる錐状の白条と繋がる．次種

が類似しており，交尾器においても共通性が見られるこ

35) と思われるが，状態が悪いため確定できない．状態

種に似るが，前翅基部周辺から前縁に沿って現れる白条

では前縁部の白条が出ないことで区別ができる．なお，

本グループについて Polyhymno 属と Thiotricha 属のい

が，斑紋や翅形 ( 前翅端が鈎条に突出するように見える )
とから，Thiotricha 属を Polyhymno 属に含めるかどうか

本種はかなり稀なようで，著者は数個体しか実見してい

の解釈に問題がある．その問題点を以下のように整理し

Thiotricha synodonta Meyrick, 1936 カギツマスジキバガ

Chambers, 1874 をタイプ種として記載されている．こ

ない．

本種は大図鑑で正しく図示されている．標準図鑑で

は前述のように “Polyhymno obliquata” とされている個

ておく．

Polyhymno 属 は 北 米 産 の Polyhymno luteostrigella

の属は他に南米にも生息し，南アフリカでも多く記載さ

れている (Janse, 1950)．この属では前翅の R5 脈は存在

体 (ﬁg. 3-36-34) が本種である．本種については Clarke

する．♂交尾器では，ウンクスはへら状で，グナトスは

やや斑紋が崩れており，個体変異と考えられる．一般

はそれほど顕著ではない．バルバの内側には袋状の器官

(1969: 472, pl. 236) にタイプ標本が図示されているが，

的な斑紋の個体を図示した (Fig. 2)．前種に似るが，前

骨化し長く伸び，釣り針状に曲がるが，骨化や曲がり方

があるが，それほど発達しない．♂の第 8 腹板は骨化し，

翅前縁部の基部から 1/2 の部分に白条を生じないことか

後方へ伸びるが，骨化の程度は弱く，それほど大きくは

集できる．ただし，原記載の解説に “Nearly allied to the

ない．

ら，前種と明確に区別できる．山地に入ると容易に採

Siberian trichoma Car．．” ( 原文のまま ) とあり，筆者は T．
trichoma を実見していないので，両者の関係は不明であ
る．両者が同種の場合には trichoma Caradja, 1920 が有
効名になる．
Thiotricha sp.
標準図鑑で “Polyhymno synodonta” とされた個体 (ﬁg.

3-36-33)．筆者の知見では未記載種と思われる．本種も

山地では比較容易に採集できる．
Thiotricha tylephora Meyrick, 1935
タテスジカギツマキバガ

タイプ標本とその交尾器は Clarke (1969: 475, pl. 237)

に 図 示 さ れ て い る が， こ れ は T. trapezoidella (Caradja,

1920) とされているクルミシントメキバガの交尾器と一

なく，また，種の特徴を示すほど特異な形状の示してい
特徴的なのは♀交尾器で，シグヌムが異常に発達し，

ブルサ内部に一度突出した後，ブルサ壁に沿う形で板状

に広がり，大きさもブルサ自身の大きさの 1/3 から 1/2
に及ぶ．見る方向によってはブルサ内に木の葉状の骨化
片があるように見える．

したがって，T． obliquata のところで詳述した日本産

の本グループとは別の単系統群を代表するものと考え
る．

日本産の本グループに有効な属名について検討する．

Thiotricha 属はニュージーランドから記載された T．

thorybodes Meyrick, 1886 をタイプ種としている．タイ

プ種のタイプ標本は，Clarke (1969: 447, pl. 223) に図示

されている．下唇鬚の第 2 節は厚い鱗片に覆われている
のが確認できる．念のため，タイプ標本のスライドも確

認したが，前翅の R5 脈は欠失し，♂交尾器ではグナト

致する．また，多くの個体変異の中には図示されたよ

スが太く，曲がらないのが特徴的である．また，バルバ

(Polyhymno tylephora) とされた個体 (Fig. 3-36-38) は本

ライド内になく，状態は不明である．

うな個体が確認できる．したがって，標準図鑑で本種

種ではなく別種であり，タテスジカギツマキバガ自体は

内側にある袋状の構造も確認できる．♂の第 8 腹板はス
日本産の本グループと比較し，翅脈の構造，下唇鬚

未記載種である可能性が高い．本種は奥 (2003) により，

の形状，♂交尾器の構造も概ね一致するが，グナトスの

ら記録されたが，標準図鑑で坂巻 (2013) も誤同定を示

状態も不明のため，若干の疑問が残るものの，Ueda &

本を実見していないことから，本種名は T. trapezoidella

としており，Polyhymno 属とは区別する意味で，改めて

なお，他の種については未見の論文も多いのでこれ以

しかし，日本産の本グループは強い単系統性をもって

Park (1998) による交尾器の図との比較に基づき日本か

唆している．なお，T. trapezoidella (Caradja) のタイプ標

(Caradja) の異名であることを示唆するにとどめる．

上は触れない．

形状はかなり異なり違和感を覚える．また，第 8 腹板の

Fujiwara (2005) においても Thiotricha を用いるのが妥当

Thiotricha 属を使用することを提唱する．

おり，今後，本グループを Thiotricha 属から区別する必

要が確認できた際に使用できる有効名を以下に挙げ，ま
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Microlepidoptera in the British Museum (Natural History)
described by Edward Meyrick, 7. 531pp., 265 pls. Trustees

of the British Museum (Natural History), London．

Reuttia Hofmann, 1898
本属は Anacampsis subocella Stephens, 1834 (Fig. 3) を

Janse, A.J.T., 1950. The moths of south Africa 5 (2): 61-172.
Transvaal Museum, Pretoria.

タイプ種として創設された．本種は欧州から知られてい

松村松年 , 1931. 日本昆虫大図鑑 . 1496 pp. 刀江書院，東

おり，種レベルでは同一種であることを確認できた．本

森内

程度が弱いことから，その関係を検討していたが，結論

坂巻祥孝 , 2013. キバガ科 . 広渡俊哉・那須義次・坂巻祥

るが，日本にも分布している．筆者も日本産を実見して

種は日本産の本グループの他種と比較して各部の骨化の
に至る前に研究を終えてしまった．両者の関係は再度検
討する必要がある．

京.

茂 , 1982. キバガ科 . 井上寛ほか , 日本産蛾類大図

鑑 1: 275-288. 講談社 , 東京 .

孝・岸田泰則編 , 日本産蛾類標準図鑑 3: 262-293. 学研
教育出版 , 東京．

Ueda, T and Y. Fujiwara, 2005. A new species of the genus
Thiotricha (Lepidoptera, Gelechiidae) associated with

Semnostoma Meyrick, 1918
本 属 は Semnostoma leucochalca Meyrick, 1918 を タ イ

Symplocos prunifolia (Symplocaceae) from Japan, with a

プ種として記載された属で，Clarke (1969: 364, pl. 182)

biological note on the immature stages and a taxonomic

本産の本グループに極めて近似しており，以下の属を含

Soc. Jpn. 56: 73-84.

に図示されている．図示されている翅脈や♂交尾器は日

comment on the Japanese Thiotricha species. Trans. lep.

めて 1 群を形成すると思われるが，筆者は本種を未見で

あり，結論づけるには至らなかった．Thiotricha および

Reuttia が本グループから区別される場合，本属が有効
名となると思われる．
Mystax Caradja, 1920
本 属 は Mystax trichoma Caradja, 1920 を タ イ プ 種 と

し て い る が，Mystax Stephens, 1829 ( 毛 翅 目 ) の junior

homonym であり，使用できない（神保氏のご教示によ
る）．

ま た，Oegoconiodes Matsumura

は 既 に Ueda &

Fujiwara (2005) で Thiotricha obliquata として扱われてお

り，また，翅脈や♂交尾器の図を見る限り，Semnostoma

Meyrick と区別できるような違いはない．
最後に

本論文をまとめるに当たって，故 Clarke 博士に多大な

る感謝をしなくてはならない．氏は Meyrick が記載した

膨大な種に対し，標本写真に加え，交尾器の写真，タイ
プ種では翅脈まで図示し，カタログとして発表した．本

書がなければ，標本すら手放した筆者が，根拠を持っ
て本論文を書くことはできなかったであろう．また，蛾

類学会長の岸田泰則氏にも感謝する．標準図鑑の誤りに
ついて「正誤表」程度でお茶を濁そうとした筆者に，論

文として残すように叱咤がなければ，本論文は存在しな
かった．重ねて両者に感謝する．
引用文献

Clarke, J.F.G., 1969. Catalogue of the Type Specimens of

Summary The species identiﬁcation and classiﬁcation of
Thiotricha-Polyhymno genus complex in the book entitled
“The Standard of Moths in Japan” (Sakamaki, 2013) are
discussed. At the genus level, the author emphasized that
Japanese members of this genus complex should separated
from Polyhymno and should be included into the genus
Thiotricha. At the species level, following misidentiﬁcation
is pointed out.
Thiotricha obliquata (Matsumura, 1931)
The ﬁgure (ﬁg. 3-36-34) is that of Thiotricha synodonta.
The ﬁgure of Polyhymno sp. 1 (ﬁg. 3-36-35) might indicate
this species, though the identification remains unclear
because of the bad condition of the specimen. Moriuti
(1982, The Moths of Japan) correctly ﬁgured this species (as
Polyhymno).
Thiotricha synodonta Meyrick, 1936
The ﬁgure of Thiotricha obliquata (ﬁg. 3-36-34) indicates
this species. Same as the previous species, Moriuti (1982,
The Moths of Japan ) correctly figured this species (as
Polyhymno).
Thiotricha sp.
The ﬁgure of Polyhymno synodonta (ﬁg. 3-36-33) might
be another undescribed species.
Thiotricha tylephora Meyrick, 1935
The ﬁgure (Fig. 3-36-38) might be another undescribed
species of Thiotricha. This species was ﬁrstly recorded from
Japan by Oku (2003, Microlepidoptera of Iwate Prefecture)

蛾

466

類

通

信

based on the comparison of misidentiﬁcated ﬁgures in Park
(1998). Judging from the figures of holotype of Thiotrica
tylephora (Clarke, 1969: 475, pl. 237), this species might
be a synonym of T. trapezoidella (Caradja). To confirm
this synonymy, examination of the type specimen of T.
trapezoidella is necessary.
Though the two genera share traits such as the wing
shape and some genital characters, Thiotricha is clearly
distinguished from Polyhymno by the stalked R4 and R5
on forewing and the specialized 8th sternum of male.
Polyhymno is also characterized by the modified female
genitalia. Therefore, Japanese species should be separated
from Polyhymno and placed in Thiotricha, as recent studies
such as Ueda & Fujiwara (2005).

No. 268, 2013

In comparison with the type species of Thiotricha (T.
thorybodes Meyrick, 1886, described from New Zealand),
the Japanese species form a distinct monophyletic group
characterized by some traits such as the shape of gnathos.
Thus, in future the Japanese members could be regarded as
a genus. In such case, the genera Reuttia Hofmann, 1898
(type species: Anacampsis subocella Stephens, 1834) and/
or Semnostoma Meyrick, 1918 (type species: Semnostoma
leucochalca Meyrick, 1918) might be valid genera for
Japanese members. Another allied genus, Mystax Caradja,
1920 (type species: Mystax trichoma Caradja, 1920) is a
junior homonym of Mystax Stephens, 1829 (Trichoptera)
and thus not valid.

ムジホソバ小室の消失について
宮

野

昭

彦

509-0131 岐阜県各務原市つつじが丘 3 丁目 75 番地

On the lack of the areole in Eilema deplana (Esper) (Lithosiinae, Arctiidae)
Akihiko Miyano
Japan Heteroceristsʼ J. 268: 466-467. August 2013.

Figs 1-3. Eilema deplana (Esper), forewing venation. 1. With areole. 2. With small areole. 3.Without areole. Figs 4-5. Eilema
laevis (Butler), forewing venation. 4. With areole. 5. Without areole.
筆 者 は Eilema deplana (Esper) ム ジ ホ ソ バ と Eilema

laevis (Butler) ツマキホソバ ( ヒトリガ科コケガ亜科 ) 成

虫の区別という観点で，両種の前翅の小室について調べ，
興味ある結果を得たので報告する．報告に際し，翅脈に

ついて有益なご助言をいただいた新潟市在住の佐藤力夫
博士と，文献についてご教示いただいた本学会長の岸田
泰則氏にお礼申し上げる．

この 2 種においての区別は，色彩の異なる♀について

は容易であるが，♂は図鑑類に翅形や色彩などの特徴が

記述されているもののその区別は容易ではない．しかし，

2 種の交尾器は岡垣 (1958) や Kobayashi (1969) が図示し

ており，♂♀とも明確な差異があるので，これを確認す
れば容易である．

岸田 (2011: 149) はムジホソバについて「♂は一見ツ
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マキホソバに似るが，本種には前翅に 1 個の小室がある

あった．これは，これら 2 種の区別に小室の確認が有効

は「前翅に 1 個の小室があり，まれにはこれがきわめて

は Eilema 属の特徴として「前翅の脈 7 ないし脈 11 は変化

ので区別できる」と記述している．井上 (1982: 640) で

な手段ではないことを示唆している．岡垣 (1958: 200)

小さい」と注釈が入っている．筆者は，交尾器等により

が多く，種類により或いは個体により，或いは相互に有

と，ツマキホソバ 28 頭 (9 ♂ 19 ♀ ) の右前翅小室の有無

記したが，これは小室が同定に使えるほど安定した形質

同定した主に岐阜県産のムジホソバ 196 頭 (99 ♂ 97 ♀ )

を調べ，その結果を Tables 1-2 にまとめた．小室はキシ

レンを少量付けて半透明状にした前翅を実体顕微鏡下

で検鏡することにより，その有無を確認した (Figs 1-5)．

小室の形状や大きさには変異があるが (Figs 1-2)，ここ

ではその有無のみを調べた．なお，右前翅が破損などで
判別に支障のある場合は，左前翅を調べた．

その結果，小室を持つとされるムジホソバについて，

小室の認められない個体 (Fig. 3) が 16.8% (196 頭中 33

頭 ) あり，小室を持たないとされるツマキホソバ (Fig. 4)
について，小室を持つもの (Fig. 5) が 21.4% (28 頭中 6 頭 )

Table 1. Present (left) or absent (right) of forewing areole
of Eilema deplana (Esper).
有

無

計

♂

80

19 (19.2%)

99

♀

83

14 (14.4%)

97

計

163

33 (16.8%)

196

Table 2. Present (left) or absent (right) of forewing areole
of Eilema laevis (Butler).
有

無

計

♂

0 (0.0%)

9

9

♀

6 (31.6%)

13

19

計

6 (21.4%)

22

28
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繭ハンドブック

三田村敏正，2013．112pp．文一総合出版．東京．
本会会員でもある福島県在住の三田村敏正氏（農博）

が，とてもユニークな図鑑を上梓された．日本産の絹糸

昆虫が作る繭の図鑑で，総て見事なカラー写真で紹介さ
れている．

全体の 8 割が蛾類の繭で，日本産ヤママユガ科は全 11

種＋ 2 種，カイコガ科は全 5 種＋ 1 種，オビガ科は全１

種，他にカレハガ科 4 種，ドクガ科 11 種，ヒトリガ科 3 種，

コブガ科 15 種，ヤガ科 5 種，ミノガ科 4 種，ヒロズコガ

科 1 種，ハモグリガ科 1 種，アトヒゲコガ科 2 種，コナ

ガ科 1 種，マダラガ科 7 種，セミヤドリガ科 1 種，イラ

柄となったり，もつれて小室を形成したりしている」と
ではないとの意味を含んでいるように思える．

なお，詳しいデータは煩雑なので示さないが，小室の

有無は雌雄，発生時期，生息地，個体の大きさなどには
無関係と思われた．
引用文献

Kobayashi, H., 1969. On the genus Eilema from Japan
(Lepidoptera, Arctiidae). Tyô Ga 20: 41-52.
岡垣 弘，1958．ひとりが科．江崎悌三ほか，原色日本
蛾類図鑑 ( 下 ): 199-217. 保育社，大阪．
井上 寛，1982．ヒトリガ科．井上寛ほか，日本産蛾類
大図鑑 1: 638-659. 講談社，東京．
岸田泰則，2011．ヒトリガ科．岸田泰則編，日本産蛾類
標準図鑑 2: 148-167. 学研教育出版，東京．
Summary Eilema deplana (Esper) and Eilema laevis
(Butler) are diﬃcult to identify one from another by facies.
The presence of an areole on forewing in Eilema deplana
and absence in Eilema laevis have been recognized as very
useful diagnoses. The author examined the condition of
areoles of 196 samples of Eilema deplana and 28 samples
of Eilema laevis, all identiﬁed using with genital characters.
As a result, 16.8% of Eilema deplana lack the areole though
they are supposed to have it, and 21.4% of Eilema laevis
have the areole though they are supposed not to have it.
Thus, the presence or absence of the areole is not stable
enough to discriminate them.

ガ科 4 種，メイガ科 1 種，アゲハモドキ科 1 種，シャチ

ホコガ科 2 種，アゲハチョウ科１種の 84 種の鱗翅目繭
のほか，コマユバチやカゲロウの繭など，合計 114 種の
繭が扱われている．必要に応じて幼虫や成虫の写真も挿
入してあり，利便性が高められており，世界に類を見な

い画期的なフィールド・ポケット図鑑である．価格は
1470 円（税込）．一般書店，専門店で購入できる．
なお，このシリーズでは，次の良書も既刊としてある．
鈴木友之「虫の卵ハンドブック」（2012 年 7 月刊）
，安田
守「イモムシ・ハンドブック」
（2010 年 4 月刊），
「イモムシ・
ハンドブック２」（2012 年 3 月刊）．イモムシの蛾類につ
いては，本会の中島秀雄氏（農博）が監修している．
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ガ亜科を中心に日本産種に関わる変更もあるが，検討

Li, H. et al., 2012. Microlepidoptera of Qinling Mountains.

誤同定にも注意が必要であり，たとえばハマキガ科のカ

秦嶺山脈の小蛾類

が必要なのでここでは紹介しない．グループによっては

1271pp, 35 pls. Science Press, Beijing.
中国から非常に大きな小蛾類の図鑑が出版された．図

クモンハマキガ類（Figs 576-635）では，図示された個

体のうち Ptycholoma lecheana (628) は中国南部から記載
された Ptycholoma lata，Pandemis cinnamomeana (620) は

版込みで 1300 ページを超えるこの本は，中国中部の秦

Ulodemis tridentata であり，中国新記録とされたタカネ

28 科 1043 種のうち 835 種（中国新記録種 36 種を含む）

定だが別種であるなど，多くの問題がある．

嶺山脈地域の小蛾類相を扱い，この地域から記録された

をカラー図版と交尾器の図とともに解説したものであ

ハイイロハマキ Clepsis monticolana (600) なども種は未確
本書は筆頭著者である Nankai University の Honhun Li

る．コウモリガ，ヒロズコガ，ホソガ，キバガ．シンク

をはじめ，16 の研究機関に所属する 26 人の研究者によ

マダラガ，ボクトウガ，ハマキガの各上科が含まれ，各

に盛んであり，本種からその研究者層の厚みをうかがい

イガ，スガ，マドガ，メイガ，トリバガ，スカシバガ，
種の項目はシノニムリスト，中国語ではあるが交尾器を
含む形態的特徴，分布，寄主植物がまとめられており有
用である．

る分担執筆である．中国の小蛾類の分類学的研究は非常
知ることもできる．

昆虫文献六本脚などの専門書店で購入できる．

神保宇嗣 / U. Jinbo

1 新種の記載など分類学的な変更も含み．マダラメイ
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