
2013年1月に沖縄の富永智氏から見慣れないシャク
ガの同定依頼を受けた．この蛾は富永氏が2013年11月
に西表島でコミカンソウ (コミカンソウ科) Phyllanthus 
urinaria から得た幼虫を飼育・羽化させたもので，調査
の結果 Glaucoclystis 属の新種とすべきものであることが
分かったので，以下に記載する．
記載にあたって，標本を提供していただいた富永氏に

深謝いたします．

Glaucoclystis tominagai sp. n. 

クロスジチビナミシャク (新称) (Figs 1-3)
開張12-13mm．前翅はやや細長く，外縁は内側に傾斜

する．後翅外縁は脈M1-M3の間で凹む．前後翅とも地
色は灰褐色．前翅の亜基線，内･外両横線は黒色で，各
脈上で太くなる．外横線の前半部は直線的で，脈M3上
で内側に折れ曲がり，後縁部にかけて弱く内側に湾曲す

る．亜外縁の前縁部にぼやけた暗褐色斑を備える．外縁
線は黒色で，各脈上で途切れる．横脈点はない．縁毛は
灰褐色．後翅の外横線は黒色だが，やや不明瞭で波状．
外縁線は黒色で，内側に暗褐色の影を備える．横脈点は
ない．縁毛は灰褐色．裏面には前・後翅とも黒色の外横
線を備える．
♂交尾器（Fig. 4）．Uncus は基半部が幅広く，先端は 

tegumen の先端を越える．Tegumen は細長い．Valva は
単純で細長く，costa は細く骨化し，sacculus の基半部
は弱く骨化する．Aedeagus は筒状で，vesica には板状
の骨片と1本の強壮なトゲ状の cornutus を備える．第8
腹板 (octavals) は1対の細くて平行な棒状で，基部は分
離している．
♀交尾器（Fig. 5）．Ductus bursae は骨化し，頭端部

に膜質の appendix bursae を備える．Corpus bursae はた
て長の楕円状で，内側に小突起を密布する．

西表島産 Glaucoclystis属（シャクガ科ナミシャク亜科）の 1新種
矢　崎　克　己
192-0063　東京都八王子市元横山町 2-5-20

A new species of Glaucoclystis (Geometridae, Larentiinae) from Iriomote-jima Is., Japan
Katsumi Yazaki
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Figs 1-3. Glaucoclystis tominagai sp. n. クロスジチビナミシャク.  1. ♂, holotype.  2. Ditto, underside. 3. ♀, paratype. 
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Holotype．♂，沖縄県西表島南風見田 (はいみだ)，
2013年11月23日 (富永智採集) (幼虫)，2013年12月13日
羽化．国立科学博物館所蔵．Paratypes．羽化日以外は
holotypeと同じ，1♂3♀，2013年12月12日-2014年1月2
日 (羽化)．
分布．西表島．

Glaucoclystis 属は Holloway (1997) がBotys polyclearis 
Walker カギモンチビナミシャク (スリランカ，スンダラ
ンドなどに分布) をタイプ種として創設したもので，ヒ
マラヤから東南アジアを経てオーストラリア北部まで分
布しており，現在13種が知られている．
本種は G. immisaria (Walker) (ネパール，スリランカ，

タイ，オーストラリアなどに分布) によく似ているが，
immisaria では♂交尾器のvalvaが細く，aedeagus が長く，
多数の cornutus を備える (cf. Inoue, 2002, fig. 79) ことな
どで区別できる．
日本産の同属種では，G. satoi (Inoue) ミナミチビナミ

シャクや G. azumai (Inoue) クロテンアオナミシャクなど
が多少似ているが，本種では翅の地色がやや暗く，横線
が黒色で目立つこと，特に外横線の形状 (本種では前縁
から脈M3まで直線上だが，satoi や azumai では2回屈曲
する) や後翅外縁の形状 (satoi やazumai では脈M1-M3の
間で凹まない) などで区別できる．

同属ではないが，Spiralisigna subpumilata (Inoue) ホソ
バチビナミシャクも本種とまぎらわしいが，翅の地色が
やや明るく，本種のような黒色で目立つ横線をもたない
ことで区別できる．

引用文献
Holloway, J.D., 1997. The moths of Borneo: family 

Geometridae, subfamilies Sterrhinae and Larentiinae.  
Malayan Nature J. 51: 1-242, 608 figs, 12 pls.

Inoue,  H. ,2002.  Notes  on the t r ibe Eupi theci ini 
(Geometridae, Larentiinae) from Japan, Taiwan and 
Southeast Asia, with descriptions of ten new species.  
Tinea 17: 92-112.

Summary  A new species of the genus Glaucoclystis is 
described from Iriomote-jima Is., Japan.
Glaucoclystis tominagai sp. n. (Figs 1-3)

Expanse 12-13 mm. Forewing rather narrow, with 
oblique termen. Hindwing with termen gently concave 
between veins M1 and M3. Both wings with ground color 
grayish brown. Forewing with transverse lines black, 
thickened at veins; postmedian line straightish and oblique 
from costa, bent inwards at vein M3, then gently curved 
inwards; subterminal blotch at costa dark brown; terminal 
line black interrapted on each vein. Hindwing with 

Figs 4-5. Genitalia of Glaucoclystis tominagai sp. n. クロスジチビナミシャク (a: aedeagus; b: octavals).  4. Male. 5. Female.

4

4a

4b 5



523蛾　類　通　信　 No. 271,   2014

postmedian line black, sinuate; terminal line black, shaded 
inwards with dark brown. Underside of both wings with 
rather obvious black postmedian line.

Male genitalia (Fig. 4). Uncus rather broad in basal half, 
with apex extending beyond termen, which is elongated. 
Valva rather simple, elongated, gradually narrowed 
towards apex; costa narrowly sclerotized; sacculus lightly 
sclerotized in basal half. Aedeagus cylindrical, with vesica 
having a small sclerite and a long thorn-like cornutus. 
Octavals of a pair of parallel thin stiks.

Female genitalia (Fig. 5). Ductus bursae sclerotized, 
with a small membranous appendix bursae at cephalic end. 
Corpus bursae elliptical, scattered with numerous small 

spines.
Holotype ♂. Japan, Okinawa, Iriomote-jima I., Haimida, 

13. xii. 2013 (emerged), reared from Phyllanthus urinaria 
(Pyllanthaceae) (S. Tominaga leg.), preserved in National 
Museum of Nature and Science, Tsukuba. Paratypes.  1♂
3♀, same data as holotype, except 12. xii. 2013-2. i. 2014 
(emerged).

G. immisaria (Walker), distributed in Nepal, Sri Lanka, 
Thailand, Queensland and Fiji, is similar to this new 
species, but is distinguished by the male genitalia in having 
narrower valva and aedeagus much longer with many 
cornutus.

岐阜県高山市でオオヤマメイガを採集
宮　野　昭　彦
Scoparia nipponalis Inoue taken from Takayama, Gifu  

Prefecture

Akihiko Miyano

Japan Heterocerists’ J. 271: 523. September 2014.

オオヤマメイガ (ツトガ科，ヤマメイガ亜科) は北海
道 (東部) のほか本州では秋田，新潟，長野，岐阜の各
県と東京都に分布が知られていた (佐々木，2013) 大型
のヤマメイガである．筆者は次のように，岐阜県におい
て本種を採集しているので標本写真を添えて報告する．
報告に際し，標本写真により同定いただいた秋田市在住
の佐々木明夫氏に厚くお礼申し上げる．岐阜県では柳田 
(1969) による下呂市の記録がある．

〈データ〉
オオヤマメイガ  Scoparia nipponalis Inoue
岐阜県高山市高根町野麦 (のむぎ，標高1,325m，環境庁
3次メッシュ 5437-0455)
2010年7月10日，1♀  (Fig. 1)，筆者採集・標本保管

採集地は野麦集落はずれの道路沿いの空き地で，夜間
ライトトラップに誘引されたものを採集した．

引用文献
佐々木明夫，2013．ツトガ亜科・ヤマメイガ亜科・オオ
メイガ亜科，ツトガ科．那須義次・広渡俊哉・岸田泰
則 (編)，日本産蛾類標準図鑑 4: 374-400．学研教育出
版，東京．

柳田慶浩, 1969. 木曽御岳の蛾.　早稲田蛾報 2: 17-21.

Fig. 1. Scoparia nipponalis Inoue,♀, Takayama, Gifu 
Prefecture.
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小笠原諸島からはこれまでに，245種の蛾類が記録さ
れており，このうちツトガ科は46種であるが，ニセノメ
イガ亜科は記録されていない (竹内・大林，2006；小野・
大林・竹内，2008；大林，2011；大林ら，2014)．

2014年2月10日に，小笠原諸島母島評議平の休耕中
の農業用ビニルハウス内に侵入・群生していたカラシ
ナ (母島や父島で野生化している) に，吐糸し食害して
いる多数のメイガ類の幼虫を発見し (Fig. 1)，飼育羽化
させたところ，小笠原諸島からは未記録のCrocidolomia 
pavonana (Fabricius, 1794) ケブカニセノメイガ（旧和名：
ケブカノメイガ）が羽化した (Fig. 2)．なお，ほぼ同時
期に母島の50 km北にある父島で，野生化したカラシナ
などを調査したが，本種の発生は確認できなかった．
ちなみに，わが国では本種の成虫は1970年代から長

崎県，高知県など本土でも散発的に認められ，幼虫によ
る被害の発生は1987年に沖縄県石垣島で初めて確認さ
れた．その後，本種は1989年には沖縄本島においても発
生が確認され，沖縄県では既に定着し，夏期のアブラナ
科野菜の害虫となっている (吉松，1992)．わが国本土で
は，1990年に静岡県浜松市のハボタンで初めて幼虫の
発生が確認された (吉松，1992)．その後，1999年およ

び2000年に兵庫県においてクレオメ (フウチョウソウ科) 
で幼虫の発生が確認され (八瀬ら, 2001; 土井ら, 2005)，
2003年には愛知県でキャベツに (愛知県, 2005)，2003年
以降には静岡県でハクサイ，ダイコン，メキャベツ，キャ
ベツに (静岡県病害虫防除所, 2005)，2010年には東京都
の伊豆大島と御蔵島でブロッコリー，カリフラワー，キャ
ベツ，ハボタン，ハクサイ，ダイコンに (東京都病害虫
防除所, 2010) 発生が確認されている．

採集・飼育例　東京都小笠原村母島評議平，10. ii. 2014
幼虫採集，3. iii. 2014 羽化．
今回，なぜ本種が南西諸島や伊豆諸島から遠く離れ

た小笠原諸島の，しかも母島のみで記録されたのであろ
うか．本種が加害するアブラナ科野菜の苗 (本種の卵塊
や幼虫が付着している可能性がある) を，本種の主な分
布域 (南西諸島や静岡県，伊豆大島など) から移入する
ことはあり得ず (しおれやすい野菜苗をそのような方法
で入手することはなく，農業者は種子から苗を作ってい
る)，人為的な移入の可能性は低い．本種が発生したビ
ニルハウス内のカラシナでは同時に，2000年代に入っ
てからイグアナ科のトカゲの外来種，グリーンアノール

Figs 1-2. Crocidolomia pavonana (Fabricius) recorded in Hahajima Island of the Ogasawara (Bonin) Islands. 1. Heavy 
damaged mustards, Brassica juncea (Linnaeus) injured by many larvae (10. ii. 2014). 2. One adult emerged from the collected 
larva on the leaves of mustards, B. juncea (Linnaeus) (3. iii. 2014). Fig. 3. Typhoon path diagram of the year 2013 of Japan 
(http://www.jma.go.jp/jma/press/1312/24e/typhoon2013.pdf). ●: The occurrence position of typhoon; ■: The extinction 
position of typhoon. The numbers indicate the number of typhoon.

ケブカニセノメイガが小笠原諸島母島で発生
大　林　隆　司
100-2101　東京都小笠原村父島字小曲　東京都小笠原亜熱帯農業センター病害虫研究室
Occurrence of Crocidolomia pavonana (Fabricius) (Crambidae, Evergestinae) in Hahajima Island of the 
Ogasawara (Bonin) Islands, Japan
Takashi Ohbayashi
Japan Heterocerists’ J.  271: 524-525.  September 2014.
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の捕食により減少・絶滅したと推定されるミナミアオカ
メムシが再記録されている．さらに，ほぼ同時期に母島
内の別地点で1930年代以降記録がなかった可能性が高
いアシビロヘリカメムシも再記録されており (Monzen, 
1950 [1951]; 東京都病害虫防除所，2014; 東京都小笠原
亜熱帯農業センター，2014)，2013年10月には父島のす
ぐ北にある兄島で，モンキチョウが目撃されている (森，
私信)．また，同時期の2013年9月下旬に伊豆大島でもア
シビロヘリカメムシの分布・発生が初めて記録された (東
京都病害虫防除所, 2014：なお，伊豆大島では2013年10
月にミナミアオカメムシも発生した)．
これらをもたらした要因として，台風が考えられる．

2013年は台風の多い年であり，日本周辺には31個の台
風が襲来した (気象庁，2013)．これらの中で，本種が記
録された以前に小笠原諸島に接近した，台風3号 (6月)，
4号 (6月)，18号 (9月)，20号 (9月)，22号 (9月)，26号 (10
月)，27号 (10月)，28号 (10月) などにより運ばれた可能
性が考えられる (Fig. 3)．
末筆ながら，調査にご協力いただいた母島・父島の農

業者の方々，ならびに本種に関する文献や情報をいただ
いた兵庫県立農林水産技術総合センター病害虫部の八瀬
順也氏に感謝する．

引用文献
愛知県, 2005. 平成16年度 病害虫発生予察 特殊報 第2号.
土井　誠・池田二三高・西東　力, 2005. 静岡県におけ
るケブカノメイガの発生状況と薬剤感受性. 関東東山
病害虫研究会報 52: 89-94.

気象庁, 2013. 2013年 (平成25年) の台風について. http://
www.jma.go.jp/jma/press/1312/24e/typhoon2013.pdf

Monzen, K., 1950[1951]. A revision of the insect-fauna of 
the Bonin Islands with some unrecorded species. Ann. 

Rep. Gakugei Fac. Iwate Univ. 2 (2): 21–33.
大林隆司, 2011. 小笠原諸島父島でクロメンガタスズメ
を採集．蛾類通信 260: 234.

大林隆司・森　英章・島田律子・杉本美華, 2014. 小笠
原諸島におけるミノガ科の記録．蛾類通信 270: 499-
501.

小野　剛・大林隆司・竹内浩二, 2008. 小笠原諸島父島
におけるキバラケンモンの発生．蛾類通信 247: 392.

静岡県病害虫防除所, 2005. 平成16年度 病害虫発生予察 
特殊報 第1号.

竹内浩二・大林隆司, 2006. 小笠原諸島産蛾類リスト (幼
虫食草を含む) と文献目録．蛾類通信 237: 215-225.

東京都病害虫防除所, 2010. 平成22年度 病害虫発生予察 
特殊報 第1号. 

東京都病害虫防除所, 2014. 平成25年度 病害虫発生予察 
特殊報 第2号.

東京都小笠原亜熱帯農業センター , 2014. 農業センター
ニュース 号外 (2014年3月26日付). 4 pp.

八瀬順也・石川順也・松浦克成, 2001. クレオメに発生
したケブカノメイガとその発育速度．日本応用動物昆
虫学会中国支部会報 44: 49.

吉松慎一, 1992. アブラナ科野菜の害虫ケブカノメイガ
の日本における発生．植物防疫 46: 382-384.

Summary　In February of 2014, many Crambidae 
larvae were found on leaves of mustards, Brassica juncea 
(Linnaeus, 1753) in Hahajima Island of the Ogasawara 
(Bonin) Islands, Japan. These larvae were reared, and 
then moths of Crocidolomia pavonana (Fabricius, 1794) 
emerged. This is the first record of this species from the 
Ogasawara (Bonin) Islands. It is estimated that these 
moths were carried by typhoons occured in 2013, from the 
southern region of the Pacific Ocean.

オオノコバヨトウを安房峠にて採集
神　部　昭　夫
Tiracola plagiata Walker from Abou-touge, Matsumoto, 

Nagano Prefecture

Akio Kanbe

Tiracola plagiata Walker オオノコバヨトウは，屋久島
などでは個体数の多い蛾と思われるが，本土域では時折
得られる「迷蛾」とされる．筆者は幸いにも夜間採集に
て，長野県の安房峠で採集しているので報告する．

1♂ (Fig. 1), 9. July. 2013. 長野県松本市安曇，安房峠, 
神部昭夫採集.

Fig. 1.  Tiracola plagiata Walker, ♂ ,  Abou-touge, 
Matsumoto, Nagano Prefecture.
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Loepa sakaei Inoue ハグルマヤママユの幼生期につい
ては，有田ほか (1993) により，採卵飼育によって解明
されている．その際，ノブドウ，ヤブガラシ，ツタ，栽
培ブドウ等を与え，主にノブドウとツタで飼育に成功し
ている．
その後，著者のひとり木村は沖縄島でシマサルナシ

から幼虫を得ているが，この記録については木村ほかが
日本鱗翅学会第45回大会 (1988年) でポスター発表して
いる．また木村 (2008) は「南西諸島産類概説」の本種
紹介の中で，「シマサルナシを食餌植物としているので，
やや開けた環境を好む蛾だと思われる」と記述している
が，今まで野外での幼生期についての具体的な記録は示
されていなかった．
今回，野外でハグルマヤママユの幼生期を得て飼育す

ることができたので，先の木村の記録を含めて報告して
おきたい．

1. 野外における卵の発見 (Fig. 1)
2012年の採集例会「みくに会」が沖縄島北部の国頭

村で開催された (6/22-24)．著者らは採集例会に先駆け
て6月18日より国頭村に入る計画を立てたが，6月18日
には沖縄に台風4号が接近し，夜半に通過し大荒れの天
候となった．しかし，実はこの台風がハグルマヤママユ
の幼生期探索にプラスに働いたのである．
それは食餌植物と予想されるサルナシは蔓性で，喬木

にからみついて樹冠部に伸び，通常では先端部には手が
届かない場合が多い．沖縄島北部の林道沿いには先駆植
物のハンノキが多数生育し，このハンノキにからみつい
て樹上高く繁茂しているシマサルナシもしばしば確認で
きる．2010年以降タイワンハムシの侵入によりハンノキ
は何回も食害を受け，枯死したり枯死寸前の弱っている
状態が多く見られるようになった．これらの枯木や衰弱
したハンノキが台風4号の強風で倒され，樹冠部にから
みついていたシマサルナシの蔓が地面近くに落ちている
という事態が沖縄島北部の林道周辺各所で見られた．以
上のような経緯により，この時ハグルマヤママユ幼生期
の探索には非常に都合がよい状況であった．

2012年6月19日沖縄県国頭村照首山周辺の辺野喜林道
におて，林道の行く手を塞ぐような倒木や落枝を避けつ
つ探索を行った結果，シマサルナシのツル先端の比較的
若い葉の裏に産み付けられた3卵を発見した．発見時に
は確証はなかったが，後にハグルマヤママユの幼虫が孵
化して確認できた．

2. 野外での幼虫の採集記録
①沖縄県大宜味村押川 (ネクマチヂ岳付近)，26. VI. 

1988. 若齢幼虫  3exs (大橋拓也・杉本雅志)，大宜味村
大宜味，3. VII. 1998. 終齢幼虫 2exs (木村).
いずれもシマサルナシのツルの先端部の新芽付近より

採集．　　
※以上のデータは日本鱗翅学会第45回大会 (1998年) 

でポスター発表している．
②国頭村照首山・辺野喜林道，14. X. 2011.  4齢幼虫 

1ex. (木村).
倒木に絡みついたシマサルナシの新芽より幼虫を得

た．
③国頭村照首山・辺野喜林道，21. VI. 2012. 初齢幼虫

3exs  (中島・木村).
前項の卵を発見した地点の近くで，シマサルナシのツ

ルの先端部の新芽部葉裏より，初齢幼虫を得た．
以上，野外での食樹植物としてシマサルナシ (マタタ

ビ科)　Actinidia rufa (Siebold et Zucc.)  Planch ex Miq. を
記録する．いずれの発見例も，幼虫は新芽・新葉などに
ついていたもので，新しい食痕もこれらの柔らかい葉に
だけ確認できた．

3. 飼育記録
前々項で記した野外で得た卵について以下のように飼

育することができた．
2012年6月19日　シマサルナシの葉裏に産み付けられ

た3卵を採集．
6月22日：孵化，初齢幼虫．孵化した幼虫は卵殻を約

2/3位食べる (Figs 2-3)．
6月26日：2齢幼虫．　　　　

ハグルマヤママユの幼生期
中　島　秀　雄 木　村　正　明
230-0012　神奈川県横浜市鶴見区下末吉 6-19-18 900-0012　沖縄県那覇市泊 1-35-5

The early stage of Loepa sakaei Inoue (Saturniidae)
Hideo Nakajima and Masaaki Kimura 
Japan Heterocerists’ J.  271: 526-528.  September 2014.
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Figs 1-7.  Loepa sakaei Inoue. 1. Eggs laid on the underside of a leaf of Actinidia rufa (Siebold et Zucc.) Planch ex Miq. in the 
field. 2. Hatching. 3. First instar larva. 4. Last instar larva. 5. Mature larva spinning a cocoon. 6. Cocoon. 7. Emerged adult, 
female. Fig. 8. Actinidia rufa, host plants.
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6月30日：3齢幼虫．
7月4日：4齢幼虫．　　　　
7月9日：終齢幼虫 (Fig. 4)．
7月18日：前蛹～営繭 (Figs 5-6)．　　　
11月24日：1♀，羽化 (Fig. 7)．

引用文献
有田　豊・中野裕道・沖本暢敬，1993.  ハグルマヤママ
ユ (ヤママユガ科) の幼生期. 蝶と蛾 44: 43-48.

木村正明，2008.  南西諸島産蛾類概説．昆虫と自然 43 
(13): 23-27.

Summary　 We found eggs and larvae of Loepa sakaei 

Inoue in the northern forest of Okinawa Island from 
Actiidia rufa (siebold et Zucc.). 19. VI. 2012: three eggs on 
the underside of a young leaf were collected. 22. VI. 2012: 
hatched. The larva ate about two-thirds of its eggshell. 18. 
VII. 2012: prepupa, making cocoon. 24. XI. 2012: emerged. 
All larvae were found on new leaf buds or young leaves 
near them, in the northern forest of Okinawa Island: 3exs, 
young instar, 26. VI. 1988, Ôgimi, leg. Ôhashi & Sugimoto; 
2 exs, last instar, 3. VII. 1998, Ôgimi, leg Kimura; 1ex, 
forth instar, Benoki, 14. X. 2011, leg. Kimura; 3exs, first 
instar, Benoki, 21. Vi. 2012,  leg. Nakajima & Kimura.

クワトゲエダシャクを高松市より記録
真　鍋　泰　彦
A record of Apochima excavata (Dyar) from Takamatsu, 

Kagawa Prefecture

Yasuhiko Manabe

Japan Heterocerists’ J.  271: 528.  September 2014.

クワトゲエダシャクApochima excavata (Dyar) は北海
道，本州，九州に分布していて，1990年以降，福島県，
群馬県，埼玉県，長野県，岐阜県，愛知県から少数個体
が採集報告されているに過ぎない (佐藤，2011) とされ
ている．筆者は高松市宮脇町在住の佐藤正昭氏より2014
年2月16日に高松市峰山町 (標高約200m) でクチキマグ
ソコガネを探索中に偶然見つけた蛾の同定依頼を受け，
オカモトトゲエダシャクと四国初記録のクワトゲエダ
シャクが確認できた．そこで結果をお知らせするととも
に継続調査をお願いすると，その後も同地で多数採集さ
れたので報告する．発見場所の周辺は寄主植物のクワ (ク
ワ科) はなく，多数のソメイヨシノ (バラ科) が植栽され
ていることからこの樹木についた可能性が考えられる．
報告にあたって標本と現地の情報を提供してくださった

佐藤正昭氏にお礼申し上げる．

Apochima excavata (Dyar) クワトゲエダシャク
香川県高松市峰山町峰山公園：9♂，2月16日；1♂，

2月23日；5♂，2月24日；5♂，2月25日；7♂，2月26日；
1♂，2月27日；2♂，2月28日；1♂，3月1日；1♂，4月7日．

引用文献
佐藤力夫，2011．エダシャク亜科．岸田泰則 (編)，日

本産蛾類標準図鑑 1: 177-178. 学研教育出版，東京．

Fig. 1. Apochima excavata (Dyar), ♂, Takamatsu, Kagawa 
Prefecture.

ケブカキイロノメイガの食草としてのセイヨウフウチョ
ウソウは誤り
富　永　　　智

2013年発行の日本産蛾類標準図鑑4巻で，Thliptoceras 

amamiale Munroe & Mutuura ケブカキイロノメイガ (ツ
トガ科ノメイガ亜科) の食草記述に誤りを見つけたの
で，指摘しておきたい．記録された寄主植物はリュウキュ
ウチクだけであり，セイヨウフウチョウソウは削除され
るべきである．
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著者らは，2010年6-8月に「東京都の保護上重要な野
生生物種」 (島與部) の改訂に関する調査の一環で，伊豆
諸島の大島，神津島，三宅島，御蔵島，八丈島で昆虫類
の生息調査を行った．その調査で得られた蛾類について
本誌 (262: 297-307) に発表した．
今回，著者の一人中島は2013年9月上旬に伊豆大島で

調査の機会を持ったので，その時得られた種について報
告する．この調査では13科113種を得たが，そのうち伊
豆諸島初記録は21種，大島初記録は26種であった．
発表に当たり，同定頂いた佐々木明夫氏 (メイガ科，

ツトガ科，イラガ科)，神保宇嗣博士 (ハマキガ科)，間
野隆裕氏 (トリバガ科)，標本写真の撮影をお願いした矢
崎克己氏にお礼申し上げる．文献入手の際ご援助頂いた
立川周二博士，前波鉄也氏に深謝する．
なお，岸田・中島 (2011) の発表の際，文献の見落と

しがあったので，文献の渉猟に努め，伊豆諸島での分布
状況について，訂正すべき箇所を付記した．文献の見落
としを指摘頂くとともに，文献等について御教示いただ
いた西海正彦氏にお礼申し上げる．

調査日程
・大島町桜株付近 (210m)，8.  IX.  2013.
・大島町大島公園 (80m)，9.  IX.  2013.
・大島町大島温泉ホテル (500m)，10.  IX.  2013.

採集目録
採集地は桜株付近をA，大島公園をB，大島温泉ホテ

ルをCと略記した．大島初記録種は学名の前に*印，伊
豆諸島初記録種については**印を付した．

Drepanidae  カギバガ科
Oreta pulchripes Butler  アシベニカギバ　C：1♂．
大島は矢島 (1958)，岸田・中島 (2011)によって記録さ

れている．その他伊豆諸島では三宅島から記録がある．
Hypsomadius insignis Butler  アカウラカギバ　B：3♂．
大島からは井上 (1962) によって記録されている．そ

の他，伊豆諸島では，利島，新島，式根島，神津島，三
宅島，御蔵島，八丈島から記録がある．

Geometridae  シャクガ科
Abraxas latifasciata Warren  ヒトスジマダラエダシャク　

C：2♀．
大島からは井上・前波 (1968) によって記録されてい

る．その他，伊豆諸島では三宅島から記録がある．
**Peratostega deletaria hypotaenia (Prout)　
ヤマトエダシャク (Fig. 1)　A：1♀．
Lomographa subspersata (Wehrli)  
ウスフタスジシロエダシャク　C：1♀．
本種は御蔵島から記録があるが，佐藤 (2011) によれ

ば三宅島，御蔵島，八丈島の個体群は前後翅の黒斑が消
失し，黒色の外縁線も欠く個体がありバラシロエダシャ
クと混同されている可能性があるという．今回得た個体
は，その特徴から本種と同定できる．
Synegia esther Butler  クロハグルマエダシャク　

C：10♂1♀．
大島からは井上・前波 (1968)，岸田・中島 (2011) によっ

て記録されている．その他，伊豆諸島では神津島，三宅
島，御蔵島，八丈島から記録がある．
Krananda semihyalina Moore  スカシエダシャク　

A：1♂1♀，C：4♂1♀．
大島からは矢島 (1958)，岸田・中島 (2011) によって

記録されている．その他，伊豆諸島では三宅島，御蔵島，
八丈島から記録がある．
Menophra senilis (Butler)  ウスクモエダシャク　

A：1♂2♀，B：1♀，C：2♂．
大島からは井上・前波 (1968)，岸田・中島 (2011) によっ

て記録されている．その他，伊豆諸島では利島，新島，
式根島，三宅島，八丈島から記録がある．
Pareclipsis gracilis (Butler)　ツマキリウスキエダシャク　

C：11♂3♀．
大島からは矢島 (1958)，岸田・中島 (2011) によって

記録されている．伊豆諸島では上記以外の記録はない．
Corymica pryeri (Butler)  ウコンエダシャク　C：2♂3♀．
大島からは井上・前波 (1968)，岸田・中島 (2011) によっ

て記録されている．その他，伊豆諸島では新島，三宅島，
御蔵島，八丈島，青ヶ島から記録がある．
*Agathia visenda curvifiniens Prout  

伊豆大島の蛾類
中　島　秀　雄 岸　田　泰　則
230-0012　神奈川県横浜市鶴見区下末吉 6-19-18 155-0031　東京都世田谷区北沢 5-20-1-103

Moths from Izu-Oshima Island: a contribution to the faunal research
Hideo Nakajima and Yasunori Kishida 
Japan Heterocerists’ J.  271: 529-536.  September 2014.
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アシブトチズモンアオシャク (Fig. 2)　A：1♂．
名義タイプ亜種はインド北部に分布し，日本 (伊豆

諸島八丈島以外)，台湾，朝鮮半島，中国東部の亜種は 
curvifiniens Prout で，伊豆諸島 (八丈島) 産は亜種 suzukii 

Inoue とされる (Inoue, 1963)．今回得た個体は前翅中
横線及び前・後翅後縁部の紫褐色部の状態から亜種
curvifiniens Prout として扱った．なお，井上・前波 (1968) 
が神津島から記録したものも，亜種curvifiniens Prout で
ある．
**Jodis lactearia (Linnaeus)　ナミガタウスキアオシャク　

B：1♂．
Jodis putata (Linnaeus)  ヒメウスアオシャク　B：1♀．
大島からは矢島 (1958) によって記録されている．伊

豆諸島では大島のみに産する．
**Chlorissa inornata (Matsumura)　
ウスハラアカアオシャク (Fig. 3)　B：3♀．

Comibaena procumbaria (Pryer)　
ヨツモンマエジロアオシャク　A：1♂，B：1♂1♀．　
大島からは岸田・中島 (2011) によって記録されてい

る．その他，伊豆諸島では神津島，三宅島，御蔵島，八
丈島から記録がある．
**Comibaena  amoenaria (Oberthür)　
ヘリジロヨツメアオシャク　C：1♂2♀．
Comostola subtiliaria insulate Inoue　
コヨツメアオシャク　A：1♀，C：2♀．
大島からは岸田・中島 (2011) によって記録されてい

る．その他，伊豆諸島では式根島，三宅島，御蔵島，八
丈島，八丈小島から記録がある．名義タイプ亜種は，中
国東北部，ロシア南東部，朝鮮半島に分布する．日本産
は翅長や横脈上の眼状紋の状態から3つの亜種に分けら
れている．今回得た個体は伊豆諸島亜種に属するが，翅
長，眼状紋は他の亜種を含めて個体変異の幅が大きく亜

Fig. 1. Peratostega deletaria hypotaenia (Prout). Fig. 2. Agathia visenda curvifiniens Prout. Fig. 3. Chlorissa inornata (Matsumura).  
Fig. 4. Homodes vivida Guenée. Fig. 5. Assara korbi (Caradja). Fig. 6. Calamotropha shichito (Marumo). Fig. 7. Piletocera sodalis 
(Leech). Fig. 8. Syllepte  cissalis Yamanaka.
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種の検討が必要と思われる．
Scopula ignobilis (Warren)　ウスキクロテンヒメシャク　

C：2♂3♀．
大島からは井上・前波 (1968)，岸田・中島 (2011) によっ

て記録されている．その他，伊豆諸島では利島，新島，
三宅島，御蔵島，八丈島，八丈小島，青ヶ島から記録が
ある．
Scopula plumbearia (Leech)　ナガサキヒメシャク　

A：1♂．
大島からは井上・前波 (1968) によって記録されてい

る．伊豆諸島では大島のみに産する．
Scopula epiorrhoe Prout  ギンバネヒメシャク　

A：1♂1♀，B：1♀．
大島からは岸田・中島 (2011) によって記録されてい

る．その他，伊豆諸島では新島，三宅島，御蔵島から記
録がある．
**Idaea jakima (Butler)　フチベニヒメシャク

B：1♂3♀．
Idaea invalida faceta Inoue  オイワケヒメシャク　

A：8♀，B：4♀，C：3♀．
大島からは井上・前波 (1968) によって記録されてい

る．その他，伊豆諸島では利島，新島，三宅島，御蔵島，
八丈島，八丈小島，青ヶ島から記録がある．
Idaea sakuraii (Inoue)  サクライキヒメシャク　B：1♂．
大島からは岸田・中島 (2011) によって記録されてい

る．その他，伊豆諸島では三宅島，御蔵島，八丈島から
記録がある．
Tyloptera bella bella (Butler)　ホソバナミシャク　

A：1♂1♀，B：1♂．
大島からは井上・前波 (1968) によって記録されてい

る．その他，伊豆諸島では八丈島から記録がある．
Gymnoscelis esakii Inoue　ケブカチビナミシャク　

A：2♀，B：1♀，C：1♂7♀．
大島からは岸田・中島 (2011) によって記録されてい

る．その他，伊豆諸島では御蔵島から記録がある．

Sphingidae　スズメガ科
Psilogramma increta (Walker)  シモフリスズメ　C：1♀．
大島からは矢島 (1958) によって記録されている．そ

の他，伊豆諸島では新島，神津島，三宅島，御蔵島，八
丈島，青ヶ島から記録がある．
Dolbina  tancrei Staudinger  サザナミスズメ　C：1♂．
大島からは井上・前波 (1963)，岸田・中島 (2011) によっ

て記録されている．その他，伊豆諸島では利島，三宅島，
御蔵島から記録がある．
Macroglossum pyrrhosticta Butler　ホシホウジャク　

B：1♂，C：1♂．
大島からは矢島 (1958) によって記録されている．そ

の他，伊豆諸島では新島，式根島，三宅島，御蔵島，八
丈島，青ヶ島から記録がある．
Theretra nessus nessus Drury  キイロスズメ　C：2♂．
大島からは井上・前波 (1968) によって記録されてい

る．その他，伊豆諸島では新島，式根島，神津島，三宅
島，御蔵島，八丈島，青ヶ島から記録がある．

Notodontidae　シャチホコガ科
*Mesophalera sigmata (Butler)　クロシタシャチホコ　

B：1♂．
伊豆諸島では，御蔵島 (井上・前波，1963) から記録

がある．
Syntypistis japonica (Nakatomi)　アオシャチホコ　

B：1♂．
大島からは矢島 (1958) によって記録されている．そ

の他，伊豆諸島では神津島，御蔵島から記録がある．

Lymantriidae　ドクガ科
Somena pulverea pulverea (Leech)　ゴマフリドクガ　

A：1♀，C：3♀．
大島からは岸田・中島 (2011) によって記録されてい

る．本州産は翅色に変異があり，黒褐色の型はナカグロ
キドクガ Euproctis kurosawai (Inoue, 1957) として扱われ
たことがある．伊豆諸島からはナカグロキドクガの記録
を含めて新島，式根島，神津島，三宅島，御蔵島，八丈
島，青ヶ島の記録がある．
*Arna  pseudoconspersa (Strand)　チャドクガ　

B：若齢幼虫多数．
大島公園でツバキの葉に群棲する若齢幼虫を確認し

た．大島以外では新島 (井上・前波，1968), 八丈島 (前波・
外谷，1964) から記録がある．

Arctiidae　ヒトリガ科
*Eilema deplena pavescens (Butler)　ムジホソバ　A：2♂．
伊豆諸島では三宅島，御蔵島，八丈島から記録がある．

*Dolgoma cribrata (Staudinger) ヒメキホソバ　
C：1♂1♀．
大島以外では三宅島から記録がある．

Tigrioides immaculatus (Butler)　ナガサキムジホソバ
A：2♀．
大島からは岸田・中島 (2011) によって記録されてい

る．伊豆諸島では大島のみに産する．
*Cyana hamata hamata (Walker)　アカスジシロコケガ　

B：1♂，C：1♂．
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大島以外では井上・前波 (1968) によって，利島，新
島，神津島から記録がある．伊豆諸島 (三宅島，御蔵島，
八丈島) のものは前翅の赤色帯と後翅の赤色部を欠き純
白となり，別亜種 maenamii (Inoue & Kobayashi) とされ，
Inoue & Kobayashi (1963)，前波・外谷 (1964)，渡辺・相
馬 (1972)，中島 (1989)，岸田・中島 (2011) の記録がある．
*Spilosoma lubricipedum (Linnaeus)　
キハラゴマダラヒトリ　B：1♂，C：2♂．
伊豆諸島では利島，新島から記録がある．

Spilarctia seriatopunctata seriatopunctata (Motschulsky)
スジモンヒトリ　A：2♂，B：3♂，C：2♂．
上記の個体は名義タイプ亜種で大島からは岸田・中島

(2011) の記録がある．井上・前波 (1963) は伊豆諸島産 
(三宅島，八丈島) を subsp. suzukii (Inoue & Maenami) と
し，その際大島産の久慈 (1933)，矢島 (1958) の記録も
含めた．その他，利島，新島，式根島，神津島，御蔵島
から，井上 (1960)，前波・外谷 (1964)，井上・前波 (1968)，
春田 (1963)，沢田・渡辺 (1969)，渡辺・相馬 (1972)，
中島 (1989) の記録がある．青ヶ島から長谷川 (1984) の
記録がある．
Lemyra inaequalis inaequalis (Butler)　カクモンヒトリ

C：1♂．
大島からは井上・前波 (1968) によって記録されてい

る．その他，伊豆諸島では新島，神津島，三宅島，御蔵
島，八丈島から記録がある．
*Lemyra imparilis (Butler)　クワゴマダラヒトリ　

B：3♂，C：1♂．
伊豆諸島では三宅島から記録がある．

Nolidae　コブガ科
Manoba fasciatus Hampson　ソトジロコブガ　B：3♂．
大島から岸田・中島 (2011) によって記録されている．
その他，伊豆諸島では三宅島，御蔵島，八丈島から記

録がある．
* “Meganola” triangulalis (Leech)　イナズマコブガ

A：1♀．
伊豆諸島では神津島，三宅島，御蔵島，八丈島から記

録がある．
**Gelastocera kotschubeji Oberatsov　クロオビリンガ

C：1♂．
**Earias pudicana Staudinger  アカマエアオリンガ

A：1♂．

Noctuidae　ヤガ科
Diomea cremata (Butler)　ムラサキアツバ　B：1♂．
ヒメムラサキクチバの旧名がある．大島からは岸田・

中島 (2011) によって記録されている．伊豆諸島では式
根島，三宅島，御蔵島から記録がある．
**Hepatica nakatanii Sugi  ナンキシマアツバ　

A：2♂1♀．
**Honeyania ragusana (Ereyer)　ツマテンコヤガ　

B：1♂．
Bomolocha stygiana (Butler)  ヤマガタアツバ　

B：1♂，C：1♂
大島からは井上・前波 (1963)，岸田・中島 (2011) によっ

て記録されている．その他，三宅島から記録がある．
**Tamba corealis (Leech)　チョセンツマキリアツバ

A：1♂．
本州では関東地方以西の暖地に産するが，あまり多く

ない．
**Sarcopteron fasciatum (Wileman & South)　
ソトウスベニアツバ　A：1♂．
本州では伊豆半島以西に産するが，少ない．

Leiostola mollis (Butler)　トビフタスジアツバ　
A：1♀．
大島からは井上・前波 (1968) の記録がある．伊豆諸

島では大島のみに産する．
Pangrapta perturbans (Walker)　ウンモンツマキリアツバ

A：1♂．
大島からは井上・前波 (1968) によって記録されてい

る．その他，伊豆諸島では神津島，三宅島，御蔵島，八
丈島から記録がある．
Pangrapta obscurata (Butler)　リンゴツマキリアツバ

A：1♂．
大島からは井上・前波 (1968)，岸田・中島 (2011) によっ

て記録されている．その他，伊豆諸島からは利島，三宅
島から記録がある．
*Adrapsa notigera (Butler)　フジロアツバ　A：1♀．
伊豆諸島では利島，三宅島，御蔵島から記録がある．

**Calyptra gruesa (Draudt)　オオエグリバ　
A：1♂，C：1♂．

Oraesia excavate (Butler)　アカエグリバ　B：1♂．
大島から矢島 (1958)，岸田・中島 (2011) によって記

録されている．その他，伊豆諸島からは新島，式根島，
神津島，三宅島，御蔵島，八丈島，八丈小島から記録が
ある．
**Homodes vivida Guenée  ニジオビベニアツバ (Fig. 4)　

A：1♂．
本州，四国，九州，対馬，沖縄に分布する．本州では

大阪府でとれているが珍しい種である．関東地方では記
録はなかったが，最近横須賀市で記録されている(坂本，
2013)．今回の記録は関東地方で2頭目である．
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Ercheia umbrosa Butler　モンムラサキクチバ　B：1♂．
大島からは岸田・中島(2011)によって記録されている．

伊豆諸島では大島のみに産する．
*Thyas juno (Dalman)　ムクゲコノハ　C：1♂．
伊豆諸島では式根島，三宅島，御蔵島，八丈島から記

録がある．
*Daddala lucilla (Butler)　ハガタクチバ　C：3♂2♀．
伊豆諸島では式根島 (井上・前波，1968)，御蔵島 (杉，

1963)，三宅島，御蔵島，八丈島 (岸田・中島，2011)，青ヶ
島 (井上・前波，1963) から記録がある．別名オオシラ
フクチバがある．
**Avitta fasciosa fasciosa Moore　
オオトウウスグロクチバ　A：1♂．
Acanthoplusia agnata (Staudinger)　ミツモンキンウワバ　

B：1♂，C：1♂．
大島から井上・前波 (1968) によって記録されている．

その他，伊豆諸島からは利島，新島，式根島，三宅島，
御蔵島，八丈島，青ヶ島から記録がある．
Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)　イチジクキンウワバ　

C：1♂．
大島からは井上・前波 (1963) によって記録されてい

る．その他，伊豆諸島では新島，神津島，三宅島，御蔵
島，八丈島から記録がある．
Anadevidia peponis (Fabricius)　ウリキンウワバ　

C：1♂．
大島からは井上・前波 (1968) によって記録されてい

る．伊豆諸島では大島のみに産する．
Maliattha signifera (Walker)　ヒメネジロコヤガ　C：1♂．
大島からは井上・前波 (1963)，岸田・中島 (2011) によっ

て記録されている．その他，伊豆諸島では利島，新島，
式根島，神津島，三宅島，御蔵島，八丈島から記録がある．
*Amphipyra horiei Owada　ナンカイカラスヨトウ　

C：3♂．
伊豆諸島では御蔵島，八丈島から記録がある．

Cryphia mitsuhashi (Marumo)　キノコヨトウ　
A：1♂，B：2♂．
大島からは井上・前波 (1968) によって記録されてい

る．その他，伊豆諸島では神津島，三宅島，御蔵島から
記録がある．
Spodoptera litura (Fabricius)　ハスモンヨトウ　C：2♂．
大島からは井上・前波 (1968) によって記録されてい

る．伊豆諸島では井上・前波 (1968) により新島，神津島，
三宅島，杉 (1963) により御蔵島，正木 (1937) により八
丈島，沢田・渡辺 (1959) により八丈小島，長谷川 (1984) 
により青ヶ島から記録がある．
Spodoptera depravata (Butler)　スジキリヨトウ　A：1♀．

大島から井上・前波 (1968) によって記録されている．
その他，伊豆諸島では三宅島，八丈島から記録がある．
**Apamea aquila oriens (Warren)　アカモクメヨトウ　

C：1♂3♀．
*Dictyestra dissecta (Walker)　キミャクヨトウ　C：1♂．
伊豆諸島では御蔵島から記録がある．
Mythimna separata (Walker)　アワヨトウ　C：1♂．
大島からは井上・前波 (1968) によって記録されてい

る．その他，伊豆諸島では利島，新島，式根島，神津島，
三宅島，御蔵島，八丈島から記録がある．
Agrotis ipsilon (Hufnagel)  タマナヤガ　C：1♂．
大島からは井上・前波 (1968) によって記録されてい

る．その他，伊豆諸島では新島，式根島，三宅島，御蔵
島，八丈島，青ヶ島から記録がある．
Agrotis segetum (Denis & Shiffermüller)　カブラヤガ　

B：1♀．
大島からは井上・前波 (1963) によって記録されてい

る．その他，伊豆諸島では新島，式根島，神津島，三宅
島，御蔵島，八丈島，青ヶ島から記録がある．
Diarsia deparca (Butler)  コウスチャヤガ　C：1♂．
大島からは井上・前波 (1968) によって記録されてい

る．その他，伊豆諸島では利島，新島，三宅島，御蔵島，
八丈島から記録がある．

Limacodidae  イラガ科
*Microleon longipalpis Butler　テングイラガ　

A：1♂，B：2♂1♀．
伊豆諸島では三宅島，御蔵島，八丈島から記録がある．

Tortricidae　ハマキガ科
Archips peratrata Yasuda  クロシオハマキ　B：1♂1♀．
大島からは井上・前波 (1963) によって記録されてい

る．その他，伊豆諸島では利島，式根島，神津島，三宅
島，御蔵島から記録がある．
*Phaecasiophora fernaldana Walsingham　
オオシロアシヒメハマキ　B：1♂．
伊豆諸島では利島，御蔵島から記録がある．

Epiblema foenella (Linnaeus)　ヨモギネムシガ　B：1♂．
大島からは井上・前波(1963)によって記録されている．

伊豆諸島では御蔵島から記録がある．

Pterophoridae　トリバガ科
**Stenoptilodes taprobanes (Felder & Rogenhofer)  
トキンソウトリバ　A：1♂．
**Nippoptilia vitis (Sasaki)　ブドウトリバ　A：1♀．
Pyralidae　メイガ科



534 蛾　類　通　信　 No. 271,   2014

Orthopygia glaucinalis (Linnaeus)　フタスジシマメイガ　
B：1♀．
大島からは井上・前波 (1963)，岸田・中島 (2011) によっ

て記録されている．その他，伊豆諸島では新島，神津島，
三宅島，御蔵島，八丈島から記録がある．
*Endotricha minialis (Fabricius)  キベリトガリメイガ　

C：1♀．
伊豆諸島では三宅島，御蔵島，八丈小島から記録があ

る．これらの記録はE. portialis Walker が使われているが，
本種のシノニムである．
Endotricha olivacealis (Bremer)　ウスベニトガリメイガ　

A：1♂，B：7♂15♀．
大島から矢島 (1958)，岸田・中島 (2011) によって

記録されている．伊豆諸島からは三宅島 (井上・前
波，1963)，御蔵島 (沢田・渡辺，1969)，八丈島 (春田，
1963)，青ヶ島 (長谷川，1984) から記録がある．なお，
矢島 (1958)，井上・前波 (1963)，沢田・渡辺 (1969) ではE.  
mesenterialis Walker が使われているが本種である．矢島 
(1958) は和名もキオビトガリメイガとなっている．春田 
(1963) のE. portialis Walker ホソバトガリメイガも本種で
ある．
Orthaga olivacea (Walker)　アオフトメイガ　

A：1♀，B：1♂．
大島からは岸田・中島 (2011) によって記録されてい

る．その他，伊豆諸島では新島，神津島，三宅島，八丈
島，八丈小島から記録がある．
*Acrobasis rubrizonella (Ragonot)　ギンマダラメイガ

A：1♀．
中島 (1989) が御蔵島から記録したEurhodope heringii 

(Ragonot) は本種である．
Addyme confusalis Yamanaka　
ウスアカムラサキマダラメイガ　B：2♂3♀．
大島から井上・前波 (1963) によって記録されている．

伊豆諸島では新島，式根島，神津島，三宅島，御蔵島，
八丈島から記録がある．Caguia defiguralis Walker ウスア
カマダラメイガは本種である．
**Assara korbi (Caradja)　
フタシロテンホソマダラメイガ (Fig. 5)　B：1♀．

Crambidae　ツトガ科
**Calamotropha shichito (Marumo)　イツトガ (Fig. 6)　

B：1♂．
*Crambus argyrophorus Butler　シロスジツトガ　A：1♂．
伊豆諸島では利島，新島，三宅島，御蔵島，八丈島か

ら記録がある．
Ancylolomia japonica Zeller　ツトガ　B：1♂．

大島からは矢島 (1958)，岸田・中島(2011)によって記
録されている．その他，伊豆諸島では利島，新島，式根
島，神津島，三宅島から記録がある．
Paliga auratalis (Warren)　ヘリジロキンノメイガ　

B：1♂．
大島からは井上・前波 (1963) によって記録されてい

る．その他，伊豆諸島では式根島，神津島，三宅島，御
蔵島，八丈島から記録がある．
Cirrhochrista brizoalis (Walker)　モンキシロノメイガ　

B：1♂．
大島からは井上・前波 (1968) によって記録されてい

る．その他，伊豆諸島では神津島，三宅島，御蔵島，八
丈島，八丈小島，青ヶ島から記録がある．モンキオオノ
メイガと呼ばれたこともある．
**Piletocera sodalis (Leech)　
コガタシロモンノメイガ (Fig. 7)　B：1♂．
*Mabra charonialis (Walker)　ミツテンノメイガ

B：1♂．
伊豆諸島では三宅島から記録がある．

Spoladea recurvalis (Fabricus)　シロオビノメイガ　
B：1♂1♀．
大島からは井上・前波 (1968) によって記録されてい

る．その他，伊豆諸島では新島，式根島，神津島，三宅
島，御蔵島，八丈島，八丈小島，青ヶ島から記録がある．
*Pagyda quinquelineata Hering　マタスジノメイガ　

B：1♂．
伊豆諸島では正木 (1937) によって八丈島から記録さ

れている．
*Pagyda quadrilineata Butler　ヨスジノメイガ　

A：1♀，B：3♂2♀．
伊豆諸島では新島，三宅島，八丈島から記録がある．

Bocchoris inspersalis (Zeller)　シロモンノメイガ
B：1♀．
大島からは岸田・中島 (2011) によって記録されてい

る．その他，伊豆諸島では三宅島，御蔵島，八丈島，八
丈小島，青ヶ島から記録がある．
Chabula telphusalis (Walker)　オオシロモンノメイガ　

B：1♂．
大島からは岸田・中島 (2011) によって記録されてい

る．伊豆諸島では大島のみに産する．
Nacoleia commixta (Butler)　シロテンキノメイガB：1♂．
大島からは井上・前波 (1968) によって記録されてい

る．その他，伊豆諸島では新島，神津島，三宅島，八丈
島から記録がある．
Nacoleia satsumalis South　サツマキノメイガ　

B：4♂3♀．
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大島からは岸田・中島 (2011) によって記録されてい
る．その他，伊豆諸島では利島，新島，式根島，御蔵島
から記録がある．
*Nacoleia tampiusalis (Walker)　ネモンノメイガ　

B：1♂．
伊豆諸島では三宅島から記録がある．

Omiodes noctescens (Moore)　キバラノメイガ　
A：2♂1♀，B：2♂2♀．
大島からは井上・前波 (1963) によって記録されてい

る．その他，伊豆諸島では新島，神津島から記録がある．
Botyodes principalis Leech　オオキノメイガ　A：1♂．
大島からは岸田・中島 (2011) によって記録されてい

る．伊豆諸島では大島のみに産する．
Conogethes punctiferalis (Guenée)　
モモノゴマダラノメイガ　A：1♂．
別名モモノメイガ，ゴマダラノメイガ．大島からは井

上・前波 (1963) によって記録されている．その他，伊
豆諸島では新島，式根島から記録がある．
**Syllepte cissalis Yamanaka  コツチイロノメイガ (Fig. 8)　

A：1♂．
Palpita nigropunctalis (Bremer)　
マエアカスカシノメイガ　A：1♀．
大島からは矢島 (1958) によって記録されている．そ

の他，伊豆諸島では利島，新島，式根島，三宅島，御蔵
島，八丈島，青ヶ島から記録がある．
*Polythlipta liquidalis Leech　ツマグロシロノメイガ　

C：1♂．
伊豆諸島では三宅島から記録がある．

*Maruca vitrata (Fabricius)　マメノメイガ　A：1♂．
伊豆諸島では神津島，三宅島，八丈島から記録がある．

Bradina angustalis pryeri Yamanaka　
アカウスグロノメイガ　B：2♂1♀．

Bradina に関して Yamanaka (1984) によって再検討さ
れ，本種および次種の所属及び分布などが明らかになっ
た．大島からは岸田・中島 (2011) によって記録されて
いる．伊豆諸島では利島，新島 (井上・前波，1968)，三
宅島 (Yamanaka, 1984)，御蔵島 (岸田・中島，2011) の
記録がある．
Bradina geminalis Caradja　モンウスグロノメイガ　

B：1♂．
大島からはYamanaka (1984)，岸田・中島 (2011) によっ

て記録されている．伊豆諸島ではYamanka (1984) によ
り利島，新島，三宅島，御蔵島から，岸田・中島 (2011) 
により三宅島，御蔵島から記録されている．
*Paranacoleia lophophoralis (Hampson)　
ヒロバウスグロノメイガ　B：2♂．

伊豆諸島では利島，式根島，神津島から記録がある．

岸田・中島 (2011) における分布上の訂正
1. 伊豆諸島初記録の訂正
Evecliptopera illitata (Wileman)　セスジナミシャク　
初期の記録として大島 (矢島，1958) がある．

Pasiphila obscura (West)　ハラアカウスアオナミシャク　
初期の記録として御蔵島 (井上・前波，1968) がある．

Nola infralba Inoue  シタジロコブガ　
初期の記録として御蔵島 (中島，1989) がある．

Diomea cremate (Butler) 
 ムラサキアツバ (ヒメムラサキクチバ)　
式根島，御蔵島 (井上・前波，1968) から記録がある．

Perinaenia accipiter (Felder & Rogenhoffer)　
モクメクチバ (モクメカラスヨトウ)　
初期の記録として三宅島 (井上，1960) がある．

Bryophilina mollicula (Graeser)　ウスアオモンコヤガ　
初期の記録として新島 (井上・前波，1968) がある．

Melittia sangaica Moore　オオモモブトスカシバ　
川畑 (2006) の記録のうち御蔵島でも得られたと記さ

れている．
Trichophysetis cretacea (Butler)　フタオビモンメイガ　
初期の記録として三宅島 (井上・前波，1963) がある．

Clupeosoma pryeri (Moore)　ナカアカクルマメイガ　
伊豆諸島の早期の記録とした御蔵島，八丈島 (井上・

前波，1968)，三宅島 (渡辺・相馬，1972)，八丈小島 (沢
田・渡辺，1959) がある．
Cotachena pubescens (Warren)　スカシトガリノメイガ　
初期の記録として三宅島 (井上・前波，1963) がある．

Bradina angustalis Yamanaka アカウスグロノメイガ　
本文を参照．

2. 各島の初期記録の削除及び各島の初記録
Maxates protrusa　ヒメツバメアオシャク　八丈島 (前

波・外谷, 1964)；Sauris marginepunctata　コバネヒゲブ
トナミシャク　御蔵島 (沢田・渡辺，1969)；Episteira 
nigrilinearia　ウスミドリナミシャク　御蔵島 (中島，
1989)；Manoba melancholica　ヨシノコブガ　御蔵島 (中
島，1989)；Simplicia niphona　オオアカマエアツバ　三
宅島 (渡辺・相馬，1972)，八丈島 (春田，1963)，八丈
小島 (沢田・渡辺，1959)；Hypersypnoides submarginata　
オオシロテンクチバ　御蔵島 (沢田・渡辺，1969)；
Daddala lucilla ハガタクチバ　本文参照；Maliattha 
signifera　ヒメネジロコヤガ　御蔵島 (沢田・渡辺，
1969)；Craniophora fasciata　シマケンモン　八丈島 (前
波・外谷，1964)；Bryophila granitalis イチモジキノコヨ
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トウ　三宅島 (沢田・渡辺，1972)，御蔵島 (沢田・渡辺，
1969)；Zeuzera multistrigata　ゴマフボクトウ　神津島 
(井上・前波，1968)；Herculia pelasgalis アカシマメイ
ガ　大島 (井上・前波，1968)；Orthopygia glaucinalis フ
タスジシマメイガ　大島，三宅島 (井上・前波，1963)；
Arippara indicator ツマグロシマメイガ　御蔵島 (沢田・
渡辺，1969)；Oncocera semirubella アカマダラメイガ　
三宅島 (山中，1957)，八丈島 (正木，1937)；Spoladea 
recurvalis シロオビノメイガ　御蔵島 (沢田・渡辺，
1969)．
3. 三宅島 (渡辺・相馬，1972) の初・早期の記録

Orthocabera sericea sericea キ ス ジ シ ロ エ ダ シ ャ
ク；Corymica pryeri ウコンエダシャク；Organopoda 
carnearia carnearia シロモンウスチャハメシャク；
Sauris marginepunctata コバネヒゲブトナミシャク； 
Manoba fasciatus ソトジロコブガ；Bomolocha stygiana 

ヤマガタアツバ；Mecodina nubiferalis シャクドウク
チバ；Bambusiphila vulgaris  ハジマヨトウ；Herculia 
drabicilialis アカヘリシマメイガ；Endotricha theonalis カ
バイロトガリメイガ；Cirrhochrista brizoalis モンキシロ
ノメイガ；Pagyda arbiter　フタマタノメイガ；Omiodes 
similis クロミスジノメイガ．
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Summary　 In September, 2013, Nakajima had a faunal 
survey in Izu-Oshima. 13 family and 113 species were 
recorded. Newly found 26 species in Izu-Oshima were 
marked with *, and newly recorded 21 species in Izu 
islands were marked with **.
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筆者のひとり富沢は，石川県において日本から未知の
フタオガ亜科Dysaethria属の一種を採集した．この個体
は外部形態からDysaethria wilemani (West) に同定できる
ことが判明したのでここに報告する．

Dysaethria wilemani (West, 1932)　
ウスチャオビフタオ (新称) (Fig. 1)
Epiplema wilemani West, 1932: 217-218.
Dysaethria wilemani: Holloway, 1998: 105.

♀，開張21 mm．前翅長12 mm. 触角は微毛状で白色
と褐色のしま模様である．胸部背面は灰褐色であるが，
腹部背面は若干，色が濃い．前後翅とも地色は淡褐色で
黒褐色の細線が密に散布されている．前翅の外縁は角張
りが弱く，比較的なめらかである．前翅の内横線および
亜外縁線は不明瞭であるが，外横線は縁取りのない不規
則な褐色帯となり，前縁部の起点は黒く，終点の後縁部
周辺も黒っぽくなる．M1-M2脈の外縁近くには3個の小
黒点を装う．
後翅の亜基線は褐色の大きな鋸歯状で明瞭に認められ

る．外横線は前翅と同様，褐色の帯状を呈し，内側はぼ
かされるが，外側は白線で縁取られ，脈3付近で外側へ
深く湾曲する．フタオガの特徴である2つの尾状突起は，
他のDysaethria属と同様，鋭く突出し，はっきりと認め
られる．また，後翅基部から下方の尾状突起に向かって，
太めの顕著な褐色ないし黒褐色の条が認められる．

所検標本．1♀，石川県白山市西山（標高850m），11-
VI-2013．富沢章採集（国立科学博物館所蔵）．

Dysaethria属は日本に７種が知られているが (大和田，
2011)，所検標本のような色彩や横線の特徴を有する種
はいない．
外部形態を検討した結果，前後翅全体に褐色の細線

を散布すること，内横線の輪郭が不明瞭なこと，M1-M2

脈の外縁部に3個の黒点を有すること，後翅内横線が鋸

歯状であること，後翅基部から下方の尾状突起に向かっ
て明瞭な褐色条が走ることなどの特徴から，Dysaethria 

punctata (Holloway, 1976) に類似している(Holloway, 

1998: pl. 7, fig. 16)．この種はフィリピン，ルソン島産の
標本に基づいて記載されたD. wilemani (West, 1932) のボ
ルネオ亜種として書かれたものだが，その後，Holloway 
(1998) が従来の大属Epiplemaを整理した際に独立種と
し，Dysaethriaに属する種とした．両種は雄交尾器や触
角の形態によって明白に識別されるようであるが，雌交
尾器は図示されていない．しかし，所検標本はM1-M2脈
外縁部の黒点があまり目立たないことや，色彩が淡く，
やや小型であるのでDysaethria wilemani (West) と同定し
ておく．
本個体は上記地点の灯火採集で得られたたもので，採

集地周辺は白山山系の西部に位置し，ブナ，ミズナラを
はじめ，イタヤカエデ，トチノキ，スギなどの高木が生
育する本州の典型的なブナ帯である．採集地点は渓谷か
ら離れた尾根沿いに付けられた林道上の見晴らしが良い
所で，林道沿いにはリョウブ，ヤマウルシ，ススキ，チ
シマザサなどの草本類や低木の植物が多い．
ウスチャオビフタオはフィリピンとスラウエシが分

布地としてあげられ，近似種のD. punctataはボルネオ
の1,500m以上の高標高地から得られているだけである 
(Holloway, 1998)．今回の採集地点はこれら既産地から

石川県で採集した日本未記録のフタオガ Dysaethria wilemani (West)
富　沢　　　章 大 和 田　　守
923-0911　石川県小松市大川町 3-71 305-0005　茨城県つくば市天久保 4-1-1 国立科学博物館
Dysaethria wilemani (West) (Uraniidae) new to Japan, collected in Ishikawa Prefecture
Akira Tomisawa and Mamoru Owada 
Japan Heterocerists’ J.  271: 537-538.  September 2014.

Fig. 1. Dysaethria wilemani (West), ♀, Nishiyama, 850 m, 
Hakusan, Ishikawa Pref., Japan.　Pin scale: ca. 10mm.

1
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遠く離れており，生息地である可能性はきわめて低く，
偶産と考えるのが妥当であろう．
標本の撮影をお願いした国立台湾大学の呉士緯氏に深

謝する．

引用文献
Holloway, J.D, 1976. Moths of Borneo, with Special 

Reference to Mount Kinabalu. viii+132 pp., 32 pls. 

Malayan Nature Society, Kuala Lumpur.
Holloway, J.D, 1998. The moth of Borneo: families 

Castniidae, Callidulidae, Drepanidae and Uraniidae. 
Malayan Nat. J., 52: 1-155, 10 pls.

大和田守, 2011. フタオガ亜科．岸田泰則 (編)，日本産蛾
類標準図鑑 1: 127-130. 学研教育出版，東京．

West, R.J., 1932. Further descriptions of new species of 
Japanese, Formosan and Philippine Heterocera. Novit. 

zool. 37: 207-228.

Summary  One female moth of Dysaethyra wilemani 

(West, 1932) was collected at Nishiyama, 850 m, Hakusan, 
Ishikawa Pref., Honshu, on 11 June 2013 by A. Tomisawa. 
This is the first record from Japan.  The moth is considered 
a migrant from Luzon Island, from which D. wilemani was 
described.

タツナミトリバを千葉県我孫子市で採集
斉　藤　　　修
270-1119　千葉県我孫子市南新木 2-12-4
Records of Procapperia pelecyntes (Meyrick) from Abiko, 

Chiba Prefecture

Osamu Saito 

Japan Heterocerists’ J.  271: 538.  September 2014.

千葉県我孫子市の自宅の庭でタツナミトリバ
Procapperia pelecyntes (Meyrick) を採集したので報告す
る．本種はこれまで東京都 (西海，2010)，愛知県，三重
県，徳島県 (間野，2013)，福岡県，熊本県 (Yano,1963) 
の6都県から記録されているだけで，千葉県からは初め
ての記録になる．採集地は住宅地の一画である．本種は
2年にわたりタツナミソウの植栽に発生したと思われる
が，幼虫を見いだすことはできなかった．また，6月に
採集した個体は開張12.6mmと，他の時期に採集した個
体と同大で特に大型 (間野，2013) ではなかった．本種
を同定いただき，これまでの記録などの情報をいただい
た間野隆裕氏に深く感謝する．

5♂，2012年8月10日，2♂3♀，2012年8月11日，1♂，
2013年6月11日，1♂，2013年7月24日，千葉県我孫子市
南新木，筆者採集・保管．ただし一部の標本は間野隆裕
氏が保管している．

引用文献
間野隆裕，2013．日本産トリバガの新記録種とまれな種
の追加記録. 蛾類通信 267: 416-421.

西海正彦，2010．東京都未記録の蛾類 (第1報). 誘蛾橙
199: 23-27.

Yano, K., 1963. Taxonomic and biological studies of 
Pterophoridae of Japan (Lepidoptera). Pacif. Insects 5: 
65-209.

Summary  In 2012 and 2013 three females and nine males 
of Procapperia pelecyntes (Meyrick) (Pterophoridae)  were 
collected in Abiko, Chiba Prefecture. They may occur on 
Scutellaria indica L. (Lamiaceae) in a garden of residential 
area.

Fig. 1. Procapperia pelecyntes (Meyrick). Minami-araki, 
Abiko, Chiba Pref., Japan

1
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Letogenes was originally proposed as a monobasic 
xyloryctid genus by Meyrick (1921) with the type species, 
Letogenes auguralis Meyrick. In his generic description, 
he further suggested that the genus is allied to Odites 
Walsingham. Letogenes was later assigned to Oecophoridae, 
according to the revised status of Xylorycta-group as a 
subfamily of the family (Hodges, 1978). Letogenes currently 
belongs to Peleopodidae, together with Acria Meyrick 
(Hodges, 1998). Letogenes and Acria, both in fact show 
several similarities in the genital features. They, however, 
differ in the number of R veins in the forewings: i.e. four 
in Acria versus five in Letogenes (A. L. Lvovsky, 2013, 
personal communication). The relationship of these two 
genera may need further attention. 

Letogenes comprises two species: L. auguralis from Java, 
Indonesia, and L. festalis Meyrick from Russian Far East. In 
this article, I report the latter species from Korea for the first 
time. This is the second record of the species out of Russia 
after China. I would like to express my appreciation to Dr. 
A. L. Lvovsky (Zoological Institute, Russian Academy of 
Sciences, St. Petersburg) for his advice on the generic status 
of Letogenes.

Letogenes Meyrick, 1921
Zool. Meded. Leiden  6: 173.
Type species: Letogenes auguralis Meyrick, 1921, by 
monotypy.

Letogenes festalis Meyrick [new Korean name: Toggi-
Wonppulnabang]
Letogenes festalis Meyrick, 1930, Exot. Microlep. 4: 16. 
[Type locality: Russia, South Ussuri, Narva].
Acria nivalis Wang et Li, 1999, In Shen et al. (eds.), Fau. 
& Tax. Ins. Henan 4: 59. [Type locality: China, Henan, 
Neixiang County]. Synonymized by Li (2012).

Description (Fig. 1). Head with vertex and frons white; labial 
palpus reddish brown; antennal scape white, flagellomeres 
pale orange. Thorax white. Forewing length 8-9 mm, 
white, costa reddish brown; discal spot of raised scales 
circular, reddish brown, circumscribed with dark brown; 
submarginal band narrow, dark brown; fringe dark grayish 
brown. Hindwing pale brownish gray; fringe pale gray. Fore- 
and midlegs orange. Hindlegs pale orange. Abdomen pale 
orange dorsally, white ventrally. Male genitalia illustrated in 
Lvovsky (2012) and also from this study (Figs 2, 3). Female 
genitalia illustrated in Clarke (1955).

Mate r ia l s  examined .   [KOREA]  1♂ ,  Chungbug 
Prov., Jecheon, Hansu-myeon, Songgae, Mt. Wolaksan 
(N36˚51ʹ56.0ʺ E128˚05ʹ20.0ʺ, Alt. 222m), 20 June 2006 
(JC Sohn), genitalia slide no. SJC-514; 2♂ , ditto, 15-18 
June 2007 (JC Sohn); 1♀ , Gangwon Prov., Hwacheon, 
Hwacheon-eup, Mt. Haesanryong, Haesan  Tunnel, Alt. 
1,190m, 27 July 2007 (JC Sohn).

Distribution. South Korea, China (Henan) and Russia (Far 
East).
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Letogenes festalis Meyrick (Gelechioidea: Peleopodidae), new to Korea
Jae-Cheon Sohn
Department of Entomology, Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, 10th & Constitution 
NW, Washington, DC 20560, USA. E-mail: SohnJ@si.edu; Department of Entomology, University of Maryland, 
4112 Plant Sciences Building, College Park, MD 20742, USA.
Japan Heterocerists’ J.  271: 539. September 2014.

Figs 1-3. Letogenes festalis Meyrick from Korea. 1. Imago, 
male. 2. Male genitalia. 3. Phallus.
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筆者らは2013年3月4～ 18日，および4月29日～ 5月7
日の計2回，トカラ列島の口之島，中之島，悪石島，宝
島において蛾類相の調査を行った．2004年に施行され
た十島村昆虫保護条例によって，現在，トカラ列島全
域で昆虫採集が禁止されているが，今回は鹿児島県十
島村の採集許可を得て調査を行うことができた．本報
では，そのうち3月9～ 12日に実施した宝島における調
査で採集されたヤガ類について報告する．
宝島におけるこれまでの蛾類調査の記録として，有

田 (1964)，井上 (1975)，宮田 (1975) がある．その後
は，前述の通りトカラ列島全域で昆虫採集が禁止され
ていることもあり，宝島を含むトカラ列島における記
録は多くない．最もまとまった報告としてOwada et al. 
(1994) の調査が挙げられ，近年では，鹿児島県立博物
館による調査報告がある (黒江，1994；廣森，2000；廣
森，2001)． 
なお，本報告中のリストに用いた学名および和名は，

岸田ほか (2011) に従い，難同定種は解剖による雌雄交
尾器を用いた同定を行った．また，本調査によって得
られた大部分の標本は独立行政法人農業環境技術研究

所の農業環境インベントリーセンターに保管してある． 

調査地概要
宝島は，奄美大島の北方約70kmに位置する隆起サン

ゴ礁によって形成された比較的小さな島 (7.14km2) で，
悪石島と，小宝島・宝島間に旧北区と東洋区の境界 (渡
瀬ライン) があるとされ，生物地理学上興味深い地域
となっている (細谷，2011)．また，トカラ列島には山
岳信仰があり，メガミ，ネガミ，オガミと呼ばれる地
名は，聖地とされて木々の伐採を禁じてきた背景から，
島内でも比較的良好な自然林が残されている．宝島で
も女神山と呼ばれる山において，低地部や中腹部では
タブノキやビロウを中心とした良好な自然林が，山頂
部ではウバメガシの純林が見受けられる (寺田・大家，
2012)．今回は主にその女神山山麓を中心に調査を行っ
た (Figs 1- 2)．

結果
4回の灯火採集と外灯回りでの採集により，14亜科28

属34種のヤガ類を得ることができた．このうち8種が宝

トカラ列島のヤガ類 (I):宝島
綿　引　大　祐・小　島　弘　昭
243-0034　神奈川県厚木市船子 1737　  東京農業大学昆虫学研究室
Report on the noctuid species collected from the Tokara Islands (I): Takara-jima Island
Daisuke Watabiki and Hiroaki Kojima 
Japan Heterocerists’ J.  271: 540-542.  September 2014.

Fig. 1. Map of Takara-jima Is.  Fig. 2. Route to Mt. Megami-yama.
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　　Scientific name 　Japanese name No. of 
individuals

No. of 
collecting sites

Eublemminae
　Lophoruza lunifera (Moore) ウスキツマキリコヤガ 1♂ ②
Hypeninae 
　Hypena amica (Butler) クロキシタアツバ 2♂ ①②
Hermininae 
　Bocana manifestalis Walker クロジャノメアツバ 2♀ ③
　*Hydrillodes lentalis Guenée ソトウスグロアツバ 1♂ ①
　*Simplicia cornicalis (Fabricius) リュウキュウアカマエアツバ 1♀ ②
　Simplicia xanthoma Prout ニセアカマエアツバ 1♂1♀ ①③
Erebinae
　Erebus ephesperis (Hübner) オオトモエ 3♀ ②③⑤
Calpinae
　*Eudocima homaena (Hübner) ミドリモンコノハ 1♂ ③
　Eudocima salaminia (Cramer) キマエコノハ 1♀ ②
　Oraesia argyrosticta Moore ギンスジエグリバ 1♂ ②
　Plusiodonta coelonota (Kollar) キンモンエグリバ 6♂2♀ ②③
Catocalinae
　Bastilla arcuata (Moore) オキナワアシブトクチバ 2♂ ①
　Melapia japonica (Ogata) クロスジユミモンクチバ 1♂ ①
　Parallelia stuposa （Fabricius) アシブトクチバ 2♂ ②
　Rusicada albitibia (Walker) オキナワオオアカキリバ 1♀ ②
　Trigonodes hyppasia (Cramer) サンカククチバ 2♂ ①
Plusiinae
　Acanthoplusia agnata (Staudinger) ミツモンキンウワバ 1♂ ①
　Ctenoplusia albostriata (Bremer & Grey) エゾギクキンウワバ 1♀ ④
　Zonoplusia ochreata (Walker) コセアカキンウワバ 5♂ ①②
Pantheinae 
　Arcte coerula (Guenée) フクラスズメ 1♂ ③
Acronictinae
　*Craniophora fasciata （Moore) シマケンモン 5♀ ①③
Condicinae
　Condica illecta (Walker) オオホシミミヨトウ 2♂1♀ ①
Eriopinae
　Callopistria maillardi (Guenée) ナカウスツマキリヨトウ 2♂ ①②
　*Callopistria nobilior Eda ミナミツマキリヨトウ 5♂ ②③④
Xyleninae
　*Athetis placida (Moore) リュウキュウウスイロヨトウ 1♂ ①
　Athetis stellata (Moore) ヒメサビスジヨトウ 2♂ ②
　*Feliniopsis indistans (Guenée) ミツボシヨトウ 1♂ ②
　Sesamia turpis (Butler) テンオビヨトウ 1♂ ②
　Spodoptera depravata (Butler) スジキリヨトウ 1♂ ①
　Spodoptera litura (Fabricius) ハスモンヨトウ 2♂ ①②
Hadeninae
　Dictyestra dissecta (Walker) キミャクヨトウ 2♀ ②
　*Mythimna loyeri (Duponchel) クサシロキヨトウ 1♂ ①
　Mythimna polysticha (Turner) ニセスジシロキヨトウ 1♀ ①
Noctuinae
　Agrotis ipsilon (Hufnagel) タマナヤガ 1♂1♀ ③

Table. 1. A list of noctuid species collected on Takara-jima Is., the Tokara Isls., 9-12. iii. 2013

※Newly recorded species are indicated by asterisks (*)
No. of collecting sites
① Mt. Megami-yama, N:29°09’03” / E:129°11’53”, 9. iii. 2013, L. T., alt. 25m, D. Watabiki leg.
② N:29°09’03” / E:129°12’35”, 10. iii. 2013, L. T., alt. 20m, D. Watabiki leg.
③ Mt. Megami-yama, N:29°09’11” / E:129°11’48”, 11. iii. 2013, L. T., alt. 75m, D. Watabiki leg.
④ Mt. Imakira-dake, N:29°08’54” / E:129°12’00”, 12. iii. 2013, L. T., alt. 140m, D. Watabiki leg.
⑤ Guest house Mizuho-sou, 11. iii. 2013, at light, D. Watabiki leg.
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島新記録である (Table 1)．基本的にはOwada et al. (1994) 
を踏襲する結果となったが，ミドリモンコノハ (Fig. 3) 
を始め，分布上興味深い種を採集することができた．
ミドリモンコノハは，岸田ほか (2011) によると国内で
の分布は，石垣島，西表島，与那国島とされており，沖
縄本島や奄美大島より北に位置する宝島で今回採集され
たことは興味深い．本種の国外における分布は，インド
からネパール，中国，ベトナム，タイ，マレーシア，ボ
ルネオ島，フィリピン，台湾とされており (Kononenko 
& Pinratana, 2005)，中国南部からも記録がある (Chen, 
1999)．そのため，今回の記録が偶産ではなく，宝島に
おいて土着しているようであれば，現在のところ宝島が
本種の分布の北限にあたると思われる．
その他，今回新記録種として記録したものの多くは，

クサシロキヨトウをはじめ，正確な同定には交尾器の観
察が必要な難同定種が多く，大蛾類であっても今後の調
査によって，宝島から多くの新記録種が採集されるもの
と思われる．

謝辞
採集許可を得るにあたりお世話になった十島村役場の

方々はじめ，現地でのライトトラップの設置等を手伝っ
ていただいた同研究室の伊藤直哉，藤澤侑典，金子直樹
の諸氏，一部標本の同定に関しアドバイスをいただいた
農業環境技術研究所の吉松慎一博士，文献に関する情報
をいただいた国立科学博物館の大和田守博士に厚く御礼
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Summary　A list of the noctuid species collected by the 

authors on Takara-jima Is., the Tokara Islands in March 
2013 was given. A total of 34 species and 28 genera 
belonging to 14 subfamilies were collected, of which 8 
species are newly recorded from the island (Table 1). 
Among them, occurrence of Eudocima homaena (Hübner) 
(Fig. 3) on this island is noteworthy since it will represent 
the northernmost record of the distribution. This species 
has hitherto been recorded from Ishigaki-jima, Iriomote-
jima and Yonaguni-jima Isls. of Okinawa Prefecture except 
for other countries.

Fig. 3. Eudocima homaena (Hübner).
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2005年か2006年頃だったと思うが，筆者はRobinson et 
al. (2001) の食草目録をコピーさせてもらう機会を得た．
その文献は，沖縄で得た幼虫の食草が既に記録されてい
るかをみることに役立ったが，反対の使い道も試みた．
つまり文献から沖縄にいる蛾の食草を知って，その食草
を調べに行って幼虫を見つけ出そうとした．単食性，南
方系の蛾，ということで，最初の試みはエグリフタオ(当
時はフタオガ科) と決まった．同文献での食草はアカネ
科のWendlandia．沖縄ではアカミズキが該当する．１年
半の探索でうまく見つかり，食草のことは富永 (2009) に
ごく簡単に記したが，今回はその詳しい記録を述べたい．
エグリフタオの所属と学名は大和田 (2011) にした

がった．

Chundana emarginata (Hampson, 1891)　
エグリフタオ (Uraniidae ツバメガ科)
食草：アカミズキ Wendlandia formosana Cowan (アカ

ネ科 Rubiaceae)

前述のとおり，Robinson et al. (2001) で本種の食草が
Wendlandiaとわかったためアカミズキを調べることにし
た．沖縄島でアカミズキは南部では見たことがない．ま
ず中部の金武町のアカミズキ数本を，2007～ 2008年に
数回にわたって調べてみたが，見つからなかった．葉に
は穴も開いていたが，バッタの食痕だったのであろう．
今帰仁村宮城林道でも1回調べたが，見つからなかった．
北部の国頭村与那で調べたら，1回目の調査であっさり
見つかった．

2008年6月8日，国頭村与那で高さ2.5m程のアカミズ
キの葉裏から幼虫1頭を得た．終齢であった．アカミズ
キ葉を食べ，6月10日，露出したまま前蛹となり，11日

蛹化，18日羽化した．
Fig. 1は幼虫が付いていた葉だったので，食痕はこの

幼虫によるものではないかと思われる．Fig. 2は採集日
撮影の体長10mmの本種終齢時である．Fig. 3は羽化個
体で，一部伸展不全がある．

Robinson et al. (2001) を活用した幼虫探しは，初回の
目標は成功したが，2種めは実は行っていない．理由は
いくつかあろうが，エグリフタオ幼虫の発見時，目的を
達しても，あまり感動は湧かず，目的とする義務感に縛
られていたのが解放されてほっとしたという感じであっ
た．

引用文献
大和田守，2011．ツバメガ科．岸田泰則 (編)，日本産蛾
類標準図鑑 1:127-130. 学研教育出版，東京．

Robinson,G.S., P.R.Ackery, I.J/Kitching, G.W.Beccaloni 
& L.M.Hernandez, 2001. Hostplants of the Moth and 
Butterfly Caterpillars of the Oriental Region. 744 pp. 
Natural History Museum/Southdene Sdn Bhd, London/ 
Kuala Lumpur.

富永　智，2009．沖縄における蛾類の食草の新知見．誘
蛾燈 195: 3-5.
 

Summary　  I had searched the larva of Chundana 
emarginata (Hampson, 1981) referring the host plant record 
from Wendlandia plants in Robinson (2001), and found it. 8. 
VI. 2008: last instar larva were found on underside of a leaf 
of Wendlandia formosana Cowan. 10. VI: prepupa without 
cocoon. 11. VI: pupa. 18. VI: emerged. The locality is 
Yona, Kunigami vill., Okinawa Island.

沖縄島におけるエグリフタオの生態記録
富　永　　　智
901-0401　沖縄県八重瀬町東風平 251-3

Biological note of Chundana emarginata (Hampson) in Okinawa-jima Island, the Ryukyus
Satoru Tominaga 
Japan Heterocerists’ J.  271: 543.  September 2014.

Figs 1-3. Chundana emarginata (Hampson). 1. Last instar larva on its host plant. 2. Ditto. 3. Emerged adult.
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この度，大和田守博士 (国立科学博物館，つくば市) 
より長崎県対馬産のシャクガの提供を受けた．著者の一
人西澤は大和田博士に一部同行して採集を行った．発表
にあたり貴重な標本を恵与頂いた大和田守博士，現地で
採集の際，いろいろ便宜を計って頂いた故柴原克己氏，
標本写真の撮影をお願いした矢崎克己氏に厚くお礼申し
上げる．
今回，報告する中で対馬初記録としてチャオビフユエ

ダシャクとクロシタコバネナミシャク，2例目の記録と
してシロトゲエダシャクがある．
採集目録の中の採集者は大和田守を (O)，西澤正隆を 

(N) と略記した．

採集目録
Pseuderannis lomozemia (Prout) 　ウスバキエダシャク
上対馬町口無谷トンネル (280m) 1♂，8. III. 2013 (O)；

上対馬町大浦 (60m) 4♂1♀，9. III. 2013 (O)；上対馬町
比勝田 (15m) 1♀，9. III. 2013 (O)；上対馬町大増 (70m) 
9♂，10. III. 2013 (O)．1♂，10. III. 2013 (N)；厳原町内
山 (250m) 1♂，12. III, 2013 (N)．
Cleora leucophaea leucophaea (Butler)   シロテンエダシャク
大浦　3♀，9. III. 2013 (O)；大増　6♂1♀，10. III. 

2013 (O)．2♂，10. III. 2013 (N)；口無谷トンネル　3
♂，11. III. 2013 (N)；内山　1♂1♀，12. III. 2013 (O)．
1♂，12. III. 2013 (N)；厳原町鮎もどし公園　1♂，12. 
III. 2013 (N)．
Agriopis dira  (Butler)  シロフフユエダシャク
大増　3♂，10. III. 2013 (O)．1♂，10. III. 2013 (N)．

Phigaliohybernia fulvinfula Inoue　
チャオビフユエダシャク (Fig. 1) 
内山　1♂，12. III. 2013 (O)．
本種は静岡県本坂峠以西に産し，東海，近畿地方を中

心に四国，九州に分布することが知られていた．そして，
中島・猪又 (1995) は山梨県内の甲府市，韮崎市，下部
町等から記録した．九州地方では楠 (1993)，柳田・佐々
木 (1997) により福岡県から記録されているのみであっ
た．今回長崎県から初めて記録される．
対馬産のフユシャクガはシロフフユエダシャク，シロ

トゲエダシャク，チャバネフユエダシャク，シロオビフ
ユシャク，クロテンフユシャク，クロオビフユナミシャ
クが記録があったが，本種を含めて7種となった．
Phigalia verecundaria (Leech) 　

シロトゲエダシャク (Fig. 2) 
口無谷トンネル　1♂，8. III. 2013 (O)．18♂，11. III. 

2013 (O)．3♂，11. III. 2013 (N)； 大 増　8♂，10. III. 
2013 (O)．7♂，10. III. 2013 (N)． 
本種は最近中島 (2011) によって対馬から記録された

が，今回多くの個体が得られており，かなり普通に産す
ると思われる．
Biston robustum robustum Butler　トビモンオオエダシャク
口無谷トンネル　1♂，8. III. 2013 (O)．2♂，11. III. 

2013 (N)；比田勝　1♂，9. III. 2013 (N)；大増　2♂，
10. III. 2013 (O)．1♂，10. III. 2013 (N)．
Descorba simplex simplex Butler　
ハスオビエダシャク (Fig. 3) 
大増　1♂，10. III. 2013 (O)；口無谷トンネル　4♂，

11. III. 2013 (O)．2♂，11. III. 2013 (N)；比田勝　1♂，9. 
III. 2013 (N)；鮎もどし公園　1♂，12. III. 2013 (N)．
大増と口無谷トンネルで得た個体はすべてかなり暗色

であった．
Pachyligia dolosa Butler　アトジロエダシャク
口無谷トンネル　3♂3♀，8. III. 2013 (O)．3♂，11. 

III. 2013 (O)．2♂，11. III. 2013 (N)；大浦　3♂2♀，9. 
III. 2013 (O)； 大 増　1♂，10. III. 2013 (O)．1♂1♀，
10. III. 2013 (N)；内山　1♂1♀，12. III. 2013 (O)；比田
勝　1♀，9. III. 2013 (N)．
Planociampa antipala Prout　ヒロバトガリエダシャク
大浦　6♂8♀，9. III. 2013 (O)；大増　7♂，10. III. 

2013 (O)．3♂，10. III. 2013 (Ｎ)；比田勝　1♂1♀，9. 
III. 2013 (N)；口無谷トンネル　3♂，11. III. 2013 (N)；
内山　1♀，12. III. 2013 (N)．
Planociampa modesta (Butler) 　ホソバトガリエダシャク
大浦　1♀，9. III. 2013 (O)；大増　3♂，9. III. 2013 (N)．

Trichopteryx terranea  (Butler) 
チャオビコバネナミシャク
口無谷トンネル　15♂13♀，8. III. 2013 (O)．1♂，

11. III. 2013 (N)；大浦　5♂17♀，9. III. 2013 (O)；比田
勝　11♀，9. III. 2013 (O)；大増　5♂1♀，10. III. 2013 
(O)．8♂1♀，10. III. 2013 (N)；； 内 山　1♂3♀，12. 
III. 2013 (N)．
Trichopteryx misera (Butler) 　
クロシタコバネナミシャク(Fig. 4) 
大浦　2♂2♀，9. III. 2013 (O)；比田勝　1♂，9. III. 

2013 (O)；大増　1♀，10. III. 2013 (O)；内山　1♀，12. 

長崎県対馬の早春のシャクガ
中　島　秀　雄 西　澤　正　隆
230-0012　神奈川県横浜市鶴見区下末吉 6-19-18 859-6404　長崎県佐世保市世知原町太田 2番地
Geometrid moths collected on the Tsushima Island, Nagasaki Prefecture in the early spring
Hideo Nakajima and Masataka Nishizawa 
Japan Heterocerists’ J.  271: 544-546.  September 2014.
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III. 2013 (N)．
関東地方周辺では浅い山地で得られている．その他本

州では愛知県，大阪府，兵庫県で記録されているが，非
常に少ない．対馬では初記録である．
Trichoptery ussurica (Wehrli) 　マダラコバネナミシャク
大浦　2♂，9. III. 2013 (O)；比田勝　1♂1♀，9. III. 

2013 (O)；大増　2♂1♀，10. III. 2013 (N)；口無谷トン
ネル　1♂，11. III. 2013 (N)．
Esakiopteryx volitans (Butler) 　ウスベニスジナミシャク
比田勝　1♂1♀，9. III. 2013 (O)；大増　5♂2♀，10. 

III. 2013 (O)．6♀，10. III. 2013 (N)．
Orthonama obstipata (Fabricius) 　トビスジヒメナミシャク
口無谷トンネル　1♀，8. III. 2013 (O)；内山　1♀，

12. III. 2013 (O)．1♂1♀，12. III. 2013 (N)．
Idiotephria evanescens (Staudinger) 　
ナカモンキナミシャク
大浦　13♂，9. III. 2013 (O)；比田勝　10♂2♀，9. 

III. 2013 (O)； 大 増　2♂，10. III. 2013 (O)．1♂，10. 
III. 2013 (N)．
Idiotephria debilitata (Leech) 　ギフウスキナミシャク
大浦　6♂7♀，9. III. 2013 (O)；大増　6♀，10. III. 

2013 (O)．3♂1♀ (1♂は糖蜜採集で得た)，10. III. 2013 
(N)．
Eupithecia subbreviata Staudinger　
ナカオビカバナミシャク
口無谷トンネル　1♂6♀，8. III. 2013 (O)．1♀，11. 

III. 2013 (O)；大増　1♂1♀，10. III. 2013 (O)．1♂2♀，
10. III. 2013 (N)；内山　2♀，12. III. 2013 (N)．
Eupithecia clavifera Inoue　モンウスカバナミシャク

口無谷トンネル　1♀，8. III. 2013 (O)．
Eupithecia costiconvexa Inoue　マエテンカバナミシャク
口無谷トンネル　1♂1♀，8. III. 2013 (O)；厳原町上

見坂公園　1♀，12. III. 2013 (N)；内山　4♀，12. III. 
2013 (N)．
Eupithecia signigera Butler　ソトカバナミシャク
大増　2♂，10. III. 2013 (O)．

Eupithecia costimacularia Leech　ヨホシナミシャク
口無谷トンネル　1♀，8. III. 2013 (O)．

Gymnoscelis esakii Inoue　ケブカチビナミシャク
内山　1♀，12. III. 2013 (N)．

Pasiphila excise  (Butler) ソトシロオビナミシャク
内山　1♂1♀，12. III. 2013 (N)．

引用文献
楠亮二，1993. 九州初記録のチャオビフユエダシャク.　
蛾類通信 175: 437.

中島秀雄・猪又敏男，1995. チャオビフユエダシャクの
国内分布と新産地について. 蛾類通信 182: 109-110.

中島秀雄，2011. 対馬のフユシャクガ.  蛾類通信 261: 
265.

柳田慶浩・佐々木公隆，1997. 九州本土産フユシャク類
の記録 (II).  蝶と蛾 48 : 65-72.

Summary　Phigaliohybernaria fulvinfula and Trichopteryx 
misera are recorded in Tsushima Island for the first time and 
Phigalia verecundaria is the second record. The mark (O) 
indicates the collecting of Dr. Mamoru Owada, National 
Science Museum, Tsukuba, and (N) of Masataka Nishizawa.

Fig. 1.  Phigaliohybernia fulvinfula Inoue  チャオビフユエダシャク．
Fig. 2.  Phigalia verecundaria (Leech)　シロトゲエダシャク．Fig. 3.  
Descorba simplex Butler  ハスオビエダシャク．Fig. 4.  Trichopteryx 
misera (Butler)  クロシタコバネナミシャク.
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今回はホソガ科1種，キバガ科1種，ツトガ科1種，ヤ
ガ科1種の計4種について報告する．報告の中の幼虫は皆
終齢である．

Gracillariidae　ホソガ科
Phyllonorycter nigristella (Kumata) 
ネジロキンモンホソガ (Figs 1-4)
採集飼育．2005年7月29日，北海道鹿追町にて本種幼

虫の入ったマインを多数採集する．マインの中の幼虫は
すでに終齢あるいは蛹となっている．8月9日，3頭羽化
する．
年2化で，成虫は5月と8月に現れる．幼虫はテント状

マインをほとんどの場合，葉の中央部分から少し離れた
縁に近い所に作る．縁を少し裏へ丸めるようにして曲げ
て作る．夏に作られるマインはあまり大きくはない．
北海道のキンモンホソガの類は現在50種以上が知ら

れているが，年1化しかしないという種は，寒冷な気候
を好むコケモモキンモンホソガ1種のみで，他はすべて2
化をするようである．
北海道で2化をする蛾はミクロレピに多い．そして，2

化をする蛾の2化目の個体は，ヤガ科にしてもシャクガ
科にしてもいずれも小型化している．キンモンホソガの
類も例外ではない．その理由は分からないが，本種も同
様に2化目の個体は小さく成虫の20頭ほどの開張を計測
してみたところ，平均で6.8mmであった．これに対し1
化目の同じく20頭ほどの開張は8.5mmでその差の大きさ
には改めて驚かされた．
また，本種の場合，大きさだけでなく翅の斑紋にもい

くらかの差が見られる．斑紋の基本的な配置等には変わ
りないが，2化目の小型の個体の前翅基部の辺りがかな
り白い．ネジロキンモンホソガという名に相応しい姿を
している．以前の大図鑑 (黒子，1982) の図版の本種は2
化目の白い個体で，今回発行された蛾類標準図鑑 (久万
田ほか，2013) のネジロキンモンホソガの図は，春に羽
化した第1化目の個体と思われる．本種を図鑑の図版で
同定する場合は，いくらかの注意が必要かもしれない．

Gelechiidae 　キバガ科
Carpatolechia digitilobella (Park) 
ウスクロオビキバガ (Figs 5-6)

採集飼育．2003年9月22日，北海道石狩市志美にて葉
を重ねて中にいる8mm程の幼虫3頭を採集する．10月10
日，土をまとったまゆを作り前蛹となる．10月27日，蛹
化している．2004年6月23日，2頭羽化．
年1化，成虫は6月から7月にかけて現れる．幼虫は葉

を2枚重ねて中に40mmばかりのチューブ状トンネルを
作る．Fig. 6は2枚目の葉をはがし，上から見たところで
ある．2枚重ねの中で，表皮を食べている．成長すると
12mm．蛹化に際しては地上へ降り蛹で越冬する．

Crambidae 　ツトガ科
Agrotera posticalis Wileman
クロウスムラサキノメイガ (Fig. 7)
採集飼育．2005年8月14日，北海道苫前町にて葉を重

ねて中にいる11mm程の幼虫2頭を採集する．8月19日，
表皮を食べ14mmの終齢に達する．8月25日，葉を折り
返し中で前蛹となる．9月3日，蛹化している．2006年6
月2日，1頭羽化する．
年1化，成虫は7月に現れる．幼虫はいつも葉を2枚重

ねにして中にいる．成長すると16mmとなる．蛹化に際
して葉の一部を楕円形に切り取り，それを他に重ねて中
で蛹化し冬を越す．

Noctuidae 　ヤガ科
Acronicta catocaloida (Graeser)
キシタケンモン (Fig. 8)
採集飼育．2007年8月14日，北海道苫小牧市静川にて

葉裏についている幼虫1頭を採集する．8月30日，40mm
に達する．9月9日，土に浅く潜り蛹化している．2008
年6月6日，1♂羽化．
年1化，成虫は7月に現れる．幼虫は常に葉裏にいる．

幼虫を見つけて採集しようとすると，葉にがっちりとし
がみつき，なかな脚をはなさない．終齢では40mm，蛹
化に際しては，体を半分土に沈めまゆを作って蛹化する．

引用文献
黒子　浩，1982．ホソガ科．井上寛ほか，日本産蛾類大
図鑑 1: 176-201. 講談社，東京．

久万田俊夫・小林茂樹・広渡俊哉，2013. ホソガ科．那
須義次･岸田泰則・広渡俊哉編，日本産蛾類標準図鑑 4: 

カシワを食草とする蛾　33
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Moths feeding on Quercus dentata Thunb. as larvae in Hokkaido 33
Hiroyuki Kogi 
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16-123. 学研教育出版，東京．

Summary　 This is the thirty-third part of the report 
on moths feeding Quercus dentata -  One species of 
Gracillariidae, one species of Gelechiidae, one species of 
Crambidae and one species of Noctuidae.

Phyllonorycter nigristella (Kumata)  (Fig. 1-4).
July 29, 2005, many mines containing last instar larvae, or 
pupas were collected in Shikaoi, Hokkaidô. August 9, 2005, 
three imagoes emerged. In the field, the bivoltine imagoes 
appear.
　Over fifty species of Phyllonorycter  are known 
in Hokkaidô, among of those the only one species, 
Phyllonorrycter junoniella (Zeller, 1846) which cares for 
cold climate, is univoltine and the rest are bivoltine. In 
the bivoltine species, the second-generation individuals 
tend to be smaller than the first-generation imagoes. 
The wingspread of the second-generation imagoes in 
Phyllonorycter nigristella is 6.8 mm on average of 20 
individuals and the first-generation imagoes 8.5 mm. The 
maculation is also differs between generations, the second 

generation imagoes is whiter.

Carpatolechia digitilobella (Park) (Fig. 5-6)
September 22, 2003, three larvae, 8 mm long, in between 
leaves were collected in Ishikari, Hokkaidô. October 
10, prepupa in cocoon wearing soils. October 10, pupa.                        
June 23, 2004, two individuals emerged. The larva makes 
a tunnel, 40 mm long, between two leaves, eating the 
epidermis

Agrotera poticalis Wileman (Fig. 7)
August 14, 2005, two larvae, 11 mm long, in between 
leaves were collected in Tomamae, Hokkaidô. August 19, 
last instar, 24 mm, eating epidermis. August 25, prepupa 
in a folded leaf. September 3, pupa. June 2, 2006 one 
individual emerged.

Acronicta catocaloida (Graeser) (Fig. 8)
August 14, 2007, one larva on underside of a leaf was 
collected in Tomakomai, Hokkaidô. August 30, grown to 
reach 40 mm. September 9, pupa in a cocoon under thin 
soil. June 6, 2008, one male emerged.

Figs 1-4. Phyllonorycter nigristella (Kumata). 1-2. Seasonal variation of emerged adults. 1. First generation in spring. 2. Second 
generation in summer. 3. Larval mine. 4.  Pupa. Figs 5-6. Carpatolechia digitilobella (Park). 5. Emerged adult. 6. Final instar larvae. 
Fig. 7. Agrotera posticalis Wileman. Fig. 8. Acronicta catocaloida (Graeser).
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紹介/ New Paper

昆虫が光に集まる習性
弘中満太郎・針山孝彦, 2014. 昆虫が光に集まる多様な
メカニズム. 日本応用動物昆虫学会誌 58: 93-110.

蛾を調べる際にもっともよく使われる採集法は灯火採
集であろう．多くの昆虫が比較に集まってくる習性を利
用した採集方法であるが，なぜ蛾は光に集まるのかと問
われても答えるのは難しい．
本論文は，昆虫が光に集まる現象を様々な角度から紹

介する総説である．まず昆虫が光に集まる性質「走光性」
を定義した後，その特徴，走光性を引き起こす光源，メ
カニズム，適応的意義，そして走光性の研究法までを，
多数の研究例を挙げつつ緻密にまとめている．
この論文を読み進めると，昆虫が光に集まると一口に

言っても，そこには「多様なメカニズム」があることに
驚かされる．たとえば，走光性の様式であれば，光その
ものに引き寄せられるだけでなく，光によって飛ぶ角度
が変わることで引き寄せられる場合，強い光で行動が阻
害され休んでしまう場合などがあり，最後の行動は厳密

な走光性とは言えない．メカニズムについても，月など
の天体を視覚目標とする「コンパス理論」のほか，光源
の近くの暗いところをより暗いと感じてそこへ逃避する
「マッハバンド理論」など複数の説が紹介されている．
本論文は，その実証の困難さも浮き彫りにしている．

上記のメカニズムの理論でも，それらを実証するような
研究は非常に難しく，ごく僅かしか無いことが読み取れ
る．一方，どんな虫が，どんな飛び方で，どういう灯り
に集まるのか，と言った情報が，実はとても貴重な基礎
データであることに気づかされる．
本論文は，特集「光防除の最前線」の中の一論文であ

る．光に集まる習性は，電撃トラップのみならず，黄色
灯で擬似的に昼の環境を作り出すことでヤガの行動を抑
制する黄色防蛾灯など，防除にとっても非常に重要であ
る．著者らは，ニーズを認めつつも，「行動メカニズム
の解明が十分でない」ため「応用的な展開は停滞的な状
態にある」と主張している．走光性の問題は，身近な謎
を解く楽しみから，様々な応用や実用まで，実はホット
な話題であることを改めて感じることとなった．

神保宇嗣/ U. Jinbo
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