
筆者の一人宮野は，岐阜県東濃地方に点在する湿地の
一部から採集したツトガ亜科の標本の中に，ギンスジツ
トガやヒメギンスジツトガに近似であるが，それらとは
異なる個体群のあることに気がついた．これらの標本を
調査した結果，外見，♂♀交尾器ともに既知の種とは明
瞭な違いがあり，新種と認められるので以下に記載する．
岐阜県南東部のいわゆる東濃地方は，たび重なる断

層活動や土砂の堆積などによって形成された陶土層や砂
礫層など多様な地層相を示し，浸出水による池溏や湿地
などが点在する丘陵地帯となっている．植物では，この
地域周辺に固有のシデコブシ (モクレン科 ) やハナノキ 

(ムクロジ科 ) などが著名であるが，蛾類でもモウセン
ゴケトリバ，シロミャクツトガ，スゲドクガ，ミヤノス
ゲドクガ，ミヤノシロコブガ，シラユキコヤガ，トビイ
ロアカガネヨトウ，エゾスジヨトウなど，この地域に固
有の種や湿地性の局地分布種が生息し，特異な生物相を
呈することが知られている．

Crambus postnigellus sp. nov. 

カバイロギンスジツトガ (新称 )  (Figs 1-2) 
開張：♂ , 21-24mm．♀ , 21-23mm．外見ではC. 

humidellus Zellerギンスジツトガ (Figs 3-4)，C. silvellus 

岐阜県東濃地方の湿地から発見されたツトガ亜科の 1新種
佐 々 木　明　夫 宮　野　昭　彦
010-1424 秋田県秋田市御野場 5丁目 11-5 509-0104 岐阜県各務原市各務おがせ町 9丁目 96-2

A new species of Crambinae (Crambidae) from the marsh in Tônô district, Gifu Prefecture, Japan 
Akio Sasaki and Akihiko Miyano
Japan Heterocerists’ J.  272: 549-552. December 2014.
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Figs 1-6. Adult. 1. Crambus postnigellus sp. nov. ♂ , holotype. 2. ditto ♀ , paratype.  3. C. humidellus Zeller ♂ .  4. ditto ♀ .  
5. C. silvellus (Hübner) ♂ .  6. ditto ♀ .
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(Hübner) ヒメギンスジツトガ (Figs 5-6) に似ているが，
次の点で区別できる．
前翅地色はより強く褐色を帯びる．前翅中央の銀白色

条紋は前縁に接触しない．ギンスジツトガは銀白色条紋
は長さの基部半分が前縁に接触する．ヒメギンスジツト
ガは条紋の基部が前縁に接触し，銀白色条紋延長上の亜
外縁線外側に明瞭な小白斑を持つ．後翅はギンスジツト
ガ，ヒメギンスジツトガに比べてより濃い暗褐色．
♂♀交尾器はギンスジツトガ (Figs 8, 11, 13) に近似

で，ヒメギンスジツトガ (Figs 9, 14) とは大きく異なる．
♂交尾器 (Fig. 7)：uncusは強く骨化し，2叉してそ

れぞれの先端は鋭く尖る (Fig. 10)；ギンスジツトガの
uncusは2叉したのち，それぞれの先端部は更に2叉する 
(Fig. 11)； uncus 基部から生ずる弱く骨化した1対の突
起はuncus とほぼ同長；ギンスジツトガでは腕状に細長
く発達しuncus のおよそ1.5倍の長さ，下方に緩やかに
湾曲する；gnathos は刺状，先端は尖って下方に湾曲する；
valvaは幅広く，先端部は半円状，後背方への張り出し
はギンスジツトガに比べてより強い；sacculusは発達し
幅広い；aedeagusは後方 (尾方 ) で細くなる； cornutiは
大小4個の刺状物，このうちaedeagus 基部の2個はギン
スジツトガよりも太く短い．
♀交尾器 (Fig. 12)：antrumは強く骨化し長大，交尾口

に向かってやや広がる．antrum前部 (頭方部 ) は蝸牛状
に巻いて，その径はantrum直線部の長さのおよそ1/4； 
ギンスジツトガの蝸牛状部はより大きく，antrum直線
部の長さのおよそ1/3-1/2； ductus bursaeは膜状で短い；
corpus bursaeは長卵形，signaは2個，それぞれ微小な骨
片の集まり．

中国四川省とチベットから，この種と近似のC. 
magnificus Bleszynski, 1956が記載されており，♂成虫の
彩色図と♂♀交尾器の線画が示されている (Bleszynski, 
1965)．それによるとmagnificusは前翅1A+2A脈上と , 翅
室1A+2Aに黒褐色条を欠き，また後翅は淡灰色．♂交
尾器gnathosの付属物はギンスジツトガのように細長く
湾曲，cornuti のうち aedeagus 基部の2個はギンスジツ
トガよりも更に細長い針状；valvaの先端部は偏円形で，
後背方への張出しはごく弱い．♀交尾器antrumの蝸牛
状の反転部分は巨大で，その径はantrum直線部の長さ
のおよそ2/3に達することなどで，本種と明瞭に区別で
きる．

Holotype ♂ , Gifu Pref.：Okugo, Mitake-cho, 12 
Sep. 2013 (A. Miyano leg.), in the collection of National 
Museum of Nature and Science, Tsukuba. 

Paratypes, same locality of holotype, 21 Sep. 2012, 2

Figs 7-9. Male genitalia (a: aedeagus). 7. Crambus postnigellus sp. nov., holotype.  8. C. humidellus Zeller.  9. C. silvellus 
(Hübner). Figs 10-11. Uncus and gnathos of male genitalia (enlarged): 10. Crambus postnigellus sp. nov., holotype. 11. C. 
humidellus Zeller.
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♀ ; 15 Oct. 2012, 2♀ ; 7. Oct. 2014, 9♂ (A. Miyano leg.). 
Gifu Pref.: Otomi, Izumi-cho, Toki City, 25 Sep. 2010, 3♀ 
(A. Miyano leg.).

本種の産地Okugo, Mitake-cho (御嵩町大久後 ) からは
ギンスジツトガとヒメギンスジツトガが，Otomi, Izumi-
cho, Toki City (土岐市泉町大富 ) からはヒメギンスジ
ツトガが採集されていて，それぞれの混棲地となって
いる．Fig.15 は御嵩町大久後の湿地環境で面積およそ
2,500m2，ホタルイ，シカクイ，コイヌノハナヒゲなど
のカヤツリグサ科草本が優占する．
記載にあたって，比較のため九州産ギンスジツトガの

標本をご提供くださった西澤正隆氏 (長崎県 ) に，厚く
御礼申し上げる．

引用文献
Bleszynski, S., 1956. Studies on the Crambidae (Lepid-

optera). Part XII. Three new Paraearctic species of the 
generic group Crambus Fabricius. Ann. hist.-natur. Mus. 
nat. hung. 7: 419-421, 5 Figs. Budapest.

Bleszynski, S., 1965. Crambinae. In Amsel H. G. et al. 
Microlepidoptera Palaearctica 1: Textband i-xlvii. 1-553. 
Tafelband pls 1-133. Wien.

Summary　A new species of genus Crambus Fabricius, 
1798 (Crambinae, Crambidae) is described from wetlands 
of Gifu Pref., central Honshu, Japan.

Crambus postnigellus Sasaki & Miyano, sp. nov.

The external appearance similar to C. humidellus Zeller 
or C. silvellus (Hübner), but different from that in the 
following points. Fore wing: ground colour deeper brown, 
glossy white streak on discoidal cell out of contact to costal 
margin, in humidellus contact at basal half, and in silvellus 
contact at base; small white spot absent on submarginal 
area like in silvellus. Hind wing: ground colour more 
blackish brown than in humidellus or silvellus.

Male and female genitalia closely related to those of 
humidellus, very different from those of silvellus.

Male genitalia: uncus strongly sclerotized, divided with 
pointed apices, while in humidellus divided twice; base of 
uncus with two processes weakly sclerotized, almost as 
long as uncus, while in humidellus with two arms about 1.5 
times of uncus, gently curved ventrally; gnathos a spine, 
expanded ventrally; valva wide, apical portion semi-circler, 
strongly projected dorsally than in humidellus, sacculus 
wide; aedeagus tapering to top; cornuti 4 spines, various 
sized, the anterior two more stout than in humidellus.

Female genitalia: antrum long, sclerotized, weakly 
widening to ostium, its anterior portion snail-shaped, 
the diameter 1/4 of posterior linear part of ostium, while 
in humidellus about 1/3-1/2 times; ductus bursae short, 
membranous; corpus bursae slender oval; signa 2 masses of 
granules.

The data of holotype and paratypes are as stated in the 

Figs 12-14. Female genitalia: 12. Crambus postnigellus sp. nov., (paratype).  13. C. humidellus Zeller.  14. C. silvellus (Hübner).  
Fig. 15. Habitat of Crambus postnigellus (Okugo, Mitake-cho, Gifu Pref.).
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main text.
Bleszynski (1956) described Crambus magnificus from 

China (Sichuan, Tibet), and then Bleszynski (1965) 
provided the figures an adult (male) and genitalia of 
both sexes. According to those papers, C. magnificus is 
significantly different from C. postnigellus sp. nov. as 
follows.

In magnificus. Fore wing: blackish streaks on vine 

1A+2A and sell 1A+2A absent. Hind wing: ground colour 
pale grey. Male genitalia: arm like processes from base of 
uncus about 1.5 times as long as uncus, like in humidellus; 
apex of valva elliptical; anterior two cornuti much longer 
and narrower than in humidellus. Female genitalia: snail-
shaped portion of antrum much longer, its diameter about 
2/3 times of posterior linear part. 

Parabapta clarissa (Butler) ウスアオエダシャク (シャ
クガ科エダシャク亜科 ) は各地に普通に産する種である 
(佐藤，2011)．筆者は岐阜，愛知県産の本種♂の後翅裏
面肛角部に，興味ある構造を見いだしたので報告する．
♂の後翅裏面肛角部の翅縁沿いに幅0.2mm，長さ

2mmほどの黄褐色の帯状部が認められる．この部分を
実体顕微鏡で検鏡すると細かな毛状物がびっしりと並ん
でいる (Fig. 1)．そして，この帯のある範囲に限り縁毛
が鉛直方向に反り返っている．この帯は♀には見られな
いが，縁毛の反り返りは♀にも若干認められる．それは
♂に比べて顕著ではないため，展翅標本を後翅が水平に
なるように並べると，照明の角度により♂の肛角部だけ
が光って見える (Fig. 2)．この構造は♂にだけあること

から，配偶行動に関連したもので，毛状物は発香鱗であ
る可能性が考えられる．なお，このParabapta属の蛾に
は国内で他にP. aetheriataフタスジウスキエダシャク，P. 
iharaiイハラエダシャクの2種が知られるが，これらの
♂にはこの構造は認められない．

引用文献
佐藤力夫 , 2011. シャクガ科エダシャク亜科 . 岸田泰則 

(編 )，日本産蛾類標準図鑑1: 132-200. 学研教育出版，
東京．

ウスアオエダシャク♂後翅裏面肛角部の構造について
宮　野　昭　彦
509-0104 岐阜県各務原市各務おがせ町 9丁目 96-2

The glittering metallic scales of anal angle in Parabapta clarissa (Butler) (Ennominae, Geometridae) 
Akihiko Miyano 
Japan Heterocerists’ J. 272: 552.  December 2014.

Fig. 1. Parabapta clarissa (Butler), male, hindwing, scales 
of anal angle. 

Fig. 2. Parabapta clarissa (Butler), male (upper) with 
glittering metallic scales of anal angle (arrows), female 
(lower).
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今回はハマキガ科2種，シャクガ科2種，ヤガ科2種
の計6種について報告する．報告の中の幼虫は皆終齢で
ある．

Tortricidae　ハマキガ科
Pandemis chlorograpta Meyrick 
ウストビハマキ (Fig. 1) 
採集飼育．2005年7月4日，北海道石狩市志美にて，

葉裏に糸をかけ中にいる10mm程の幼虫1頭を採集す
る．29日，終齢となり24mm．8月10日，葉の間で蛹化
している．16日，1♂羽化．
年2化，成虫は6月頃から8月にかけて現れる．春，

早くから若齢幼虫が見られるので，北海道でも幼虫越冬
と思われる．終齢幼虫では，頭部に4本の縦に走る黒紋
が見られるので，同属の他の幼虫とは容易に区別がつく．
成熟すると23mm程になる．

Pandemis corylana (Fabricius) 
ウスアミメトビハマキ (Fig. 2) 
採集飼育．2015年6月28日，北海道日高町門別に

て，葉裏より8mm程の幼虫3頭を採集する．7月19日，
26mmとなる．25日，葉の間で蛹化している．8月4日，
1♂羽化．
年1化．成虫の発生は割合遅く8月頃である．幼虫は

2枚の葉を重ねるようにして巣を作っている．成熟する
と27mm．越冬態は卵と考えられる．

Geometridae　シャクガ科
Jodis lactearia (Linnaeus) 
ナミガタウスキアオシャク (Figs 3-4) 
採集飼育．2006年9月12日，北海道安平町早来にて，

葉表にいる12mm程の幼虫1頭を採集する．その後も葉
表を食べ9月20日，終齢23mmとなる．10月1日，まだ
摂食を続けている．18日，蛹化している．
年1化，成虫は7月に現れる．幼虫の発生は8月となる．

発生後もその成長はゆっくりしていて蛹化は10月に及
ぶ．蛹化は葉裏で行われる．蛹の色は緑色．蛹で越冬する．

Apochima juglansiaria (Graeser) 
オカモトトゲエダシャク (Fig. 5) 
採集飼育．2005年6月14日，日高町門別にて，葉

の縁についている7mmの幼虫1頭を得る．7月6日，
46mmまでになる．10日，葉の間にしっかりとした茶色
のまゆを作る．28日，既に蛹化している．2006年5月3
日，1♂羽化する．
年1化，5月に発生する．幼虫は6月の初めから見ら

れる．若齢時では黒っぽいまだら模様で背面に赤みを帯
びた斑紋を持っているが，その斑紋は成長と共に白みを
増してくる．中には体全体に緑色を帯びた個体も見られ
る．動きはゆっくりしておりよく体を丸めている．蛹化
は葉の間であったり，土を綴ったりと個体によりまちま
ちであるが，いずれもかなり厚いまゆを作る．蛹で越冬
する．

Noctuidae　ヤガ科
Pseudoips prasinanus (Linnaeus) 
アオスジアオリンガ (Figs 6-7) 
採集飼育．2002年8月21日，北海道苫小牧市静川に

て葉裏より20mm程の幼虫を1頭採集する．9月5日，
35mmまでに成長する．10日，葉裏に黄色のまゆを作る．
15日，蛹化している．蛹で越冬し，2003年6月8日，1
♀羽化する．
年1化．成虫の発生は6月の1回のみであるが，当地

では数年に1頭くらいは8月に夏型と言われる2化目の
個体が採れる．6月に採れる春型とは，翅を見る限りで
はまるで別種としか思えない．実際，以前には別種とし
て扱われていたこともあった程である．北海道は1化地
帯であるから，産み落とされた卵も当然春型として羽化
して来る性質を持っていると思われるのに，不思議なの
はその極く偶発的に出て来る2化目の個体が，しっかり
と2化の夏型の姿をしていることである．本州と北海道
との違いと言えば当然気温が一番と考えられるが，その
気温の違いだけで春型と夏型のこんな異なった姿の違い
が生まれるのだろうか．私には，いくら考えても分から
ない．虫の世界に分からないことが多過ぎて本当に苦労
の絶えない毎日である．

カシワを食草とする蛾　34
小　木　広　行 
001-0907　北海道札幌市北区新琴似 7条 15丁目 2-4

Moths feeding on Quercus dentata Thunb. as larvae in Hokkaido 34
Hiroyuki Kogi 
Japan Heterocerists’ J.  272: 553-555.  December 2014.
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Fig. 1. Pandemis chlorograpta Meyrick. Fig. 2. P. corylana (Fabricius). Figs 3-4. Jodis lactearia (Linnaeus). 3. Last instar larva. 
4. Pupa. Fig. 5. Apochima juglansiaria (Graeser). Figs 6-7. Pseudoips prasinanus (Linnaeus). 6. Last instar larva. 7. Cocoon. 
Fig. 8. P. sylpha (Butler).

1 2

3 4

5 6

7 8



555蛾　類　通　信　 No. 272,   2014

 Pseudoips sylpha (Butler) 
アカスジアオリンガ (Fig. 8) 
採集飼育．2008年9月9日，北海道えりも町大和にて

20mm程の幼虫を2頭採集する．10月2日，終齢37mm
となる．11日，まゆを作る．蛹で越冬し，2009年5月2
日1♀羽化する．
年1化，成虫は6月に現れる．極く稀に前種同様，2

化目の夏型が得られることもある．道内各地に広く分布
しているようであるが，やや局地的な面も見受けられる．
幼虫は成熟すると33-39mmとなる．終齢幼虫は前種で
は赤い線を尾脚のみに僅かに持つが，本種は尾脚の他に
背線及び頭部にも見られる．まゆは枝から降りることな
く葉裏に作られる．その色は，前種が黄褐色に近いのに
対し，本種は常に濃い褐色である．まゆは葉裏に作られ
るが，冬期の落葉とともにまゆも地上に落ち，春，地上
からの羽化となる．

参考文献
杉　繁郎 (編 ), 1987. 日本産蛾類生態図鑑．講談社，東京．
岸田泰則，2011．ヤガ科リンガ亜科．岸田泰則 (編 ), 日
本産蛾類標準図鑑 2: 181-186. 学研教育出版，東京．

Summary  This is the thirty-fourth part of the report on 
moths feeding Quercus dentata - Two species of Tortricidae, 

two of Geometridae and two species of Noctuidae.

Tortricidae 

Pandemis chlorograpta Meyrick (Fig. 1)  July 4, 2005, 
one larva, 10 mm long, in a shilken nest under a leaf was 
collected in Ishikari, Hokkaido. August 10, it pupated 

between leaves. August 16, one male emerged. The last 
instar is 23mm long. 

Pandemis corylana (Fabricius) (Fig. 2) June 28, 2005, 
three larvae, 3mm long, were collected from under leaves 
in Hidaka city Hokkaido. July 19, last instar 26mm. July 
25, pupating between leaves. August 4, a male emerged. I 
think they overwinter as eggs.  
Geometridae

Jodis lactearia (Linnaeus) (Figs 3-4)  September 12, 
2006, one larva, 12 mm long, on a leaf was collected in 
Abira, Hokkaido. September 20, last instar 23mm.October 
18, pupated. Pupa overwinters. Imago appears in July. 

Apochima juglansiaria (Graeser) (Fig. 5) June 14, 2005, 
one larva, 7 mm long, on the side of a leaf was collected in 
Hidaka city Hokkaido. July 6, grown to 46mm long. July 
10, making a cocoon between leaves, brown, robust. July 
28, pupated already. May 3, 2006, a male emerged.
Noctuidae 

Pseudoips prasinanus (Linnaeus) (Figs 6-7) August 21, 
2002, one larva, 20 mm long, was collected from under 
a leaf in Tomakomai, Hokkaido. September 5, grown to 
35mm long. September 19, made a yellow cocoon under 
a leaf. Overwintered as a pupa. A female emerged on 8th 
June, 2003.

Pseudoips sylpha (Butler) (Fig. 8) September 9, 2008, 
Two larvae, 20 mm long, were collected  in Erimo, 
Hokkaido. October 2, grown to 37mm long. October 11, 
made a dark brown cocoon under a leaf. A female emerged 
on 2th May, 2009. It overwinters as a pupa in the cocoon 
under the fallen leaf on the ground. 

抄録／ New Paper
日本初記録となるメスハリオガ科の新種
Sohn, J.-C., 2014. Morphology-based phylogeny and 
biogeography of Wockia (Lepidoptera: Urodidae) with 
description of a new species from Japan and South Korea. 
Zool. Sci. 31: 258–265.

メスハリオガ科 Urodidae の新種 Wockia magna Sohn 
が，日本と韓国の標本に基づいて記載された．スミソニ
アン博物館の一色コレクションに含まれていた扉温泉で
の採集品がホロタイプに指定されている．また，これは
本科の日本初記録となる．韓国からは，すでに同属の W. 
koreana Sohn, 2008 が記載されている．本科の詳細は那
須 (2011, 駒井ほか編 , 日本の鱗翅類 ) も参照されたい．

神保宇嗣／ U. Jinbo
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As a part of the first author ’s thesis, trophic 
interactions between lepidopteran larvae and plants 
in a temperate forest were surveyed from Mt. Jirisan, 
Korea. The larvae collected from the survey are still 
being identified, if possible. So far, we have identified 
eleven species of Lepidoptera from the collection. The 
identified larvae are illustrated and the rearing records, 
including their host plants, are provided.

The survey area was the vicinities of Hermitage 
Sangsun-am (E127°29′39″, N35°17′31″, alt. 
660m) in the Mt. Jirisan National Park, located in 
Gwangeui-myon, Gurye-gun, Jeonnam Province, 
South Korea. This locality was chosen according to 
Choi and An (2010) which found the highest species 
diversity of Lepidoptera in the altitude interval, 600–
900m, at Mt. Jirisan. The forests around the survey 
area included predominantly deciduous tree, including 
representative temperate forest species such as oaks, 
Red-leaved hornbeam and maples. 

The survey was undertaken from May to August, 
hence including June when highest activities of 
adult moths are observed in the mountain (Choi et 
al., 2010). Only trees and shrubs were checked for 
lepidopteran larvae, as they provide more reliable 
food supply in rearing than herbs and weeds do. 
Only the larvae living on branches up to 3m above 
ground were collected by hand. The collected larvae 
were then transported for rearing to the Department 
of Environmental Education at the Mokpo National 
University, Muan (EMNU). Those were reared in 
cylindrical containers. The containers including larvae 
and their host plants were maintained in an incubator 
where circadian cycle and humidity were controlled. 
The larvae included in this article were identified 
from the emerged adults after rearing. The plant 
names follow the Korea Biodiversity Information 
System (www.nature.go.kr). All the larvae and adults 
examined are deposited in EMNU. 

Depressariidae
Depressaria irregularis Matsumura (Fig. 1) 

Rearing record. JIRI 2013-4/1-G-1: 1♂ , 17 May 

2013 [larva], 25 May 2013 [pupation], 10 June 2013 
[emergence], on Quercus serrata. 

Host plants. Fagaceae – Quercus serrata Thunb., 
Q. mongolica Fisch. ex Turcz. (Fujisawa, 1985; this 
study).

Tortricidae
Archips viola Falkovitsh (Fig. 2) 

Rearing record. JIRI 2013-129: 1♀ , 31 May 
2013 [larva], 6 June 2013 [pupation], 16 June 2013 
[emergence], on Stewartia pseudocamellia.

Host plants. Theaceae – Stewartia pseudocamellia 
Maxim. (this study); polyphagous on Araliaceae 
(Aralia, Eleutherococcus), Betulaceae (Alnus, Betula, 
Carpinus, Corylus), Caprifoliaceae (Lonicera), 
Cornaceae  (Ben thamid ia ,  Swida ) ,  Fabaceae 
(Lespedeza), Fagaceae (Castanea, Fagus, Quercus), 
Hamamelidaceae (Hamamelis),  Juglandaceae (Juglans, 
Pterocarya), Lauraceae (Lindera), Oleaceae (Fraxinus, 
Syringa), Rosaceae (Malus, Prunus, Pyrus, Sorbaria), 
Salicaceae (Populus, Salix), Sapindaceae (Acer), 
Styracaceae (Styrax), and Ulmaceae (Ulmus) from 
previous studies (Kuznetsov, 1973; Yasuda, 1975; 
Kawabe, 1982; Oku, 2003; Huh, 2012).

Homonopsis foederatana (Kennel) 
Rearing record. JIRI 2013-54: 1♂ , 24 May 

2013 [larva], 24 May 2013 [emergence], on Acer 
pseudosieboldianum.

Host plants. Sapindaceae – Acer pseudosiebold-
ianum (Pax) Kom. (this study); polyphagous on 
Elaegnaceae (Elaeagnus), Ericaceae (Rhododendron), 
Fagaceae (Quercus), Lauraceae (Lindera), Pinaceae 
(Abies), Rosaceae (Malus, Prunus), Salicaceae (Salix), 
and Taxaceae (Taxus) from previous studies (Yasuda, 
1975; Kawabe, 1982; Oku, 2003; Huh, 2012) 

Rhopobota sp. (Figs 3–4) 
Rearing record. JIRI 2013-98: 1♀ , 24 May 2014 

[larva], 11 June 2013 [emergence], on Cornus kousa.
Host plants. Cornaceae – Cornus kousa F. Buerger 

ex Miquel. (this study).

Larvae and host plants of eleven lepidopteran species from Mt. Jirisan, South Korea

Nang-Hee Kim 1, Jae-Cheon Sohn 2, and Sei-Woong Choi 3, 4

1. Department of Biology, Mokpo National University, Muan, Jeonnam 534-729, Korea
2. Department of Entomology, Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, 10th & Constitution NW, 
Washington, DC 20560, USA
3. Department of Environmental Education, Mokpo National University, Muan, Jeonnam 534-729, Korea
4. Corresponding author: choisw@mokpo.ac.kr
Japan Heterocerists’ J. 272: 556-558.  December 2014.

Abstract  The larvae and their host plants of eleven lepidopteran species are recorded from Mt. Jirisan in South Korea, including 
one depressariid, Depressaria irregularis Matsumura; three tortricids, Archips viola Falkovitsh, Homonopsis foederatana (Kennel), 
and Rhopobota sp.; one drepanid, Deroca inconclusa (Walker); four geometrids, Dindica virescens (Butler), Eulithis convergenata 
(Bremer), Racotis petrosa (Butler), and Ennomos autumnaria (Werneburg); one erebid, Latirostrum bisacutum Hampson; and one 
noctuid, Cosmia sanguinea Sugi.
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Note. This species is similar to Rhopobota “sp. 3” in 
Nasu (2013) in the size and the superficial appearance. 
It is, however, known that the larvae of Rhopobota “sp. 
3” feed on Ligustrum tschonoskii (Oleaceae).

Drepanidae
Deroca inconclusa (Walker) (Fig. 8) 

Rearing record. JIRI 2013-174: 1♂ , 20 August 
2013[larva], 3 Sept. 2013 [pupation], 10 Sept. 2013 
[emergence], on Cornus kousa. 

Host plants. Cornaceae – Cornus kousa F. Buerger 
ex Miquel (this study); Benthamidia japonica (Siebold 
& Zucc.) Hara, Cornus controversa Hemsl. Ex Prain, 

C. macrophylla Wallich (all Cornaceae) from Japan 
(Inoue, 1982; Nakajima, 1987).

Geometridae
Dindica virescens (Butler) (Fig. 5) 

Rearing record. JIRI-2013-167: 1♀ , 15 August 
2013 [larva], 12 Sept. 2013 [pupation], 29 Sept. 2013 
[emergence], on Lindera erythrocarpa.

Host plants. Lauraceae – Lindera erythrocarpa 
Makino (this study); Lindera glauca Blume, L. 
obtusiloba Blume, L. praecox (Siebold & Zucc.) 
Blume, and L. umbellata Thunb. from Japan (Sato & 
Nakajima, 1987).

Figs 1–11. Lepidoptera from Mt. Jirisan, South Korea. 1. Larva of Depressaria irregularis Matsumura on Quercus serrata. 
2. Larva of Archips viola Falkovitsh on Stewartia pseudocamellia. 3–4. Larva and emerged adult of Rhopobota sp. reared on 
Cornus kousa. 5. Larva of Dindica virescens (Butler) on Lindera erythrocarpa. 6. Larva of Racotis petrosa (Butler) on Lindera 
erythrocarpa. 7. Pupa of Eulithis convergenata (Bremer) on Carpinus laxiflora. 8. Larva of Deroca inconclusa (Walker) on 
Cornus kousa. 9. Larva of Ennomos autumnaria (Werneburg) on Carpinus laxiflora. 10. Larva of Cosmia sanguinea Sugi 
on Stewartia pseudocamellia (upper - dorsal view; lower – lateral view). 11. Larva of Latirostrum bisacutum Hampson on 
Meliosma myriantha (upper - dorsal view; lower – lateral view).
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Eulithis convergenata (Bremer) (Fig. 7) 
Rearing record. JIRI-2013-126: 1♀ , 31 May 2013 

[mature larva], 31 May 2013 [pupation], 9 June 2013 
[emergence], on Carpinus laxiflora. 

Host plants. Betulaceae – Carpinus laxiflora (Siebold 
& Zucc.) Blume (this study); Sapindaceae (Acer 
japonicum Thunb.,  A. palmatum var. matsumurae 
(Koidz.) Koidz., A. rufinerve Siebold & Zucc., A. 
sieboldianum Miq.) and Betulaceae (Alnus viridis 
(Chaix) D. C., Carpinus japonica Blume, C. tschonoskii 
Maxim.) from Japan (Inoue, 1982; Sato & Nakajima, 
1987).

Racotis petrosa (Butler) (Fig. 6) 
Rearing record. JIRI-2013-183: 1♂ , 20 August 

2013 [larva], 28 August 2013 [pupation], 10 Sept. 
2013 [emergence], on Lindera erythrocarpa.

Host plants. Lauraceae – Lindera erythrocarpa 
Makino (this study); Lindera obtusiloba Blume, L. 
praecox (Siebold & Zucc.) Blume, and L. umbellata 
Thunb. from Japan (Sato & Nakajima, 1987).

Ennomos autumnaria (Werneburg) (Fig. 9) 
Rearing record. JIRI 2013-31: 1♀ , 24 May 2013 

[larva], 21 August 2013 [pupation], 4 Sept. 2013 
[emergence], on Carpinus laxiflora.

Host plants. Betulaceae – Carpinus laxiflora 
(Siebold & Zucc.) Blume (this study); polyphagous on 
Betulaceae (Alnus firma Siebold & Zucc.), Fagaceae 
(Quercus crispula Blume), Malvaceae (Tilia japonica 
(Miq.) Simonkai), Rosaceae (Malus, Prunus, Pyrus), 
Salicaceae, and Ulmaceae (Ulmus) from previous 
studies (Inoue, 1982; Sato & Nakajima, 1987; Kim et 
al., 2001).

Erebidae
Latirostrum bisacutum Hampson (Fig. 11) 

Rearing records. JIRI 2013-161: 1♀ , 31 May 
2013 [larva], 5 June 2013 [pupation], 30 June 2013 
[emergence], on Meliosma myriantha; JIRI 2013-165: 
1♂ , 31 May 2013 [larva], 12 June 2013 [pupation], 1 
July 2013 [emergence], on Meliosma myriantha.

Host plants. Sabiaceae – Meliosma myriantha 
Siebold & Zucc. and M. tenuis Maxim. (Sugi, 1982; 
this study).

Noctuidae
Cosmia sanguinea Sugi (Fig. 10) 

Rearing records. JIRI 2013-119: 1♂ , 31 May 
2013 [larva], 9 June 2013 [pupation], 30 June 2013 
[emergence], on Stewartia pseudocamellia; JIRI 
2013-125: 1♂ , 31 May 2013 [larva], 8 June 2013 
[pupation], 30 June 2013 [emergence], on Stewartia 
pseudocamellia; JIRI 2013-150: 1♂ , 31 May 2013 
[larva], 4 June 2013 [pupation], 24 June 2013 
[emergence], on Stewartia pseudocamellia.

Host plants. Theaceae – Stewartia monadelpha 
Siebold & Zucc., S. pseudocamellia Maxim. (Sugi, 
1982; this study); Symplocaceae – Symplocos coreana 
(H. Lév.) Ohwi (Mori, 2003). 
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はじめに
相模原市緑区においてヤガ科キンウワバ亜科Abrostola

属の幼虫が，Boehmeria longispica ヤブマオ (イラクサ科 ) 
の葉裏から1頭見つかった．これについて，1) それがト
レンチ行動をしていた，2) その色彩は見慣れない明る
い緑色の色彩をしていたが，羽化した成虫からオオマダ
ラウワバAbrostola major Dufayと同定された．今回の報
告は，以上の2点である．

1. 野外で未知のAbrostola幼虫を発見
2012年6月15日，相模原市緑区 [旧相模湖町 ] 千木良

赤馬の山間を流れる渓流沿いの林道で，ヤブマオ数本
が自生しているのを見かけ，その中のとりわけ1条につ
いて，葉数枚が不自然に下垂していた (Fig. 1A)．これ
は何か居ると思い，葉裏を検査した所，Abrostola 属の
一種と思われる幼虫を1頭発見し (Fig. 1B)，これを採集
した．この「下垂した葉」は，発見された幼虫個体に
よる「環境への働き掛け」であると推定され，この現
象を「トレンチ行動」と呼称する．ウリ科植物に対し
てかなりの頻度で寄生するAnadevidia peponis (Fabricius) 
ウリキンウワバのトレンチ行動はよく知られており (一
瀬 , 1962; 竹内・田村 , 1993; 山村 , 2004)，実際容易に
その行動を野外で観察出来る．実際の所，キンウワバ
亜科内の種から，この行動が頻繁に目撃・報告されて
おり， Trichoplusia ni (Hübner) イラクサギンウワバや
Sclerogenia jessica (Butler) ワイギンモンウワバで同様の
行動が観察される (富永 , 1988; 中村 , 1984; 山村・佐々
木 , 2007)．更に，2011年10月6日にイチジクキンウワ
バが，Petasites japonicus フキの葉に対してトレンチ行動
を行っていた (山村 , 未発表 )．その他では，Autographa 
excelsa (Kretschmar) タンポキンウワバが Taraxacum sp. 
タンポポに，Thysanoplusia intermixta (Warren) キクキン
ウワバがCryptotaenia canadensis subsp. japonica ミツバに
対して行ったのを人工飼育下で目撃した事がある．経験
的に，トレンチ行動には主に2種類の様式が有る様に見
受けられる．一つは，葉の，より葉柄に近い葉脈の主脈
の何本かを噛み砕いて，葉を下垂 (葉がやや萎れる場合
もある ) させてしまう行動．二つ目は，葉の中程や，幼

虫個体の摂食部分付近のみを，葉脈を特に選ばず，一筋
の噛み傷をつける行動とである．前者はウリキンウワ
バと，イチジクキンウワバで観察され，更に今回，Fig. 
1Cで示したヤブマオの葉の様態から明らかな通り，こ
のAbrostolaも該当した．後者は，イラクサギンウワバ，
ワイギンモンウワバが該当する．以上の様に，Abrostola 
属において，この様なトレンチ行動の報告例は無いと思
われるので，以上，観察結果を報告した．次は，得られ
た幼虫の特徴を追って述べたい．

2. 幼虫の同定
野外で採集した未知の幼虫は，餌としてBoehmeria 

nivea f. nipononivea カラムシ (イラクサ科 ) を与え (アカ
ソも与えてみたものの，喰い付きが悪かった )，これに
対し良好な摂食が得られた結果 (Fig. 1D)，発育を完了
し蛹化した．加えて，野外から観察下に置かれた後の過
程で，脱皮が一度も発生しなかった事実から，採集さ
れた個体が，既に終齢であった事を示唆している．蛹
は，2012年7月1日に羽化し，得られた成虫はオオマダ
ラウワバであったが，通常の個体と比べ，全体に薄暗く
した様な色彩を呈していた (Fig. 2; 比較参照 : 杉 , 1982; 
Behounek et al., 2010)．以前，2系統 (神奈川県相模原市 
[城山町 ]と東京都八王子市 ) のオオマダラを大量飼育し
た経験があるが，この様な例は初めてであった．

日本国におけるAbrostola 属幼虫について村瀬  (1997) 
はA. triplasia (Linnaeus) イラクサマダラウワバ，オオマ
ダラウワバ，A. abrostolina (Butler) ユミガタマダラウワ
バの3種間について比較を行った．これら3種 (特に互
いによく似たオオマダラとイラクサマダラ間の比較が重
要 ) には明瞭な差異が見いだせると論じた．しかしなが
ら，今回得られた幼虫の形態的特徴から，村瀬 (1997) 
の示したオオマダラの記載とは差異が認められ，どうや
ら本種には変異が存在する模様である．その変異と認め
られる部分は主に以下の2点であった．一つは，終齢幼
虫の体色が，明るい緑を有していたと言う特徴で，この
色彩は，他の3種のこれまでの記述には見られない特徴
であった．もう一つは，イラクサ，オオマダラの幼虫には，

神奈川県相模原市におけるオオマダラウワバ幼虫に関する若干の知見
－ヤブマオにトレンチ行動をする終齢幼虫とその明るい緑の体色について－
山　村　　　聖 
194-0211　東京都町田市相原町 1071-10

A slice of life history on Abrostola major Dufay in Sagamihara-shi, Kanagawa Prefecture
–Trenching leaves by a final instar larva are found from Boehmeria longispica and unique coloration of its larva–
Satoshi Yamamura 
Japan Heterocerists’ J.  272: 559-561.  December 2014.
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主に頭部側面に暗い色彩をした網目状紋が有って，これ
が無垢の下地に覆い被さるが如く全体としてのパタンを
構築しており，村瀬 (1997) はこのパタンの相違によっ
て上記の2種を区別する手掛かりとしている．今回得ら
れた幼虫は，村瀬のオオマダラに関する記述と似ている
が，緑色をした網目の発達がやや弱まるのに加えて，前
頭中縫線に対して平行且つ，その幅が上唇側の両側の前

額縫線に相当する長方形の下地 (明るい緑 ) を残す様に
して，暗緑紋を形成している点で異なる (Fig. 1D)．し
かも，この紋と下地との境は非常にはっきりしている．
最後に，私が認めた明るい緑をしたオオマダラの体色に
ついて，以前の報告との比較を行いたい．一瀬 (1962) 
は，その胴部色彩について「緑色ないし暗緑褐色･･･時
に紫色を帯びる」と，色彩変異の存在を指摘している．

Fig. 2. Imago of A. major from unknown larva (see Fig. 1). Fig. 3. Fifth instar (final) larva of Abrostola major, ex ovo, 20. May 
2005. Its parent collected in Kawashiri Shiroyama, Kanagawa Pref.

Fig. 1 Field Boehmeria longispica where unkown Abrostola larva is found in Akouma, Chigira, Kanagawa Pref. and the 
imaginal feature identified as A. major (see Fig. 2). A: three sagged leaves are seen and a larva attaches to the backside of 
right side leaf, B: magnified the part of leaf with larva in Fig. 1A, C: a trenched leaf by larva, D: mature larva (final instar) fed 
on Boehmeria nivea f. nipononivea in laboratory.

2 3
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オオマダラの終齢幼虫のカラー図示については，これま
で数例なされているが (山本 , 1965; 山本・杉 , 1987; 村
瀬 , 1997)，何れも，胴部が緑色と言うよりは，暗緑褐色
である．以前，本種を大量飼育した経緯は，先に述べた
が，最も緑色の胴を呈すると思わしき終齢個体が Fig. 3 
に示した通りである (雌親は城山町産で，こちら方が村
瀬 (1997) の頭部紋様に関する記述と，より合致した斑
紋を呈している )．これに対して本個体では，これより
も更に明るくした緑色の胴を有する (Fig. 1D)．以上の
例証から，オオマダラ幼虫の色彩及び頭部模様には一定
変異が認められるものとみられる．
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Summary  A symptom of which any immature stage of 
Plusiinae moths will be present is found by the situation 
of unnaturally sagging Boehmeria longispica leaves in 
the low mountainous area of Sagamihara-shi, Kanagawa 
pref. Underside of this leaf, consequentially, an unknown 
Abrostola larva, later identified as A. major, was hiding. 
This report intends at following two points.

1) In some species of Plusiinae larva, they frequently 
have the habit of “trenching” to the leaf of own host plant, 
and A. major is newly listed as the moth species that is 
taking this trenching activity.

2) This A. major larva has unusual body coloration 
which is light green based epidermis. Many A. major larvae 
make epidermal coloration from dark greenish brown 
and sometimes to be taking purplish. That example is 
suggesting that it would seem to be the presence of some 
variation in the body coloration of A. major larvae.

ムラサキシタバ静止姿勢についての追加観察
西　尾　規　孝
Further record of resting position of Catocala fraxini 
jezoensis Matsumura
Noritaka Nishio

本誌No. 266 (2013)にムラサキシタバ Catocala fraxini 

の昼間における静止姿勢について記録したが，その後の
追加観察例を報告する．
観察場所は前回と同一の群馬県嬬恋村鹿沢 (1600m)で

ある．
2012年9月30日，岩上に静止している個体を見つけ

た．頭は下向きであった．前回と同一個体のオスと推定
した．この個体はすぐに飛び立ち，ミズナラ林に消えた．

2013年9月23日，岩上に頭を上にして静止している
個体を見つけた．2時間観察を続けたが飛び立たなかっ
た．性別は判定できなかった．
ムラサキシタバの静止習性はキシタバC. patalaのよう

に (西尾 , 2009, 日本のCatocala) 頭の方向は定まってい
ない可能性がある．
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石灰岩台地の草原で有名な秋吉台には，Hypoxystis 
pulcheraria (Herz) ア キ ヨ シ ト ガ リ エ ダ シ ャ ク や
Nemophora smaragdaspis (Meyrick) アキヨシヒゲナガな
どの稀種を産出することが知られている．筆者の一人
岸田は，秋吉台で長年採集を続けている岡村元昭氏か
ら，見慣れないヤガの同定依頼を受けた．また，国立科
学博物館神保宇嗣博士からは，同館所蔵の吉本浩コレク
ションに秋吉台で採集されている未同定のタバコガの1
種がある旨の連絡を受けた．いずれも詳しく調べたとこ
ろ，本種はインドから記載されたHeliocheilus bimaculata 
(Moore, 1888) と同定されたので，ここに日本未記録種
として報告する．

Heliocheilus bimaculata (Moore, 1888) 　
アキヨシアカスジヤガ (新称 ) 
Pradatta bimaculata Moore, 1888: 411.
Pradatta pallescens Hampson, 1891. Ill. Het. 8: 70.
Pradatta pulverulenta Hampson, 1891. Ill. Het. 8: 71.
Chariclea bimaculata: Hampson, 1894. Fauna Br. India 2: 

179.
Timora nigrifasciata Hampson, 1903. Cat. Lepid. Phalaenae 

Br. Mus. 4: 110.
Timora bimaculata: Warren, 1913. In Seitz, Macrolepid.Wld 

11: 314.
Timora pluriteliflora Berio, 1966: 110.

Timora rosastrigata Berio, 1966: 111.
Masalia cornia Seymour, 1972. Bull. Br. Mus. Nat. Hist. 

(Ent.) 27: 90.
Heliothis bimaculata: Matthews, 1991: 22.

所検標本
山口県美祢市美東町秋吉台 (灯火採集 ) 5♂♂，5♀♀ , 

2013年8月29日，4♂♂，3♀♀ , 2014年8月26日，岡
村元昭採集．3♂♂，3♀♀ , 2003年8月26日，柴原克
己採集 (国立科学博物館所蔵 , 吉本浩コレクション )．

前翅は薄紅色の地色に赤褐色鱗粉を散布する．中室か
ら亜外縁にかけてM脈に沿って筋状に白色となる．中
室端の小褐色点は新鮮な個体では目立つ．後翅は薄黄白
色．開張22-24mm．
本種はインド (Dharmsala) から記載され，インド北部 

山口県秋吉台で採集された日本未記録の Heliocheilus bimaculata  (Moore) 
アキヨシアカスジヤガ (新称 ) について
枝　　恵 太 郎 岸　田　泰　則
420-0881　静岡県静岡市葵区北安東 4-3-24-303 155-0031　東京都世田谷区北沢 5-20-1-103 

Heliocheilus bimaculata (Moore, 1888) (Noctuida, Heliothinae), new to Japan, from Akiyoshi-dai, Yamaguchi Prefecture
Keitaro Eda and Yasunori Kishida  
Japan Heterocerists’ J.  272: 562-563.  December 2014.

Figs 1-2. Heliocheilus bimaculata (Moore), Akiyoshi-dai, Mitou-cho, Mine, Yamaguchi Prefecture. 1.♂ . 2.♀ .

Fig. 3. Timora bimaculata Moore, copied from Warren, 
1913. 

1 2

3
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(ヒマラヤ地方 ) から中部 (Nilgiris)，シッキム，ビルマ
から記録があるほか，アフリカに分布する．アフリカ産
は複数亜種が記載された後，Berio (1966) で種に昇格し
た種もあるが，Poole (1989) やFibiger et al. (2009) で属
の所属も含めた検討の中で同名とされ，現在亜種区分は
されていない．なお，アフリカ産およびインド産の成虫
写真を比較すると，今回秋吉台で採集された個体の表
徴とは差異が見受けられるが，Warren (1913) における
成虫の図，Matthews (1991) に掲載される♀交尾器図や
Seymour (1972) における♂交尾器図から，今のところ本
種と同定しておく．

謝　辞
標本を恵与いただいた岡村元昭氏，有用な情報をいた

だいた神保宇嗣博士にお礼申し上げる．
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Summary Heliocheilus bimaculata (Moore, 1888)  was  
newly recorded from Akiyoshi-dai, Mitou-cho, Mine, 
Yamaguchi Prefecture, Japan. This species is widely 
distributed in Afro tropic and SE Asia (India, Sikkim, 
Buruma). The Japanese population was identified on the 
basis of female genitalia figured in Matthews (1991).

Figs 4-6. Genitalia of Heliocheilus bimaculata (Moore, 1888). 4. Female. 5. Male. 6. Male, aedeagus.
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ツトガ科ノメイガ亜科のParotis suralis (Lederer，
1863) アオバノメイガの寄主植物がハテルマギリである
ことを報告する．Robinson et al. (2001) の食草目録に本
種が載っていないので，食草の初記録になると思われる．
本種の学名は山中 (2013) にしたがった．ハテルマギ

リを同定していただいた比嘉正一氏にお礼申し上げる．

Parotis suralis (Lederer) アオバノメイガ
(Crambidae ツトガ科 ) 
寄主植物：ハテルマギリ Guettarda speciosa L. (アカネ科 
Rubiaceae) 

山中 (2013) によると，アオバノメイガの国内分布は，
石垣島，西表島，波照間島で，国外では，東南アジア，
太平洋の島嶼．本邦産Parotis属は3種で，本種以外に，
オガサワラミドリノメイガ，ミドリノメイガがあり，前
者の寄主植物はキョウチクトウ科のヤロード，後者は成
虫１頭のみの記録，とのこと．
ヤロードは，大場 (2009) によると，ヤロード属 

Ochrosiaに所属し，この属にはシマソケイも所属する．
初島・天野 (1977) によると，シマソケイの分布は，宮古，
伊良部，石垣，西表の各島．オガサワラミドリノメイガ
に近似するミドリノメイガが琉球で発生した場合の食草
は同属，つまりシマソケイになるのではないかと思われ
る．ただし，シマソケイは絶滅危惧ⅠＢ類とのことなの
で，南方からミドリノメイガが渡ってきてもシマソケイ
にたどりつけないのかもしれない．言い換えると，オガ
サワラミドリノメイガは，小笠原にヤロードが十分残さ
れていることの賜物なのであろう．
竹内・大林 (1999) にはオガサワラミドリノメイガの

寄主植物ヤロードが，種子が海洋を漂う海流散布様式を
持つことが述べられているが，ハテルマギリも同様であ
る．ヤロードは小笠原固有の植物のようで，ハテルマギ
リは小笠原には分布してないようである．両方とも海流
散布なのにお互いの島嶼には分布していないことをどう
解釈すればよいのだろうか．それぞれの植物が分布する
二つの地域間を結ぶ大きな海流がないということではな

いだろうか．そしてそれが小笠原の固有性を守り，反対
に琉球ではより南方から生物が海流に乗って次々やって
くる，という違いを生み出しているのかもしれない．
西表島の海岸植物に発生する蛾類幼虫を探すため，筆

者は2013年11月23日の日中，南風見田浜から西へ，砂
浜を歩いた．天気が良く暑かったため，上は下着１枚で
頭にタオルという姿であった．見られた植物のほとんど
は，樹木も草木も沖縄島南部の海岸でみられるものばか
りであったが，100～ 200ｍ進んだところで，今まで見
たことがない木 (ハテルマギリ ) を１本見つけた．この
日は1km程歩き，この1本しか見なかったので，多くな
いのであろう．余談だが，時間的には海岸沿いをもっと
長い距離歩くことができたのだが，途中で急斜面の林の
中の山登り，そして別の所では沢の岩登りをやって，時
間を取られてしまったのだ．得るものはなかった．さて，
見つけたハテルマギリの木は高さ2.5ｍ程で，葉は多く
なく，幼虫の発生を調べたところ，葉の縁を曲げて巣が
いくつか作られていた．
幼虫3～ 4頭を持ち帰ったつもりであったが，飼育で，

採集したのは終齢2頭，中齢3頭，若齢2頭であること
がわかった．餌として持ち帰った葉を冷蔵していたら，
3日後，黒色化し始めた．寒さに弱い植物と思われる．
たしかに，ハテルマギリの国内分布は宮古，石垣，西表，
波照間であるので，沖縄島に種子が漂着したとしても生
えることができないくらい寒さに弱いのであろう．以後
は葉を常温保存したが，常温と言っても寒いからであろ
う，葉の黒色化した部分は，冷蔵時よりゆっくりだが，
拡大していった．黒色化した葉は捨てたが，後で，捨て
るべきではなかったとわかった．最後まで残った幼虫2
頭は葉の緑の部分がなくなっても，黒色化した葉をなん
とか食べていたからである．もちろん，食餌候補をいろ
いろ与えてみた．アカネ科ということで，クチナシ，タ
シロルリミノキ．後述のParotis属の食草記録を参考に
して，オキナワキョウチクトウ，パンヤ科のトックリキ
ワタ．しかし，これら全て，食べなかった．
終齢で持ち帰り成長が最も進んでいた2頭は，11月

28と30日に葉をやや大きめに曲げて，他の個体より早

西表島におけるアオバノメイガの生態記録
富　永　　　智
901-0401　沖縄県八重瀬町東風平 251-3

Biological note of Parotis suralis (Lederer) in Iriomote-jima Island, the Ryukyus
Satoru Tominaga 
Japan Heterocerists’ J.  272: 564-567.  December 2014.
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Figs 1-8. Parotis suralis (Lederer). 1. Leaf of Guettarda speciosa, the host plant, with nest made by young instar larva. 2. Ditto, 
by last instar larva. 3. Mid instar larva. 4-5. Last instar larva. 6. Nest by pupation. 7-8. Emerged adult. 7. Female. 8. Male.
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く蛹巣を作った．12月5日に蛹を期待して蛹巣を開けた
ら，2頭とも白くやや体が小太りに縮んだ幼虫態であっ
た．前蛹ではなく，脚を使って動いた．蛹巣も，体ぎり
ぎりではなく，少し大きめに作られていた．このように，
冬季に蛹化前に白っぽい幼虫態で，ある期間過ごすとい
うのは，富永 (2003) のマエベニノメイガ，富永 (2004) 
のウスイロキンノメイガで経験した．蛹化まで時間がか
かるということは，直ぐ蛹化した場合に比べ羽化率が下
がると思ったので心配になった．だが，結果的には後述
のように，2頭とも羽化できたのである．12月15日の蛹
巣を開いての観察でも2頭とも幼虫態． 12月21日の観
察では，前回観察するために筆者が巣を開いた所を幼虫
は糸で閉じていた．1頭の蛹化を確認，もう1頭は幼虫態．
翌年1月26日の再観察時も，開けられた部分が糸で閉じ
てあり，残1頭が幼虫態．後述のように，これら2頭が
蛹化まで幼虫態でいた期間は，どちらがどちらかわから
ないが，1頭は3週間，1頭は2か月であった．
中齢で持ち帰った3，4，5頭目は最初の2頭に5～ 7

日遅れて蛹巣を作ったが，なぜかその2頭より先に蛹化
してくれた．3頭目の幼虫は，12月3日，葉と透明容器
下隅の間に蛹巣の広くない空間を作ってくれたので，容
器を通して観察しやすく，最初は白い幼虫態であったが，
数日後にはその空間の中で薄く繭を作り，周囲と接触し
ない形になり，12月12日蛹化．4，5頭目もその頃，葉
で作られた巣の中で蛹化した．幼虫態でいた期間は数日
間で，最初に蛹巣を作った1，2頭目と比べてかなり短く，
理由は筆者にはわからない．
若齢で持ち帰った6，7頭目は，飼育10日目頃から，

前述のように，黒変した餌しか与えられず，それを食べ
ていたが，12月20日頃，1頭が終齢で死に，もう1頭は
葉で作られた蛹巣の中におり，それが12月28日頃に蛹
化．しかし，この個体は，4月13日に巣を開けて見たら，
蛹からちょっと抜け出した形で古い死がいとなってい
た．
羽化であるが，12月21日，4，5頭目と述べた個体の

どちらかの蛹巣を開いてみたら，抜け出せないまま羽化
していた．出すと元気に容器側面を這い上ったが，伸展
不全であった．

2番目の羽化は，3頭目と前述した個体が，1月7日♀
羽化．

3頭目の羽化は，一番最初に蛹巣を作った2頭のうち
の1頭が，1月13日♂羽化．

4頭目の羽化は，一番最初に蛹巣を作った2頭のうち
の残り1頭が1月26日にはまだ幼虫態だったが，その後
蛹化したようで，2月26日16時30分♂羽化．この2月

26日は暖かかった．その前に寒い日が続き，特に2月14
～ 19日は本土では大雪で集落孤立や自動車の3日間立
ち往生とか大変だったらしい．沖縄も25日までは寒く，
26日に暖かくなったのに合わせて羽化した．
採集時に若齢だった2頭のうち12月28日に蛹化でき

た個体と，前述の4か5頭目と記した個体の蛹は，蛹で
死んだようで羽化できなかった．
羽化できた4頭は，採集時に終齢だった2頭，中齢だっ

た2頭である．終齢だった2頭は，持ち帰った後，それ
ぞれ5日間，7日間食べ，大きめの巣を作りその中で無
摂食の幼虫態で過ごし，1頭は3週間後に蛹化，もう1
頭は2か月ちょっとしてやっと蛹になったようである．
2頭の蛹期間は25～ 30日になるのではないか．2か月
以上も無摂食の幼虫態でいても羽化できたのは驚きだ．
中齢だった2頭は，無摂食の幼虫態が7～ 9日間で，蛹
期間はおよそ8日間と25日間となる．採集時に若齢だっ
た2頭が羽化できなかったのは，持ち帰った葉が変色し，
最後まで緑葉を食べることができなかったからではない
か．
もし7頭の幼虫を北の沖縄島に移動させず，西表に置

いていたら，蛹化日も羽化日も早まるのであろうが，ど
のくらい早まるかは，西表で飼育実験をしないと何とも
言えない．冬に沖縄で天気予報を見ていると，幼虫がい
た先島諸島と持ち帰った沖縄島とでは，2℃違うような
印象がある．

Figs 1-2は摂食中の幼虫が作っていた巣で，Fig.1に
は若齢幼虫が，Fig. 2には終齢幼虫が入っていた．Fig.3
は体長16mmの中齢時，Figs 4-5は体長26mmの終齢時
である．Fig. 6は飼育下で作られた蛹化のための巣であ
る．現場での幼虫発見時には，その木には蛹巣またはそ
の痕はみられなかった．Fig. 7に2014年1月7日羽化の
雌，Fig.8に同月13日羽化の雄の標本を示す．前翅長は
雌10.5mm，雄10mmである．

Robinson et al. (2001) の食草目録に本種は載っていな
いが，本種以外のParotis 属9種の食草が載っている．9
種とも，アカネ科，キョウチクトウ科のどちらかを食べ，
両方食べるものもいる．アカネ科の食草記録を持つもの
が6種．キョウチクトウ科の記録を持つものが6種．両
科を食べるものが3種，である．両科を食べる3種のうち，
2種がパンヤ科の記録も持つ．以上の科以外の植物もあ
るが，少数である．
同文献では，アカネ科ではアカミズキ属，クチナシ属，

カギカズラ属，タニワタリノキ属，キナ属などが載って
いるが，ハテルマギリ属はない．キョウチクトウ科では
サンユウカ属，インドジャボク属，ライティア属などが
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載っているが，ヤロード属はない．
Parotis 属の主たる食草はアカネ科，キョウチクトウ

科ということになる．両科は共にリンドウ目に含まれる
ので近縁である．Parotisのある種が両科のうちどちらを
選ぶかは，どのようにして決まるのであろう．具体的に
は，なぜ本種はアカネ科を選び，オガサワラミドリノメ
イガはキョウチクトウ科を選んだかということである．
前述のように両科を食べるものもいるわけなので，もし
かすると，この2種のParotisも両科食べる可能性がない
とは言えない．この2種の蛾の間で，ハテルマギリとヤ
ロードとを入れ替える実験ができれば，はっきりするの
であろうが．
なお，Parotis以外の蛾として，Robinson et al. (2001) 

にはキョウチクトウスズメと同属種 (スズメガ科 )，合
計4種が載っており，キョウチクトウスズメを含む3種
が両科植物を食べるという．沖縄でも，棚原ら (2004) が，
キョウチクトウスズメがウスギコンロンカに発生し，コ
ンロンカも食べたことを報告している．
手前みそで恐縮だが，食草の名前がわかった時点です

ぐ，幼虫の正体も見当ついた．終齢時の大きさと，ハテ
ルマギリが南洋植物であることから，南方系の種をいく
つか持つGlyphodesをまず考えた．この属の主たる食草
はクワ科であるが，それ以外に，キョウチクトウ科，ツ
ゲ科，ウリ科というようにポツンポツンと意外な科を食
べる．山中 (2013) でGlyphodesを当たったが，該当種が
なく，Glyphodesの近くに配置されているParotisに気づ
き，アオバノメイガとハテルマギリの国内分布がほぼ一
致することからこれだと予想できた．
報告は以上であるが，一つ気になる点があり，それは

西表での採集時，暑かったことだ．沖縄島に帰って飼育
を開始すると，採集時の暑さが嘘のように寒い．もちろ
ん，北への移動，季節の推移という要因が大きいが，海
岸の砂浜だったから暑かったのではないかと気づいた．
webで調べると，やはり砂浜は陽が当たると暑くなるら
しい．気になるのは，冬季において，特に夜間，昼間に
受けた熱の保温が砂浜で起こっているのか，ということ
である．今回の例で言うと，ハテルマギリは宮古島にも
分布するらしいが，アオバノメイガはいないようである．
つまり，西表島，石垣島あたりがこの蛾のぎりぎりの冬
の生存ラインとなる．冬も，天気が良ければ日中の気温
は上がるので，夜の温度がどこまで下がるか，その温度
が生存許容気温ということになろう．砂浜という環境が，
冬季をぎりぎりの状態で乗り越える生物にとって，助け
になっているのではないか．暖流の影響もあるだろうし，
砂浜自体に，物理学的に夜まで続く熱保温性があるので

はないか，ということが気になる．
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東京．
 

Summary  The host plant of Parotis suralis (Lederer) has 
been brought to light as Guettarda speciosa L. (Rubiaceae). 
The seeds of Guettarda speciosa are dispersed along by 
ocean current. November 23, 2013, the author found one 
tree of G. speciosa on the seashore in Iriomote Isl. Several 
larvae in the nests, which were set in the folded edge of 
the leaves, were collected, then reared in Okinawa Isl. 
November 28 and 30, two of them made nest for pupation. 
December 5, shrinking larvae, instead of expected pupae, 
were found on opening the nest by the author. The other 
larvae were pupated also in early December, however the 
period to pupation in the nest differs from ten days to two 
months. Imagoes emerged late January to late February. 
The temperature of Iriomote Isl. is higher than in Okinawa 
Isl, and the author considers the temperature in Okinawa is 
too low for P. suralis to grow and Iriomote and Ishigaki Isl. 
is the northernmost border for them.
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2013年6月の採集例会「みくに会」の際に頂戴した
Pyrosis idiota Graeser ウスマダラカレハ (3齢？ ) 幼虫4
頭を東京に持ち帰って継続飼育した．飼育例が少ないよ
うなので，ここに記録を残しておくことにする．

Pyrosis idiota Graeser　ウスマダラカレハ
2013年5月18日，鹿児島県霧島市田口で福田輝彦氏

が母蛾を採集・採卵．孵化後はクリで飼育．
2013年6月30日，コナラで飼育継続．
2013年12月17日，葉を綴って営繭．
2014年4月19日，♂が羽化．

成長はきわめて遅く，餌があっても常時摂食すると
いうことはなく，幼虫期間は半年がかりとなった．4頭
のうち3頭は途中で死亡し，1頭のみが営繭した．12月
中旬で野外のコナラが枯葉となり始め，餌がなくなるぎ
りぎりの時期での営繭だった．途中からの飼育だったの
で，脱皮回数が判然とせず終齢が何齢であったかは不明
だが，5齢以上であったと考えられる．
幼虫には集合性が見られた．中齢幼虫は，葉上で隣

り合って並ぶ傾向が見られた．また終齢幼虫・亜終齢幼
虫では，摂食時以外は葉や枝ではなく，飼育容器壁面で
前後に行列して並んで休息していることが多かった．お
そらく自然状態では樹幹で休息しているものと想像され
る．繭は，葉を綴った中に作られた．
羽化に気づくのがやや遅れたので，容器内で少し飛び

廻ったと思われる．だが，容器内に離散した鱗粉や鱗毛
が少なかったので翅を実体顕微鏡で調べたところ，団扇
状の小さい未発達の鱗粉が多く，低密度で，翅面に対し
てほぼ垂直に刺さっていることが観察できた．剥げ落ち
て翅の地肌が出てしまったのではなさそうである．
幼虫を恵与くださった福田輝彦氏，原稿に助言をくだ

さった枝恵太郎氏に謝意を表する．

参考文献
井上　寛ほか，1982．日本産蛾類大図鑑．講談社，東京．
岸田泰則 (編 )，2011．日本産蛾類標準図鑑1．学研教育

出版，東京．
三宅誠治，2010．ウスマダラカレハの飼育観察．やどり
が 225: 19-22．

ウスマダラカレハの飼育観察記録
町　島　佳　幸
166-0012　東京都杉並区和田１丁目 43-2

A rearing note of Pyrosis idiota Graeser (Lasiocampidae)
Yoshiyuki Machijima  
Japan Heterocerists’ J. 272: 568.  December 2014.

Figs 1-3. Pyrosis idiota Graeser. 1. Emerged male. 2. Ditto, 
forewing scales. 3. Cocoon.
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これまで岐阜市金華山およびその周辺のアラカシ
Quercus glauca Thunb. から，130種の蛾類幼虫を報告
したが，その後の追加を行う．Dryobotodes intermissa 
(Butler) ナカオビキリガの幼虫は初めての記録とな
る．Pycnarmon pantherata (Butler) クロオビノメイガ
はブナ科常緑樹からはこれまで知られていなかった．
Autoba tristalis (Leech) ツマトビコヤガ , Arasada ornata 
(Wileman) ヤマトコヤガ，Oruza yoshinoensis (Wileman) 
ヨシノツマキリ (クルマ ) コヤガ，Oruza glaucotorna 
Hampson モ ン シ ロ ク ル マ コ ヤ ガ，Tamba igniflua 
(Wileman & South) マルシラホシアツバ，Paracolax 
bilineata (Wileman) ニセミスジアツバは枯葉からの記
録ではあるがアラカシ食いとして追加した．Orthaga 
achatina achatina (Butler) ナカトビフトメイガとEdessena 

gentiusalis Walker カザリツマキリアツバは当地のアラカ
シから得られていなかった．これらを加えるとこれまで
当地のアラカシから140種の幼虫を羽化させることがで
きた．

Cerace  xanthocosma  Diakonoff  ビロードハマキ   
採集・飼育経過 .　幼虫1，2012. Ⅱ . 12. 同年5月8日

繭形成，5月18日羽化 (1♂ )．
生態・既記録 .　すでに当地アラカシで発表済みであ

る (船越，2008b，2012)．

Lecitholaxa thiodora (Meyrick)  カクバネヒゲナガキバガ
採集・飼育経過 .  幼虫2，2014. I. 12.  同年4月24日繭

形成，5月上旬羽化 (1♀ )． 
生態・既記録 .　すでに当地のアラカシで発表済みで

ある (船越，2009b)．

Pycnarmon pantherata (Butler)　
クロオビノメイガ (Figs 1-3) 
採集・飼育経過 .  幼虫1，2013. II. 10.  同年5月22日

蛹化，6月5日羽化 (1♂ )．
生態・既記録 .  北海道のカシワから記録され，葉を重

ねて繭を作る習性が報告された (小木，2007)．

Orthaga achatina achatina (Butler)  ナカトビフトメイガ
採集・飼育経過 .　幼虫1，2012. X. 5. 同年10月15日

前蛹，翌年5月5日に繭開くが前蛹状態，蛹化日不明，6
月10日羽化 (1♂ )． 

生態・既記録 .　ウバメガシ (渡辺，1937；村瀬，
1998)，アラカシ・クリ (於保ら，1980)，クヌギ・アベマキ・
コナラ (寺本，1996) など多くのブナ科樹木につくこと
が知られる．

Hemithea tritonaria (Walker)  ヘリグロヒメアオシャク
採集・飼育経過 .  幼虫1，2013. Ⅱ . 10．同年4月5日

斃死．
生態・既記録 .　野外のアラカシ生葉から初めて記録

したが (船越，2008a)，枯葉も食した．

Protoboarmia faustinata (Warren) ニセオレクギエダシャク
採集・飼育経過 .　幼虫1，2013. IV. 27．同年5月4日

蛹化，5月18日羽化 (1♂ ) 黒化型． 
生態・既記録 .　これまで当地のアラカシから多くの

幼虫を報告したが (船越，2008a)，黒化型の羽化は初め
てである．

Tridrepana crocea (Leech)  ウコンカギバ　
採集・飼育経過 .　幼虫１，2012. V. 12. 同年5月16日

蛹化，5月25日羽化 (1♂ )． 
生態・既記録．すでに当地のアラカシで発表済みであ

る (船越，2009a)． 

Lymantria lucescens (Butler)  オオヤママイマイ        
採集・飼育経過 .　幼虫1，2013. IV. 27. 同年6月17日

蛹化，6月27日羽化 (1♀ )．
生態・既記録 .　すでに当地のアラカシで発表済みで

ある (船越，2012)．
 

Lymantria minomonis minomonis Matsumura　
ミノオマイマイ (Figs 4-6)　
採集・飼育経過 .　幼虫1，2013. IV. 27. 同年7月1日

蛹化，7月13日羽化 (1♂ )．

アラカシから得た蛾類幼虫の追加 (III) 　ナカオビキリガの幼生期の記録
船　越　進 太 郎
501-0222　岐阜県瑞穂市別府 222-2

Addition of moth species feeding on Quercus glauca Thunb. (III) 
Shintaro Funakoshi  
Japan Heterocerists’ J.  272: 569-572.  December 2014.
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Figs 1-3. Pycnarmon pantherata (Butler) クロオビノメイガ . 1. dorsal view of last instar larva 2. lateral view of last instar 
larva. 3. puparium and female adult. Figs 4-6. Lymantria minomonis minomonis Matsumura ミノオマイマイ . 4. dorsal view of 
last instar larva. 5. lateral view of last instar larva. 6. puparium and female adult. Figs 7-8. Dryobotodes intermissa (Butler)  ナ
カオビキリガ . 7. dorsal view of last instar larva. 8. lateral view of last instar larva. 
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生態・既記録 .　すでに当地のアラカシで発表済みで
ある (船越，2004，2009)．

Nycteola costalis Sugi  マエシロモンキノカワガ  
 採集・飼育経過 .　幼虫2, 2012. V. 9. 同年5月13日繭

形成2，5月23日羽化 (♂ )，5月25日羽化 (1♂ )．
 生態・既記録 .　すでに当地のアラカシで発表済みで

ある (船越，2008d，2012)．

Dryobotodes intermissa (Butler)　
ナカオビキリガ (Figs 7-9)　
採集・飼育経過 .  幼虫3, 2008. IV. 13．同年4月30日

繭形成，5月6日蛹化2，5月6日繭形成，8日蛹化，羽
化せず； 幼虫1，2008. V. 17．同年5月29日蛹化，羽化
せず； 幼虫1，2009. IV. 18．同年4月27日繭形成，4月
30日蛹化，羽化せず；幼虫1，2011. V. 2．同年5月2日死；
幼虫1，2013. IV. 27．同年5月8日蛹化 ,10月25日羽化 (1
♂ )．
生態・既記録 .　日本産Dryobotodes 3種の中で幼虫が

分かっているのは，D. pryeri プライヤオビキリガのみで
あった．プライヤオビキリガの食草は，ヒメヤシャブ
シ，コナラ (富樫，1984)，カシワ (小木，2002) などが
知られる．小木 (2002) の図版では，終齢幼虫は茶色で
背線と亜背線は白で各節間の亜背線上の茶が濃くなって
いた．これに対し，ナカオビキリガ幼虫は全体が灰色が
がった黒で，背線と亜背線は白，各節間の亜背線上が黒
紋になっていた (Figs 7, 8)．これまで何頭かの幼虫を採
集していたが飼育を完結できずにいた．それらの記録も
示した．

Autoba tristalis (Leech)  ツマトビコヤガ　
採集・飼育経過 .　幼虫1，2008. XII. 13．翌年3月30

日死；幼虫1，2013. VI. 2．同年6月10日蛹化，6月20
日羽化 (1♀ )；幼虫2, 2014. I. 12．同年4月25日蛹化，5
月10日羽化 (1♀ ), 5月3日蛹化 ,5月17日羽化 (1♀ ). 
生態・既記録 .　ツブラジイの枯葉から得られた (船

越，2014)，以前にアラカシからも得たが羽化にまでい
たらず，今回，羽化させることができた．

Arasada ornata (Wileman)  ヤマトコヤガ　
採集・飼育経過 .  幼虫1，2013. XI. 2．翌年4月1日蛹

化，4月28日羽化 (1♀ )．
生態・既記録 .　ツブラジイの枯れ葉から記録した (船

越，2014)． 

Oruza yoshinoensis (Wileman)　 
ヨシノツマキリ (クルマ ) コヤガ　　　
採集・飼育経過 .　幼虫1，2013. XI. 2．同年11月6日

蛹化 ,羽化せず； 幼虫1，2014. III. 1．同年3下旬蛹化 ,4
月2日羽化 (1♀ )．
生態・既記録 .　ツブラジイの枯葉から報告した (船越 ,  

2012,2014)．アラカシからも見つけることができた．

Oruza glaucotorna Hampson  モンシロクルマコヤガ 
採集・飼育経過 .  幼虫1，2013. II. 10．同年4月5日蛹

化 ,4月27日羽化 (1♂ )，幼虫1，2013. VI. 23．同年7月
11日死 . 
生態・既記録 . ツブラジイの枯葉から報告した (船越，

2014)，アラカシの枯葉からも幼虫を得て羽化させた . 

Lophomilia takao Sugi  ニセミカドアツバ　
採集・飼育経過 .　幼虫1，2013. XI. 2．同年11月5日

蛹化，翌年3月18日羽化 (1♂ ). 
生態・既記録 .　すでにアラカシで発表済みである (船

越，2008c). 当地では蛹越冬である．

Tamba igniflua (Wileman & South)  カザリツマキリアツバ
採集・飼育経過 .　幼虫1，2014. V. 6. 同年5月上旬蛹

化，5月20日羽化 (1♂ ). 
生態・既記録 .　ツブラジイで発表済みである (船越，

2012). アラカシの記録があったが (山本，1978),当地の
アラカシから得ていなかった． 

Edessena gentiusalis Walker　マルシラホシアツバ　
採集・飼育経過 .　幼虫１，2013. VII. 5. 同年7月30

日蛹化，8月10日羽化 (1♀ )．
生態・既記録．ツブラジイの枯葉より幼虫を得た (船

Fig. 9. Dryobotodes intermissa (Butler) ナカオビキリガ , 
puparium and female adult.

9
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越，2014)．アラカシの枯葉からも幼虫を得た．
 

Hadennia nakatanii Owada　ヒメハナマガリアツバ　
採集・飼育経過 .　幼虫3，2013. II. 10．同年5月4日

蛹化，5月15日羽化 (1♀ )，5月20日蛹化，5月31日羽
化 (1♂ )，5月22日蛹化，6月1日羽化 (1♀ )；幼虫1，
2014. II. 16. 同年4月10日蛹化，4月29日羽化 (1♂ )；
幼虫6，2014. III. 23.　同年5月10日，11日蛹化5月23
日羽化 (2♀ )．
生態・既記録 .  すでに当地のアラカシから発表済であ

る (船越，2008c). 

Paracolax bilineata (Wileman)　ニセミスジアツバ　
採集・飼育経過 .　幼虫1；2013. VI. 23．同年7月10

日蛹化，7月20日羽化 (1♂ )，幼虫3；2013. VII. 5．同
年7月8日蛹化2，7月16日羽化 (1♀ )，7月20日羽化 (1
♀ )．
生態・既記録 .　ツブラジイの枯葉に多いが (船越，

2014)，アラカシからも得た．
 

Simplicia niphona (Butler)  オオアカマエアツバ　
採集・飼育経過 .　幼虫1；2013. VI. 23．同年7月19

日蛹化，7月31日羽化 (1♂ )，幼虫1；2013. VII. 5．同
年7月13日蛹化，7月21日羽化 (1♀ ). 
生態・既記録 .　すでに当地のアラカシで発表済みで

ある (船越 , 2008c)． 

引用文献
船越進太郎，2004. アラカシにつくLymantriaの3種：ミ
ノオマイマイ幼虫の発見． 蛾類通信 231: 107-108. 

船越進太郎，2008a. アラカシより得たシャクガ科幼虫 . 
誘蛾燈 191: 23-29. 

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

船越進太郎，2008c. アラカシより採集したヤガ科 . 蛾類
通信 249: 426-433. 

船越進太郎，2008d. アラカシより得たコブガ科 . 蛾類通
信 250: 448-449. 

船越進太郎，2009a. アラカシより得たイラガ・マドガ・
カギバガ科の幼虫 . 蛾類通信 252: 35-36. 

船越進太郎，2009b. アラカシより得た微小蛾 . 蛾類通信 
254: 76-78. 

船越進太郎，2012. アラカシより得た蛾類幼虫の追加 (II). 
蛾類通信 265: 385-387. 

船越進太郎，2014. ツブラジイから得た幼虫 (IV). ヤ
マトコヤガ ,モンシロクルマコヤガ ,マルシラホシア
ツバ ,ウスキモンアツバの幼生期の記録 . 蛾類通信 
270:512-518. 

村瀬ますみ，1998．和歌山県未記録種をふくむ蛾類の採
集と飼育X．Kinokuni 53: 4-8. 

小木広行，2002．カシワを食草とする蛾 2．蛾類通信 
217: 355-357．

小木広行，2007．カシワを食草とする蛾18．蛾類通信 
246: 381-383．

於保信彦ほか，1980．農林有害動物．昆虫名鑑．307pp．
日本植物防疫協会，東京．

寺本憲之，1996．天蚕 (ヤママユ ) 飼育樹，ブナ科植物
を寄主とする鱗翅目昆虫相に関する研究．滋賀県農業
試験場特別研究報告 19: 1-216.

富樫一次，1984．石川県産ガ類の食草3．蛾類通信 126: 
10-11．

山本光人・杉繁郎・大和田守．1987．ヤガ科．杉繁郎ほか，
日本産蛾類生態図鑑 1: 185-244．講談社，東京．

渡辺福寿，1937．樹木害虫総目録，446pp．有明書房，東京．

Summary  Up to now, moth larvae of a total of 130 
species feeding on Quercus glauca Thunb. have hithero 
been recorded in Tokai district, the central Japan.  In this 
paper, larvae of further ten species were recorded from 
Q. glauca. Among them, the early stage of Dryobotodes 

intermissa (Butler) was recorded for the first time; a larva 
of Pycnarmon pantherata (Butler) was firstly found from 
evergreen Fagaceae; larvae of Autoba tristalis (Leech), 
Arasada ornata (Wileman), Oruza yoshinoensis (Wileman), 
Oruza glaucotorna Hampson, Tamba igniflua (Wileman & 
South) and Paracolax bilineata (Wileman) fed dead leaves 
of Q. glauca. Larvae of Edessena gentiusalis Waker and 
Orthaga achatina achatina (Butler) were firstly recorded in 
Tokai district. Consequently, the total number of species 
feeding Q. glauca increased to 140. 



573

トリアシショウマツヅリコガは奥 (2003) により和名
が付けられ仮にAcrolepiidaeアトヒゲコガ科に置かれた
種で，Astilbe thunbergii var. congestaトリアシショウマ (ユ
キノシタ科 ) を寄主植物とし，北日本の山地に広く多産
する (奥，2003) ．安田 (2013) も所属不明として仮にア
トヒゲコガ科に置き，標本写真を掲げた．本種は岐阜県
においてもライトトラップに飛来し採集されるので，図
鑑に公表されたのを機に，筆者による岐阜県と愛知県の
採集記録を報告する．豊田市での調査は豊田市による新
編豊田市史編纂のために行ったものである．以下のデー
タに関し採集者，標本保管者はすべて筆者，採集地の8
桁の数字列は環境庁3次メッシュである．

〈データ〉
①岐阜県山県市美山町神崎伊往戸 (いおど，標高約

400m，5336-4517) 2006年9月23日，1♀
②岐阜県加茂郡七宗町室兼 (むろかね，標高約250m，

5337-2180) 2007年9月20日，1♀；2004年7月1日，
2♀

③岐阜県本巣市根尾温見峠 (ぬくみとうげ，標高約
900m，5336-5422) 2006年9月30日，1♀

④岐阜県海津郡南濃町徳田谷 (とくだだに，標高約
60m，5236-6445) 2003年10月25日，1♂ (Fig.1) 

⑤岐阜県本巣市根尾下大須 (しもおおす，標高約500m，
5336-4534) 2001年9月29日，1♀

⑥岐阜県海津郡南濃町羽根谷 (はねだに，標高約120m，
5236-6447) 2013年7月25日，1♀ (Fig.2) 

⑦岐阜県高山市上宝町荒原十三墓湿原 (じゅうさんぼし
つげん，標高950m，5437-2199) 2010年8月6日，1
♀

⑧愛知県豊田市大多賀町池の平 (いけのだいら，820m，
5237-5386) 2009年9月2日，1♀

⑨愛知県豊田市羽布町根山 (ねやま，650m，5237-4342) 
2012年7月4日，1♀

トリアシショウマツヅリコガの岐阜・愛知の採集記録
宮　野　昭　彦 
509-0104 各務原市各務おがせ町 9丁目 96-2

Acrolepiidid moth (Gen. sp., Acrolepiidae) taken from Gifu and Aichi Prefectures
Akihiko Miyano
Japan Heterocerists’ J.  272: 573-574.  December 2014.

Figs 1-3. Acrolepiidid moths  (Gen. sp., Acrolepiidae). 
1.♂ , Tokuda-dani, Nannou-cho, Gifu Prefecture. 
2. ♀ , Hane-dani, Nannou-cho, Gifu Prefecture. 3. 
Male genitalia.

1

2

3
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この種の大きさを，奥 (2003) は開張14mm内外とし，
安田 (2013) は開張12mmとした．しかし，岐阜，愛知
県産12頭の開張の平均値は8.2mm，最大の個体でも
9.3mmで，10mmを超える個体はない．この有意な違い
は季節変異ではないと思われるが，地域変異であろう
か？　念のため♂♀の成虫 (Figs 1, 2) と♂交尾器 (Fig. 
3) の写真を添える．♂交尾器に関しては，ソキウスとグ
ナトスが発達しないのが本種の特徴である (奥，2003)．
上記のデータから，岐阜県周辺では標高120～ 950mの
山地において，7月から10月にかけて成虫が見られるこ
とがわかる．

引用文献
奥　俊夫，2003．岩手県の小蛾類．岩手蟲之會會報特別

号2: 1-157．
安田耕司，2013．アトヒゲコガ科．広渡俊哉・那須義
次・坂巻祥孝・岸田泰則 (編 )，日本産蛾類標準図鑑3: 
176-179．学研教育出版，東京．

Summary  An unidentified species tentatively placed in 
Acrolepiidae by Yasuda (2013, The Standard of Moths in 
Japan, 3) is recorded from Gifu and Aichi Prefectures. All 
specimens are much smaller (wing expanse: 8.2 mm in 
average) from those recorded in previous references (12-
14mm) (Oku, 2003, Trans. Iwate Entomol. Soc. (Suppl.) 2; 
Yasuda, 2013).

Scoparia yamanakai Inoueヤマナカヤマメイガ (ツトガ
科ヤマメイガ亜科 ) は青森，岩手，長野の各県に分布の
知られたヤマメイガである (佐々木，2013)．筆者は次
のように，岐阜県と山梨県において本種を採集したので
分布記録として報告する． 
〈データ〉

Scoparia yamanakai Inoue ヤマナカヤマメイガ

岐阜県高山市荘川町六廐 (むまい，900m，5437-0090) 
2010年6月29日，1♂ (Fig. 1)． 
山梨県甲州市大和町木賊 (とくさ，1,100m，5338-4604) 
2013年6月29日，1♀．

両産地とも自然度の高い落葉樹林で，採集個体は夜間
にライトの光に誘引されたものである．岐阜県について
は初記録と思われる．上記記録に関し，採集・標本保管
者は筆者で，産地名の後のカッコ内の数値は標高と環境
庁3次メッシュコードである．
なお，山梨県のものは蛾類学会主催の採集会「みくに

会」によるものである．当日，ライトトラップを設置さ
れ採集をさせていただいた参加者にお礼申し上げる．

引用文献
佐々木明夫，2013．ヤマメイガ亜科，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．

ヤマナカヤマメイガを岐阜県と山梨県で採集
宮　野　昭　彦
509-0104 岐阜県各務原市各務おがせ町 9丁目 96-2

Scoparia yamanakai Inoue taken from Gifu and Yamanashi Prefectures
Akihiko Miyano 
Japan Heterocerists’ J. 272: 574.  December 2014.

Fig. 1. Scoparia yamanakai Inoue, ♂ , Takayama, Gifu 
Prefecture.
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抄録／ New papers 
エリサンの正しい学名命名者
Peigler, R.S. & J.V. Calhoun, 2013. Correct authorship 
of the name Phalaena ricini and the nomenclatural status 
of the name Saturnia canningi (Lepidoptera: Saturniidae).  
Trop. Lepid. Res. 23: 39-43.

ヤママユガ科シンジュサン属Samiaの家畜種エリサン 
(別名ヒマサン ) は，野蚕産業や実験昆虫として世界的
に重要であるが，その学名命名者については以前から
多々混乱があり，Boisduval, Anderson, Jones, Donovan, 
Huttonらの名が挙げられてきた．最近の図鑑等では，命
名者不明 (Anonymous) として扱われている．

R.S. Peiglerらは，この問題を解決するために文献類
を精査して，命名者としてはSir William Jones が妥当で
あると結論づけた．W. Jonesは，James Anderson に宛て
た1791年5月17日付けの手紙の中で，“ベンガル北東部
産のはRicinus (ヒマ ) で飼えるので，Phalaena ricini と呼
ぶことにする”と述べており，それをAndersonが1791
年の印刷物の中で引用していることを指摘した．
エリサンは，絹糸を得る目的で家畜化された野蚕であ

るが，その祖先種は，Jonesの記述や成虫の外部形態な
どから，ベンガル北東部 (現在のバングラデシュ ) 産の
野生種S. canningi であると推察している．

したがって，国際動物命名規約 (ICZN) 第50条により，
エリサンの学名 (命名者名 ) は次のようになる．

Samia ricini (Jones, 1791) (Phalaena) 
〔Type Locality : NE of Bengal, India〕
その祖先種 (progenitor) は，
Samia canningi  (Hutton, 1859) (Saturnia)

ところで，両学名が同一種であるとなると，ICZN第
23条：先取権の原理によりS. canningi が新参シノニムの
扱いになってしまい，大きな混乱が生じかねない．これ
までの150年以上に渡る経緯を鑑みて，学名安定化を図
る配慮が必要になる．
そこでR.S. Peiglerらは，今回の結論を踏まえ，論文

と並行して，国際動物命名委員会に両学名の保存につい
て，第81条：強権発動plenary powerの処置申請をした．

ICZN Case 3638: Bull. zool. Nomenclature 70: 229-233, 
(12/2013). cf. Opinion 2027 (ICZN, 2003)
つまり，クワコとカイコの場合と同様に，野生種と家

畜種とで学名を使い分けるという提案である．ちなみに，
野生種 S. canningiは，インド北部から東南アジア一帯に
かけて生息する広域分布種である (分類学的には，まだ

再検討の余地があろう )．

なお，18世紀末頃の学名引用の混乱はさまざまな要
因があるようだが，ricini に関しては，インド・スリラ
ンカに産するヒトリガ科のBombyx ricini Fabricius, 1775 
(現在の属はPericalliaまたはOlepa) という類似名があっ
たことも一因だったようだ．

町島佳幸／ Y. Machijima

ウスバヒメミノガとその近縁種
Saigusa, T. & M. Sugimoto, 2014. Japanese species of the 
genus Proutia Tutt, 1899 (Lepidoptera: Psychidae). Zootaxa 
3869: 143-152.

属Proutia Tutt, 1899は小型のミノガ科の仲間である．
三枝・杉本 (2013，日本産蛾類標準図鑑 3)は，本属は
日本に数種が分布するが未整理であることを指摘しつ
つ，学名未決定の2種を図示している．本論文では日本
産のProutia属が扱われ，Proutia maculatella Saigusa & 
Sugimito ウスバヒメミノガと，Proutia nigra Saigusa & 
Sugimito (和名未定 ) の2新種が記載された．ウスバヒ
メミノガは標準図鑑で Proutia sp. 1 とされた種で，本
州と九州から記録され，九州の低地では3-4月に出現す
る．一方 P. nigra は現在のところ九州からのみ知られ， 5
月に出現する．両者では生息環境も異なっており，ウス
バヒメミノガは低地から山地までの主に草地，P. nigra
は低山地の照葉樹林およびスギ植林地である．なお，本
論文では，標準図鑑のProutia sp. 2 イノウエヒメミノガ
は扱われていない．今後研究が進展すれば，本種も含
め日本からさらに多くの種が記載あるいは記録される
であろう．また，Proutiaに近縁な属Bruandia Tutt, 1900
は，現在はボクトウガ科に置かれるBruandia Desmarest, 
1857の新参同名 (ホモニム ) であることを指摘し，置
換名として属Bruandellaを設立した．したがって，本
属に含まれる日本のヒメミノガの学名は Bruandella 
niphonica (Hori) となる．本論文はオープンアクセスで
ありZootaxaのウェブサイトからダウンロード可能であ
る．本抄録を書くにあたり，コメントをいただいた著者
の三枝豊平博士にあつく御礼申し上げる．

神保宇嗣／ U. Jinbo
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紹介／ New Books
大雪山昆虫誌
保田信紀，2014. 512pp.　北海道自然史研究会，札幌．

層雲峡博物館元館長で，本会会員でもある著者が，
1922～ 2013年に公表された大雪山 (高山帯以外の周
辺地域も含む ) の昆虫に関する膨大な文献 (総文献数
2,299) を収集・整理され，6,531種にのぼる昆虫の文献
目録を完成させた．収録した文献は主だった学会誌，同
好会誌，博物館報告だけにとどまらず，著者が環境調査
などのアドバイザーをされている関係で，環境調査や自
然保護調査の報告書など，一般には入手しにくい文献ま
で含まれている点も特徴である．
巻頭には主要な高山性昆虫のカラー写真や分布図，大

雪山の昆虫研究の小史，昆虫相の特徴の解説などもあり，

加えて付録のCD-ROMには本文のデータを収録してい
るほか，館長をされていた1981～ 2007年の層雲峡博物
館研究報告の全論文がPDFで収録されるなど，極めて
豊富な内容となっている．
収録された6,531種のうち最も記録種数の多いのは，

著者の専門である鞘翅目 (2,027種 ) だが，紹介者や本会
会員の調査報告も多い鱗翅目が2,024種 (うち蛾類1,915
種 ) と，ほぼ並んでいる．古い文献も多数収録されるた
め，いくつかの種では分割前の記録や誤同定などが含ま
れる点は避けられないが，過去の報告を当たる際に極め
て重宝なデータであり，大雪山の昆虫相を調べる上で必
須の資料になるものと思われる．昆虫文献を扱う札幌南
陽堂 (http://www.nanyodoshoten.com/) から6,000円で入
手可能．

楠　祐一／ Y. Kusunoki

本会に関する連絡，照会，送金等はすべて次のところにお願いします．会費  年額 7000円（正会員），（若手会員 3500円）
275-0017  千葉県習志野市藤崎 7丁目 5-33  日本蛾類学会事務局（FAX 047-493-9179）振替 00160-2-72803
また，蛾類通信への投稿は以下にお願いします．
420-0881  静岡市葵区北安東 4-3-24-303   枝　恵太郎　 e-mail: eda@air.ocn.ne.jp

昆　  虫　  植　  物　研  究  器  具  は
80 余年の経験と信用を誇る「志賀昆虫」へ
日本ではじめてできた　最上質ステンレス製 
有頭シガ昆虫針　有頭 W 針，微針，00，0，1，2，3，4，5，6 号

舶来品をはるかに凌駕する最良最硬質ステンレス（モリブデン含有）
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