
経年石垣島で採集を行っている岸田泰則氏から，日本
未記録と考えられるヤガの標本を提供された．詳しく調
べたところ，本種はミャンマー (ビルマ ) から記載され
たAthetis erigida (Swinhoe, 1890) と同定されたので，こ
こに日本未記録種として報告する．

Athetis erigida (Swinhoe, 1890)　
ハネナガウスグロヨトウ (新称 ) 
Aletia erigida Swinhoe, 1890. Trans. Ent. Soc.: 221.

Floccifera erigida: Hampson, 1894: 281, fig. 150; Warren, 1913: 

178, pl. 20; Poole, 1989: 450.
Caradrina crenulata Bethune-Baker, 1906. Nov. Zool. 13: 202.

Elydna erigida: Hampson, 1910: 165, fig. 56; Joannis, 1928: 309.

Athetis erigida: Yoshimoto, 1992, pl. 16: 63; Park et al., 2007: 113, 

pl. 17; Kononenko & Pinratana, 2013: 317, pl. 43, figs 17-18.

所検標本
沖縄県石垣市野底 (灯火採集 ) 1♀，2010年6月26日，

岸田泰則採集． 

前翅は明るい灰褐色の地色で，亜外縁線と中央線は濃
灰褐色の帯をなす．外横線に沿って点列を有し，中室端
の白色点とその周りに微小白点を生じる．後翅は白色地
に翅脈に沿って濃褐色を呈する．本邦に産するAthetisに
比べ，前翅頂端部は尖り細長く見える．開張34-24mm．
本種はミャンマー (ビルマ ) (Thyetmyo) から記載され，
ネパール，北インド，バングラデシュ，タイ，ベトナム，

ニューギニアから記録がある．
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石垣島で採集された日本未記録の Athetis erigida (Swinhoe) 
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Athetis erigida (Swinhoe, 1890) (Noctuida, Xyleninae), new to Japan from Ishigaki-jima Is., Okinawa Prefecture
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Fig. 1. Athetis erigida (Swinhoe), ♀ (Nosoko, Ishigaki-jima 
Is., Okinawa Prefecture).
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Summary Athetis erigida (Swinhoe, 1890) was newly 
recorded from Nosoko, Ishigaki-jima Is., Okinawa 
Prefecture, Japan. This species is widely distributed in 
SE Asia (Nepal, India, Bangladesh, Thailand, Myanmar, 
Vietnam, and New Guinea). 

ニセマイコガ科のStathmopoda persona Terada リュウ
キュウオビマイコガは，Terada (2013) によって沖縄島
と石垣島から新種として報告され，寄主植物としてフク
ギ科のフクギのみが記されている．村瀬 (2007) もこれ
までにフクギから幼虫を採集しており，また沖縄諸島
の久米島でもやはりフクギの干からびた落下果実から
2011年1月5日に幼虫を採集し，5月3日に1頭が羽化し
ている．今回は追加寄主として，クスノキ科のハマビワ 
Litsea japonica を報告しておく．
沖縄島で栽培されていた雄木の枝にひからびた多数の

花殻がついており，この花殻を直径9cmの飼育ケースに

軽く一杯採集して持ち帰った．このケースから本種の成
虫10頭が羽化したが，前翅1/5に見られる白色帯は黄土
色を帯びており，前翅2/3の黄土色に近い個体から白色
に近い個体まで変異が見られた．
飼育記録：沖縄県那覇市首里で2014年2月28日にハ

マビワの花殻から幼虫を採集，4月18日から5月27日ま
でに10頭が羽化．
最後になりましたが，今回の成虫については寺田剛先

生に精査していただきました．心からお礼を申し上げま
す．
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リュウキュウオビマイコガの幼虫をハマビワ (クスノキ科 )から採集
村　瀬　ま す み 
640-8481　和歌山県和歌山市直川 1563-6

Larvae of Stathmopoda persona Terada (Stathmopodidae) feeding on petals of Litsea japonica (Lauraceae)
Masumi Murase
Japan Heterocerists’ J. 273: 578. May 2015. 

Figs 1-3. Emerged adults of Stathmopoda persona Terada (emerged date: 
1. 29. IV. 2014. 2. 27. V. 2014. 3. 8. V. 2014). Fig. 4. Petals of Litsea 
japonica with larvae of S. persona.
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Bizia aexaria Walker, 1860ツマトビキエダシャクは，
中国北部の♂を基に記載された種で，国内では北海道か
ら九州まで各地に普通に産し，国外では中国のほか朝鮮
半島とベトナム (トンキン ) に分布している．年に2化
する地域では，2化個体が小型になるが，個体による大
きさや色彩斑紋は比較的安定している．筆者のひとり
野崎は，2010年頃に大分県内で通常の個体と色彩斑紋
がやや異なる印象を与える個体がいることに気づき，そ
の後2014年までそのことに注目して調査を続けてきた．
その結果2010年以前に得た3♂を含め23♂を確認する
ことができたので，うち2♂について通常の個体と交尾
器の比較をおこなったところ，互いに種レベルで異なる
ことを知った．佐藤はこの情報を得て，ツマトビキエダ
シャクのタイプ標本との照合など，分類学上の検討をお
こなった結果，野崎の発見した種は未記載であることが
明らかになり，さらに琵琶湖博物館所蔵の宮田彬氏採集
の3♀を調べる機会も得たので，本報において共同で新
種記載することにした．

ツマトビキエダシャクのタイプ標本
日本 (産地不明 ) から記載されたEndropia mibuaria 

Felder & Rogenhofer, 1875は , B. aexaria Walker, 1860
のシノニムである．B. aexaria Walkerのholotype とE. 
mibuaria Felder & Rogenhoferの syntype は，ロンドン自
然史博物館 (NHM) に保管されており，佐藤は1994年に
同館で撮影した．照明の不具合などによる稚拙な写真だ
が未記載種との違いは明らかなので図示しておく．
タ イ プ 標 本 (type material examined)．Holotype of 

Bizia aexaria Walker, 1860. ♂ (Fig. 9), “Type/ North China/ 
BIZIA ÆXARIA/ Bizia aexaria Walker Type”, NHM. 
Syntype of Endropia mibuaria Felder & Rogenhofer, 1875. 
♀ (Fig. 11), “Type/ Novara CXIII, f. 31, Endropia mibuaria 
n. Japon/ Japon”, NHM.

なお，属Biziaはaexariaをタイプ種に創設されたもの
で，長く単型 (monotypy) として扱われてきた．Wehrli 
(1954) は朝鮮半島北部と中国の14♂5♀ (syntypes) に基

づいてaexariaのvariantとしてalteraを記載したが，佐
藤は雌雄交尾器を含む外部形態がaexariaと明らかに異
なることから，独立種B. altera (Wehrli, 1954) として扱っ
た (Sato, 1994).したがって，Bizia属には現在2種所属し
ている． 

Bizia akiramiyatai Sato & Nozaki sp. nov. 
ミヤタツマトビキエダシャク (新称 ) (Figs 1-4) 　　
♂ 開張43-50mm, 前翅長24-28mm. ♀ 開張54-57mm, 

前翅長28-31mm.　♂の両櫛歯状触角と毛束を内蔵する
後脚脛節，頭部，下唇鬚など外部形態の特徴はaexaria 
(Figs 5-8) と一致する．大きさはaexariaの1化個体とほ
ぼ同じかやや大きく，2化個体よりははるかに大きい．
翅の形状は，前翅の翅頂がやや尖り，前後翅ともに外縁
は鋸歯状をなしており，aexariaと同様である．しかし，
翅の外縁の凹凸はより深く，特に後翅で顕著である．ま
た，前後翅とも黄色で，前翅の外縁部に褐色部が広く発
達し，後翅の翅頂部に褐色斑をもつという色彩斑紋の
基本もaexariaと同じであるが，褐色の斑点を欠くため
aexariaより全体にやや淡い印象を与える．前翅 : 地色の
黄色はaexariaに比してやや淡く，前縁の褐色斑2個と外
縁の褐色部とのコントラストがより強い個体が多い．横
脈紋を欠くが，稀に裏面の短線状の紋が翅表から透視で
きることがある．しかしaexariaでは多くの個体で褐色
の小環状の横脈紋が翅表にあり，欠く個体でも裏面の環
状の小斑が透視できる．外横線は翅脈上の弱い点列とし
て表れるが，aexariaでは内横線と中横線も認められる．
ただし，その発達程度には個体変異がかなりあり，内横
線は2個の小点のみの個体も多い．また，aexariaでは両
線間にも褐色の斑点を疎らに散らしているが，本種には
そのような斑点は認められない．外縁部はaexariaと同
様に暗褐色で後角付近に濃褐色斑を内包し，縁毛は暗褐
色．後翅 : 中横線と外横線，横脈紋が不明瞭に認められ
るが，裏面の紋の透視である．外縁部はaexariaと同様
だが，縁毛はaexariaのように外縁の突出部 (翅脈の突出
部 ) が褐色を呈することなく全体に黄色である．裏面 : 
翅表と同様に黄色だが，褐色の斑点の散布が認められる．

日本産 Bizia属 (シャクガ科エダシャク亜科 ) の 1新種
佐 　藤　力　夫 野　崎　敦　士
950-2036　新潟県新潟市西区新通西 2-27-29 870-1176　大分県大分市富士見が丘東 5-11-10

A new species of the genus Bizia Walker (Geometridae, Ennominae) from Japan
Rikio Sato and Atsushi Nozaki
Japan Heterocerists’ J. 273: 579-584. May 2015. 
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Figs 1-8. Bizia spp. 1-4. B. akiramiyatai sp. nov. 1-2. Male, holotype, Oita, Yufu, Yufuin. 3-4. Female, paratype, Oita, 
Kokonoe, Jizobaru. 5-8. B. aexaria Walker. 5-6. Male, Oita, Yufu, Yufuin. 7-8. Female, Oita, Beppu City, Beppu.
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前翅の脈CuA2と1A+2Aの中間付近から後縁にかけて外
縁の褐色斑を残して明らかに淡色化し，亜外縁線は消失
するが，aexariaにはそのような淡色部はなく，亜外縁
線は後縁に達する．横脈紋は前後翅とも輪郭の明瞭な短
線でaexariaのように環状にはならない．前後翅の中横
線と後翅の外横線が認められる．いずれもaexariaより
細く，特に後翅の外横線はより明瞭に，中横線により近
い位置に表れ，脈M2からM3にかけて外側に大きく屈曲
する．
多くの相違点があるが，特に表面では褐色斑が少なく，

中横線が認められず，後翅縁毛の外縁突出部が褐色でな
いこと，裏面では横脈紋が黒色の短線状で，前翅の後縁
付近が淡色化することはaexariaとのよい区別点になる．
以上，国内で同時に得られる可能性から，aexariaと

の相違点について記した．しかし，雌雄交尾器の形態で
は大きく異なるが，翅の外縁 (より深い凹凸 ) や色彩斑
紋 (より淡い黄色で褐色斑点なし ) は，むしろ朝鮮半島
に分布するB. altera (Wehrli) (Sato, 1994: 2, figs 1-2) に似
る．本種とは，後翅に外横線がかなり明瞭に表れること，
前翅裏面の脈CuA2と1A+2Aの中間付近から後縁にかけ
て淡色にならず，外横線は後縁まで達していることなど

で区別される．B. alteraの雌雄交尾器はSato (1994, figs 6, 
8) が図示している．

♂交尾器 (Fig. 13)．B. aexaria (Fig. 14) に似るが次の
点で異なる．Uncusの先端はaexaria のように小さく凹
むことはなく滑らか．Gnathosはaexariaではuncusより
細く，先端を越えて長く伸びるが，本種ではuncusとほ
ぼ同じ幅で先端を越えない．Valvaはより幅広く，costa
から生じる棒状の突起はより太く短く先端の針状突起
は2本 (aexariaでは1本 ); sacculusの先端はaexariaのよ
うに大きな膨大部 (lobe) にはならず，生じる細毛もより
少ない．Aedeagusはaexariaより強壮で，針状のcornuti
はaexariaでは通常長さの異なる3本からなるが，本種で
はほぼ同長の3本とより短い1本からなる．ただし，本
数には両種とも変異がある．B. aexariaの♂交尾器は，
Sato (1994, fig. 7) にも図示されている．

♀交尾器 (Fig. 15). B. aexaria (Fig. 16) に似るが次の点
で異なる．Lamella postvaginalisは，aexariaのように幅
広く骨化することなく，中央にごく小さい骨化部が認め
られるに過ぎない．Signumは，aexariaでは尾端が頭端

Figs 9-12. Type specimens and the labels in the NHM. 9-10. Holotype of Bizia aexaria Walker, 1860. 11-12. Syntype of 
Endropia mibuaria Felder & Rogenhofer, 1875.
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Figs 13-14. Male genitalia of Bizia spp. 13. B. akiramiyatai sp. nov. Paratype, RS-8367. 14. B. aexaria Walker, RS-8369.

Figs 15-16. Female genitalia of Bizia spp. 15. B. akiramiyatai sp. nov. Paratype, RS-8373. 16. B. aexaria Walker, RS-8374.
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より幅広く１対の突起で終わるが，本種ではむしろ頭方
に向けて幅が広くなり，尾端の突起は認められない．B. 
aexariaの♀交尾器は，Sato (1994, fig. 9) にも図示されて
いる．

Holotype. ♂ (Figs 1-2). 大分県由布市湯布院町塚原 
(Oita Pref., Yufu City, Yufuin-cho, Tsukawara), 18. vi. 2005 
(A. Nozaki). 農業環境技術研究所昆虫標本館 (NIAES) 
所蔵 . Paratypes. 大分県 (Oita Pref.): 由布市湯布院町中
川 (Yufu City, Yufuin-cho, Nakagawa), 700m, 1♂ , 7. vii. 
2007, 5♂ , 9. vii. 2011, 3♂ , 27. vi. 2013, 2♂ , 23. vi. 
2014, 1♂ , 28. vi. 2014, 4♂ , 4. vii. 2014 (A. Nozaki); 
玖珠郡九重町田野 (Kusu-gun, Kokonoe-machi, Tano), 
900m, 6♂ , 20-21. vii. 2013 (A. Nozaki); 玖珠郡九重町地
蔵原 (Kusu-gun, Kokonoe-machi, Jizobaru), 1♂ , 29-30. v. 
2001, 1♂1♀ (Figs 3-4), 7-8. vii. 2001, 2♂ , 29. vi. 2002, 
1♀ , 3. vii. 2002, 1♂ , 8. vii. 2002, 1♂ , 22. vi. 2003, 1
♂ , 24. vi. 2005, 1♂ , 8. vii. 2012, 1♀ , 20. vii. 2012 (A. 
Miyata); 大分郡庄内町直野内山岩下熊群山 (Oita-gun, 
Syounai-cho, Naonouchiyama, Iwashita, Kumamureyama), 
1♂ , 4-5. vii. 1981 (A. Nozaki); 大分郡庄内町黒岳 (Oita-
gun, Syounai-cho, Mt Kurodake), 1♂ , 24. vi. 1979, 1♂ , 
4. vii. 1979 (A. Miyata). 宮崎県 (Miyazaki Pref.): 高千穂
町五ヶ所高原 (Takachiho-cho, Gokashokougen), 900m, 4
♂ , 15. vii. 2011 (K. Iwasaki). NIAES, 滋賀県立琵琶湖博
物館 (宮田採集標本 ), 宮崎県総合博物館 (岩崎採集標本
3♂，1♂はNIAES), 野崎 (野崎採集標本の一部 ) 所蔵．

分布．九州 (大分県，宮崎県 )．現時点で，福岡，長崎，
佐賀，鹿児島の各県では確認されていない．なお，虫害
によって頭部が失われ，腹部破損により交尾器を欠いて
いるため，同定を確定することができなかったが，滋
賀県長浜市余呉町田戸で2013年6月29-30日 (S. Takada) 
に採集された♂は本種の可能性が高い (琵琶湖博物館所
蔵 )．将来，本州，四国，九州の各地で発見されること
が予想される．

生態に関する知見．B. aexariaは年2化し，5～ 7月と
8～ 9月に出現し，2化個体は1化個体より明らかに小型
であることが知られているが，本種の所検標本は5月下
旬～ 7月下旬に得られており，大きさの明確な違いも見
られず，年1化の可能性が高い . ♀の採集個体数が♂に
比してはるかに少ないのは，aexariaと同様である．大
分県内では，今までのところaexariaは低地からおよそ
標高700mまでのところで採集されているが，本種はお

よそ500-900mで採集されており，低地の記録はない．
湯布院町中川では両種が採集されているが，ここは標高
が700m前後あり周辺は草原を含む環境であり，2014年
6月23日には2種が同時に採集されたがそれ以前の6月
上～下旬には aexariaのみが，以後7月上旬にかけては
本種のみが採集された．同時に産する場合は本種の方が
発生はやや遅いようである．九重町田野は標高が900m
ほどあり，やはり周辺は草原の多い環境である．ここで
は採集した個体以外にも灯火に複数の個体が飛来したが
すでに破損した個体が多かった．宮田彬氏の個体は，同
氏が2000～ 2012年調査活動の拠点とされた九重自然
史研究所で得られたものである．宮田 (2008) によると，
同研究所のあった地蔵原高原は九重山系の一つ湧蓋山中
腹830mの斜面に広がり，同山斜面の崩落が繰り返され
た結果生じた一次草原である．さらに，宮崎県の産地 
(五ヶ所高原 ) は，永井厖氏によれば，標高900mで周囲
に雑木林を伴っているが同県では数少ない草原の一つと
のことである．既知産地の環境は，草原やその周辺との
何らかの関連を示唆しているように思えるが，寄主植物
が未知であり，詳細は今後の調査が必要である．

種小名と和名の由来．種小名，和名とも筆者らが長い
年月にわたってご指導いただき，今回多くの標本の調査
の機会を与えてくださった宮田彬博士に献名したもので
ある．

謝辞　滋賀県立琵琶湖博物館に寄贈された多数のご自身
の採集標本を調査するように取り計らってくださった宮
田彬博士 (大分医科大学名誉教授 )，標本の借用に関し
お世話になった八尋克郎博士 (滋賀県立琵琶湖博物館 )，
宮崎県産の標本調査の機会を与えられ，採集地の環境に
つきご教示くださった永井厖氏，それぞれのコレクショ
ンをお調べいただき情報を提供された増井武彦 (香川 )，
西澤正隆 (長崎 )，古川雅通 (佐賀 )，福田輝彦 (鹿児島 ) 
の各氏に感謝する．

引用文献
Felder,  C .  & A.F.  Rogenhofer,  1875 .  Reise  der 

österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den 

Jahren 2. Wien.
宮田　彬 , 2008. 九重昆虫記̶昆虫の心を探る．第2巻．

457pp. エッチエスケー，東京．
Sato, R., 1994. Bizia aexaria Walker (Geometridae, 

Ennominae) and its ally from Japan, Korea and China. 
Tinea 14: 1-4.
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Walker, F., 1860. List of Specimens of lepidopterous Insects 
in the Collection of the British Museum 20: 1-276.

Wehrli, E., 1954. In Seitz, Gross-Schmetterlinge der Erde 4 
(Suppl.). Stuttgart.

Summary A new species of the genus Bizia Walker 
is described on the basis of the specimens taken from 
Oita and Miyazaki prefectures, Kyushu, in Japan. The 
specific name is dedicated to Dr Akira Miyata, a professor 
emeritus of Oita Medical University, who collected many 
specimens including females and donated them to Lake 
Biwa Museum.

Bizia akiramiyatai Sato & Nozaki, sp. nov. (Figs 1-4)

Similar to B. aexaria Walker (Figs 5-8) in wing colour 
and maculation, but easily distinguished from it by 
the following characteristics. Larger in size; length of 
forewing 24-28 mm in male, 28-31 mm in female. Distal 
margin of wings more deeply serrated, particularly in 
hindwing. Both wings paler in colour, without irroration 
(aexaria: sparsely irrorate with brown). Hindwing: cilia 
pale yellow not tinged with brown (aexaria: checked 
brown and yellow). Underside: discocellular marking 
distinctly recognizable as a short black streak (aexaria: 
roundish dot); forewing with paler area near inner 
margin, subterminal line vanished there (aexaria: without 
paler area, subterminal line reaching inner margin); on 
hindwing postmedial line more deeply outcurved between 

veins M2 and M3. Also similar to B. altera (Wehrli) from 
Korea and China. In altera, postmedial line on hindwing 
more clearly defined; underside of forewing not diluted 
near inner margin, subterminal line reaching inner margin. 

Male genitalia (Fig. 13). Similar to those of aexaria (Fig. 
14), but differing from them as follows: uncus elongate, 
triangular, with smooth sides, not concaved at apex; 
gnathos shorter and broader, as long as uncus; costal arm 
of valva much shorter with two longer spines (one in 
aexaria); apical part of sacculus slightly dilated, covered 
with spines, while in aexaria apical part forming spinous 
lobe. 

Female genitalia (Fig. 15). Similar to those of aexaria 
(Fig. 16), but differing from them as follows: lamella 
postvaginalis less sclerotized, with a small projection 
medio-posteriorly, while in aexaria broadly sclerotized; a 
signum narrowing posteriorly without process, while in 
aexaria with a pair of small processes from posterior end.            

The data of the holotype and the paratypes are stated in 
the main text.

Geographical range. Japan (Kyushu). 

Biological notes. All the specimens were collected in or 
near the grassland at an altitude between 500 and 900m, 
from the end of May to the end of July. This species 
seems to be univoltine, though aexaria is bivoltine. 
Hostplants are unknown.

紹介／ New Book
岐阜県昆虫目録の発行
岐阜県昆虫分布研究会 , 2014. 岐阜県昆虫目録 II. 948 pp. 
岐阜県昆虫分布研究会 , 岐阜 .

1982年に発行された「岐阜県の昆虫」発行を機に発
足した岐阜県昆虫分布研究会によって編纂された，膨大
な昆虫分布資料をまとめたものである．その2巻にあた
る本冊は，ガロアムシ目，ネジレバネ目．アミメカゲ
ロウ目，そしてチョウ目蛾類を取り扱っており，データ
は冊子のほかCD-ROMでも提供されている．岐阜県は
低地から高山まで環境が多様であり，かつ昆虫相調査が
活発な地域である．蛾類においても，未記載種の発見や
蛾類相に関する報告が数多い．蛾類は遠藤弘志ほか8名
の担当で，1891年に発行された名和靖氏の報告から現

在までの600件の文献情報が含まれ，記録数は3,012種，
60,000件にのぼる膨大なものである．小蛾類の情報も数
多い．
厚さが4センチを越える本目録を手に取るだけで，そ

の労力を伺い知ることができる．特に，25,000件をデー
タベース化しネット公開した尾藤成人氏，膨大なデータ
をとりまとめた笠井初志氏，そして2013年に標本資料
20,000件をとりまとめて「岐阜県蛾類採集記録（2013年
編纂）」を発行した岐阜県の蛾を調べる会の方々と，様々
な方が総力を挙げて取り組まれた結果と感じられた．日
本の蛾類相研究において非常に有用な情報源である．
入手について，冊子が昆虫文献六本脚にて9,000円 (税

別 )で，CD-ROM版が昆虫文献六本脚，南陽堂書店で
5,000円 (税別 )で販売されている．

U. Jinbo / 神保宇嗣
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今回はシャクガ科1種，コブガ科1種，カギバガ科1種，
キバガ科1種，ヒラタマルハキバガ科1種の計5種につ
いて報告する．図示した幼虫はすべて終齢である．

Geometridae シャクガ科
Alsophila japonensis (Warren) 
シロオビフユシャク (Fig. 1)
採集飼育．2001年5月31日，北海道石狩市志美にて

12mmの幼虫2頭を採集する．6月2日，22mmとなる．
6月6日，土に潜り薄いまゆを作る．6月10日，蛹化し
ている．11月5日，1♂1♀羽化．
年1化，成虫は11月に現れる．幼虫は5月から6月に

かけて見られる．成熟すると22mm．6月，蛹化に際し
ては土を綴る．越冬態は卵．

Nolidae コブガ科
Nola confusalis (Herrich-Schäffer) 
ヒメコブガ (Figs 2-3)
採集飼育．2004年7月3日，北海道日高町門別にて葉

裏より5～ 8mmの幼虫数頭を得る．7月8日，12mm．7
月17日，葉裏にまゆを作る．7月25日，蛹化している．
2005年5月7日，1♂羽化．
年1化，成虫は5月に現れる．幼虫は7月に入るとよ

く見られるようになる．生葉を食べているが，枯葉も食
べる．成熟すると14mm．蛹化に際しては葉裏にまゆを
作る．まゆには，その表面にカムフラージュのため何ら
かの物を貼り付ける．表皮をはぎ取って付けたのがFig. 
3である．葉裏の筋になって浮き出ている葉脈をかじり
取って貼り付けている者もいる．まゆをこのようにして
作り上げた後に，幼虫はその中に潜り込み蛹化する．8
月には蛹化し，蛹で越冬する．

Drepanidae カギバガ科
Tethea ampliata (Butler) オオバトガリバ (Fig. 4)
採集飼育．2006年9月13日，石狩市志美にて33mm

の幼虫1頭を採集する．9月20日，終齢となり35mm．9
月23日，葉の間にまゆを作る．10月3日，蛹化している．

2007年7月5日，1♂羽化．
年1化，成虫は7月に現れる．幼虫は常に2枚の葉を

上下に綴り，中に巣を作る．摂食は夜間にのみ行う．摂
食のため巣から出かけても必ず元の場所に戻ってくる．
カシワ，ミズナラ等のブナ科の木に多いが，他の科の食
草でも時々見るので，いくらかの広食性を持った種と考
えられる．蛹化は巣の中で行われ，葉の落下とともに地
上で蛹越冬する．

Gelechiidae キバガ科
Teleiodes flavipunctatella (Park) 
ニセキボシクロキバガ (Figs 5-6)
採集飼育．2004年9月15日，石狩市志美にて葉を重

ねて中で表皮を食べている10mm程の幼虫10頭ばかり
を採集する．10月に入ると寒くなってきたためか，食
べることを止める．2005年6月20日，2頭羽化する．
年1化，成虫は7月に現れる．幼虫は8月に入るとみ

られるようになり，9月下旬まで採れる．よく下枝の低
い所の葉に見られる．常に2枚の葉を上下に綴り，中に
トンネル状の巣を作っている．昼間はその中にいて，摂
食は夜間にのみ行われる．重ねた葉の内側の表皮を食べ，
食べ終わるとまた元の巣に戻る．10月に入り寒くなる
と，その巣の中，あるいは地上へ降りて幼虫で越冬する．
そして，蛹化は春に行われる．
本種はカシワのみを食草としており，カシワ以外から

は見つからない．成虫の開張はおおよそ13mm．♀の方
が若干大きいが大差はない．前翅中央部の黄色の斑紋は
常に明瞭に現れ，図鑑の解説 (坂巻，2013) の中にある
ような黄斑を持たない個体は当地では見つからない．

Depressariidae ヒラタマルハキバガ科
Depressaria irregularis Matsumura 
デコボコマルハキバガ (Fig. 7)
採集飼育．2004年6月12日，北海道鹿追町北瓜幕に

て15mm程の幼虫6頭を採集する．6月16日，土に潜り
前蛹となる．6月22日，蛹化している．2005年7月3日，
1頭羽化．

カシワを食草とする蛾　35
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 35
Hiroyuki Kogi
Japan Heterocerists’ J. 273: 585-587. May 2015
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Fig. 1. Last instar larva of Alsophila japonensis (Warren). Figs 2-3. Nola confusalis (Herrich-Schäffer). 2. Last instar larva. 3. 
Coccon covered with epidermis. Fig. 4. Last instar larva of Tethea ampliata (Butler). Figs 5-6. Teleiodes flavipunctatella (Park). 
5. Emerged adult. 6. Last instar larva. Fig. 7. Last instar larva of Depressaria irregularis Matsumura. 
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年1化，成虫は7月に現れる．幼虫は葉の縁を表に折っ
て丸め中にいる．夜に出て来ては周りを食べる．やや局
地的な種で，どこでもは採れない．終齢では16mm．蛹
化に際しては土を綴る．蛹は上から押し潰したようなや
や平たい形をしている．越冬態は蛹である．

参考・引用文献
中島秀雄，1987．シャクガ科，トガリバガ科．杉繁郎編 , 
日本産蛾類生態図鑑．講談社，東京．

船越進太郎，2007．アラカシより採集した微小蛾．蛾類
通信 254: 76-78.

佐々木明夫，2013．コブガ科．岸田泰則編 , 日本産蛾類
標準図鑑 2: 20-24, 113-126. 学研教育出版，東京．

坂巻祥孝，2013．ヒラタマルハキバガ科，キバガ科．岸
田泰則・坂巻祥孝・那須義次・広渡俊哉編 , 日本産蛾
類標準図鑑 3: 34-50, 189-316. 学研教育出版，東京．

Park, K.-T. and M.G. Ponomarenko, 2007. Gelechiidae of 
the Korean Peninsula and adjacent territories. Insects of 
Korea 12: 1-305. Center for insect systematics, Seoul. 

Summary Alsophila japonensis (Warren) (Fig. 1). Two 
larvae, 12mm long, were collected in Ishikari city, 
Hokkaido on May 31, 2001. June 2, they grew to 22mm 
in length. June 6, they wove thin cocoons under soil. June 
10, pupated. One male and one female were emerged on 
November 5. In the field, they overwinter as eggs.

Nola confusalis (Herrich-Schäffer) (Figs 2-3) Several 
larvae, 5-8 mm long, were collected from under leaves in 
Hidaka town, Hokkaido on July 3, 2004. July 8, they grew 
to 12mm in length. July 17, they wove cocoons on under 
the leaves. July 25, pupated. One male emerged on May 
7, 2005. The larvae feed on also dead leaves. They stick 
some materials on the cocoons. Fig. 3 shows the unpeeled 

epidermis sticking to the cocoon. Some larvae bite the main 
vein off to stick on. After making the cocoon as that way, 
the larva crawl into it and pupate.

Tethea ampliata (Butler) (Fig. 4) One larva, 33mm long, 
were collected in Ishikari city, Hokkaido on September 
13, 2006. September 20, last instar, 35 mm. September 23, 
making cocoon between leaves. Pupated in it on October 
3. A male emerged on July 5, 2007. The larva makes a nest 
between two leaves stitched. It feeds in night time only, 
coming out from the nest and returning into it. This species 
occasionally feeds on several other families other than 
Fagaceae. It overwinters in the cocoon between the leaves 
fallen down on the ground.

Teleiodes flavipunctatella (Park) (Figs 5-6) Some ten 
larvae, 10 mm in length, feeding epidermis between 
stitched leaves, were collected in Ishikari city, Hokkaido 
on September 15, 2004. In beginning October, they 
discontinued feeding. Two imagoes emerged on June 20, 
2005. The larva eats epidermis and in night time only, 
coming out from the nest and returning into it. The larva 
overwinters between the leaves or on the ground. The 
pupation takes place in spring. 

Depressaria irregularis Matsumura (Fig. 7) Six larvae, 
15mm long, were collected in Shikaoi town, Hokkaido on 
June 12, 2004. June 16, prepupa in soil. June 22, pupa. One 
imago emerged on July 3, 2005.
The larva stays in a rounded leaf with its edge turned up. It 
feeds in night time. The larva inweaves soils for pupation. 
The pupa is flattened in shape. The distribution of this 
species is rather restricted. 

紹介／ New Books
昆虫図鑑「北海道の蝶と蛾」
堀　繁久・櫻井正俊 ,  2015. A5. 422 pp., 北海道新聞社 .

北海道から記録がある蝶類全種（疑問種を除く138
種），蛾類の大部分（大蛾類1,503種，小蛾類1,575種）
の標本写真をすべてカラーで図示．蛾類は218プレート
を使い，大型種は縮小，小型種は拡大表示してある．標
本は汚損がほとんどなく，美しく展翅されたものばかり

が並び壮観．図版には同定に役立つ識別点が要領良く書
かれ，北海道で採集した蛾の同定に極めて有用である．
巻末の北海道産鱗翅目総目録はリストとしても使いやす
く，通し番号によって本書図版の掲載種の有無が一目で
分かる他，同定が疑わしい種，記録が極めて少ない種に
関する簡潔なコメントも大変役に立つ．図鑑としても，
リストとしても非常に洗練されている．4,500円（税別）
で一般書店等で入手可能．               

T. Kaneko /金子岳夫
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Anadevidia peponis (Fabricius, 1775) ウリキンウワバ
は，ウリ科植物を寄主植物とすることに由来する種小名
と和名をもつが (林，2004)，ウリ科以外にキリ科 (ゴマ
ノハグサ科 ) のキリ，トウダイグサ科のヤマアイ，スイ
カズラ科のハマニンドウ，シソ科のオドリコソウ，セイ
ヨウヤマハッカ，アブラナ科のチンゲンサイ，ターサイ
からも記録されている (林，2004；小林，2011)．なお，
アブラナ科としては，他にインターネット上でハクサイ，
キャベツ，ダイコン，ブロッコリーなどからの記録はあ
るが (酒井ら，2014)，本誌のような文献上での記録は
なく，この分野の基本的な文献である「農林有害動物・
昆虫名鑑 増補改訂版」(日本応用動物昆虫学会，2006) で
も，本種の食草はウリ類のみである．
筆者は2014年10月に小笠原諸島父島で，ブロッコ

リーの苗に本種と思われる幼虫が発生していたので採集
し，飼育したところ，本種が羽化したので報告しておく．
採集・飼育例　東京都小笠原村父島字小曲 (亜熱帯

農業センター )，29. x. 2014幼虫採集，5. xi. 2014蛹化，
17. xi. 2014羽化．
なお，本種は小笠原諸島では過去にキュウリから記録

されている (竹内・大林，2006)．
末筆ながら，本種の食草に関してご教示いただいた千

葉大学園芸学部の野村昌史氏に感謝する．

引用文献
林　悦子 , 2004. ウリキンウワバの新食草2種．蛾類通信 

229: 62-63.
小林秀紀 , 2011. キンウワバ亜科 . 岸田泰則編 , 日本産蛾
類標準図鑑 2: 268-281. 学研教育出版 , 東京 .

日本応用動物昆虫学会 , 2006. 農林有害動物・昆虫名鑑 
増補改訂版 , v+381p. 社団法人日本植物防疫協会 , 東
京 .

酒井　宏・竹内浩二・平井一男 , 2014. 防除ハンドブッ
ク アブラナ科野菜の病害虫 . 全国農村教育協会 , 東京 . 
http://www.boujo.net/handbook-14 (2015年1月28日閲
覧 ).

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.

Summary　In October 2014, some plusiine lervae were 
found on a seedling of broccoli, Brassica oleracea Linnaeus 
var. italica in Chichijima Island of the Ogasawara (Bonin) 
Islands, Japan. One larva was reared, and then an adult of 
Anadevidia peponis (Fabricius, 1775) emerged. This is the 
first record of this species from broccoli. The larva is well-
known for feeding on harbs and crops of Cucurbitaceae. 
In addition, larvae have also found on various plants other 
than Cucurbitaceae in the field (Hayashi, 2004).

ブロッコリー苗に発生したウリキンウワバ
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 Anadevidia peponis (Fabricius, 1775) (Noctuidae, Plusiinae) on broccoli in Chichijima Island of 
the Ogasawara (Bonin) Islands, Japan
Takashi Ohbayashi
Japan Heterocerists’ J. 273: 588. May 2015.

Figs 1-2. Anadevidia peponis (Fabricius). 1. Larva on a seedling of broccoli, Brassica oleracea Linnaeus var. italica, in 
Chichijima Island of the Ogasawara (Bonin) Islands, Japan (29. x. 2014). 2. One adult emerged from the collected larva on 
leaves of broccoli (17. xi. 2014). Scale bar: 10 mm.

1 2
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Abstract The monobasic larentiine genus Teinoloba 
Yazaki, 1995 is hitherto known from Nepal and China. In 
the present study this genus is firstly recorded in Taiwan. 
Species discrimination through genitalia concluded no 
remarkable division between males, though the females’ 
present slight differences in ostium and corpus bursae. 
Further materials in Taiwan is hoped to confirm their 
structure stability. 

The genus Teinoloba is a rare and monobasic larentiine 
genus established by Yazaki (1995: 14) based on 
perspicillata Yazaki, 1995 (Godavari, Nepal). According 
to the original diagnosis of T. perspicillata, the character, 
absence of hindwing vein CuA1 in male, can not be 
found in any other larentiine taxa except some species of 
Sauris Butler, but caused by modified hindwing base as 
a vesicular lobe. This species was subsequently recorded 
in Hunan, China (Xue and Zhu, 1999) and Nanling, 
Guangdong, China (Yazaki and Wang, 2011). The 
character of male wing venation was also re-confirmed 
(Xue and Zhu, 1999). However, the phylogenetic affinity 
of Teinoloba has not been studied so far. 

In the present study, this genus is firstly recorded in 
Taiwan based on four males and one female that are 
externally similar to T. perspicillata. Having examined the 
Nepalian, Chinese and Taiwanese specimens, the result 
reveals no remarkable difference in external appearance 
(fig. 1A, C-H) and male genitalia (fig. 2A-F). In female, 
the genitalia of only one Taiwanese specimen (fig. 2H) 
is slightly different with that of Chinese specimen (fig. 
2G) and Nepalian specimen illustrated in Yazaki (1995, 
text-fig. 576), the ostium is deeply incised posteriorly 
rather than band-like and flat, also the corpus bursae is 
curved laterally at ⅔ part from base rather than straight in 
longitudinal axis. However, due to no additional female 
material can be acquired from Taiwan to reconfirm the 
difference, in the present study all sorted specimens are 
regarded as one single species, T. perspicillata.

Abbreviations

NSMT National Museum of Nature and Science, Tsukuba, 
Japan

TFRI Insect Collection of Taiwan Forestry Institute, 
Taipei, Taiwan

YBFC Collection of Yi-Bin Fan, Ilan, Taiwan

Teinoloba perspicillata Yazaki, 1995 (Figs 1-2)

Teinoloba perspicillata Yazaki, 1995: 14, pl. 97: 16, text-figs. 

574, 576; Parsons et al., 1999: 926; Xue & Zhu, 1999: 247, 

fig. 268; Yazaki & Wang, 2011: 89, pl. 14: 23.

Specimens examined:

Type material: Holotype, ♂ , NEPAL, Kathmandu, 
Godavari (1,600m), 1-IV-1991, slide KY-1346 (NSMT).

Additional specimen examination:

CHINA, 2♂ , Guangdong Prov., Shaoguan, Nanling 
(700-1,200m), 27-V-2004, H. Nakajima leg.; 1♂ , 
same collecting data, slide NSMT-SW135; 1♀ , same 
collecting data, slide NSMT-SW136 (NSMT); TAIWAN, 
1♂ , Ilan County, Tianwan (1,050m), 19-III-2012, S. 
Wu leg.; 1♀ , same collecting locality, 16-IV-2012, S. 
Wu leg., slide TFRI00121128; 1♂ , Ilan County, Fushan 
Botanical Garden (750m), 19-II-2002, S.S. Lu leg., slide 
TFRI00091261; 1♂ , same collecting data (TFRI); 1
♂ , same collecting locality, 15-III-2014, Y. B. Fan leg. 
(YBFC).

Distribution and bionomics

This species ranges in Nepal, China and Taiwan (newly 
recorded locality). In Taiwan, this species is distributed 
in lowland primary broad-leaves and moss forests (700-
1,050m) of northern mountain areas. It is typically an 
early spring flyer as its Nepalian and Chinese populations. 
The immature stage is still unknown.
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Fig. 1. Habitus of Teinoloba perspicillata Yazaki, 1995 A. Male, holotype, Godavari, Nepal; B. ditto, labels; C. Male, Nanling, 
China; D. Female, Nanling, China (NSMT); E. Male, Tianwan, Taiwan; F. Female, Tianwan, Taiwan (TFRI). Bar scale= 
10mm. Courtesy of specimens: NSMT (A-D), TFRI (E-F). Photo by Shipher Wu. 
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Fig. 2. Genitalia of Teinoloba perspicillata Yazaki, 1995; A,B. Holotype, Godavari, Nepal; C,D,G. Nanling, China; E,F,H. 
Tianwan, Taiwan; A,C,E. Male genitalia without aedeagus; B,D,F. Aedeagus; G,H. Female genitalia. Photo by Shipher Wu. 
Courtesy of specimens: NSMT (A-D,G), TFRI (E,F,H). Photo by Shipher Wu. 
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沖縄県石垣島の真栄里ダム周辺でヤガ科ムラサキア
ツバ亜科のCaduca albopunctata (Walker) アトホシボシ
アツバと Maguda suffusa (Walker) ヒメエビイロアツバの
幼虫をサルノコシカケ科のウチワタケMicroporus affinis 
(Blume & T. Nees) Kuntzeから採集し，飼育・羽化させた．
アトホシボシアツバは国内では石垣島・西表島，国

外ではインドからスリランカなど東南アジアに広く分布
し，ヒメエビイロアツバは国内では本州・四国・九州・
屋久島・石垣島，国外では朝鮮半島に分布するが，2種
ともに寄主や幼虫の生態は不明であった (岸田 , 2013)．
石垣島の真栄里ダム周辺は湿潤な環境で，森林内の倒

木に数種のキノコ類が自生していた．その中でウチワタ
ケ (Fig. 1) を採取したところ，ヤガ科の幼虫が子実体に
とまっているのを確認した．研究室に持ち帰り飼育した
ところ，幼虫はウチワタケの子実体を摂食し上記2種が
羽化した (Figs 2-3)．2種ともに寄主は未知であったが，
本記録により近似種のムラサキアツバDiomea cremata 
(Butler) やマエジロアツバHypostrotia cinerea (Butler) と
同様に菌食であることが分かったので報告する．

Caduca albopunctata (Walker) アトホシボシアツバ
1♀ (Fig. 2) 沖縄県石垣市真栄里林道 15. V. 2014, 採

集・4. VI. 2014羽化

Maguda suffusa (Walker) ヒメエビイロアツバ
1♀ (Fig. 3) 沖縄県石垣市真栄里林道 15. V. 2014, 採

集・23. VI. 2014羽化

謝辞
本原稿の執筆にあたり，様々な助言をいただいた九州

大学大学院農学研究院の広渡俊哉博士，サルノコシカケ
科のキノコ類を同定いただいた森林総合研究所森林微生
物領域森林病理研究室の服部力博士に心よりお礼申し上
げる．
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産蛾類標準図鑑 2: 191-195. 学研教育出版 , 東京 .

Summary Caduca albopunctata (Walker) and Maguda 

suffusa (Walker) (Noctuidae, Boletobiinae) were recorded 
from Microporus affinis (Blume & T. Nees) Kuntze 
(Polyporaceae) in Ishigaki-jima of the Ryukyus. Although 
the host of these species has been unknown, they were 
found to be fungivorous as well as other Boletobiinae 

species such as Diomea cremata (Butler) and Hypostrotia 
cinerea (Butler).

Fig. 1. Microporus affinis (Blume & T. Nees) Kuntze in Ishigaki-jima. Fig. 2. Caduca albopunctata (Walker), ♀ . Fig. 3. 
Maguda suffusa (Walker), ♀ .

ウチワタケ (サルノコシカケ科 ) から羽化した 2種のヤガ科
長　田　庸　平
812-8581　福岡県福岡市東区箱崎 6-10-1　九州大学大学院生物資源環境科学府昆虫学教室
Two species of Family Noctuidae emerged from Microporus affinis
Yohei Osada
Japan Heterocerists’ J. 273: 592. May 2015.
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Asota ficus (Fabricius) イチジクヒトリモドキ
は，日本では1962年に静岡県で成虫が採集さ
れ，九州には1964年以降になってから (少なく
とも沖縄県に ) 侵入している (井上，1982)．そ
の後，1979年以降，2000年代前半までに九州全
県と愛媛県で (宮田，2006)，四国の他県や中国
地方では1999～ 2007年までに発生が確認され
るようになった (田村，2007)．さらに，2000年
代後半には大阪府 (越野，2008)，滋賀県 (滋賀県，
2009)，和歌山県 (村瀬，2009) で，2010年には
岐阜県 (宮野，2011) や愛知県 (愛知県，2010) で
発生が確認されている．
このように本種は約30年かけて九州から中

部地方西部まで東方へ分布拡大していて，九州
や四国では蛹越冬が確認されている．また，大
阪でも蛹で越冬する可能性が示唆されている (平井，
2011)．
今回，下記のように石川県において成虫が採集され，

現在のところ最北の記録となる．
1♀，石川県小松市下牧町：12-XI-2014　佐藤卓也採

集 (Fig. 1)．

採集地は小松市郊外の商業団地内の駐車場で，周辺に
は宅地や水田が広がっている．採集当日は比較的風の強
い肌寒い日で，駐車場内のコンクリート路面に静止して
いたものが飛び立ち，近くの壁に止まったところを採集
した．採集した個体はFig. 1のように比較的新鮮である
が，近くにイチジクの木が無いことや捕獲時期，採集状
況から考えると遠方からの飛来個体と考えられる．
末筆ながら，本種の文献についてご教授いただいた平

井規央氏に感謝申し上げる．
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Summary  Asota ficus is recoded in early sixties in Japan 
and extending its distributional area during this thirty years 
from Kyushu to Shikoku and the western half of Honshu. 
It overwinters as pupa in Kyushu and Shikoku. In Osaka, 
western Honshu, it may overwinter as pupa. We collected a 
imago in Ishikawa prefecture, the northernmost record for 
now.
1 female, Shimomaki Town, Komatsu City, Ishikawa 
Prefecture, 12. XI. 2014, Takuya Sato leg. The moth was 
rested on the concrete-paved ground in a parking lot of a 
shopping area. There is no Ficus carica around there. The 
moth must have come flying from a far place considering 
these circumstances. 

イチジクヒトリモドキを石川県で採集
富　沢　　　章 佐　藤　卓　也
923-0911　石川県小松市大川町 3-71 923-0931　石川県小松市大文字町 129

A record of Asota ficus (Fabricius) from Ishikawa Prefecture
Akira Tomisawa and Takuya Sato
Japan Heterocerists’ J. 273: 593. May 2015.

Fig. 1. Asota ficus (Fabricius). Shimomaki-machi, Komatsu, 
Ishikawa.
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Proteostrenia falcicula Beljaev et Park is one of the 
ennomine Geometridae endemic to Korea. This species 
has been recorded from exclusively two provinces, 
Gangwon and Gyonggi, which cross the northern part of 
South Korea (Beljaev & Park, 1998). Another species, 
Proteostrenia leda (Butler), was recorded by Jaros et 
al. (1992) from North Korea but this record has been 
regarded as a misidentification of P. falcicula (Kim et 
al., 2001). Adults of P. falcicula are not rare in Korea but 
their immature stages remain unknown yet. In 1999, I 
had collected some geometrid larvae from the Gangwon 
province (GW), which later gave rise to P. falcicula. This 
article is to report the larvae and host plant of P. falcicula 
for the first time.

All larvae of P. falcicula were collected on Euonymus 
alatus f. ciliatodentatus (Franch. et Sav.) Hiyama, which 
belongs to Celastraceae. They were reared in captivity 
with the same host plant and completed their life history. 
The final instar inchworms pupated over a paper towel 
mat on the bottom of a rearing container or simply 
became pupae without any covering. This suggests that 
the larvae do not borrow soils for pupation. In wild 
condition, the adults of P. falcicula have been observed 
in the mid to late June. Rearing records for the collected 
larvae are as following.

2 larvae, Gapcheon, Hoengseong, GW, 28 April 1999 
(pupation on 15 May 1999, emergence on 29 May 1999).

1 larva, Gugog Waterfall Park, Gangchon, Chuncheon, 
GW, 12 May 1999 (failed to complete life history); 2 
larvae, ditto, 18 May 1999 (pupation on 23 May 1999, 
emergence on 3 June 1999).

It is known from Japan (Sato & Nakajima, 1987) that a 
congener, P. leda feeds on various celastraceous plants 
such as Celastrus orbiculatus Thunb., Euonymus alatus 
for. ciliatodentatus (Franch. et Sav.) Hiyama, E. fortunei 
var. radicans (Miq.) Rehder., E. oxyphyllus Miq., E. 
macropterus Rupr., and Tripterygium regelii Sprague et 
Takeda.

Sato & Nakajima (1987) showed three types of P. 
leda larvae, each of which has different markings and 
coloration, referred to “black marking”, “green” and 
“scarlet banded” type. The larvae of P. falcicula appear 
close to the scarlet banded type of P. leda but differs 
from the latter in having orange color bands rather paler; 
broader sublateral bands (in P. leda, those are as broad 
as other dorsal bands); and a row of sublateral black 
markings broader.
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Fig. 1. Larva of Proteostrenia falcicula Beljaev et Park on 
Euonymus alatus for. ciliatodentatus.
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筆者のうち，円谷は沖縄県石垣市 (石垣島 ) 川平で未
知のアオシャク1♂を採集した．この個体を金子が精査
した結果，フィリピンからボルネオにかけて分布するア
オシャク亜科の1種と同定できたことから，日本初記録
種として報告する．本種のスマトラ及びボルネオ産標本
をご恵与くださるとともに，種々ご教示くださった佐藤
力夫氏に厚くお礼申し上げる．

Ornithospila bipunctata Prout, 1916
カビラアオシャク (新称 )
Ornithospila bipunctata Prout, 1916: 201.
Ornithospila bipunctata Prout: Holloway, 1976: 61; 

Holloway, 1996: 233.

1♂ (Fig. 1)，沖縄県石垣市 (石垣島 ) 川平，9. VI. 
2014, 円谷悦造採集．
開張32mm．顔面は白色で頭部は緑色，触角は櫛歯状．

前翅前縁は白色で，翅頂付近は赤褐色鱗が混じる．前翅
頂はやや尖り，外縁はやや直線的．外縁は前後翅ともに
赤褐色だが縁毛は銀白色．前後翅に赤褐色の明瞭な横脈
点を持ち，前翅には波状の内，中横線が，後翅には中横
線が走る．
比較のために使ったスマトラ及びボルネオ産標本

は以下のとおりである．2♂ , Karo Highland (900m), 

N. Sumatra, III-1978, T. Hasegawa leg.; 1♂ 1♀ , Mt. 
Kinabaru, Park H.Q.(1,560m), Sabah, Borneo, 8~18-XI-
1979, T. Hasegawa leg.; 1♀ , Mamuto (1,500m), Sabah 
(Borneo), 25-V~4-VI-1980, T. Hasegawa leg.; 1♂ , 
Mamuto, Sabah, Borneo, XI-1981, T. Hasegawa leg. スマ
トラ及びボルネオ産の♂個体の開張は33-34mm，ボル
ネオ産の♀は開張34mmで，石垣島産のものよりやや大
きいが，色調や斑紋は同じである．
♂交尾器 (Fig. 2)：Uncus，sociusともに長く発達し，

先端は尖る．Valva先端には左右それぞれ8本内外の剛
直毛を有し，一部はvalvaの長さの半分以上に達する．
Aedeagusは細く，直線棒状の骨化部を持つ (Genitalia 
slide No. TK1088)．
ボルネオでは低地から約2,000mまでの広い標高域で

採集されており，キナバル山の標高2,110m地点でも得
られているという (Holloway, 1996)．本種はこれまでマ
レー半島，スマトラ，ボルネオ，ナトゥナ島，フィリ
ピン，スラウェシから知られており (Holloway, 1996)，
今回の石垣島が北限の記録である．国内ではこれまで
Ornithospila属の記録はない．
石垣島の採集地は川平 (カビラ ) で、円谷宅 (2F) の

屋上に設置したライトトラップに23時30分ごろ飛来し
た．天候は薄曇で弱風があった．気温26℃，湿度90％．

石垣島で日本初記録種 Ornithospila bipunctata Proutを採集
円　谷　悦　造  金　子　岳　夫
907-0453　沖縄県石垣市川平 852-2 440-0042　愛知県豊橋市栄町 144-3

First record of genus Ornithospila (Geometridae, Geometrinae) from Japan
Etsuzo Entani and Takeo Kaneko
Japan Heterocerists’ J. 273: 595-596. May 2015.

Fig.1. Ornithospila bipunctata Prout, Isigaki-jima Is., male.  Fig.2. Male genitalia of Ornithospila bipunctata Prout.
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Summary  Ornithospila bipunctata ranges Philippines, 
Malaysia and Indonesia. One male is firstly recorded from 
Japan. 

1♂ , Kabira, Ishigaki City, Okinawa Prefecture, 9. VI. 
2014, Etsuzo Entani leg.   

The moth came flying to the light trap set on the rooftop 
of Entani’s house. The time was 23:30. Slightly cloudy 
weather, weak wind, temperature 26℃ , humidity 90％ .

近年，北海道でのクスサンの分布と生息動向が注目
されているが，この度，現地在住の知人が標本と写真
を送ってくださったので記録しておく．雌が得られた
ので，着実に地元で繁殖していると考えられる．

Saturnia japonica Moore クスサン
北海道斜里郡斜里町光陽町
2014年9月2日 , 1♂ , 写真撮影 (Fig. 1)
2014年9月7日 , 1♀ , 成虫採集 (Fig. 2)
標本は筆者所蔵

なお，斜里町では大発生にはなっていないが，近隣
の紋別町では2013，2014年は大量発生したとのこと．
北海道北東部のオホーツク海沿岸地域でも，ここ数年
の間に既に本種が普通種になってきているようだ．

参考文献
川原　進・橋本　勝，2008．北海道東部では稀なクス
サンの記録．知床博物館研究報告 29: 9-10．

山田訓二，2011．網走市でクスサンを採集．モヨロ 
45: 11. 

山田訓二・三品　聡，2012．網走市でクスサンのまゆ
発見．モヨロ46: 9-11．

町島佳幸，2013．北海道網走からのクスサンの記録 . 
蛾類通信 269: 487．

北海道斜里町からのクスサンの記録
町　島　佳　幸
166-0012　東京都杉並区和田 1丁目 43-2

A record of Saturnia japonica Moore from Shari-cho, eastern Hokkaido
Yoshiyuki Machijima
Japan Heterocerists’ J. 273: 596. May 2015.

Figs 1-2. Saturnia japonica Moore, Shari-cho, Hokkaido.  
1. Male. 2. Female.
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ヤガ科だけでなく蛾類一般で，前翅外縁が翅頂下で湾
入したり，前翅外縁がM3脈で角ばるか出ばるかすると，
その蛾の和名の一部に，「カギ」や「ツマキリ」という
語句が使われることがある．今回のキモンツマキリアツ
バの所属するPangraptinae ツマキリアツバ亜科もそうで
あるし，岸田 (2011) でツマキリアツバ亜科の前に配列
されているカギアツバ亜科も，亜科名としてそのような
語句が使われている．岸田 (2011) を見ると，カギアツ
バ亜科の蛾類で，和名に「ツマキリ」という語句が付く
種が9種もある．つまり，カギアツバ亜科蛾類も，ツマ
キリアツバ亜科蛾類も，前翅の形が同じような特徴を持
つものが多い．似たような形をしているのに，なぜ二つ
の亜科に分かれなければならなかったのか，という素朴
な疑問で調べると，カギアツバ亜科は♀交尾器に特徴を
持つとのこと．
交尾器以外のもので違いを探すと幼虫の腹脚の数の違

いがまず挙げられる．ツマキリアツバ亜科では幼虫の腹
脚は4対のようである．一方，カギアツバ亜科の方は，
調べ得た限りではA4腹脚が退化し，A3の腹脚を欠くよ
うなので，幼虫における二つの亜科の違いは明瞭と言え
る．
沖縄島でツマキリアツバ亜科のPangrapta flavomacula 

キモンツマキリアツバ幼虫をニガキから得て飼育し，羽
化できたので報告する．幼虫の腹脚はやはり4対あった．
本種の学名は岸田 (2011) にしたがった．

Pangraptinae　ツマキリアツバ亜科
Pangrapta flavomacula Staudinger, 1888　
キモンツマキリアツバ
食草：ニガキ Picrasma quassioides Benn. (ニガキ科 

Simaroubaceae)

2013年4月25日，南城市糸数城址公園裏で，ミカン
コエダシャク幼虫目的の叩き出しで，ニガキから，後で
本種終齢時とわかった幼虫が1頭出てきた．そのニガキ
の木は高さ2m程で枝も多くなかった．出てきた幼虫は
頭部も含め全身うす緑色で，腹脚が4対あり，ニガキの

隣にハゼノキがあったこともあり，ハゼノキにつくコフ
サヤガ幼虫がニガキに移って，そこから叩き出されてき
たのだろうと思った．容器に入れると，容器内を素早く
走った．付近に生えていたニガキ，ハゼノキも叩き出し
したが，同じ幼虫は出てこなかった．容器にニガキとハ
ゼノキの両方の葉を入れていたら，ニガキだけを食べて
いた．翌26日の朝には老熟の徴で暗赤色になっており，
老熟前の写真を撮り損ねた．容器に土も入れたが，むき
出しで蛹になった．5月11日昼間，予想もしなかったキ
モンツマキリアツバが羽化した．
撮れていなかった終齢時の写真を撮るため，幼虫を探

した．5月25日，6月13日，6月21日，8月9日，同じ
糸数で範囲も広げてニガキ，そして念のためハゼノキも
調べた．八重瀬町八重瀬公園でも，5月25日，6月24日，
6月30日，ニガキを調べたが，やはり幼虫は出てこなかっ
た．そのため，沖縄島南部での探索はあきらめ，中北部
で探すことを考えた．だが，ニガキにつく蛾を調べたこ
とがなかったので，中北部でニガキが生えている場所が
わからなかった．
ところで，稀にではあるが，筆者も蛾類成虫を採集す

ることがあり，標本箱を探すと，キモンツマキリアツバ
標本が2頭も出てきた．2000年7月5日今帰仁村宮城林
道での昼間に，そして2002年5月3日今帰仁村乙羽岳で
の宿泊時の夜間採集であった．そのため，宮城林道を調
べることにした．8月11日，呉我山側から車でゆっくり
見ていくと，乙羽岳にかなり近くなった地点で，高さ１
m程のニガキが、4本まとまってあった．若葉付の2本
の木から，終齢幼虫１頭，そして2齢と思われる若齢１
頭を得た．終齢の方は，前蛹で死んだ．若齢幼虫は順調
に育ち，羽化してくれた．Figs 1-2に採集翌日の12日に
撮影した若齢幼虫を示すが，体長7mm，2齢と思われる．
柔らかい若葉でないからなのか，葉の表側を残す食痕で
ある．腹足4対である．Fig. 3は終齢になったばかりの
状態である．葉の表面に何かの葉潜り痕がある．十分量
の葉が与えられている間は，幼虫は葉潜り部を避けて食
べていた．Figs 4-5は体長22 mmの終齢時である．若齢
時のFig. 2でも言えることだが，A3腹脚が後ろの3本と
比べて，わずかに小さい．葉と容器壁の隙間で蛹化し，

沖縄島におけるキモンツマキリアツバの生態記録
富　永　　　智
901-0401　沖縄県八重瀬町東風平 251-3

Biological note of Pangrapta flavomacula Staudinger in Okinawa-jima Island, the Ryukyus
Satoru Tominaga
Japan Heterocerists’ J. 273: 597-599. May 2015.
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9月4日羽化．Fig. 6にその標本を示す．前翅長12 mm．
岸田 (2011) によると，本種の所属するツマキリアツ

バ亜科はPangrapta属だけで構成されている．同属の他
種の食草の記録を探すと記録の全部は見つからなかった
が，例えば，杉・中臣 (1969) によるとマンレイツマキ
リアツバはハシドイ (モクセイ科 )．杉本 (1969) による
とウンモンツマキリアツバはイボタ (モクセイ科 )．岩
田 (1969) によるとツマジロツマキリアツバはアオダモ，
トネリコ (モクセイ科 )．中村 (1971)によるとシロテン

ツマキリアツバはヤマボウシ (ミズキ科 )．中村 (1971) 
によると，Pangrapta属で，ニレ科を食するものが1967
年に，スイカズラ科を食するものが1969年に，バラ科
を食するものが1918年に報告されているとのこと．こ
のように，1971年の時点でPangrapta属の食草がかなり
判明しており，その早さに驚く．筆者の場合は先述のよ
うに，ミカンコエダシャク幼虫探しの副産物であった．
ひょっとすると本土の場合も，カトカラやシャチホコガ
科幼虫探しの過程で見つかったのかもしれない．

Figs 1-6. Pangrapta flavomacula Staudinger. 1. Leaf of Picrasma quassioides Benn. the host plant, with young instar larva. 2. 
Ditto. 3-5. Last instar larva. 6. Emerged adult. 

1 2
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Pangrapta属幼虫の腹脚の数については，上記の杉・
中臣 (1969) と杉本 (1969) に記述がみられ，4対である．
山本 (1987) にはPangrapta属2種の幼虫が図説されてお
り，リンゴツマキリアツバではA3からA6まで腹脚が見
える．

引用文献
岩田一彦，1969．ツマジロツマキリアツバの食樹は

Fraxinus．蛾類通信 58: 684．
岸田泰則，2011．カギアツバ亜科，ツマキリアツバ亜科．
岸田泰則編，日本産蛾類標準図鑑 2．学研教育出版，
東京．

中村正直，1971．小型ヤガ数種の食草．蛾類通信 64: 
61．

杉　繁郎・中臣謙太郎，1969．マンレイツマキリアツバ
の食草．蛾類通信 57: 652．

杉本　武，1969．ウンモンツマキリアツバの食草はイボ
タ．蛾類通信 57: 652．

山本光人，1978．ウンモンツマキリアツバ・リンゴツマ
キリアツバ．杉繁郎編，日本産蛾類生態図鑑．講談社，
東京．

Summary  The larvae of Pangraptinae have four ventral 
prolegs. In Aventiinae, they lack the prolegs on A3 and 
them on A4 are vestigial. I collected a larva of Pangrapta 
flavomacula from a Picrasma quassioides tree in the 
southern part of Okinawa-jima Island on April 25, 2013. 
The body color was light-green and had 4 pairs of ventral 
prolegs. It fed on leaves of P. quassioides and became dark-
reddened in the next day, pupated barely. On May 11, an 
imago emerged. On August 11, two larvae were collected 
in the middle part of the island, from P. quassioides trees. 
On September 4, an imago emerged (Fig. 6) The reported 
host plants families of Pangrapta to date are Oleaceae, 
Cornaceae, Ulmaceae, Caprifoliaceae and Rosaceae. I 
newly found Simaroubaceae for them.

抄録／ New Paper
オーストラリアの離島から発見された原始的鱗翅類
Kristensen, N. P., D. J. Hilton, A. Kallies, L. Milla, J. Rota, 
N. Wahlberg, S. A. Wilcox, R. V. Glatz, D. A. Young, G. 
Cocking, T. Edwards, G. W. Gibbs and M. Halsey, 2015. 
A new extant family of primitive moths from Kangaroo 
Island, Australia, and its significance for understanding 
early Lepidoptera evolution. Syst. Entomol. 40: 5-16.

オーストラリア南部，大陸から10kmほど離れたカン
ガルー島から，新属新種の原始的な鱗翅類 Aenigmatinea 
glatzella が発見され，これをもとに新科 Aenigmatineidae 
が設立された．成虫は，前翅長約4mmで昼飛性，年1
化で9月から10月にかけて出現する．幼虫は針葉樹食で，
ヒノキ科のCallitris gracilisの分枝付近の樹皮下に小室を
つくって周りの組織を食べるという．本科は，かつての
同脈類 Heteroneura（コバネガ・スイコバネガ・コウモ

リガ等）に含まれる．口吻は痕跡的だが，解剖学的な研
究およびDNAを用いた分子系統推定により，本科は有
吻類 Glossata のムカシガ科 Neopeustidae に最も近縁で
あることが強く示唆された．さらに，ムカシガ科・外溝
類 Exoporia （コウモリガ科など）・異脈類 Heteroneura （残
りの大部分の蛾類）をふくむ単系統群として定説だった
新吻類 Myoglossataが，本科を含めた系統推定では支持
されないという驚くべき結果となった．
鱗翅類の初期的な進化の研究は，化石と数少ない現生

の種だけで調べなければならないという制約がある，そ
のため，一つの新たなグループの発見がこれまでの定
説をくつがえすことになる．Aenigmatineidaeは，いわ
ゆる同脈類で40年ぶりの新しいグループの発見である．
その進化的な意義づけは，今後の様々な研究によって明
らかにされていくだろう．

U. Jinbo / 神保宇嗣
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紹介／ New Book
月刊むし・昆虫図説シリーズ5
世界の美麗ヒトリガ
岸田泰則，2015．A4，上製本 , 111pp. (47col. pls. 含 )．
むし社．6,400円 (税別 )

タイトルどおり，世界の美麗なヒトリガ (ヒトリガ亜
科のみ ) 265種1092個体 (7頭のホロタイプ，49頭のパ
ラタイプを含む )が美しいカラープレートとともに解説
されるほか，いわゆる「珍品度」も★の数で表現されて
いる．また，著者のコラム「岸田のひとりごと」ではヒ
トリガのことのみでなく，日本や世界の蛾界の動向やコ
レクション秘話などが盛り込まれており，多くの昆虫愛
好家が興味を引く内容となっている．

学術的には，次の3新亜種の記載が含まれている．
Calpenia saundersi shirakawaiクロトラフヒトリ (ラオス
亜種 )，C. s. nobuchan (ベトナム亜種 )，Euleechia pratti 
funahashii キモンカラスヒトリ (ベトナム亜種 )．このほ
か，国内産のヒトリガについても，次の重要な知見が含
まれている．Eospilarctia lewisii (Butler) クロフシロヒト
リの腹部が黄色になる個体 (岐阜県日和田高原産 ) がは
じめて図示された．Spilosoma lubricipedum (Linnaeus) キ
ハラゴマダラヒトリは北海道から九州まで広く分布する
が，ヨーロッパから極東まで記録のある近似種 S. urticae 

(Esper) イラクサゴマダラヒトリの北海道産の標本が図
示された．本邦のヒトリガが1種増えたことになる．両
者は雌雄の触角の櫛の長さで識別できるという． 

K. Eda／枝恵太郎


