
愛媛県南宇和郡愛南町において2014年9月9日，11
日， 10月18日に行った3回の夜間灯火採集で，Earias 
cupreoviridis (Walker, 1862) ワタリンガを多数採集した
ので報告する．本種は杉 (1982) によって，南大東島の
標本が図示されたが，その解説には「本州でも標本が得
られていたらしいが」とされている．かつて辻田 (1952) 
は，大阪府淀川附近の綿作地において大量発生した幼虫
と蛹について，ワタリンガとしてその形態を記載してい
る．ただし，成虫は図示されておらず，その同定に疑問
があったため，杉 (1982) では推定された表現での解説
になったのかもしれない．なお，岸田 (2011) では本州，
九州が本種の分布に加わっており，近年の記録として佐
賀県での記録をあげている．
今回の採集地は海岸に面した湿地帯で，偶発的に発生

が見られたと考えられる．今後の発生状況に興味がもた
れる．発表を勧めて頂いた増井武彦氏および本種につい
てご教示いただいた枝恵太郎氏に感謝の意を表す．

Earias cupreoviridis (Walker, 1862) ワタリンガ (Fig. 1) 
愛媛県南宇和郡愛南町南予須之川公園 (Fig. 2)，20exs, 

9. IX. 2014; 15exs, 11. IX. 2014; 15exs, 18. X. 2014. 
平均開張 :♀ : 17.9mm (No.=15), ♂ : 16.0mm (No.=10).

引用文献
岸田泰則，2011, ワタリンガ亜科．岸田泰則 (編 )，日本
産蛾類標準図鑑 2: 186-187. 学研教育出版．東京．

杉　繁郎，1982．ワタリンガ．井上寛ほか，日本産蛾類
大図鑑 1: 798. 2: 93. pl. 194. 講談社，東京．

辻田満広，1952. 棉の害蟲ワタリンガの幼蟲及び蛹の形
態．西京大学学術報告 . 農学 2: 111-115. 
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Fig. 2. Habitat of E. cupreoviridis (Sunokawa Park, Ainan-
cho, Ehime Pref.).

Fig. 1. Earias cupreoviridis, ♂ . 
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Summary In September to November of 2014, many 
individuals of Earias cupreoviridis (Walker) (Nolidae, 
Eariadinae; Fig. 1) were collected at a seaside wetland of 
Nan’yo-Sunokawa Park, Ainan-cho, Ehime Prefecture, in 

the western part of Shikoku (Fig. 2). In Japan, this species 
is considered as a migratory species, and there have been 
only a few records from western areas. The collected adults 
might be accidentally emerged around the collecting site.

Macaria abydata Guenée, 1857 ギンネムエダシャク 
(シャクガ科エダシャク亜科 ) は，国内ではトカラ列島 
(宝島 )，奄美大島，徳之島，沖縄島，宮古島，石垣島，
与那国島，南大東島，小笠原諸島 (母島，父島，兄島 ) 
に分布し，本来の分布域は中央アメリカ・南アメリカ
であったが，寄主植物のギンネムLeucaena leucocephala 
(Lam.) de Wit (マメ科 ) の移植とともに太平洋側地域に
分布を拡大した (佐藤，2011)．1970年頃にハワイ諸島，
1976年頃には小笠原諸島，1980年頃には沖縄島での侵
入が確認され，その後は台湾，グアム島，フィジー島，
ルソン島，ボルネオ島，香港でも確認された (Holloway, 
1994)．筆者は，八重山諸島の波照間島で本種を採集し
たので報告する．

＜データ＞
Macaria abydata Guenée ギンネムエダシャク

1♀ (Fig. 1) 沖縄県八重山郡竹富町波照間，27. II. 
2015, 筆者採集

2015年2月27日，波照間港周辺のカタバミOxalis 
corniculata L.やコメツブウマゴヤシMedicago lupulina 
L.が群生している草地で本種を採集した．標準図鑑 (佐
藤，2011) によれば，近隣の石垣島には分布するが，波
照間島では記録がない．南西諸島全体に分布拡大してい
る可能性が示唆された．
本原稿の執筆に際し，助言をくださった矢崎克己氏に

御礼申し上げる．

引用文献
Holloway, J. D., 1994. The moths of Borneo: family 

Geometridae, subfamilies Ennominae. [=The Moths of 
Borneo, Part 11]. Malay. Nat. J. 47: 1-309.

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．

Summary In February of 2015, a female of Macaria 

abydata Guenée (Geometridae, Ennominae) was collected 
in Hateruma-jima, Yaeyama Islands, Okinawa Prefecture 
for the first time (Fig. 1). This species has been known as 
a migratory species from America. Though this species 
has been firstly recorded from Okinawa-jima in 1980, it is 
highly possible that this species has widely invaded into 
many islands in Ryukyu, even in smaller islands such as 
Hateruma-jima.

ギンネムエダシャクを波照間島で採集
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
A record of Macaria abydata Guenée from Hateruma-jima, Yaeyama Islands, Japan
Yohei Osada 
Japan Heterocerists’ J.  274: 602. August 2015.

Fig. 1. Macaria abydata Guenée, Hateruma, Taketomi-cho, 
Okinawa Prefecture, Japan, ♀ .
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中島・矢崎 (2011) によると，Eupithecia kuroshio Inoue 
クロシオカバナミシャクは春の蛾で，沖縄島では1～ 3
月に多産するという．沖縄県内における分布は沖縄島の
みとのこと．
年１化の蛾の飼育羽化は難しく，筆者が初めてこの蛾

の羽化に成功したのは2012年で，2013年も含めると合
計6頭を羽化させることができた．それらの終齢幼虫の
写真を見比べると，幼虫の色調，模様には変異があるこ
とがわかった．そこで，過去に採集飼育したが羽化でき
ず正体不明のまま残っているナミシャク幼虫写真を捜し
出したところ，羽化で確かめられたわけではないが，こ
の幼虫を2005年から10数頭採っていたと思われる．色
彩に変異がある幼虫であり，しかも複数の植物，枯葉に
いたので，それらの幼虫が何種なのかさえわからずにい
たのである．それらが1種 (本種 ) らしいことがようや
くわかった．とは言っても，羽化できなかったものの幼
虫写真は羽化による確認ができていないわけであるから
今回の報文では省き，羽化できた幼虫のみ図説すること
にする．
羽化できた個体は，イタジイの花蕾とハクサンボクの

花蕾から幼虫として得られた．一方，この2種の花蕾以
外の植物や枯葉から得た幼虫は，幼虫が付いていた植物
だけを与えて飼育し，蛹化すらできなかった．
ところで，イタジイと同科のクリの場合，落下した花

穂に蛾類幼虫が付いていたという報告がいくつかみられ
る．イタジイの花穂も，古くなると落下する．したがっ
て，イタジイやハクサンボクの花穂以外から見つかった
幼虫たちは，イタジイ花穂に付いたまま落下した後，近
くの植物や枯葉に移動していた可能性がある．
イタジイもクリも，花穂の成熟が進むと，枝先から脱

落し易くなり，それを餌に選んだ幼虫の宿命で，老熟前
の花穂落下は命の問題となる．
本種の学名は中島・矢崎 (2011) にしたがった．
ハクサンボクを同定していただいた比嘉正一氏に御礼

申し上げる．

Eupithecia kuroshio Inoue, 1980　
クロシオカバナミシャク

寄主植物 : イタジイの花蕾  Castanopsis sieboldii 

Hatusima (ブナ科 Fagaceae)，ハクサンボクの花蕾 Viburnum 
japonicum Spreng. (スイカズラ科 Caprifoliaceae) 

これらの野外での食草2種は，羽化できた個体からの
記録からである．

Figs 1-6 は翌年春に羽化できた個体の終齢時である．
撮影日は順に，2011年3月22日，同年3月24日，2012
年3月25日，同年3月22日，同年3月27日，同年3月
20日である．幼虫が得られた植物は，Figs 1-3がイタジ
イ花蕾，Figs 4-6がハクサンボク花蕾である．飼育もそ
れらの花蕾で行った．産地はすべて金武町屋嘉で，そこ
ではイタジイが多く，ハクサンボクは2本しか見られな
かった．ハクサンボクはイタジイの近くにある．

Figs 7-12 はFigs 1-6 の幼虫が羽化した標本である．
Figs 1, 7は同一個体，以下，Figs 2, 8，Figs 3, 9，Figs 4, 
10，Figs 5, 11，Figs 6, 12がそれぞれペアで同一個体で
ある．羽化日は順に，2012年3月19日，同年3月1日，
2013年2月17日，同年2月24日，3月10日，2月16日，
である．蛹化は老熟後，数日以内に行われ，容器に入れ
てあった土で土繭を作った．保存は冷暖房の効かない室
温で行ったが，数週間に１度，夏場は2週間に1度，霧
吹きで土繭に水分を与えた．
中島・矢崎 (2011) によると，クロシオカバナミシャ

クの前翅中央の白線は横脈紋の外側で強く突出するとい
う．その特徴に注意して翅表を見ると，Figs 7-10 は特
に問題なく本種と同定できると思う．Fig.11も何とかこ
の特徴を見ることができると思う．ただし，Fig.12はそ
れが困難であり，さらに，展翅時に後翅を完全に開くこ
とができなかったようで，外縁が角ばっている．
ところで，前書きで触れた，外見上は同じに見えても

羽化できなかった幼虫についてである．もちろん，イタ
ジイ花蕾やハクサンボク花蕾からも羽化できなかった幼
虫がかなりいたが，それ以外に，イタジイ若葉から数頭，
イタジイ新梢の虫瘤の柔らかい表面を食べていた2頭，
イタジイの花が枯れて古くなって枝の隙間などに引っか
かって溜まったものから数頭，得た．イタジイ若葉は少
ししか食べなかった．イタジイ虫瘤表面とイタジイ枯花

沖縄島におけるクロシオカバナミシャクの生態記録
冨　永　　　智
901-0401　沖縄県八重瀬町東風平 251-3

Biological note of Eupithecia kuroshio Inoue (Geometridae)  in Okinawa-jima Island, the Ryukyus
Satoru Tominaga
Japan Heterocerists’ J.  274: 603-606.  August 2015.



604 蛾　類　通　信　 No. 274,   2015

はよく食べた．ただ，記録としてはこれらの幼虫たちの
蛹化記録は残されていない．
イタジイ以外では，Toxicodendron succedaneumハゼ

ノキ (Anacardiaceae ウルシ科 ) 若葉から1頭，Morella 
rubra ヤマモモ (Myricaceae ヤマモモ科 ) 若葉から1頭，
Schima wallichii subsp. noronhae イジュ (Theaceae ツバキ
科 ) 若葉から1頭，Meliosma rigida ヤマビワ (Sabiaceae 
アワブキ科 ) 若葉から2頭，地表の枯葉から4頭の外見
上は本種と思われる幼虫を得ていた．ヤマモモ若葉はよ
く食べた．イジュ葉と枯葉は少し食べた．枯葉の植物の
種は不明である．ハゼノキ葉，ヤマビワ葉は，ほとんど

食べなかった．以上の，羽化できなかった幼虫を得た時
期も春で，具体的には3月～ 4月6日までであり，ハゼ
ノキが3月30日，ヤマモモとイジュが4月1日，枯葉が
4月6日に得られた．この頃には，イタジイ花は樹上に
ほとんど残っていないと思われる．これらの幼虫は飼育
では1頭も蛹化できなかった．
前述，羽化できた6頭の個体はすべて上記寄主植物2

種の花蕾から得られ，花蕾だけの飼育であった．一方，
花蕾以外から得られた幼虫たちの飼育は，その付いてい
た植物の部位だけで行った．当時はイタジイやハクサン
ボクの花蕾を与えることを思い浮かばなかったためであ

Figs 1-6. Last instar larva of .Eupithecia kuroshio Inoue. 

1 2

3 4

5 6
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る．花蕾以外から得られた幼虫は飼育ですべて羽化でき
なかった．
今回寄主植物として報告したイタジイとハクサンボク

の花蕾以外から得られた幼虫，それらは筆者の飼育で１
頭も蛹化できなかったのだが，その幼虫は，どのように
してそこへ到達したのであろうか．イタジイ，ハクサン
ボクの花の供給が樹上で途切れたため，食べ物を探して
樹上から降りて来たのであろうか．ハクサンボクの場合
はそうかもしれないが，イタジイの場合は別の可能性を
考える．上記，イタジイの花が枯れて古くなって枝の隙

間などに引っかかって溜まったものから数頭の幼虫を得
た，と述べたが，この幼虫は歩いてそこへ向かったのだ
ろうか．そうではなく，古くなった花穂が幼虫を乗せた
まま，落下したのではないか．
イタジイと同じブナ科のクリの花穂も落下することが

知られている．そして，クリの落下花穂から，Manoba 
melancholica ヨシノコブガ (中村，1996；杉・村瀬，
2000)，Idaea sakuraiiサクライキヒメシャク，Athetis 
albisignata シロテンウスグロヨトウ (村瀬，2001)，
Nacoleia commixta シロテンキノメイガ (村瀬，2009)の

Figs 7-12. Emerged adults of Eupithecia kuroshio Inoue. 7. Emerged from larva of Fig. 1. 8. Emerged from Fig.2. 9. Emerged 
from Fig.3. 10. Emerged from Fig.4. 11. Emerged from Fig.5. 12. Emerged from Fig.6.

7 8

9 10

11 12
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幼虫が得られている．
中村 (1996) は，栗の花穂から得たChloroclystis v-ata 

クロスジアオナミシャクの幼虫について，「1つの花穂
には通常1頭のみがおり，しかもヨシノコブガと同じ花
穂にみられることはなかった．これからみると，卵は花
穂ごとに１個宛産付されるものと考えられる．」と述べ
ている．同文献では理由についての考察は特に述べられ
ていないが，推測すると，花穂という限られた餌に幼虫
の分布が偏らないようにという理由と，古くなって落下
の危険がある花穂に複数の幼虫が重みをかけないように
という理由が，考えられるであろう．
花穂と一緒に落下することが事故 (悪いこと ) ではな

く，ヨシノコブガのように土中で蛹化する幼虫にとって
は，計算の上のことではないかと受け取れるような示唆
が，杉・村瀬 (2000) で，述べられている．クロシオカ
バナミシャクも土繭を作ったので，その要素ももちろん
あると思われるが，幼虫老熟前に幼虫の乗っている花穂
が落下してしまったら，餌に困ることは明らかである．
中村 (1996) によると，クロスジアオナミシャク幼虫

を栗の花穂から採集した時点ですでに幼虫の多くは老熟
していたとのこと．このように，いつかは落下する花穂
に発生する幼虫にとって，落下前に自分が老熟すること
が理想である．
以上より，筆者は次のように考える．本種幼虫は春に

咲く樹木花蕾に依存する花食いだが，野外で花の供給が
途切れたり，老熟前に幼虫が付着する花穂が落下した場
合は，花蕾以外の部分を食べるか，あるいは，落下地点
にある別の植物や地表枯葉に移動する．そしてその場合
の羽化率は下がるのではないか．沖縄島で本種が多産す
る理由は，イタジイの森がまだよく保存されていること
と，イタジイ以外の花も食べることができるからではな
いか．
安定した足場である小枝に付着して花を食べるという

ことができず，いつかは落下する花穂に付着せざるを得
ない蛾類幼虫がいて，クロシオカバナミシャクもその一
種であることを今回学んだ．

引用文献
中島秀雄・矢崎克己，2011．ナミシャク亜科．岸田泰則 

(編 )，日本産蛾類標準図鑑1: 248-316．学研教育出版，
東京 .

村瀬ますみ，2001．落下したクリの花穂に寄生していた
蛾の幼虫2種．蛾類通信 213: 243.

村瀬ますみ，2009．クリの落下花穂にシロテンキノメイ
ガの幼虫．蛾類通信 251: 18.

中村正直，1996．栗の害虫としてのクロスジアオナミ
シャクの幼生期．誘蛾燈 143: 5-7.
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Summary I reared more than ten larvae of Eupithecia 

kuroshio from 2005 but failed. I firstly got the adults 
emerged in 2012 and I got six adults till 2013. The 
hostplants are Castanopsis sieboldii (Fagaceae) and 
Viburnum japonicum (Caprifoliaceae). The larvae which 
could reach to the emergences had fed only on the blossom 
buds of the hostplants. The larvae which had fed on the 
leaves of C. sieboldii could not pupate. I collected several 
larvae of this species on other plants but they all could not 
pupate. In these cases, I think, the blossom bud had fell 
from the tree with the larva on it and then the larva had 
been feeding on the leaves of the near tree. The fall of the 
blossom of C. sieboldii happens commonly. The last instar 
larva makes a soil-cocoon and over summers and emerges 
next early spring, February to March.

訂正
1. 中島・岸田 (2014) 「伊豆大島の蛾類」 (本誌 271: 

529-536) 中で記録したAssara korbi (Caradja)フタシ
ロテンホソマダラメイガ (Fig. 5) はAurana vinaceella 
vinaceella (Inoue) コクロモンマダラメイガの誤りであっ
たので訂正したい．なお，訂正種は伊豆諸島初記録であ
る．いろいろご教示頂いた佐々木明夫，宮野昭彦両氏に
お礼申し上げる．

2. 中島・西澤 (2014) 「長崎県対馬の早春のシャクガ」 
(本誌 271: 544-546) の中で記録したPlanociampa modesta 
(Butler) ホソバトガリエダシャクの「大浦　１♀，9. Ⅲ．
2013(O)」の記録を削除する．

(中島秀雄・岸田泰則 )
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国内ではこれまで幼虫の図示がないと思われるトリバ
ガ科蛾類2種の，沖縄島における生態記録である．ウス
キヒメトリバの国内における食草の初記録である．
今回の2種の幼虫は花蕾の中から見つかるが，花蕾の

構造と幼虫の大きさの違いにより，花蕾の中で幼虫が居
る場所が違った．
ウスキヒメトリバを同定していただき，ご教示をいた

だいた間野隆裕氏に感謝申し上げる．
トミナガトリバの学名はMano & Gielis (2014) に，ウ

スキヒメトリバは間野 (2014) にしたがった．
植物の所属は，大場 (2009) にしたがった．

Sphenarches zanclistes (Meyrick, 1905) 　
トミナガトリバ (Figs 1-4) 
食 草 : シ ョ ウ ロ ウ ク サ ギ の 莟　Clerodendrum 

trichotomum var. esculentum (シソ科 Lamiaceae) 

本種は，間野 (2014) によって，日本新記録の
Sphenarches sp.として標準図鑑に収録され，Mano & 
Gielis (2014) によって学名が付けられた．
筆者は，2002年8月，東風平町 (現・八重瀬町 ) 八重

瀬公園で本種幼虫に気づいた．その後も，1～2年の間に，
大里村 (現・南城市 ) 大里城址公園，糸満市米須，玉城
村 (現・南城市 ) 玉城運動公園で，幼虫を得，羽化させ
ていた．一部の羽化標本は間野氏の元に送られ，間野氏
からは，フジマメトリバ近似のSphenarches sp.であると
の返事 (2003年7月，間野私信 ) をいただいていた．

2012年，再び幼虫・蛹を得ようと，上記場所を6，7
月に訪れたところ，木がなくなっていたり，木があって
も花蕾がなかったりで，1頭も得ることができなかった．
だが，地元の昆虫同好会会員から教わったうるま市藪地
島で，同年7，8，9月，計20頭程の幼虫・蛹を見つけ
ることができ，それらは間野氏の元へ送られ，それらの
検体によって，本種と同定された．
生態であるが，幼虫は莟の中にいる．野外では，開い

た花で幼虫を見たことがない．Fig. 1に食べていた莟か
ら出てきた体長8mmの終齢幼虫を示す．観察では幼虫

はまず雄しべや雌しべを食べてから，花弁内側壁も食べ
るようだ．糞は中にためるようである．一般的に幼虫が
莟の中に居られれば，外から姿が見えないメリットがあ
る．ショウロウクサギでは莟の中にある程度の空間があ
り，幼虫は，莟が成長しても花弁が開かないように何ら
かの処置を，中でしていると思われる．

Fig. 2は野外から持ち帰った直後，花弁が散った後に
残された子房を食べて出てきた終齢幼虫である．Fig. 3
は食草ごと採取して容器に入れて，3日後に気づいた体
長6mmの蛹である．Fig. 4は前翅長7mm，2002年9月7
日羽化の標本である．
沖縄島でショウロウクサギ花蕾を調べると，本種以外

に2種，蛾類幼虫を見ることがある．カズナリコブガ (コ
ブガ科 ) とウスアカムラサキマダラメイガ (メイガ科 ) 
である．
カズナリコブガ幼虫もショウロウクサギの莟の中にい

て，開いた花では見られないので，完全に本種と競合し
ている．このコブガは，ハマジンチョウ (ゴマノハグサ
科 ) にもつくが，やはり，閉じた莟の中にいる．ゴマノ
ハグサ科もシソ目に含まれる．
なお，木村・佐々木 (2013) は，カズナリコブガ幼虫が，

オキナワクルマバナ (シソ科 ) の茎に穿孔することを報
告しているので，シソ科，シソ目の科，というのが，こ
のコブガの食草になるのであろう．
ウスムラサキマダラメイガについてであるが，この幼

虫はショウロウクサギでは，花蕾を綴るので，発生はわ
かりやすい．
沖縄島における筆者の経験では，ショウロウクサギの

花蕾で幼虫が見られる頻度は，ウスムラサキマダラメイ
ガ，カズナリコブガ，本種，の順である．

Adaina microdactyla (Hübner, 1813) 　
ウスキヒメトリバ (Figs 5-8) 
食草 : タイワンヒヨドリバナモドキ  Eupatorium 

formosanum var. quasitripartitum (キク科 Asteracae) 

間野 (2013) によると，国内では本州以南に普通に分

沖縄島におけるトミナガトリバ，ウスキヒメトリバの生態記録
冨　永　　　智
901-0401　沖縄県八重瀬町東風平 251-3

Biological notes of Sphenarches zanclistes (Meyrick) and Adaina microdactyla (Hübner) (Pterophoridae) in 
Okinawa-jima Island, the Ryukyus
Satoru Tominaga
Japan Heterocerists’ J.  274: 607-609.  August 2015.
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Figs 1-4. Sphenarches zanclistes (Meyrick). 1-3. Last instar larvae. 4. Emerged adult. 
Figs 5-8. Adaina microdactyla (Hübner). 5-7 Last instar larvae. 8. Emerged adult.
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布するが，国内での食草は不明とのこと．ヨーロッパ
ではフジバカマ属 (キク科 ) の1種の茎の頂点にもぐり，
虫こぶをつくるという．
なお，フジバカマ属のEupatoriumは，大場 (2009) では，

ヒヨドリバナ属となっている．
筆者は，2008年4月6日，国頭村与那のタイワンヒヨ

ドリバナモドキ群落で，後に本種とわかったトリバガ成
虫を見かけたため，調べると，花の中に幼虫・蛹がいる
ことに気づいた．花を数10個持ち帰ったところ，発生
密度が濃かったようで，見かけた成虫と同じものが40
～ 50頭程，同月中に羽化してきた．
その場所は与那の中でも，かなり歩くところのため，

なかなか行けなかったが，2013年4月14日，与那でも，
ほとんど歩かなくてもよい場所にもタイワンヒヨドリバ
ナモドキ群落があることに気づき，また，成虫もおり，
そこの花を持ち帰ったら，やはりこの蛾が何十頭か羽化
してきた．
間野氏にこの蛾の同定をお願いしようと思った時，

ちょうど石垣島に行く機会があり，2014年7月20日，
嵩田林道でたまたまタイワンヒヨドリバナモドキを見つ
け，花を50個程持ち帰り，間野氏にお送りした．しかし，
ご返事では，1頭も羽化してこなかったとのこと．嵩田
林道では，林道に沿って，まばらに所々で少しずつ生え
ていたので，そのようなところでは発生しにくいのかも
しれない．
以上より，本種幼虫発生の目安としては，食草群落が

ある程度大きいということと，群落で成虫を見ることと
思われる．食草群落で成虫をよく見かける理由は，本種
が小さいからであろう．小さいので，飛翔力も弱く，成
虫となってもほとんど移動せずに同じところで発生を繰
り返しているのであろう．タイワンヒヨドリバナモドキ
の花は大きくないが，後述のFig. 5に示された幼虫のよ
うに，幼虫も小さいので，大きくない花一つでも幼虫を
養うことができ，そのため，食草群落で発生する時は，
多発生するのであろう．
また，今回の記録以外でも，タイワンヒヨドリバナモ

ドキを見かけると，いつも花がついていたようだ．食草
が花をしょっちゅう出してくれるというのも，この蛾に
とって有利である．

2014年9月28日，与那の，上記2013年4月に訪れた
場所に行ってみた．がっかりしたことに，シロノセン
ダングサ大群落に置き換わっていた．それでも，端っ
この方にタイワンヒヨドリバナモドキが残っており，ま
た，成虫も1頭見たので，おそらく花をお送りしたら，
羽化してくるであろうと，数10個，間野氏にお送りし

た．10月10日付のご返事では，9月30日～ 10月10日
に，28♂26♀の本種が羽化したとのこと．このことから，
本種の発生は雌雄ほぼ同数であることがわかった．

Figs 5, 6に終齢と思われる体長4mmの本種幼虫を示
す．幼虫は花の中にいて，主に子房塊を食べているよう
だ．体表に刺毛が肉眼では見られず，その理由は，キク
科植物の集合花で子房が集合した部分に潜り込み，そこ
でも食べたり糞をしたり体を動かすので，刺毛があると
動きにくいからであろう．糞はためるのか出すのか，気
をつけていなかった．花の中で，食べた後の空いたスペー
スで Fig. 7のように蛹化していた．

Fig. 8に容器内で羽化した成虫の静止姿勢を示すが，
前脚，中脚でものにつかまっている．けづめの目立つ長
い後脚は伸ばしている．何かにつかまるためにあるので
なければ，どんな時にこの後脚が役立つのであろうか．
考えてみたが，襲いかかろうとする敵が見た時に，自分
を捕まえるもののように見えはしないだろうか．

引用文献
木村正明・佐々木明夫，2013. カズナリコブガの西表島
からの記録と新食草．誘蛾燈 214: 117-118.

間野隆裕，2013. トリバガ科．那須義次・広渡俊哉・岸
田泰則 (編 )，日本産蛾類標準図鑑4．学研教育出版，
東京．

Mano, T. & C. Gielis, 2014. Sphenarches zanclistes 

(Lepidoptera: Pterophoridae) new for Japan and 
Thailand. Phegea 42: 72.

大場秀章，2009. 植物分類表．アボック社，鎌倉．

Summary  Sphenarches zanclistes (Meyrick, 1905) 
Hostplant: Clerodendrum trichotomum var. esculentum 

(Lamiaceae) I found the larvae of Sphenarches zanclistes in 
Okinawa Island from July to September. The larva are in 
the bud. It feed firstly on the stamens and pistil, and then 
the inner wall of the petals. The feces are accumulated in 
the bud. 

Adaina microdactyla (Hübner,  1813) Hostplant: 
Eupatorium formosanum var. quasitripartitum (Asteracae) 
I found the larvae of A. microdactyla in Okinawa Island 
on April 6, 2008. The larvae were in the flower of the　
hostplant. Forty to fifty imagoes emerged from several 
tens of flowers. On September 28, 2014, 28 males and 26 
females emerged from September　30 to October 10. The 
larva feeds chiefly on the ovary and pupates in the flower.
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筆者は2010年にさいたま市大宮区でクスサン屋久島
以北亜種Saturnia japonica japonica (Moore, 1872) を撮影
したので報告する．

＜データ＞
Saturnia japonica japonica クスサン屋久島以北亜種
1♂ (Fig. 1), 埼玉県さいたま市大宮区大門町，5. X. 

2010. 筆者撮影．

筆者は，さいたま市大宮区の氷川参道沿いのマンショ
ンの壁に静止する本個体を撮影した．ここは大宮駅に近
い市街地である．近隣の氷川神社や大宮公園には，雑木
林が残されている．本個体はマンションの灯りに飛来し
たものと思われる．
本種は関東平野部では都市化によって生息地が減少し

ており，近隣の東京都23区内では杉並区での1991年の
記録が最後で (大和田ら，2000)，絶滅危惧種 I類に指定
されている (東京都環境局自然環境部，2010)．したがっ
て，埼玉県南東部の市街地での記録は珍しいと思われる．
大宮台地での生息の可能性が示唆された．
文末ながら，本稿執筆の際に，文献等をご教示いただ

いた大和田守氏に御礼申し上げる．

引用文献
大和田守・有田　豊・岸田泰則・池田真澄・神保宇嗣 , 

2000. 皇居の蛾類 . 国立科学専報 36: 115-168.
東京都環境局自然環境部 , 2010．東京都の保護上重要な
野生生物種 (本土部 )～東京都レッドリスト～ 2010 年
版 , 121 pp.東京都環境局自然環境部 , 東京 .

Summary In October of  2010, a male of Saturnia japonica 
japonica (Moore) was recorded from Omiya-ku, Saitama-
shi, Saitama Pref., Japan. It was suggested that this species 
inhabits the Omiya upland of a southeast part of Saitama Pref.

埼玉県さいたま市大宮区におけるクスサンの記録
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
A record of Saturnia japonica japonica (Moore) from Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama Pref., Japan
Yohei Osada
Japan Heterocerists’ J.  274: 610. August 2015.

Fig. 1. Saturnia japonica japonica (Moore), Omiya-ku, 
Saitama-shi, Saitama Pref., Japan, ♂ .

ミヤタツマトビキエダシャクを熊本県で採集
野　崎　敦　士・佐　藤　力　夫
Bizia akiramiyatai Sato & Nozaki (Geometridae) collected 

from Kumamoto Prefecture

Atsushi Nozaki & Rikio Sato

佐藤・野崎 (2015，蛾類通信273:579-584) は，大分・
宮崎両県の標本を基にBizia akiramiyatai Sato & Nozaki
ミヤタツマトビキエダシャクを記載した．野崎はその後
も調査を継続し，最近になって熊本県内から初めて採集

することができた．大分県の追加標本とともに記録して
おく．
熊本県阿蘇郡南小国町満願寺瀬の本 ,1♂ ,10. vii. 2015; 

大分県竹田市久住町有氏 ,1♂ ,9. vii. 2015 (野崎 ).
なお，佐藤・野崎 (2015) に，次のような間違いがあっ

たので，この機会に訂正する．ご指摘いただいた岩﨑郁
雄 (Iwasaki Ikuo) 氏に感謝するとともにお詫び申し上げ
たい．

p. 583 左25行目の (K. Iwasaki) を (I. Iwasaki) に，26
行目の (岩崎 ) を (岩﨑 ) に訂正．
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はじめに
キンウワバ亜科Plusiinae では様々な属 に広く及んで

「トレンチ行動」と呼ばれる生態を有している．この行
動は或る種，寄生者による寄主に対する環境への働き掛
けであって，これは通常，幼虫が葉脈等を噛み砕いて切
り込みを付けて，その結果，葉を萎凋させてしまう．し
ばしば寄生者は，それを笠にして潜んでいるのが観察
される．私は， Abrostola major Dufay オオマダラウワバ
で，このトレンチ行動が観察された旨を本誌に報告した 
(山村 , 2014)．その際に未発表文献として， Chrysodeixis 
eriosoma (Doubleday) イチジクキンウワバでも，本行動
を呈すると記述した．本報では，その証拠写真を提示し，
その時の状況を記したい．トレンチ行動の詳細について
は山村 (2014) が，既に述べたのでそちらを参照された
い．

不自然に垂れ下がったフキの葉
2011 年10 月6 日，町田市相原町の自宅の庭において，

不自然に垂れ下がったフキの葉を発見した (Fig. 1)．以
前の経験から，この葉の裏側には何か潜んでいるに違い
ないと思った．そこで，葉の裏を検査した所，1 頭のキ
ンウワバ幼虫 (亜終齢から終齢 ) が潜んでおり，外部形
態の様子から，イチジクキンウワバと同定した (Fig. 2)．

今回の観察されたトレンチ行動は，Anadevidia peponis 

(Fabricius) ウリキンウワバがカラスウリやアレチウリ等
のウリ科植物に対して行うそれと酷似している．しかし
ながら，ウリキンウワバでは，本行動が非常に頻度高く
見られる一方，イチジクキンウワバの方では，それ程に
は観察するに容易でないと思われる．

引用文献
山村 聖 , 2014. 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
動をする終齢とその明るい緑の体色について－ . 蛾類
通信272:559–561.

Summary A larva of Chrysodeixis eriosoma (Doubleday) is 
observed on the underside of an unusual wilting leaf which 
is a host plant, giant butterbur Petasites japonisus. The leaf 
is operated by the larva and this behavior is so called as 
“trenching activity”. Cucumber looper Anadevidia peponis 
(Fabricius) in larvae frequently has this behavior to the 
cucurbitaceous plants but in C. eriosoma, it could be a first 
case which has been confirmed.

不自然に垂れ下がったフキの裏に潜んでいたイチジクキンウワバ幼虫
山　村　　　聖
194-0211　東京都町田市相原町 1071-10

Trenching activity to a host plant, giant butterbur Petasites japonisus, by a larva of Chrysodeixis eriosoma 
(Doubleday) (Noctuidae)
Satoshi Yamamura 
Japan Heterocerists’ J.  274: 611. August 2015.

Fig. 1. Unusual wilting leaf of giant butterbur Petasites japonisus. Fig. 2. Larva of C. eriosoma (Doubleday) hiding at the 
underside of the leaf.

1 2
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Thalassodes supracutipennis Inoue, 1994 トガリサザナミシ
ロアオシャクは，国内では小笠原諸島の父島ならびに母
島から記録されており，国外ではカロリン群島に分布す
る (中島，2011)．
本種の寄主植物としては，ムクロジ科のLitchi 

chinensis レイシが知られている (竹内・大林，2006) ほ
か，ツバキ科の小笠原諸島固有種ヒメツバキSchima 
mertensiana (Siebold et Zuccarini) Koidzumi, 1930 (豊田，
2014) の報告もある (http://www.jpmoth.org/Geometridae/
Geometrinae/Thalassodes_supracutipennis.html)．

2013年9月，父島において，Terminalia catappaモモタ
マナ (シクンシ科 ) 葉上で静止しているシャクガ科の幼
虫を発見した (Fig. 1a, b)．この幼虫を採集し，モモタマ

ナの葉で飼育したところ (Fig. 2)，アオシャク亜科の蛾が
羽化し，顔面が緑色であることや翅の特徴から本種と同
定した (Fig. 3a，b)．

採集・飼育記録 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内 )，5. ix. 2013幼虫1ex. 採集，
13-16. ix. 2013蛹化，23. ix. 2013 1♂羽化．
なお，国内に分布するもう1種のThalassodes属の T. 

intaminata Inoue, 1971 サザナミアシロアオシャクは，イ
スノキ (マンサク科 )，フトモモ (フトモモ科 )，アカギ 
(コミカンソウ科 )，ホルトノキ (ホルトノキ科 )，ハゼ
ノキ (ウルシ科 )，クスノハカエデ・レイシ (ムクロジ科 )，
モクタチバナ (サクラソウ科 ) から記録されており，か

モモタマナに発生したトガリサザナミシロアオシャクの幼虫
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
Early stage of Thalassodes supracutipennis Inoue (Geometridae, Geometrinae) on Terminalia catappa Linnaeus 
in Chichijima Island of the Ogasawara (Bonin) Islands, Japan.
Takashi Ohbayashi
Japan Heterocerists’ J. 274: 612-613. August 2015.

Fig. 1a, b. Larva of Thalassodes supracutipennis Inoue on 
leaf of Terminalia catappa  (5. ix. 2013). Fig. 2. Mature 
larva of T. supracutipennis Inoue (10. ix. 2013). Scale bar: 
10 mm. 

1a 1b
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なり広食性であるとされている (中島，2011) ので，本
種の食性も広い可能性がある (これらの寄主植物あるい
は近縁種の多くは小笠原にも分布する )．

引用文献
みんなで作る日本産蛾類図鑑V2, 2015. トガリサザナ
ミシロアオシャク Thalassodes supracutipennis Inoue, 
1994. http://www.jpmoth.org/Geometridae/Geometrinae/
Thalassodes_supracutipennis.html (2015年5月15日 閲
覧 ).

中島秀雄 , 2011. アオシャク亜科 . 岸田泰則 (編 ), 日本産
蛾類標準図鑑1: 205-224. 学研教育出版 , 東京 .

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.

豊田武司 , 2014. 小笠原諸島 固有植物ガイド . 623pp.
ウッズプレス , 横浜 . 

Summary In September 2013, one geometrid larva was 
found on the leaf of Terminalia catappa Linnaeus, 1767 in 
Chichijima Island of the Ogasawara (Bonin) Islands, Japan. 
This larva was reared, and then an adult of Thalassodes 
supracutipennis Inoue, 1994 emerged. This is the first 
record of this species from this plant species.

オガサワラグワMorus boninensis Koidz., 1917は，小
笠原諸島だけに分布するクワ科の固有種で，過去には小
笠原諸島の湿性高木林の林冠を構成する代表的な樹種で
あったと考えられている．しかし現在では，弟島，父島，
母島の限られた地域に高樹齢と思われる成木が生育する
のみで，残存個体数は植栽も含め170本以下と推測され
ている．さらに，さまざまな外来種 (シマグワやノヤギ
など ) の影響により，雑種が生じたり純粋な実生が食害

を受け，新たな個体の供給が行われていない (森林総合
研究所，2011)．そのため，父島のNPO，小笠原野生生
物研究会では， (独 ) 森林総合研究所林木育種センターが
人工増殖した苗を育苗し，植栽しているが (小笠原野生
生物研究会，2015)，2015年1月に植栽された苗を未知
のヤガ科と思われる幼虫が食害していたため，幼虫が筆
者の元に持ち込まれた (Fig. 1)．この幼虫にオガサワラ
グワの葉を与えて飼育したところ蛹化し，ハスモンヨト

オガサワラグワに発生したハスモンヨトウ
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 Spodoptera litura (Fabricius) (Noctuidae, Xyleninae) on Morus boninensis in Chichijima Island 
of the Ogasawara (Bonin) Islands, Japan.
Takashi Ohbayashi
Japan Heterocerists’ J.  274: 613-614. August 2015.

Fig. 3a, b. One adult (♂ ) emerged from the collected larva on the leaf of T. catappa. a: face, b: upperside. Scale bar: 10 mm.

3a 3b
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ウSpodoptera litura (Fabricius, 1775) が羽化した (Fig. 2) 
ので報告しておく．
採集・飼育記録．東京都小笠原村父島字コペペ，20. i. 

2015幼虫1ex. 採集 (吉井嘉子・横谷みどり採集 )，14. ii. 
2015蛹化，1. iii. 2015 1♂羽化．
本種は，ナス科，マメ科，キク科，ネギ (亜 ) 科 (ヒ

ガンバナ科 ) などのほとんどの主要な野菜や，キク科，
ナデシコ科，サクラソウ科などの花卉類から加害報告が
あり (枝・四方，2011)，農林害虫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) では，33科54種の加害作物が挙げ
られている．なお，本種のクワ科での加害作物としては
イチジクが挙げられている (東京都産業労働局農林水産
部食料安全課，2014)．
小笠原諸島では，本種の幼虫は過去にナス科トマト属

トマト Lycopersicon esculentum，ナス科ナス属イヌホオ
ズキ Solanum nigrum，キク科ハハコグサモドキ属チチコ
グサモドキ Gnaphalium pensylvanicum，トウダイグサ科
トウゴマ属トウゴマ Ricinus communis，ユリ科 (ヒガン
バナ科 ) ネギ属ネギ Allium fistulosumなどから記録されて
いる (竹内・大林，2006)．
末筆ながら，オガサワラグワに付着していた本種幼虫

を採集し，ご持参いただいたNPO小笠原野生生物研究
会の吉井嘉子さんと横谷みどりさんに感謝する．

引用文献
枝 恵太郎・四方圭一郎 , 2011. キリガ亜科 . 岸田泰則 (編 ), 
日本産蛾類標準図鑑2: 208-252. 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 .

小笠原野生生物研究会 , 2015. 小笠原野生生物研究会会
報 65, 6p.

森林総合研究所 , 2011. 希少樹種の現状と保全─保全の
ための課題と対策─ 8. オガサワラグワ . http://www.
ffpri.affrc.go.jp/labs/raretree/8_MBindex.html (2015年4
月1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.

東京都産業労働局農林水産部食料安全課 , 2014. 病害虫
防除指針 平成26年版 (2014年版 ), vii+1pl.+756p. 東京
都産業労働局農林水産部食料安全課 , 東京 .

Summary In January of 2015, one Hadeninae larva was 
found on the seedling of mulberry, Morus boninensis 

Koidz.,1917, the endemic species in Chichijima Island 
of the Ogasawara (Bonin) Islands, Japan. This larva was 
reared, and then a moth of Spodoptera litura (Fabricius, 
1775) emerged. This is the first record of this species from 
this plant species.

Fig. 1. Larva of Spodoptera litura (Fabricius) on the leaf of Morus boninensis (6. ii. 2015). Fig. 2. Adult of S. litura (Fabricius) 
(♂ ). Scale bar: 10 mm.

1 2
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小笠原諸島からのキバガ科の記録は久万田 (1984) と
加藤 (1992) が，“Gen et sp.”としてそれぞれ10種，2種
を記録しているのみで，種名は記録されていない (竹内・
大林，2006)．
筆者は2015年6月に父島で，小笠原諸島固有種の

ヒメツバキ (ツバキ科 ) Schima mertensiana (Siebold et 
Zuccarini) Koidzumi, 1930 (豊田，2014) の新梢を食害
していた小蛾の幼虫 (Fig. 1，2) を飼育し，羽化した成
虫 (Fig. 3) を，神保宇嗣，坂巻祥孝ならびに上田達也の
各氏に同定していただいたところ，Anarsia incerta Ueda, 
1997 コマエモンハイキバガと判明したので報告してお
く．
採集・飼育記録 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内 )，19. vi. 2015幼虫採集，2. 
vii. 2015 3exs. 羽化 (Fig. 3)．
本種は，国内では沖縄島，石垣島，西表島に分布

し，国外ではタイに分布し，寄主植物としてはムニンヒ
メツバキに近縁なイジュ Schima noronhae Reinwardt ex 
Blume, 1825 (ツバキ科 ) が記録されており，多化性と推
測されている (上田，2013)．
なお，インターネット上には父島の (ムニン ) ヒメ

ツバキから得られた本種とされる画像が出ている (4. 
vi. 2005 羽化，http://www.jpmoth.org/Gelechiidae/
Dichomeridinae/Anarsia_incerta.html)．
末筆ながら，本種の同定でお世話になった，神保宇嗣，

坂巻祥孝ならびに上田達也の各氏に感謝する．

小笠原諸島父島からのコマエモンハイキバガの記録
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
Records of Anarsia incerta Ueda (Gelechiidae, Dichomeridinae) on Schima mertensiana (Siebold et Zuccarini) 
Koidzumi from Chichijima Island of the Ogasawara (Bonin) Islands, Japan. 
Takashi Ohbayashi
Japan Heterocerists’ J. 274: 615-616. August 2015.

Fig. 1. Heavy damage on new leaves of Schima mertensiana 
(Siebold et Zucc.) Koidz. by larvae of Anarsia incerta Ueda (3. 
vii. 2015).
Fig. 2. Larva of Anarsia incerta on leaves of Schima 
mertensiana (24. vi. 2015).
Fig. 3. One adult moth of A. incerta Ueda emerged from the 
collected larva on the leaves of Schima mertensiana. Scale 
bar: 10 mm.

1 2
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引用文献
加藤 真 , 1992. 小笠原諸島産昆虫目録 . WWFJ Science 

Report 1 (1): 73-105.
久万田敏夫 , 1984． 小笠原諸島内父島・母島の昆虫調査
報告書 . 個人出版 , 26p.

みんなで作る日本産蛾類図鑑V2, 2015. コマエモンハイ
キバガ Anarsia incerta Ueda, 1997. http://www.jpmoth.
org/Gelechiidae/Dichomeridinae/Anarsia_incerta.html 
(2015年7月3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.

豊田武司 , 2014. 小笠原諸島 固有植物ガイド . ウッズプ

レス , 横浜 , 623p.
上田達也 , 2013. フサキバガ亜科 . 広瀬俊哉・那須義次・
坂巻祥孝・岸田泰則 (編 ), 日本産蛾類標準図鑑3: 298-
316. 学研教育出版 , 東京 .

Summary In July 2015, many gelechiid lavae were found 
on the new leaves of Schima mertensiana (Siebold et Zucc.) 
Koidz., 1930 in Chichijima Island of the Ogasawara (Bonin) 
Islands, Japan. These larvae were reared, and then moths of 
Anarsia incerta Ueda, 1997 emerged. This is the first record 
of this species from this plant species from the Ogasawara 
(Bonin) Islands.

Acrobasis cymindella (Ragonot) 
ウスグロツツマダラメイガ (Fig. 1) 
採集飼育．2011年5月26日，北海道小樽市銭函にて，

アズキナシのシュート頂部の葉を縦に綴っている8mm
程の幼虫5頭を得る．6月5日，15mmまでに成長する．
6月13日，前蛹．6月19日，土を綴って蛹化している．
7月5日，1♂羽化．
年1化，成虫は7月に現れる．食草はアズキナシAria 

alnifolia (Siebold et Zucc.) Decne. (バラ科 )．幼虫は前年

の9月にはもう見られる．秋に見られる幼虫は5mm程
度で葉を2枚重ねて綴り，その中にいる．若齢幼虫で芽
の基部に簡単な巣を作り越冬する．春，芽吹く頃には動
き出し，葉の成長と共に周りの葉を集めて割合大き目の
巣を作る．巣の中には枯葉も取り込む．巣の中に糞をま
ぶしたトンネルを作り，昼間はその中にいて摂食は夜間
に行う．成長すると18mm．蛹化時には地上へ降りる．
Acrobasis malifoliella Yamanaka 

ウスグロツツマダラメイガ及びリンゴハマキマダラメイガの幼虫と食草
小　木　広　行
001-0907　北海道札幌市北区新琴似 7条 15丁目 2-4

Larvae and host plants of Acrobasis cymindella (Ragonot) and A. malifoliella Yamanaka (Pyralidae, Phycitinae)
Hiroyuki Kogi
Japan Heterocerists’ J. 274: 616-617.  August 2015

Figs 1-2. Last instar larva. 1. Acrobasis cymindella (Ragonot).  2. Acrobasis malifoliella Yamanaka.

1 2
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リンゴハマキマダラメイガ (Fig. 2) 
採集飼育．2011年5月20日，北海道石狩市志美にて，

8mm程の幼虫を3頭採集する．6月5日，終齢となり
20mm．6月12日，葉を丸め蛹化している．6月24日，1
♂羽化．
年1化，成虫は7月に現れる．9月にはもう小さな

幼虫が葉を重ねその中にいる．食草はエゾヤマザクラ
Prunus sargentii Rehder (バラ科 )．7mm程までに成長す
ると既に10月．寒くなるので芽の基部に移動し巣を作っ
てそのまま越冬する．春，葉が伸び始めると枝先の方に
巣を作る．その巣の中には何枚かの枯葉も見られる．自
分の体が茶色なのでその枯葉を隠れみのにしているため
だろう．その隠れみのとなる葉は自分の巣の下枝に着い
ていたもので，それを柄の所から切り取って何枚か持ち
込んだものである．外敵から逃れるための振る舞いでは
あろうが，本当に頭のいい虫達である．しかし，こういっ
た振る舞いが私にとっては幼虫採集の好都合な目印とな
る．と言いたいところではあるが，足元には今でもたく
さんの種類の虫が，それぞれに工夫を凝らして潜んでい
るに違いないのである．私の人生はこれからもこれらの
虫達と知恵比べが続くことであろう．

参考文献
山中　浩，2013．メイガ科．那須義次・広渡俊哉・岸田
泰則 (編 ), 日本産蛾類標準図鑑 4: 335-373. 学研教育
出版 , 東京 .

Summary Acrobasis cymindella (Ragonot) (Fig. 1). Five 
larvae, 8 mm long, were collected in Otaru city, Hokkaido 
on May 26, 2011. Host plant is Aria alnifolia (Siebold et 
Zucc.) Decne. (Rosaceae)．

June 5, they grew to 15 mm in length. June 13, prepupa. 
June 10, they pupated in woven soil. One male emerged on 
July 5. In the field, the larvae appear by September, 5 mm 
in length, hiding between two stitched leaves. The young 
larva overwinters in a nest made on the base of a bud. In 
spring, it gathers growing leaves and makes a larger nest 
in which it takes dead leaves and makes a tunnel attaching 
feces. The lava is hiding in it in the daytime and coming 
out to feed at night.

Acrobasis malifoliella Yamanaka (Fig. 2). Three larvae, 
8 mm long, were collected in Ishikari city, Hokkaido on 
My 20, 2011. Host plant is Prunus sargentii Rehder. June 5, 
last instar, 20 mm. June 12, pupation wrapped in a folded 
leaf. One male emerged on June 24. In the field, the small 
larvae appear by September hiding between lapped leaves. 
The young larva overwinters in a nest made on the base of 
a bud. In spring, it makes a nest at the tip of a branch. Dead 
leaves are observed in the nest. The leaves seem to have 
been cut off from the branch under the nest. It is a good 
marker to find the nest though the larva must have cut the 
leaves for use of hiding.

紹介／ New Book
季節ごとに探せる！ 高尾山の昆虫430種！
藤田 宏 (文 )・山口 茂 (写真 )，2015．
175×107mm, 128pp. (フルカラー )．むし社．1,400円 (税込)

本書は，東京都八王子市にある高尾山 (標高599m) お
よびその周辺地域の昆虫について，430種の昆虫を収録
したガイドブックである．美しい生態写真を中心に各昆
虫が紹介されており，蛾類は全部で38種が掲載されて
いる．「タカオ」とつく蛾類4種 (タカオシロヒメシャク，
タカオシャチホコ，タカオケンモン，タカオキリガ ) の
紹介や，高尾山のフユシャクについての記事がコラムに
書かれている．巻末には，昔から高尾山で採集をされて
いる昆虫界の重鎮の方々のインタビュー記事があり，本
会現会長の岸田泰則氏の高校生時代の採集エピソードも
掲載されている．　　　　　　   　　枝恵太郎／ K. Eda

紹介／ New Book
グリーンブックス 蝶類生物学英和辞典
岩野秀俊 (監修 ), 鍛治勝三 (著 ), 2015. 
B6, 178pp., ニューサイエンス社．2,500円

本書は題名のとおり，「蝶類の生物学」に関する英和
辞典であるが，「蛾類」関係でも使用される専門用語も
含まれている．このほか応用昆虫学や分子生物学などの
幅広い学問分野で使用頻度が高いと思われる英単語や専
門用語など8,800語が収載され，初学者にも使いやすい
と思われる．ただし，ブログなども含む英文記事からも
単語を抽出しているためか，適切と思われない単語や，
訳語がなくカタカナ表記のみを掲載している用語も見受
けられる．自分の知らない単語や用語をチェックすると
いう意味では，役立つ書籍である．　

枝恵太郎／ K. Eda
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秋にキク科などの花や実に小型のシャクガ幼虫がよく
見られる．それらを飼育して成虫が得られた種の中から，
Eupithecia属の7種についてまとめて報告する．
幼虫の生態などについて情報をいただいた佐藤力夫

博士，採取許可証の取得にご尽力いただいた保田信紀
氏 (大雪山自然史研究所 ) に厚くお礼申し上げる．大雪
山高山帯特別保護地区における採取許可は環北地国許第
1302151号によった．

Eupithecia interpunctaria Inoue　
クロテンヤスジカバナミシャク (Figs 1-5) 

Aster glehnii F. Schm. ゴマナ (キク科 ) : 旭川市春日で
2009年9月22日に6幼虫採集．10月上旬には老熟 (体
長15mm前後；Figs 1-2) して飼育容器底の給水スポンジ
側面や下面を利用して蛹化，翌年8月16日，22日，31
日に1♂2♀が羽化．東川町旭岳温泉 (標高1100m) では
2009年9月23日，30日に計7幼虫採集 (Fig.3)．多くが
寄生されていたが生存2幼虫が10月上旬に蛹化，翌年8
月2日，14日に各1♂羽化．

Solidago virgaurea L. アキノキリンソウ (キク科 ) : 旭
川市近文山で2009年9月19日に6幼虫採集．多くが寄
生されていたが10月上旬に1幼虫が蛹化，翌年8月25
日に1♀羽化．旭川市神楽岡公園では2009年10月3日
に2幼虫採集 (体長15mm，17mm)．数日後容器底のミ
ズゴケ内で蛹化，翌年8月28日に2♀羽化．東川町旭岳
温泉では2011年9月25日に2幼虫採集．10月上旬に蛹
化，翌年8月5日に1♂羽化．

Artemisia montana Pamp. オオヨモギ (キク科 ) : 旭川
市春日で2009年9月19日に10mmほどの幼虫１頭採集，
下旬には15mmに達して斑紋も明瞭になり (Fig. 4)，9月
30日に容器底のミズゴケ内に潜り，その後蛹化，翌年8
月22日に1♂羽化．

Tanacetum vulgare L. ヨモギギク (キク科 ) : 旭川市雨粉
の公園に植栽されていた園芸品種で，2009年10月3日
に体長13mmの1幼虫採集．花をよく食べて16mmに達
する (Fig. 5)．10月16日に容器底の給水スポンジ内へ潜
りやがて蛹化，翌年8月19日に1♂羽化．

このほか，同じキク科のSenecio cannabifolius Less. ハ
ンゴンソウの花からも本種と思われる幼虫を得たが，寄
生されていて羽化しなかった．
本種の幼虫はキク科のアキノキリンソウ，シロヨメナ

の花を食べることが知られている (佐藤・中島 , 1987)．
今回アキノキリンソウに加えて3種の新たなキク科植物
の花から幼虫が見つかった．寄生率は高かったがゴマナ
やアキノキリンソウに個体数が多かった．
終齢幼虫 (Figs 1-5) の地色は淡黄色～淡緑色～紫褐色

と変化に富むが，ゴマナでは黄色～緑色系のものが多
かった．斑紋にも変異が見られるが，A1-A5背面にはや
や縦長で菱形に近い，褐色～濃褐色の斑紋を持つことが
多く，その中央部は淡色の背線で分断される．また斑紋
と同色の亜背線は各腹節中央部で太くなり，その下方の
細長い白色条斑が目立つ．オオヨモギにいた１例 (Fig. 4) 
は淡緑色の地色に褐色の斑紋と亜背線を持ち，下方の条
斑は淡桃色で，結実を始めた花序に体を曲げて静止して
おり，見事に同化していた．

Eupithecia absinthiata (Clerck) 　
ホソチビナミシャク (Figs 6-7) 

Artemisia japonica Thunb. オトコヨモギ (キク科 ) : 石
狩市石狩浜の海岸草原で2009年10月10日に1幼虫採集 
(体長約17mm: Fig.6)．数日後には容器底で蛹化，翌年8
月26日に1♀羽化．

Artemisia montana Pamp. オオヨモギ (キク科 ) : 旭川市
神楽の河川敷で2009年10月11日に1幼虫採集 (Fig.7)．
数日後には蛹化，翌年8月16日に1♂羽化．
国内ではアメリカセンダングサ (キク科 ) での採卵飼

育例があるのみで (佐藤・中島 , 1987)，野外での食草は
不明であった．ヨーロッパではキク科をはじめ，セリ科，
シソ科など非常に多くの植物の花や実を食べることが知
られている (Scou, 1986；Mironov, 2003).
終齢幼虫 (Figs.6-7) の地色は2頭とも淡緑色で，

A1-A5背面にはほぼ三角形の褐色紋を持ち，同色の亜背
線は断続的で各腹節後方で褐色紋と合流しており，結実
を始めたヨモギ属の花序によく溶け込んでいた．

北海道で秋の花を食べる Eupithecia属 7種の幼虫と食草
楠　　祐　一
078-8321　北海道旭川市神楽岡 11条 3丁目 4-14

Larvae and host plants of seven species of the genus Eupithecia (Geometridae) on the autumnal flowers in 
Hokkaido
Yuichi Kusunoki 
Japan Heterocerists’ J.  274: 618-622. August 2015
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Figs 1-8. Last instar larvae of Eupithecia spp.  1-5. E. interpunctaria Inoue.  6-7. E. absinthiata (Clerck).  8. E. quadripunctata 
Warren.   
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海外のウェブサイト (例えばwww.lepiforum.de/) の幼
虫写真を見ると，ヨーロッパ産でもヨモギ属の花にいる
幼虫では図示した個体と割合似たものが多いが，他の花
では緑色～褐色～暗灰色など地色は変化に富み，斑紋の
形状にもやや変異が見られる．道内ではまだヨモギ属以
外の花では見ていないので，日本産の地色や斑紋の変異
幅は不明である．

 Eupithecia quadripunctata Warren　
セアカカバナミシャク (Fig. 8) 

Tagetes sp. マリーゴールド (キク科 ) : 旭川市神楽岡の
自宅庭に植えた園芸品種の花上に2003年9月に幼虫が
数頭いた．蛹化時期は不明，翌年4月12日に1♀羽化．

Tanacetum vulgare L. ヨモギギク (キク科 ) : 旭川市雨粉
の公園に植栽されていた園芸品種で，2009年10月7日
に2幼虫採集 (体長12mm，17mm)．花をよく食べて成
長し，14日にはそれぞれ15mm，22mmになる (Fig. 8)．
数日後には容器底で蛹化，翌年6月2日に1♀羽化．
本種の幼虫の記録は秋にオオヨモギの葉を食べる1例

が知られるのみである (佐藤・中島 , 1987)．終齢幼虫 

Figs 9-14. Last instar larvae of Eupithecia spp.  9-10. E. scribai Prout.  11-12. E. groenblomi Urbahn.  13. E. emanata Dietze.  
14. E. virgaureata invisa Butler.   
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(Fig.8) の地色は淡緑色で背線はやや濃色，気門下には
紅褐色条が目立ち，佐藤・中島 (1987) の図示した個体
に近い．
今回は園芸品種ではあったが，新たにキク科2種の花

を食べることを確認した．また，佐藤力夫氏からの私信
によれば，オオヨモギからスイーピングで得た幼虫も花
にいた可能性があるとのことなので，秋期の幼虫は様々
なキク科植物の花を好んで食べるのではないかと推測さ
れる．
なお，本種は年2化するが春期の幼虫がまだ確認され

ていない．2化性のEupithecia属の中には下記のアザミ
カバナミシャクのように，多食性で，しかも春期と秋期
で寄主を変える種も知られているので，本種についても
今後の調査が必要であろう．

Eupithecia scribai Prout　
ウラモンウストビナミシャク (Figs 9-10) 

Solidago virgaurea L. アキノキリンソウ (キク科 ) : 上
川町高原温泉付近の亜高山帯 (標高1230m) で2011年9
月14日に1幼虫採集 (体長約12mm)．9月下旬まで食べ
た後，容器底の給水スポンジ内で蛹化，翌年7月10日に
1♂羽化．
本種の幼生期についてはこれまで全く未知であった．

本種と次のフジカバナミシャクの分布域はよく似てお
り，主に北海道・本州中部の山岳地域である．これらの
地域で晩夏～秋に咲くキク科植物ではアキノキリンソウ
が最も普遍的で数も多く，ほかのキク科の花は一般に少
ない．また，本種の大雪山系における主産地も亜高山帯
で次種とよく重なり，次種がアキノキリンソウの単食性
と考えられることから，本種も同様かも知れない．
終齢幼虫 (Figs 9-10) の地色は淡黄褐色でA1-A5背面

に黒褐色の斑紋を持つ．本種も体を曲げて静止している
ことが多く，枯れ上がって緑色味のなくなった時期の花
序によく溶け込んでいる．
この外観はクロテンヤスジカバナミシャクの一型 

(Fig. 1) などとやや似るが，本種の背面の斑紋は同色の
亜背線と完全に繋がり，その形状も逆三角形 (底辺が頭
側 ) に近い．
なお，A1-A5背面の斑紋形状を大雑把に表すと，クロ

テンヤスジカバナミシャクは菱形，ホソチビナミシャク
は三角形 (底辺が尾側 )，以下に述べるフジカバナミシャ
クは四角形，アザミカバナミシャクは円形に近い個体が
多い．ただし，本種はまだ1頭しか見ていないので，変
異の程度は不明である．

Eupithecia groenblomi Urbahn　
フジカバナミシャク (Figs 11-12) 

Solidago virgaurea L. アキノキリンソウ (キク科 ) : 上
富良野町十勝岳温泉付近の下部高山帯 (標高1280m) で
2013年9月18日に1幼虫採集 (体長約16mm)．9月下旬
に容器底で蛹化，翌年8月1日に1♀羽化．
本種はヨーロッパでは単食性で，アキノキリンソウ

の花のみを食べることが古くから知られているが (Scou, 
1986；Mironov, 2003)，国内における幼生期の記録はな
かった．
道内では大雪山系の山麓～下部高山帯まで分布する種

だが，前種同様に亜高山帯に個体数が多い．本種と思わ
れる幼虫はアキノキリンソウで毎年のように見ていたも
のの，寄生率が高いなどのため何度も飼育に失敗し，よ
うやく昨年成虫が得られた．国内でもおそらくアキノキ
リンソウのみに依存するものと思われる．
終齢幼虫 (Figs 11-12) の地色は淡黄褐色で背面は幅広

く褐色を呈し，A1-A5背面では輪郭のやや不鮮明な四
角形 (縦方向に長い長方形 ) 状の斑紋を形成する．また，
同色の亜背線は背面の斑紋とは合流することなく，各腹
節中央部でやや太くなる．この地色や斑紋様式はヨー
ロッパ産のものと基本的に変わらないが，北欧産の写真
を見ると，地色の濃淡には多少変異があるらしい (例え
ばwww.kolumbus.fi/~kr5298/lnel/species.htm)．

Eupithecia emanata Dietze　
クロテンカバナミシャク (Fig. 13) 

Daucus carota L. ノラニンジン (セリ科 ) : 旭川市上雨
粉で2009年9月20日に6幼虫採集 (Fig. 13)．下旬には
体長18mmに達し，一部寄生されていたが生存幼虫は10
月上旬に容器底の給水スポンジ内で順次蛹化，翌年5月
30日～ 6月1日に3♂羽化．

Angelica ursina Maxim. エゾニュウ (セリ科 ) : 旭川市
西神楽で2009年10月7日に1幼虫採集 (体長20mm)．
10月中旬に給水スポンジ内で蛹化，翌年6月2日に1♀
羽化．
このほか，同じセリ科のAngelica genuflexa Nutt. オオ

バセンキュウの花からも本種と思われる幼虫を得たが，
羽化しなかった．
本種の幼虫は北海道ではカラマツの害虫であることが

以前より知られ (有澤 , 1972；佐藤 , 1977)，ヒマラヤシー
ダーでも飼育できるので (佐藤・中島 , 1987)，針葉樹に
依存するものと思われていた．従って，セリ科の花から
多数の幼虫が見付かったことは意外であった．それ故，
近縁の別種の可能性も考えたものの，幼虫の特徴は有澤 
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(1972) や佐藤・中島 (1987) の記述と矛盾なく，羽化成
虫の外観，交尾器もクロテンカバナミシャクに一致した．
以上より，少なくとも秋期においては，本種の幼虫はこ
れらセリ科植物の花も日常的に利用することは間違いな
いと思われる．
本種は北海道でも年2化するが，2化性のEupithecia属

には次種のように，春期と秋期で異なった植物に寄生す
る種が知られる．北海道のカラマツは移入種でもあり，
道内における春期の本来の寄主はまだ不明なので，さら
なる調査が必要であろう．

Eupithecia virgaureata invisa Butler　
アザミカバナミシャク (Fig. 14) 

Tanacetum vulgare L. ヨモギギク (キク科 ) : 旭川市雨粉
の公園に植栽されていた園芸品種で，2009年10月3日
に2幼虫採集 (体長13mm，15mm)．1頭は寄生されてい
たが生存幼虫は10月15日に容器底へ潜り蛹化，翌年6
月1日に1♂羽化．
このほか，同じキク科のAster ageratoides Turcz. ノコ

ンギクの花からも本種と思われる幼虫を得たが，羽化し
なかった．
本種は年2化するが，秋期の食草としてはアキノキリ

ンソウ (井上 , 1982；小木 , 2011)，セイタカアワダチソ
ウ (村瀬 , 1998)，ミヤコワスレ (村瀬 , 1996a)，ツワブ
キ (村瀬 , 1996b)，ヨメナおよびリュウノウギクの花 (村
瀬 , 2000) (いずれもキク科 ) が知られる．また，春期の
幼虫がカシワの雄花を食べることが最近報告された (小
木 , 2011)．
同じく年2化のヨーロッパでも，秋期の幼虫はキク科，

セリ科などの花や実を食べ，これらの咲かない春期の幼
虫は各種のバラ科植物の葉を食べるという (Scou, 1986；
Mironov, 2003)．国内でもまだ様々な植物に寄生するも
のと予想される．
ヨモギギクにいた終齢幼虫 (Fig. 14) の地色は淡褐色

で，A1-A5背面 (A6にも小さく ) に円形に近い濃褐色紋
を持ち，同色の細い亜背線はこの円形紋に接する．羽化
しなかったノコンギクの幼虫も同様であった．これらの
特徴は村瀬 (1996b) や小木 (2011) の図示した個体と大
差なく，日本産亜種では寄主が異なっても幼虫の地色や
斑紋の変異は小さいように思われた．これに対してヨー
ロッパ産の幼虫写真 (例えばwww.lepiforum.de/) を見る
と，地色の変異幅はずっと大きいようである．
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Summary Larvae and host plants of seven species of 
the genus Eupithecia found on the autumnal flowers in 
Hokkaido are reported, with the illustrations of last instar 
larvae.  Host plants are as follows.

 E. interpunctaria Inoue : Aster glehnii F. Schm., Artemisia 
montana Pamp., Solidago virgaurea L. and Tanacetum 

vulgare L. (Figs 1-5).  E. absinthiata (Clerck): Artemisia 

japonica Thunb. and A. montana Pamp. (Figs 6-7).  E. 

quadripunctata Warren : Tagetes sp. and Tanacetum vulgare 

L. (Fig. 8).  E. scribai Prout and E. groenblomi Urbahn : 
Solidago virgaurea L. (Figs 9-10 and 11-12).  E. emanata 

Dietze : Daucus carota L. and Angelica ursina Maxim. (Fig. 
13).  E. virgaureata invisa Butler : Tanacetum vulgare L. (Fig.  
14).

 Tagetes sp. (marigold) and Tanacetum vulgare L. are 
garden varieties, the other plants are wild species. The host 
plants of E. absinthiata, E. scribai, and E. groenblomi are 
newly recorded from Japan.
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紹介／ New Book

「日本語でひく動物学名辞典 Japanese-Latin and Greek 
Dictionary of Scientific Names of Animals」
平嶋義宏 ,  2015. 483pp. 東海大学出版部 .　 

平嶋義宏先生は，これまでに多くの学名に関する解説
書を出版されてきたが，分類学に携わるものとしては待
望の日本語で調べることができる動物学学名辞典が出版
された．本書は，Japanese – Latin and Greek Dictionary
の嚆矢であり，日本語からラテン語とギリシア語を調べ
ることができるとともに動物の学名が解説されている得
難い本である．巻末には学名 (属名と種小名 ) と和名の
索引があり，その名称が掲載されたページだけでなく，
掲載箇所の行数が示されている．また，すべてのページ
には5行おきに行数が示されており，目的の名称を見つ
けやすい工夫がなされている．属名は原生動物から脊椎
動物まですべての分類群にわたっており，適宜にポピュ
ラーと思われる属名が集められ，解説されている．
口絵のカラー図版には様々な動物の写真や図が示され

ている．その中には，アメリカの昆虫とクモの切手 (1998
年発行 ) やクラカタウ諸島のアリ (山根正気博士原図 , 
2013) などがあり，登場する昆虫の学名が解説されてい
る．
本文には，「長い (大きい ) 足」: Macropusアカカンガ

ルー，「長い (大きな ) 手の」: Macrocheiraタカアシガニ，
「黒い海の怪物」: Melanocetusペリカンアンコウ，「乳房
を持つ」: Mastophoraナゲナワグモ (粘球をつりさげ，こ
れを振り回して蛾などを捕る )，「血に飢えているもの」: 
Haematodipsaヤマビル，などの動物の学名が紹介されて
おり，それぞれが適切に命名されていることに感心す

る．昆虫では，「海のハエ」: Pontomyiaセトオヨギユス
リカ，「海を渡り歩く者」: Halobatesウミアメンボ，背泳
ぎ (をする虫 ) : Notonectaマツモムシ，「雨滴の様子 (光
景 ) 」: Psacotheaキボシカミキリ，「クマゼミ (隠れた太
鼓 ) 」: Cryptotympanaクマゼミ，「小麦粉のようなもの」: 
Aleyrodesコナジラミ，「糸の翅」: Nemopteraイランリボ
ンカゲロウ，などのように形態や特徴をあらわしたも
の，「ガのようなハエ」: Psychomyiaクダトビケラ (ハエ
ではない！ ) など，ややこしい学名もあって面白い．蛾
類では，「飾りの翅」:  Cosmopterixカザリバガ，「可愛ら
しい小人」: Eupitheciaカバナミシャク，「恋人 (女性 ) の」: 
Amataカノコガ，「毛深いイモムシ」: Dasycampaゴマダ
ラキリガ，「小さな斑点」: Stigmellaモグリチビガ，「呪わ
れた翅・薄い翅」: Araeopteronアヤホソコヤガ，「破壊者」: 
Olethreutesキオビヒメハマキ，「拷問する人」: Tortrixウ
スアミメヒメハマキなどが目をひく．
さらには，15の囲み記事には，「これは驚いたエダヒ

ゲネジレバネElenchusの解釈」，「同じスペルでも意味は
大違い」，「ハネカクシ科甲虫の属名のアナグラム」など，
学名にまつわる解釈や論争などが紹介されている．
最後に，「本書は生物学の初心者であろうとなかろう

と，生物学に身を置く研究者が日常たえず接している学
名の意味を得心してもらうための本である」と記されて
いる．本書を活用して日頃何気なく使用している学名の
意味について関心をもつとともに，古典語を理解し，さ
らに学名に親しみを持ちたいと思った次第である．
本書は、本体12,000円+税で，昆虫専門書店または一

般書店で購入できる．
広渡俊哉／ T. Hirowatari
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紹介／ New Book
Esperiana Band 19
Hacker, H. H. (ed.), 2014. Esperiana, Band 19. 384pp.
Wissenschaftl icher Verlag-Peks Inh. Heinz Peks, 
Schwanfeld, Deutschland.

ドイツのHacker氏編集のヤガ科論文を中心としたエ
スペリアナ第19巻が昨年末刊行されている．本誌No. 
257に第15巻の紹介がされているが，その後も毎年末
1巻ずつ順調に刊行されている．特に中国を含むアジ
ア地域のヤガの新知見を知るには，このシリーズを見
逃すことができない文献である．今回は紙面の都合上，
第16巻から18巻については記述しないが，その概略
については，月刊むしに年1回掲載される「蛾界」に
紹介しているので，そちらを確認してほしい．ここで
は，第19巻の中から，日本にも生息するグループにつ

いて簡単に紹介する．本邦にも産するホソバミドリヨ
トウEuplexidia属の1新種E. zolotuhini Gyulai & Saldaitis
がベトナムから記載された．またGyulai, Ronkay & 
Ronkayは，中国からナンカイミドリキリガと同属の
Diphtherocome xichangae (四川省 )，D. nanlingi (湖南省 )，
D. ligula (四川省 ) の3種，ヒメモクメヨトウと同属の
Actinotia bicornuta (陝西省 )，カドモンヨトウApamea 

crenataの近似種A. cryptapameaを記載した．特にA. 

cryptapameaは♀個体での記載だが，記載文を読んでも，
交尾器の図を見てもcrenataとの相違は私には分からな
い．Babicsは中国からクビグロクチバLygephila属2種の
新種L. vargai (四川省・湖北省 )，L. aphroditae (雲南省 ) 
の記載を含む，本属の分類学的知見を整理した．本属を
研究するための基礎資料として有用である．本書は，昆
虫文献六本脚から28,000円前後で取り寄せができる．

枝恵太郎／ K. Eda


