
本邦産のコブガ亜科は，佐々木 (2011) により図示整
理された後， Nola kogii Sasakiコギコブガが北海道から見
出され (佐々木 , 2013)，合計7属54種となった．筆者の
一人岸田は，2011年9月から石垣島バンナ公園の昆虫調
査を継続的に行っている石垣島在住の花谷達郎氏から，
日本未記録と考えられるコブガ科の標本を提供された．
詳しく調べたところ，本種はスリランカから記載された
Aquis orbicularis (Walker,1858) と同定されたので，ここ
に日本未記録種として報告する．

Aquis orbicularis (Walker, 1858) 
バンナコブガ (新称 ) 
Diomea orbicularis Walker, 1858: 1804.
Labanda orbicularis Hampson, 1894: 375.
Labanda griseinigra Hampson, 1894: 374.
Labanda crenulata Beth. - Baker, 1906: 221. 
Blenina babooni Beth. - Baker, 1906: 223.
Aquis orbicularis: Hampson, 1912: 387, fig. 147; Gaede, 

1912: 404; Yoshimoto, 1993: 46, pl. 42, figs 38-39; 
Holloway, 2003: 19, pl. 1, fig. 1; Park et al., 2007: 135, 
Kononenko & Pinratana, 2013: 166, pl. 22, figs 64-71.

所検標本
沖縄県石垣市バンナ公園 (灯火採集 ) 1♀，2012年5

月16日，花谷達郎採集． 

開張24-26mm．前後翅とも暗灰褐色の地色で，前翅
外横線は明瞭，後縁部で白色条を伴う．腎状紋は淡褐色
で円形に近い．内横線は白色条となり，内縁部は白色
鱗片を伴う複雑な紋様となる．なお，本種の前翅斑紋
は多様であり，過去にはいくつかの型が記載されてい
る．現在は変異が明らかになっているが (Kononenko & 
Pinratana, 2013)，同定には注意が必要．本種はセイロン 
(スリランカ ) を模式産地とするが，その他インド，タイ，
ビルマ，ラオス，ベトナム，スマトラ，ボルネオから記
録がある．なお，和名は本種を採集された場所であるバ
ンナ公園に因む．

石垣島で採集された日本未記録の Aquis orbicularis (Walker) バンナコブガ (新称 ) について
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Fig. 1. Aquis orbicularis (Walker), ♀ (Banna-dake hill, 
Ishigaki-jima Is., Okinawa Prefecture).
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謝　辞
標本を恵与いただいた花谷達郎氏にお礼申し上げる．
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Summary Aquis orbicularis (Walker, 1858) was newly 
recorded from Banna-dake hill, Ishigaki-jima Is., Okinawa 
Prefecture, Japan. This species is widely distributed in SE 
Asia (India, Sri Lanka, Thailand, Burma,  Laos, Vietnam, 
Sumatra, Borneo). 

ミヤタツマトビキエダシャクの滋賀県からの記録
佐　藤　力　夫　
Bizia akiramiyatai Sato & Nozaki (Geometridae) taken from 

Shiga Prefecture

Rikio Sato

Bizia akiramiyatai Sato & Nozakiミヤタツマトビキエダ
シャクは，大分県と宮崎県の標本に基づいて記載された
種である (佐藤・野崎 , 2015)．その後，熊本県からも報
告され (野崎・佐藤 , 2015), さらに宮野 (2015) は，岐阜
県高山市で採集した3♂を記録し，本州にも分布してい
ることを明らかにした．
原記載 (p. 583) では，滋賀県立琵琶湖博物館に所蔵さ

れている滋賀県産Bizia属の1♂がakiramiyataiの可能性
が高いが，虫害により頭部が失われ腹部破損により交尾
器を欠いていたため，同定を保留しておいた．
同館で研究員として活動されている宮田彬博士には滋

賀県産標本の追加をお願いしてあったが，早速2015年6
月に武田滋氏が採集された新鮮な1♂を送ってくださっ
た．交尾器を調べ本種であることを確認することができ

た．採集地は，前述の標本と同じである．本種は外観で
もほぼ確実に同定できることが分かったので，あらため
て2013年採集の標本も記録しておきたい．
滋賀県長浜市余呉町田戸：1♂，29-30. vi. 2013; 1♂ , 

21-22. vi. 2015 (武田滋採集 )．滋賀県立琵琶湖博物館所
蔵．
なお，原記載 (p. 583) で，2013年の標本採集者をS. 

Takadaと記したのは，S. Takedaの誤記であった．
末筆ながら，同定確認のためにご支援いただいた宮田

彬博士・八尋克郎博士・武田滋氏 (滋賀県立琵琶湖博物
館 ) に感謝する．

引用文献
宮野昭彦 , 2015. 岐阜県におけるミヤタツマトビキエダ
シャクの採集記録 .　誘蛾燈 222: 137.

野崎敦士・佐藤力夫 , 2015. ミヤタツマトビキエダシャ
クを熊本県で採集 . 蛾類通信 274: 610.

佐藤力夫・野崎敦士 , 2015．日本産Bizia属 (シャクガ科
エダシャク亜科 ) の1新種．蛾類通信 273: 579-584.
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小中学生の科学研究を奨励する地元誌琉球新報主催の
「新報サイエンスクラブ」にMacroglossum pyrrhosticta 

Butlerホシホウジャクの研究で息子が応募したこと
をきっかけに2015年3月頃からホシホウジャクの幼
虫を集めて飼育をしていたところ，Paederia scandens 

(Lour.) Merrill. ヘクソカズラにつくホシホウジャクと
Macroglossum corythus (Walker) アトボシホウジャク以
外の別の幼虫が混じっていることに気が付いた．6月に
なって成虫が羽化したので矢野高広氏に標本を送って同
定をお願いしたところMacroglossum sitiene (Walker) クロ
オビホウジャクとのご返事を頂いた．クロオビホウジャ
クはインド，スリランカ，ミャンマー～マレーボルネオ，
スマトラ，フィリピン，中国南部，台湾に分布し日本国
内では波照間，石垣，宮古，黒島で記録があり，これま
で沖縄島での記録はなく日本では幼虫の記録もなかった
とのこと．
採集地は沖縄島南部の糸満市西崎で，6月から9月ま

でに3カ所で20頭余りの卵や幼虫を得ているが現在も発
生が継続中で，定着する可能性もあると思う．周辺の那
覇市や豊見城市などでも調べているが，今のところ発生
はなく，クロオビホウジャクは度重なる台風の接近で沖
縄本島南端の糸満市に運ばれてきた可能性が高いと思わ
れる．

卵はホシホウジャクとほぼ同じ大きさでホシホウジャ
クが淡黄白色，アトボシホウジャクが淡黄色であるのに
対し，淡緑色 (Fig. 1)．幼虫は尾角が長いことや体の横
に斜線がないことでホシホウジャクと区別がつく．ま
た，緑色型では背面の環節に黄色い線が出る個体が多
い (Figs 2-4)．蛹はホシホウジャクより小腮がやや長く，
尾突起が黒くないこと，気門上の黒色紋はやや大きめで
特に腹部第4節目のものが大きい (Figs 5-7)，などの点
で区別がつく．成虫はホシホウジャクに比べて翅全体に
やや赤茶色を帯びた感じで前翅の黒帯は後縁で幅広く，
後翅の橙黄色帯はホシホウジャクよりも幅が広くない 
(Figs 8-9)．
末筆ながらクロオビホウジャクの同定と資料の提供を

頂いた矢野高広氏に厚く御礼申し上げます．
※植物の学名は初島住彦・天野鉄夫 (1977) に従った．

参考文献
東　清二 (監修 )， 2002．琉球列島産昆虫目録 (増補改訂 ). 
沖縄生物学会．596pp. 榕樹書林．沖縄．

初島住彦・天野鉄夫，1977.　琉球植物目録．沖縄生物
学会．282pp. でいご出版．沖縄．

井上　寛，1982．スズメガ科．井上寛ほか，日本産蛾類
大図鑑1: 590-604, 2: 317-322, pls 127-136. 講談社，東

沖縄島で発生したクロオビホウジャク
棚　原　　　功
902-0072　沖縄県那覇市真地 285-14

Occurrence of Macroglossum sitiene (Walker) (Sphingidae, Macroglossinae) in Okinawa-jima Island, Japan
Isao Tanahara
Japan Heterocerists’ J.  276: 3-5.  December 2015.

Fig. 1. Ova of Macroglossum sp. on the leave of Paederia scandens (Lour.) Merrill. In Okinawa-jima Island (red arrow: M. 
sitiene, yellow arrows: M. pyrrhosticta). Fig. 2. Larva of M. sitiene, green form.
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Figs 3-9. Macroglossum sitiene. 3-4. Larvae (3. green form, 4. brown form). 5-7. Pupa (5. lateral view, 6. dorsal view, 7. 
ventral view). 8-9. Emerged adults (9. Photo by Mr. Takahiro Yano).
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京．
岸田泰則・白川邦臣，1988．我国から再発見された2種
を含む琉球のホウジャク類とオオスカシバ類．蛾類通
信 146: 321-323.

矢野高広・岸田泰則，2011．スズメガ科．岸田泰則 (編 )，
日本産蛾類標準図鑑 1: 327-339．学研教育出版，東京．

米沢尚実・西村正賢，2007．琉球列島のホウジャク類 (ス
ズメガ科 ) に関する記録．やどりが 212: 19-24.

Summary From March, 2015, I reared laevae, which I 

supposed Macroglossum pyrrhosticta Butler, collected 
from Paederia scandens (Lour.) Merrill. In those, I found 
Macroglossum corythus (Walker) and other larvae which 
were determined after emergence as Macroglossum sitiene 
(Walker). This is the first record in Okinawa-jima. The 
collecting site is Itoman city, in the south area of Okinawa-
jima Is. I have got a total of 20 eggs and larvae in that place 
from June to September while any of them have not been 
seen in the middle area. The eggs are pale-green in color. 
The dorsal horn of the larva is rather long and not black.

Eligma narcissus (Cramer, 1775) シンジュキノカワガ
は，寄主植物のシンジュ (ニワウルシ ) の移入に伴っ
て日本に二次的に侵入したと推定されている (岸田，
2011)． 2015年10月22日，大阪府羽曳野市尺度にある 
(地独 ) 大阪府環境農林水産総合研究所内の道路上で平
らにつぶされた本種の雌1個体を発見した (Fig. 1)．こ
の個体は乾燥していたが，鱗粉はほとんど残っており，
飛び古して翅が傷んでいることもなく，雨に打たれた形
跡も見られなかった．近くにシンジュの若木があったが，
本種による食痕や繭は認められなかった．以上のことか
ら，この個体はおそらく当研究所内あるいは付近のシン
ジュで発育したものが，死亡後あるいは生存中に車に轢
かれたものと推測された．
本種の大阪府での発生記録は宮田 (1986) にはなく，

大阪府野生生物目録 (2000年 ) および堺市野生生物目録 
(2015年 ) にも掲載されておらず，みんなで作る蛾類図
鑑 (http://www.jpmoth.org/) にもなかった．このため，今
まで大阪府での本種の正式な発生記録はなく，本報告が
大阪府での初発生記録となると考える．
本種の発生情報について，谷田昌也氏，金沢至氏およ

び坂井誠氏にご教示をいただいた．厚く御礼申し上げる．

引用文献
岸田泰則編，2011．日本産蛾類標準図鑑 2．416 pp. 学
研教育出版，東京．

宮田　彬，1986．シンジュキノカワガ．116 pp. 文一総

合出版，東京．

Summary In October 2015, a female adult of Eligma 
narcissus (Cramer, 1775) was collected at Habikino-
shi, Osaka Pref., Japan. This adult had been dead and 
considered to be run over by a car. This report was first 
occurrence record of the species from Osaka Pref.

シンジュキノカワガの大阪府での発見
那　須　義　次
648-0023 和歌山県橋本市中道 153-2

Discovery of Eligma narcissus (Cramer) (Eligminae, Nolidae) from Osaka
Yoshitsugu Nasu 
Japan Heterocerists’ J. 276: 5.  December 2015.

Fig. 1. Female adult of Eligma narcissus run over by a car.
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石垣島でヤエヤマヒロハマキモドキ (ヒロハマキモド
キガ科 ) の幼虫を得て，飼育羽化させた記録である．食
草のギランイヌビワは，沖縄島には分布しない．
本種の所属と学名は，有田 (2013) にしたがった．
有田 (2013) には，本種の寄主植物は未知とあるので，

今回が食草の初記録と思われる．

Brachodidae　ヒロハマキモドキガ科
Phycodinae　ニジヒロハマキモドキガ亜科
Paranigilgia bushii (Arita, 1980)  ヤエヤマヒロハマキモドキ
食草：ギランイヌビワ Ficus variegata var. garciae Corner 
(クワ科 Moraceae) 

有田 (2013) によると，ヤエヤマヒロハマキモドキは，
石垣島と西表島の記録があるだけの日本固有種とのこ
と．

2014年7月20日の石垣島の調査では，最初に向かっ
た嵩田林道のギランイヌビワから，後の飼育で本種とわ
かった幼虫を3頭得たので，その後に回った場所でも，
ギランイヌビワに注目し，米原で1頭得た．
嵩田林道でまず見つけたのは，ギランイヌビワの

十分成長した硬い葉に集団で発生していたGlyphodes 
bivitralis Guenéeアコウノメイガ幼虫であった．その木
は，石垣島や西表島で筆者が見てきたどのギランイヌビ
ワよりも葉が大きく，主葉脈で谷折りにした巣の中で幼
虫が体を寄せ合って密集していた．同じ木の枝先にみら
れる柔らかい若葉で，先の方が主葉脈でやはり二つ折り
になっていたが，その中に1頭でいたのが本種ヤエヤマ
ヒロハマキモドキ幼虫であった．
最初に見つけたアコウノメイガの巣を開いてみたら，

幼虫の口から出る糸で何箇所か留められていたようで
あったが，それに比べ，本種の巣では，折られて向き合
う葉と葉が，連続する膜でくっつき合わされていた．膜
の色が純白ではなく濁った色をしており，開いてみると，
中の幼虫は驚いたのか，口から汁を出した．汁の色は，
橙と黄の中間色のようで，例えるなら，サラダにかける
サザンアイランドドレッシングの色である．この色付汁
が糸の膜について，濁った色になっていたようだ．糸の
膜の強度を補強している可能性や，膜越しに外から見ら
れにくくしている可能性も考えられる．

1本のギランイヌビワにある葉でも，成長して硬く
なった葉と，先端にある柔らかい赤っぽい葉とでは，葉
をちぎった時に出る白い汁の出方が違うようなので，幼
虫が噛んだ時に出る白い汁も同様に，若葉の方が白い汁
がよく出るのではないか．ヤエヤマヒロハマキモドキ幼
虫は白い汁をよく摂取するため，口からもたくさん出す
ことができ，それを糸の膜に付けて，利用していると思
われる．たくさん出すことができるというより，排出し
ないと体に悪いのかもしれない．そして，口から出した
ものの捨て方に苦労するよりは，それを利用しましょう，
ということなのだろう．
硬い葉でできた巣のように，べたべたする物質がない

所では，アコウノメイガ幼虫たちは身を寄せ合うことが
できるが，ヤエヤマヒロハマキモドキの巣では，べたべ
たした中で複数の幼虫が一緒にいるのは居心地が悪くな
るから，1頭でいたい，ということなのだろう．特に口
から出したばかりの液は，べちゃべちゃなはずで，その
ような状態の幼虫たちはお互い一緒にはいたくないはず
である．なぜなら，傍にいる幼虫の液が，自分の体に付
いて固まれば，気門を塞ぐこともあり得る．
このように，1本のギランイヌビワにつく2種の幼虫

は，自分に合った状態の葉を選んで，それぞれに合った
数で，発生していた．
ところで，ギランイヌビワの分布しない沖縄島で筆者

は，アコウノメイガ幼虫を，アコウではなくガジュマル
で見ることが多い．ギランイヌビワで見たようにガジュ
マルでも硬い葉で発生し，ガジュマルでは葉と葉を合わ
せて，その隙間にいるが，ガジュマルの葉は小さい．嵩
田林道でギランイヌビワの大きな巣を開けた時に終齢幼
虫の大きな群れがうごめいたのを見て驚いたが，このよ
うな光景は，ギランイヌビワのない沖縄島では見ること
ができない．
嵩田林道ではギランイヌビワ10本弱を調べ，ヤエヤ

マヒロハマキモドキ幼虫入りの巣を3個得た．終齢と中
齢2頭のように見えた．
嵩田林道の後に向かった米原では，ギランイヌビワの

木を1本しか見つけることができず，その木は2ｍくら
いで枝葉少なく，アコウノメイガの発生は見られなかっ
たが，枝先の若葉から中齢らしき本種幼虫1頭を得た．
米原の後に向かった屋良部岳ではギランイヌビワを

ヤエヤマヒロハマキモドキの食草はギランイヌビワ
冨　永　　　智
901-0401　沖縄県八重瀬町東風平 251-3

Ficus variegata var. garciae Corner (Moraceae): host plant of Paranigilgia bushii (Arita) (Brachodidae, Phycodinae)
Satoru Tominaga
Japan Heterocerists’ J.  276: 6-8.  December 2015.
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Figs 1-8. Paranigilgia bushii (Arita). 1. Nest. 2-3. Last instar larva. 4. Puparium after emergence. 5. Emerged adult, 7. Aug. 
2014. 6. Ditto, underside. 7. Emerged adult, 6. Aug. 2014. 8. Ditto, underside. 
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10本程見つけて調べ，本種幼虫の巣痕はあったが，幼
虫は見つからなかった．アコウノメイガは，嵩田林道よ
り小規模ではあったが，やはり集団で発生していた．こ
のように3か所回った中では，嵩田林道のギランイヌビ
ワの葉が一番大きかった．そこでは他の高木のせいで日
陰の環境だから，大きいのだろうか．
ギランイヌビワのあった3か所で，発生痕も入れると，

3か所とも本種発生があったので，7月中旬頃，本種が
石垣島のあちこちで発生するのだろう．
筆者はこれまで，石垣島のギランイヌビワから，ガ

ジュマルハマキモドキ，そして佐々木 (2004) のヤエヤ
マイカリモンノメイガの幼虫を得たことがある (富永，
2013) が，この日はそれらは見つからなかった．
本種幼虫の巣を7月20日の現場で一つずつ容器に入

れて持ち帰り，飼育した．
7月21日には，3頭が持ち帰った巣からそれぞれ外に

出てきた．蛹化のためだろう，蛹化に使うかも，と考え，
柔らかい朽ち木と紙を容器に入れた．紙というのは，一
般的に葉や葉の一部で蛹巣を作る幼虫は，葉の代わりに
紙を好むものも多いからだ．しかし，幼虫たちはそれら
の材料は無視し，あるものは容器内の葉で自分を取り囲
むように，あるものは葉と容器との間に自分を置いて，
そうして自分の空間を密閉するように糸の膜を張り，そ
の膜に口からの液を絡ませ始めた．蛹巣を作っていたよ
うで，ということは採集時，3頭とも終齢であったこと
になる．中でも1頭だけ終齢だと思った大きな幼虫は，
おそらく雌だったのだろう．

4頭目の幼虫も，23日に，持ち帰った巣から外に出て
きたので，葉が古くなったから出てきた可能性も考え，
新しい若葉を入れたが，摂食はせず，同じように蛹巣を
作った．

7月29日，中の様子を見てみると，一つの蛹巣で，白
い小さな蜂の繭が4個あった．嵩田林道からのものと思
われた．
羽化は8月6日昼間1頭，7日昼間2頭であった．
Fig. 1は7月20日に幼虫入りの巣を4つ得た中で，最

も小さい幼虫が入っていた，最も小さい巣で，まだ開け
ていない状態である．濁った色の膜が見え，汁のような
ものが付いているのも見える．これだけでも，中にいる
幼虫が口から汁を出すことが示唆され，それに気づいた
敵は，嫌な気になるかもしれない．

Fig. 2は終齢幼虫が入っていた巣を開けたところであ
る．開けた刺激で幼虫が口から汁を出している．葉の食
べ方は，巣の内側にある葉の表面を薄く削るように食べ
たようで，その部分の葉から出た汁がおそらく酸化され
たせいで，黒っぽく変色して見える．糞が見えるので，
中に貯め込むようである．

Fig. 3の終齢幼虫を見ると，体が半透明気味で，その
ため，胸部3節にわたり，中に液が貯められているのが
見える．いつでも口から出すことができるよう，ここに
貯めているようだ．液を貯める袋が腹部にまで及んでい
るのかはわからない．この幼虫の体長は15mm．

Fig. 4は，葉と容器の間に身を置いて，空間を閉じる
ため，糸の膜を張り，おそらくそれに液を絡めて補強し
た蛹巣で，「羽化時には蛹は繭から突出する」という有
田 (2013) の記述通りの像である．

Figs 5-6は，8月7日羽化した開張16mmの羽化標本で
ある．特に翅裏で，外縁側は茶色っぽいが，それは羽ば
たくと取れそうな鱗粉であるようにも見える．前翅表は，
Fig. 7の個体に比べると，白っぽい部分が多い．個体変
異なのであろう．

Figs 7-8は，8月6日羽化した，開張17mmの羽化標本
である．裏面後翅後縁で，腹部に接触する部分が白い．
表裏共に，黒っぽい部分がFigs 5-6の個体より多い． 
琉球植物目録によると，ギランイヌビワは日本では，

宮古，石垣，西表，与那国の各島にしか分布しない．こ
の，台湾の地名 (宜蘭 ) がつけられた植物が，日本にあ
るおかげで，それに寄生する珍しい生物も，日本でこの
ように見ることができるのはいいことだ．

引用文献
有田　豊，2013．ヒロハマキモドキガ科．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．学研教育出版，東京．

初島住彦・天野鉄夫，1977．琉球植物目録．でいご出版，
沖縄．

佐々木明夫，2004．1979-1980年に採集された沖縄本島・
石垣島・西表島のメイガ．誘蛾燈 176: 65-76．

富永　智，2013．沖縄島，石垣島における小蛾類の寄
主植物と過去の報告における食草名の訂正．蛾類通信 
266: 402-406．

Summary In Ishigaki Is., on July 20, 2014, I captured three 
larvae of Paranigilgia bushii from fewer than ten trees of 
Ficus variegata var. garciae (Moraceae) at Takada forest 
road and one larva at Yonehara, where only one tree of 
F. variegate was found. The larva was in a doubly-folded 
young leaf, closed by a membrane, at the top of the branch. 
The next day, the three from Takada came out of the leaves 
and netted cocoon nests with leaves. The fourth larva from 
Yonehara made the nest on July 23. One adult emerged 
on August 6, two on August 7. One of the larvae was 
parasitized. This is the first record of the host plant.
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筆者にとって2回目の西表島蛾類調査 (2013年4月28
日 ) は，白浜に行ってみることにした．
そこで，セリの葉に全層食痕があることに気づき，キ

ンウワバ亜科蛾類幼虫3頭を得た．持ち帰り，飼育で羽
化したものはDactyloplusia mutans (Walker) サザナミキン
ウワバであった．小林 (2011) で本種の食草は未知となっ
ているので，これが食草の初記録になると思われる．蛾
類の学名は小林 (2011) にしたがった．

Dactyloplusia mutans (Walker, 1865) 　
サザナミキンウワバ
寄主植物：セリ Oenanthe javanica DC. (セリ科 Apiaceae) 

本種は大塚 (1996) によって日本初記録となった．そ
れによると，1995年9月，台風が台湾北部を北上中で，
熊本県牛深市で，風雨の中，採集された．
柳田 (2011) は，鹿児島県紫尾山で2010年に本種を得

た報告の中で，その後に，木村正明氏が南西諸島で採取
しているが未発表であることも述べている．小林 (2011) 
では沖縄島でも得られていると記されている．

2013年4月28日，西表島白浜でセリの葉に全層食痕
があることに気づき，1株の高さ10数cmのセリから3
頭の終齢幼虫を得て沖縄島に持ち帰り飼育した．
セリは沖縄島中南部では見たことがなく，持ち帰っ

た餌だけで3頭分足りるか不安だったので，セリ科植物
で，入手容易なセロリ (Apium) の葉，雑草のヤブジラミ 
(Torilis) を試した．1頭ずつ容器に入れていたが，3頭の
うち2頭の容器で，Fig. 1に示すように，セロリ葉の裏
面を線状に薄くかじった痕ができ，所々，小さく食べた
全層食痕さえ見える．しかし，餌になると判断されるよ
うな食痕ではない．ヤブジラミは全く食べなかった．
セロリ葉裏面に残った線状の浅い食痕であるが，

ちょっとかじって食べられないと判断したら，それ以上
かじらないはずである．ところが，Fig. 1に示すように，
与えた全ての葉に線状の噛み痕が残されている．食べら
れるかどうかの試しかじりではなく，少しは腹の足しに
なったような連続した食痕である．摂取したくない成分
は，主に葉の中の方にあり，葉の外側の薄皮には幼虫に

とって有毒な成分が少なかったのかもしれない．
すぐセリでの飼育に戻し，5月2日，2頭が営繭．3日，

3頭目が容器に入れてあった紙片を折り曲げて営繭．5
月8日見たら，3頭とも蛹．5月13日20時雌羽化．同日
20時30分雄羽化．14日18時雄羽化．
セリは緯度の高い所にも分布しているが，そのような

所に本種が分布できないのは，本種が寒さに弱いからと
いうことであろう．上記のように，国内で本種が得られ
た場所は，今わかっている限りでは熊本県，鹿児島本土，
沖縄島，そしてこの西表島である．これらのうち，どの
緯度まで，本種が冬を越せるか，ということであるが ,
国外分布，そして，後述のように現場でその後幼虫が見
つかっていないことから，西表でさえ冬を越せないのか
もしれない．
小林 (2011) によると，本種の国外分布は，台湾，中

国南東部，インド北東部，東南アジア (フィリピンをふ
くむ )，南アジアなので，北の方には分布できないよう
である．
同年11月3日，西表の同場所を再訪して探したが，幼

虫発見地点にセリが見つからなかった．山側奥に少し進
んだところにはセリが何本かあったが，幼虫は見つから
なかった．

2014年5月4日，2013年4月の幼虫発見地点にセリは
結構あったが，本種幼虫は見つからなかった．奥のセリ
からも見つからなかった．

Figs 2-3に体長23mmの終齢時を示す．胸脚先端部分 
(跗節 ) が赤っぽい．ここに示さない残り2個体の頭部に
も側面に黒条があった．

Figs 4-5は，羽化順に，5月13日羽化の雌と雄の標本
である．2頭とも，前翅長12mm，胸幅4mmである．小
林 (2011) の記述どおり，小波型の外横線の外側に直線
状の明帯があり，その明帯と波型の亜外横線との間は，
メタリックな褐色帯となっている．
メタリックな褐色帯で，M2あたりであろうか，内か

ら外へ流れるような短黒条線が，刷毛で掃いたように，
Figs 4-5ともに目立つ．小林 (2011) に図示された台湾産
の本種標本で，この短黒条線のある位置を見ると，黒っ
ぽい斑紋がみられるが，流れるような線条ではなくぼっ

西表島におけるサザナミキンウワバの生態記録
冨　永　　　智 
901-0401　沖縄県八重瀬町東風平 251-3

Biological note of Dactyloplusia mutans (Walker) (Noctuidae, Plusiinae) in Iriomote-jima Island, the Ryukyus
Satoru Tominaga
Japan Heterocerists’ J. 276: 9-10.  December 2015.
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てりとした斑紋のように見える．台湾の標本の方が全体
的に黒色調がやや強いようで，そのため短黒条線に黒色
色素がまとわり付いているためであろうか．
羽化3頭目は写真も撮らず放してしまった．

引用文献
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．学研教育出版，東京．

大塚　勲，1996．日本未記録種サザナミキンウワバ (新
称 ) について．蛾類通信 189: 232．

柳田慶浩，2011．鹿児島県北部でシロスジミドリキノカ
ワガなど希少蛾類を採集．蛾類通信 262: 285-288．

Summary On April 28, 2013, in Iriomote Is., I captured 
three larvae of Dactyloplusia mutans from Oenanthe 
javanica. They nibbled at Apium a little, did not nibble at 
Torilis.  I reared them with Oenanthe javanica. May 2, the 
two netted cocoon nests with pieces of paper. Two emerged 
on May 13, one on 14th. On May 4, 2014, I could not find 
the larva at the same place.

Figs 1-5. Dactyloplusia mutans (Walker). 1. Oenanthe javanica DC. with feeding marks. 2-3. Last instar larva. 4-5. Emerged 
adult. 4. Female. 5. Male. 
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Cleora ogasawarensis Inoue, 1994 オガサワラフトスジ
エダシャクの食草は，ウラジロエノキ (ニレ科 )  (竹内・
大林，2006) およびオガサワラグワ (クワ科 )  (大林，
2015) が報告されている他，大林 (2015) でも述べられて
いるように，インターネット上のみんなで作る日本産蛾
類図鑑において，テリハコブガシ・コブガシ・キンショ
クダモ・ムニンシロダモ・ムニンイヌグス (クスノキ科 ) 
・センダン (センダン科 ) の飼育例が見受けられる．また，
ノイバラ (バラ科 ) を与えたところ成虫羽化まで飼育で
きたことから，おそらく本種が広食性であることも示唆
されている (佐藤，2011)．
第一著者は2015年9月に小笠原諸島父島奥村で

Distylium lepidotum Nakaiシマイスノキ (マンサク科 ) よ
り本種の中齢幼虫を採集し，飼育・羽化させることに成
功した (Fig. 5)．食餌植物としてシマイスノキに加えて，
現地で同所的に得られたSyzygium cleyeraefolium (Yatabe) 
Makinoヒメフトモモ (フトモモ科 ) も同時に与えたとこ
ろ，同様に摂食することが確認された．いずれの植物も
小笠原諸島の固有植物であり，幼虫は柔らかく桃色を帯
びた新しい葉のみを好んで摂食している様子が観察でき
た． 
大林 (2015) で図示された老齢幼虫と思われる個体は

胴部が黄緑色で，背線が桃色であるが，今回得られた幼
虫は中齢・老齢ともに胴部がやや桃色を帯びた薄茶色で，

オガサワラフトスジエダシャクの幼虫と蛹，および寄主植物の追加記録
綿　引　大　祐  吉　松　慎　一
243-0034　神奈川県厚木市船子 1737 305-8604　茨城県つくば市観音台 3-1-3
東京農業大学昆虫学研究室 国立研究開発法人農業環境技術研究所
 農業環境インベントリーセンター
Immature stages of Cleora ogasawarensis Inoue, 1994 (Geometridae) with additional records of host plant
Daisuke Watabiki and Shinichi Yoshimatsu
Japan Heterocerists’ J.  276: 11-12.  December 2015.

Figs 1-4. Larva and pupa of Cleora ogasawarensis Inoue collected on Distylium lepidotum Nakai at Chichi-jima Is, Ogasawara 
Isls., Japan. 1. Middle instar larva. 2. Mature larva. 3. Pupa in ventral view. 4. Pupa in right lateral view. 

1

2

3

4



12 蛾　類　通　信　 No. 276,   2015

背線は桃色を帯びた乳白色であった (Figs. 1-2)．また，
蛹はこれまでに示されたことがないようであったことか
ら，ここで図示した (Figs. 3-4)．蛹の尾突起はよく発達
し，1対の長く鋭い鉤状刺毛を備える．
なお，本報告で用いた植物の学名は豊田 (1981) に従っ

た．

供試標本
1♂ , Okumura, Chichi-jima Is., Ogasawara Isls., Tokyo, 

Japan, larva collected on 9. Sep. 2015 by T. Keino & D. 
Watabiki and reared by D. Watabiki, pupated on 30. Sep. 
2015, emerged on 21. Oct. 2015.

謝　辞
小笠原諸島において調査の機会をいただいた一般財団

法人自然環境研究センターの今村彰伸氏，永野裕氏をは
じめ，本種の採集にご協力いただいた西東京市の慶野友
和氏，東京農業大学農学部昆虫学研究室の嶋本習介氏，
福田悠人氏に厚くお礼申し上げる．

引用文献
大林隆司，2015．オガサワラグワに発生したオガサワラ
フトスジエダシャク．蛾類通信 275: 631-632．

佐藤力夫，2011．エダシャク亜科，岸田泰則 (編 )，日
本産蛾類標準図鑑1：pp 132-200. 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，1981．小笠原植物図譜：380pp．アボック社，
鎌倉． 

Summary  A geometrid middle instar larva was found on 
Distylium lepidotum Nakai at Chichi-jima Is., Ogasawara 
Isls., Japan. After feeding on D. lepidotum and Syzygium 
cleyeraefolium (Yatabe) Makino, the larva pupated and an 
adult moth of Cleora ogasawarensis Inoue, 1994 emerged 
successfully. Middle and mature larva, pupa and emerged 
adult are illustrated.

沖縄県久米島の冬ヤガ類
木　村　正　明*・四　方　圭一郎**
Record of the winter noctuid moths from Kume-jima Isl., 

Okinawa prefecture

Masaaki Kimura and  Kei-ichiro Shikata

筆者の一人木村は，沖縄県の久米島で冬季の灯火採集
をおこない，以下のようなヤガを得ることができたので
記録しておく．チャマダラキリガ，クロスジキリガ，ク
ロテンキリガは同島初記録．ヤンバルキリガは2例目の
記録となる (岸田編，2011；四方，2015)．

チャマダラキリガ  Rhynchaglaea scitula (Butler, 1879) 
2♂，久米島町アーラ岳，11.I.2014．

ヤンバルキリガ  Conistra kimurai Shikata,2015

1♂，久米島町だるま山，10.I.2014．
クロスジキリガ (琉球亜種 )  Xylopolia bella amamiensis 

(Kishida & Yoshimoto, 1979) 
1♂，久米島町だるま山，10.I.2014．
1♂，久米島町アーラ岳，11.I.2014．
1♀，久米島町白瀬川上流，12.I.2014．

クロテンキリガ　Orthosia fausta Leech, 1889
7♂8♀，久米島町アーラ岳，11.I.2014．

引用文献
岸田泰則編，2011．日本産蛾類標準図鑑2. 416pp．学研
教育出版，東京．

四方圭一郎，2015．琉球列島産Conistra属 (ヤガ科，キ
リガ亜科 ) の2新種．Tinea 23 (3) ：150-156．

Fig. 5. Emerged male adult of Cleora ogasawarensis Inoue
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はじめに
Eligma narcissus narcissus (Cramer) シンジュキノカワ

ガ (コブガ科 ) は日本各地に散発的な採集記録があり，
時には幼虫や繭が発見されることもあるが，日本に定
着できない偶産種とされている (杉 ,1962 ; 宮田 ,1986)．
北海道では，札幌市で1950年9月4日に4頭 (杉 ,1950)，
函館市で1966年8月31日に1♀ (大村 ,1967)，2001年9
月17日に1♂ (亀田 ,2002) の3例が知られているだけで
あった．筆者らは，全国的に例のない記録的な規模の発
生を観察できたので報告する．報告にあたり，片山法行
氏と林原和哉氏，堀繁久氏，竹本拓矢氏には函館市での
調査に協力していただいた．櫻井正俊氏と堀繁久氏には
札幌市の記録，中森達氏には小樽市，余市町の記録を筆
者らに提供していただいた．また，中森達氏には蛹の発
音回数についての貴重な記録を発表することも許可して
いただいた．これらの方々に感謝申し上げる .

発生を確認した経過
2015年8月9日朝，名越は自宅 (函館市湯川町 ) ベラ

ンダで昨晩飛来したと思われる飛び古した１♂ (Fig. 1) 
を発見した．名越，小松は近くで発生した可能性を考え
自宅周辺で数ヶ所のAilanthus altissima Swingle シンジュ 
(ニガキ科 ) を探したが繭や幼虫の発見には至らなかっ
た．その後，岡田は9月16日に函館市赤川町で多数の幼

虫がシンジュを摂食しているのを見つけて名越，小松に
知らせた．20日に3人は，多数の終令幼虫，数頭の亜終
令幼虫，多数の繭と1頭の成虫を確認した．その後，函
館市内各所でも発生を確認し，調査を渡島半島全域に広
げたところ2市7町32ヶ所から発見することができた．
調査の方法は目視で行ったが，目視で確認できる範囲は
地上から5～ 6m程で，それ以上高所にいる幼虫や繭は
調査対象から除いた．調査の結果，北海道南部で確認
できた幼虫と繭は1,600近くになったがその後，櫻井正
俊氏，堀繁久氏，中森達氏から札幌市，小樽市，余市町
でも発生していることを教示していただいた．今回，確
認できた幼虫と繭の数は，1,695．地域の広さは4市8町
45ヶ所となる．発生数や地域の広さを考えると記録的
な大発生と言えるであろう .

発生地域と食樹について
発生を確認できた地点を地図上に示すとFig. 2のよう

になる．渡島半島から札幌市にかけての広い範囲で見つ
かった．食樹となるシンジュは外来種であり日本には，

北海道におけるシンジュキノカワガの記録的大発生について
名　越　和　夫 小　松　利　民
042-0932  北海道函館市湯川町 3-13-18，ロジェ湯川 II 506 041-1112  北海道亀田郡七飯町鳴川 3-10-15

岡　田　正　光
040-0005  北海道函館市人見町 11-6

A remarkable outbreak of Eligma narcissus narcissus (Cramer) ( Eligminae, Nolidae) in Hokkaido, Japan
Kazuo Nakoshi, Toshitami Komatsu & Masamitsu Okada
Japan Heterocerists’ J.  276: 13-17.  December 2015.

Fig. 1. Eligma narcissus narcissus (Cramer), male. Fig. 2. Map of area where Eligma narcissus occurs. 
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宮田によると明治年間に種子で移入されたらしい．北海
道では街路樹として利用され学校，公園などに植えられ
ることが多い．シンジュが多く見られる環境は人為的に
攪乱された空地，河川敷，休耕地，路傍などであり，生
態系が安定している林野には侵入が困難なのか，ほとん
ど見ることができない．渡島半島では，函館市や北斗市，
松前町では多く見られるが，他の町域には少なく，せた
な町，乙部町，厚沢部町，八雲町等ではシンジュを見つ
けることができなかった．古くからある学校 (市立函館
高校，大野農業高校，駒場小学校など ) や公園には植栽
されたと思われる樹高20mを超すものもあり，その周辺
には飛散した種子によって発芽した幼木 (樹高1-5m) が
多く見られる．発生の多かった函館市赤川町笹流ダム公
園では，樹高1m～ 5mの幼木の群生が2ヶ所50本ほど
あり，それぞれの群生の中央部に幹周3mほどの伐採さ
れた親樹の切り株がある .

生態面での考察
調査していて幼木や若木の葉が葉柄を残して食い尽く

されているのに幼虫も繭も発見できなかった場所が何ヶ
所もあった．取り付いたシンジユを食い尽くして別のシ
ンジュに移動したり，単に繭を作るために他の木に移動
などしているのを見つけられなかったのか．それとも鳥
やクモ，ハチなどによる攻撃で食われたのだろうか．岡
田はコウライキジが幼虫を捕食したのを1度観察してい
る．幼虫の色彩から警戒色に思えるが，鳥からの攻撃を
どの程度回避しているのか疑問が残る．羽化した成虫は
独特の臭いがする．鳥などの補食を避けるためシンジュ
から何らかの物質を取り込んでいるのかも知れない．
穴が開いている繭が多数見つかっている．寄生蜂や寄

生蝿が脱出した穴のようだ．この穴にクロスズメバチの
一種が体を半分ほど突っ込んでいる場面や穴からアリや
ハサミムシが出入りして繭内に残っていた肉片を摂食し
ている場面を多く観察できた．屋内に取り込んだ蛹から
は寄生蜂 (Fig. 6) が3種，40頭ほど羽化し (未同定 )．寄
生蝿の幼虫も3頭出てきた．自然環境では寄生率は，か
なり高いと思われる． 
老熟した幼虫 (Fig. 3) は上部から降りてきて繭を作

る．場所は，シンジュの幹の根元から30cmから2mく
らいのところ (Fig. 4) に作ることが多いが7~8m以上の
高い所に作ることや枝に作ることも確認できた．幹から
枝の出ている付け根の下面にも多い．直射日光や雨に当
たりにくくするためだろうか幹の逆勾配面に作り (Fig. 
5)，方位は関係ないようだ．飼育の際は，シンジュの枝
を入れてやると繭を作る．他の種類の木の枝を入れても

問題なく作ることができた．飼育中に脱走した3頭の幼
虫は発砲スチロ－ル板を囓って白く美しい繭を作り，無
事に羽化した .
繭の作り方は，最初に樹木表面 (蛹の腹面側 ) に糸を

貼り付け，次に左右に翼のような構造物を作る．カムフ
ラ－ジュの材料として繭の周囲から樹皮を口で細かく切
り刻み，吐く糸に絡みつけて作っていく．囓った樹皮片
の多くは下に落ち降り積もる．繭作りは，夜間の暗闇の
中でも休みなく続き観察した個体は，両翼の構造物がで
きあがるまでに12時間を要した．次に左右の構造物を
下部から縫合するが，それには1時間かかった．縫い合
わせた繭の下部内側には擦って発音に使う隆起状の縦溝
を作るが，形状から縫い合わせた後に作ると考えられる．
羽化する時は，繭の上部1cm程の所が縦に切れて成虫が
出てくる．恐らく中から押し上げると切れ易い構造と思
われる． 
繭内の蛹は，刺激を与えると尾部を繭の内側に作った

隆起状縦溝に激しく左右にこすりつけて音を出すことを
確認した．紙で作った筒に蛹を入れても音を出すため，
隆起状縦溝はより大きな音を発するための構造と思え
る．
中森達氏は，飼育水槽内にデジタル録音機 (Olympus

リニアPCMレコ－ダ－・LS-7) を設置し録音デ－タを
音響解析ソフト (Audacity) により表示させ，一連の発音
毎に継続時間を測定するとともに，始まり・真ん中・終
わりの3ヶ所で，10回の波形の継続時間を計測して，1
秒あたりの発音回数 (周波数 ) を算出した．繭を指でそっ
とさわって発音させることを6頭を使用して17回行い，
最長の継続時間は14.1秒．各発音の最も高い周波数 (発
音回数 ) は8.6Hz～ 12.8Hzであった .
岡田と片山法行氏は，10月7日に函館市柳町で繭を調

べた．110繭のうち生蛹8， 寄生蛹30， 死亡蛹49，前蛹
死亡13，羽化殻10の結果となった．堀繁久氏の札幌市
での調査結果では札幌市南区，中央区で10月19日に35
繭を調べたところ空繭8，寄生蛹21，死亡蛹5，前蛹死
亡1となった．札幌市豊平区で11月1日に調べた11繭で
は，生蛹2，空繭1，寄生蛹2，前蛹2，羽化殻4 となっ
たが前蛹は変色し，このまま死亡が予想されるとのこと
であった．蛹や前蛹死亡の原因としては，気温の低下や
乾燥，病気などが考えられる．北海道の秋は寒い．函館
市や札幌市では，毎年10月の下旬には雪が降る．生存
していた蛹も羽化は難しいのではないか．名越と小松が
屋内に取り込んだ .幼虫や蛹からは250頭ほどが羽化し
てきたが，羽化できた個体もそのまま野外に置いた場合
ほとんどは死亡したのかも知れない．
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宮田は阿部俊久氏が大分県玖珠町で平均気温が15℃
以下になる10月中旬以降の蛹の大量死を紹介している .

今回の発生についての考察
高い部分にいたであろう幼虫と繭をすべて確認でき

たわけではない．赤川町では196の幼虫と繭を全て採
集した次の日に見に行くとさらに135見つけることがで
きた．多くの観察地では1回限り短時間での観察であっ
た．確認できた数は北海道南部では1,600近くだが，少
なく見積もっても終令幼虫と繭が2,000はいたのであろ
う．今回の渡島半島での調査では，シンジュの木さえ見
つかれば，たいてい幼虫や繭がついている状態であった．
松前町館浜では，シンジュが人の入り込めない場所にた
くさん生えていたが調べることができなかった．おそら
く，調べることができたシンジュは，広い渡島半島に生
えているシンジュの100分の1にも満たないことであろ
う．私達が見つけたシンジュの100倍の木があって，調
べた場所と同じくらい発生していた場合2,000頭×100
倍=200,000頭が発生していたことになる．シンジュの
木の数を100倍ではなく，10倍と低く計算しても2万頭

になる．
今回確認できた多数の幼虫は，どこからきたのだろう

か．杉や宮田によると中国から低気圧に乗って飛来する
ことが推定されている．杉 (1992) は，吉松慎一氏が報
告した東シナ海上の定点でのシンジュキノカワガの記録
を紹介している．
今回の発生は，どのような経過をたどったのだろうか．

宮田は大分県での阿部俊久氏の9月から10月の室内飼
育で産卵から蛹化まで26日間だった例を紹介している．
私達の室内飼育では繭を作ってから羽化までの期間は，
20日前後であった．産卵から羽化まで40～ 50日くら
いかかるのだろう．北海道では，もう少し長いかもしれ
ない．9月の下旬に多数の終令幼虫が見つかっているこ
とから産卵は8月上旬頃であろうか．その頃に大量の母
蛾が産卵したのではないか．名越が8月9日に破損した
1♂を採集している．これが，そのときの世代の蛾であ
ろう．宮田は阿部俊久氏の観察として1♀が123卵，他
の♀が227卵を産んだと推定される例を紹介している．
１♀の産卵数を200個と仮定し，この1割が終令幼虫に
なったとして計算すると1♀からは20頭の終令幼虫が

Figs 3-5. Eligma narcissus narcissus (Cramer). 3. Final instar larvae. 4. Final instar building cocoon. 5. Cocoon. Fig. 6. 
Emerged parasitic wasp from a pupa of E. n. narcissus. 
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発生することになる．私達が確認した幼虫と繭の総数は
1,600近くだが，実際には少なくとも2,000はいたものと
考えている．2,000 (終令幼虫の数 ) ÷20 (1頭の母蛾か
ら発生する終令幼虫の数 ) ＝100 (母蛾の数 )  100頭の♀
が産卵したこととなる .これは，最低の数字であって先
の仮定のように20万頭の終令幼虫が発生したとする場
合は母蛾の数は1万頭 (200,000÷20=10,000) と計算さ
れる．低く見積もった2万頭の幼虫の場合でも母蛾の数
は1,000頭となる．これらが一斉に渡島半島から札幌に
かけて飛来したと考えることもできるが，6月頃にある
程度の数が飛来して産卵，8月頃に羽化して数を増した
蛾が分散して産卵し今回の大発生になったと考えるのが
合理的ではないだろうか．近接したシンジュの木や林の
それぞれに発生が見られることが，渡島半島での2度の
発生を示唆しているように思われる .
シンジュキノカワガは今年，日本の他の地域でも発生

したのであろうか．全国の状況，特に東北地方の様子が
わかると今回の北海道での大量発生について，より詳し
く考察できることと思う．

おわりに
原産地と推定される中国での越冬態は，はっきりとは

確認されていないようだ．日本では越冬できないと考え
られている．筆者らは野外に一部の繭を採集しないで残
してある．この蛹が寒い北海道の冬を越しても生きてい
るのだろうか．もし成虫あるいは卵か幼虫で越冬できた
場合シンジュの若葉が育つころに若齢幼虫を発見できる
だろうか．いずれも可能性は，ほとんど無さそうだが来
年の春に確かめたい．
筆者ら3人は，函館中部高校生物部で蛾を採集してい

た頃，1966年に函館市で採集された標本を発表当時に
大村信一氏から見せていただき，この蛾の美しさと珍し
さに魅せられた．いつかまた発生することを期待して毎
年のように幼虫や繭を探し続けていた．今回の発見で長
年の夢が叶ったことになるが，この美しい蛾の調査を今
後も継続していきたい .

引用文献
亀田満，2002．北海道南部のヤガ科8種．誘蛾燈 167: 

16-18.
宮田彬，1986．日本の昆虫4シンジュキノカワガ．文一

総合出版，東京．
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ミレクビグロクチバ，ネジロフトクチバの記録．
Coenonympha 20: 395.

杉繁郎，1962．日本におけるシンジュキノカワガの発生
記録．蛾類通信 28: 147-150.

杉繁郎，1992．紹介　東シナ海上でシンジュキノカワガ．
蛾類通信 168: 318.

Summary  Eligma narcissus has been sporadically recorded 
in Japan, and it is supposed that it cannot settle in Japan 
because the winter is too cold for it to get over. Their 
records are very rare in Hokkaido, the northernmost island 
of Japan. The host plant is Ailanthus altissima. Ailanthus 
altissima was imported to Japan in the Meiji era. In 
Hokkaido, they were planted in streets, parks and schools. 
We observed an immense number of the larvae and cocoons 
on Ailanthus altissima trees at forty-five places in Hokkaido 
in September and October, 2015. We could not spot the 
trees in forests nor in other towns than where we could find 
the larvae. The detected places are marked in Fig. 2, and 
the place number is indicated in the first line of the Table. 
1. The numbers of the found cocoons are indicated in the 
8th line, the larvae in the 9th line and the date 4th line. 
The larvae were almost in their last instar. The cocoons 
are fixed under the base of the branches or the under side 
of the slope of the trunks. On making cocoon, the larva 
first attaches a floor to the trunk, then, makes wing-like 
structures to the both sides, spending twelve hours. Then 
spending an hour, the larva stitches the both side wings to 
make the walls. The larva nibbles the surroundings, bark of 
the trunk or Styrofoam if in the case, to weave them in the 
threads. It makes a camouflage cocoon or a beautiful white 
cocoon in this instance. The pupa, when stimulated, scrapes 
its caudal portion to the protruding lines in the cocoon to 
make a sound. The imagoes emerge after about 20 days 
from the time of making cocoons in the rearing room. We 
presume that the first adults came to Hokkaido in June, the 
first generation emerged in August, they spread and laid 
eggs of the second generation that we detected.
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日本では大蛾類の蛾類相はほぼ解明され，新種や新記
録種がでることは南西諸島をのぞいて少ない．しかし生
態となると一気に情報が不足し，一部の害虫やヤママユ，
スズメガ類などの大型種をのぞくと，極めて乏しいのが
実状である．基本情報である寄主植物についても，野外
での記録はもちろん，採卵による飼育で確かめられてい
ない種も多い．生息地の探索や種の保全においても，寄
主植物や生息環境の情報は不可欠なものであり，その蓄
積は重要である．
ここでは，この数年取り組んできた強制採卵による冬

ヤガ類の飼育および野外での観察で明らかになった，幼
虫の利用する植物について報告する．

Psaphidinae　モクメキリガ亜科　
タカセモクメキリガ　
Brachionycha sajana albicilia Sugi, 1970 (Figs 1-3) 
飼育植物：カラマツ (マツ科 ) 
母蛾：長野県飯田市上村程野お池，15.IV.2012；長野県
飯田市上村程野八平，29.III.2014

2012年に1♀，2014年に2♀を得て採卵を試みた．卵
は下に敷いたキッチンペーパーにまばらに産付されたが
数はわずかで，1個体の♀から得られた卵数はどれも10
卵未満であった．

2012年の飼育では，寄主植物は広葉樹と推定し，孵
化幼虫にエドヒガン，クヌギ，シナノキ，シラカバ，ヤ
ナギ類などを与えたがまったく食いつかなかった．その
後試しに与えてみたカラマツに2個体が食いついき順調
に成長したが，3齢および4齢で死亡した．2014年の飼
育では最初からカラマツを与えた．孵化幼虫は展開しは
じめたカラマツの葉の中に潜るようにして摂食した．1
個体が終齢幼虫まで生育し蛹化のために土中に潜った
が，羽化はしなかった．
本種の日本での分布は中部山岳地域に限られ，カラ

マツの自生する地域と重なっている．しかし採集地点は
かならずしもカラマツ自生地ではなく，植林されたカラ
マツ林周辺で多くの個体が得られていることから，カラ
マツ植林地の拡大とともに生息域を拡大したと推察され
る．

1齢幼虫の体色は緑色，刺毛基部の黒班がややめだつ．

頭部は黒色で背楯にも黒班を持つ．中齢になると頭部は
つやのある黒色で，白色の背線，亜背線，気門線，基線
が目立ち，針葉樹食らしいストライプ模様となる．刺毛
の基部には白斑を表す．終齢になると頭部は緑色になる．
気門は黒色．

Xyleninae　キリガ亜科　
ナカオビキリガ 
Dryobotodes intermissa (Butler, 1886) (Fig.4) 
飼育植物：クヌギ (ブナ科 ) 
母蛾：兵庫県神戸市須磨鉢伏山，29.XI.2012
幼虫は，野外でアラカシから得られている (船越 , 

2014)．秋に強制採卵で得た卵を紙袋に入れ，屋根のあ
る野外において越冬させた．孵化幼虫は与えたクヌギ，
アラカシ，コナラに食いつき，その後はクヌギを与えて
終齢まで順調に生育し，10月下旬に新成虫が羽化した．
野外では各種ブナ科を利用しているものと考えられる．
船越 (2014) が図示している幼虫は，体色は灰色がかっ

た黒色であるが，今回飼育した個体は明るい茶褐色で
あったことから，体色には変異があると思われる．頭部
は茶褐色で斑紋がほとんどない点は，船越 (2014) の図
と一致する．

ホソバオビキリガ
Dryobotodes angusta Sugi, 1980 (Figs 5-6) 
飼育植物：クヌギ (以上ブナ科 ) 
母蛾：兵庫県神戸市須磨鉢伏山，29.XI.2011
卵は，母蛾と共に容器に入れたアラカシやエドヒガン

の冬芽の周囲や枝上に産み付けられた．得られた卵は紙
袋に入れ，屋根のある野外において越冬させた．孵化幼
虫は与えたクヌギ，アラカシ，コナラに食いつき，その
後はクヌギを与えて終齢まで順調に生育し，10月下旬
に新成虫が羽化した．
幼虫は兵庫県の山下雅司氏によって，野外でウバメガ

シ (ブナ科 ) から採集されており，氏のブログで公表さ
れている． (いもむしうんちは雨の音：http://blog.zaq.
ne.jp/insect/article/409/) この幼虫は2011年5月8日に成
熟した状態で採集され，摂食せずに蛹化し，2011年11
月6日に新成虫が羽化している．

冬ヤガ類 (モクメキリガ亜科，キリガ亜科，ヨトウガ亜科 ) 幼虫の寄主植物について
四　方　圭一郎
395-0034　長野県飯田市追手町 2-655-7  飯田市美術博物館自然分野
Host plants for larvae of the winter noctuid moths (Psaphidinae, Xyleninae, Hadeninae) in Japan 
Kei-ichiro Shikata
Japan Heterocerists’ J.  276: 18-22.  December 2015.
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Figs 1-3. Brachionycha sajana albicilia Sugi. 1. First instar larva. 2. Middle instar larva. 3. Mature larva. Fig. 4. Mature 
larva of Dryobotodes intermissa (Butler). Figs 5-6. Dryobotodes angusta Sugi. 5. Mature larva. 6. Emerged adult. Figs 7-8. 
Lithophane nagaii Sugi. 7. Middle instar larva. 8. Mature larva.
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本種の分布は非常に限られているが，既存の記録地点
をみてみるとウバメガシの分布とよく一致する．ウバメ
ガシの自生する一部の産地では個体数も多いことから，
野外での主要な寄主植物の一つはウバメガシであると考
えられる．一方でウバメガシが自生しない東北，北海道
などからも記録があり，北海道ではカシワ林で得られて
いる (岸田・川原，1990)．このことから，カシワなど
他のブナ科植物も利用していると思われる．
幼虫はナカオビキリガとよく似ているが，終齢を比較

すると本種は体色が黒褐色で，ナカオビキリガより黒み
が強く，頭部には網目状の黒班がある．

カタハリキリガLithophane rosinae (Püngeler, 1906) 
本種の寄主植物として，飼育下ではサクラ類，クヌギ，

エノキ，カキが報告されており (山本，1987)，野外で
はオオバヤナギとコゴメヤナギが記録されている (西
尾，2004)．
野外において新たに2種の植物で，樹幹および葉上に

静止する終齢幼虫を観察した．
トチノキ (ムクロジ科 ) ：長野県喬木村小川，28.V.2012；
長野県飯田市千代野池，25.V.2015．
トウカエデ (ムクロジ科 ) ：長野県天龍村為栗，
15.V.2015．

コケイロホソキリガ
Lithophane nagaii Sugi, 1958 (Figs 7-8) 
飼育植物：ナツツバキ，ヒメシャラ (以上ツバキ科 ) 
母蛾：山梨県甲州市大和町木賊，5.IV.2013，門田渉氏
採集・採卵・飼育
門田氏より提供された卵から孵化した幼虫に，クヌギ，

エドヒガンを与えたが食いつかず飼育に失敗した．門田
氏もいろいろ試された結果，ナツツバキとヒメシャラに
食いつき成長したということで，幼虫を分けていただい
た．当方でもナツツバキをよく摂食し蛹化のために土中
に潜ったが，羽化には至らなかった．
本種の寄主植物はナツツバキ属に限定される可能性が

あり，やや局所的な産出状況は寄主植物の分布に制限さ
れていると考えられる．
幼虫は透明感のある黄緑色で，頭部は中齢までクリー

ム色．縦線は白色の点線で表され，刺毛基部の白斑が目
立つ．終齢では頭部が黄緑色になり，白斑はあまり目立
たなくなる．

ヨスジキリガ
Eupsilia strigifera Butler, 1879 (Figs 9-10) 
飼育植物：クヌギ (ブナ科 ) 

母蛾：長野県飯田市上村程野お池，15.IV.2012
孵化幼虫にクヌギを与え飼育したところ，順調に生育

した．蛹化のために土中に潜ったが，羽化には至らなかっ
た．
終齢幼虫は茶褐色で頭部は明るい橙色．背線，亜背線，

気門線の白線は細いが明瞭である．刺毛の基部は黒色で
その周囲は白い環で縁取られる．

ツチイロキリガ
Agrochola vulpecula (Lederer, 1853) (Figs 11-12) 
飼育植物：シナノキ (アオイ科 ) 
母蛾：岐阜県高山市野麦峠，3-4.X.2010
卵は，母蛾と一緒に入れた木の枝とティッシュペー

パーの間や，ティッシュペーパーの隙間に卵塊状に産
卵された．卵は紙袋に入れ，屋根のある野外において
越冬させた．孵化幼虫に海外で報告されていたトネリコ 
(Kononenko, 2003：Park, et al., 2006) を与えたがまった
く食べず，バラ科やヤナギ科，カバノキ科，アオイ科な
どの植物を与えたところ，幼虫の一部がシナノキに食い
ついた．その後はシナノキのみを与え飼育し1個体が終
齢まで成長したが，蛹化せずに死亡した．
シナノキでの生育はあまり芳しくなく，飼育方法に問

題があった可能性があるほか，野外では別の植物を利用
している可能性も考えられる．
亜終齢までは青味を帯びた緑色で頭部も黄緑色である

が，終齢では明るい茶褐色になり，頭部も茶色．背楯は
黒褐色で，背面に暗色を帯びた斑紋が並ぶ．

Hadeninae　ヨトウガ亜科　
ヒゴキリガOrthosia yoshizakii Sugi & Ohtsuka, 1984 (Figs 
13-16) 
飼育植物：エドヒガン (バラ科 ) 
母蛾：熊本県山都町内大臣，29-31.III.2013，岡本正巳
氏採集・採卵
岡本氏が採卵された卵を譲り受け飼育した．孵化幼虫

はエドヒガンに食いつき順調に成長した．その後土中で
蛹化して，翌年3月中旬に成虫が羽化した．幼虫は造巣
性がみられ，野外でも葉をつづって中にひそんでいるも
のと思われる．
本種の分布は著しく局所的であるが，幼虫はエドヒガ

ンをよく摂食し，羽化した成虫のサイズも野外産と遜色
なかったことから，分布を規定している原因は寄主植物
以外のものであると考えられる．
中齢幼虫は青味を帯びた緑色で，頭部は黒色，縦線は

細いが白くよく目立つ．刺毛基部の黒点がやや目立つ．
終齢では縦線や黒点が目立たなくなり，頭部は褐色とな
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Figs 9-10. Mature larva of Eupsilia strigifera Butler. Figs 11-12. Agrochola vulpecula (Lederer). 11. Middle instar larva. 12. 
Mature larva, dorsal view (upper) and lateral view (under). Figs 13-16. Orthosia yoshizakii Sugi & Ohtsuka. 13. First instar 
larvae. 14. Middle instar larva. 15. Mature larva. 16. Emerged adult.
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る．

アカバキリガOrthosia carnipennis (Butler, 1878) 
山本 (1987) では，サクラ類，クヌギ，カシワ，コナラ，

エノキなど広く広葉樹を食すことが報告されている．野
外で既知の寄主植物や栽培種を含め，7科16種の植物で
幼虫を観察した． 
サンザシ，サクラ類， (以上バラ科 )，オオバボダイジュ 
(アオイ科 )，エノキ (アサ科 )，シラカバ (カバノキ科 )，
長野県高森町山吹，8.VI.2014．
オニグルミ (クルミ科 )，コナラ (ブナ科 )，長野県喬木
村富田，12.VI.2014．
ウワミズザクラ，アメリカザイフリボク，サトザクラ (以
上バラ科 )，イイギリ (イイギリ科 )，バッコヤナギ (ヤ
ナギ科 )，アサダ (カバノキ科 )，シナサワグルミ (クル
ミ科 )，フモトミズナラ (ブナ科 )，セイヨウボダイジュ 
(アオイ科 ) 長野県飯田市下久堅，13.VI.2014．
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Summary  I got the eggs from the female of some winter 
noctuid moths from 2012 to 2014. I reared the hatched 
larvae, and following new host plants are found;
Brachionycha sajana albicilia Sugi, 1970; Larix kaempferi 

(adult not emerged).
Dryobotodes intermissa (Butler, 1886); Quercus acutissima 

(an adult emerged).
Dryobotodes angusta Sugi, 1980; Quercus acutissima 

(emerged adult), Quercus phillyreoides (got on the filed 
by Mr. Masashi Yamashita, an adult emerged).

Lithophane nagaii Sugi, 1958; Stewartia pseudocamellia, 
Stewartia monadelpha (adult not emerged).

Eupsilia strigifera Butler, 1879; Quercus acutissima (adult  
not emerged).

Agrochola vulpecula (Lederer, 1853); Tilia japonica (adult  
not emerged).

Orthosia yoshizakii Sugi & Ohtsuka, 1984; Cerasus 
spachiana (an adult emerged).

抄録／ New Paper
クチブサガ科Phrealcia属の分類学的研究
Sohn. J.-C., 2015. A taxonomic review of the genus 
Phrealcia Chrétien, 1900 with description of a new species 
from Korea (Lepidoptera: Ypsolophidae). SHILAP Revta. 
lepid. 43 (171): 425-437.

クチブサガ科に含まれる小属Phrealciaおよびその近
縁種を再検討し，韓国から新種P. (Phrealcia) pumbaを
記載するとともに，P. (P.) ussuriensis (Rebel, 1901) の

lectotypeを指定した．また，近縁属であるRhabdocosma 
Meyrick, 1935をPhrealciaの亜属とした．ムラサキク
チブサガの学名はPhrealcia (Rhabdocosma) aglaophanes 
(Meyrick) となる．最近，Sohnが日本から記載したR. 
nematopogonites (Sohn, 2014, Entomol. Sci. 17) はPhrealcia

亜属に移され Phrealcia (Phrealcia) nematopogonites (Sohn) 
となった．この結果，現在の所Rhabdocosma亜属はムラ
サキクチブサガ一種からなる．

神保宇嗣／ U. Jinbo
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紹介／ New Book
日本産カザリバ属の総説
Kuroko, H., 2015. The Genus Cosmopterix (Lepidoptera, 
Cosmopterigidae). The Insects of Japan 5, 162 pp. Touka-
Shobo, Fukuoka.

著者が「小さな宝石」と称したことのある小蛾類カザ
リバ属Cosmoterixの日本産種を取りまとめた本書は，著
者の半世紀にわたる本属研究の集大成である．日本から
はこれまでに23種が知られていたが，本書により25新
種を含む26種が追加され，日本産の種数は49種となっ
た．これら全種の記載のほか，検索表，生態の紹介や系
統関係の推定などからなり，図版は前翅斑紋，翅脈，交
尾器，幼生期の形態の線画が42ページ，潜孔の写真が4
ページ，成虫のカラー写真6ページの計52ページにわた
る．本書は，日本昆虫学会が刊行しているモノグラフシ
リーズ「日本の昆虫 (The Insects of Japan) 」の5巻とし
て出版されたが，本シリーズで鱗翅類が扱われるのはは
じめてである．販売価格は7,000円．出版元の櫂歌書房
への注文，および専門書店で購入できる．
下記に本書掲載種の一覧を示す． 

The panopla species group
1. C. iridimaculata Kuroko, 2015 ニジモンカザリバ (新種 ) 
奥 (2003，岩手県の小蛾類 , 岩手蟲乃會會報 特別号 2) で 
Cosmopterix sp. 4 仮称クロカザリバとされた種．
2. C. zieglerella (Hübner, [1810]) カラムシカザリバ

The schmidiella species group
3. C. schmidiella Frey, 1856 マメカザリバ
4. C. desmodiella Kuroko, 2015 
ヌスビトハギカザリバ (新種 ) 
5. C. dumasiae Kuroko, 2015 
ノササゲカザリバ (新種 ) 
6. C. oshimana Kuroko, 2015 
オオシマカザリバ (新種 ) 

The phyladelphella species group
7. C. splendens Sinev, 1985 ウツギカザリバモドキ
8. C. phyladelphella Sinev, 1985 ウツギカザリバ
9. C. argentitegulella Sinev, 1985 シラホネカザリバ

The plectranthella species group
10. C. moslae Kuroko, 2015 
ヒメジソカザリバ (新種 ) 
11. C. plectranthella Kuroko, 2015 
アキチョウジカザリバ (新種 ) 

12. C. glechomae Kuroko, 2015 
カキドウシカザリバ (新種 ) 
13. C. orichalcea Stainton, 1861 ドルリーカザリバ

The cotyphaea species group
14. C. flavidella Kuroko, 2011 ウスキモンカザリバ (ウス
キカザリバ ) 原記載 (Kuroko, 2011, Lepid. Sci. 62) で和名
ウスキカザリバが与えられているが，日本産蛾類標準図
鑑以降はウスキモンカザリバが用いられている．
15. C. laetificoides Sinev, 1993 
オオウスオビカザリバ
16. C. gracilis Sinev, 1985 トダシバカザリバ
17. C. dulcivora Meyrick, 1919 
ススキキオビカザリバ
18. C. lienigiella Lienig & Zeller ,1846 
ヨシウスオビカザリバ
19. C. scribaiella Zeller, 1850 ヨシカザリバ (日本産は亜
種 japonica Kuroko, 1960) 
20. C. tateshinensis Kuroko, 2015 
タテシナカザリバ (新種 ) 
21. C. setariella Sinev, 1985 ヒメカザリバ
22. C. azusensis Kuroko, 2015 
アズサカザリバ (新種 ) 
23. C. feminae Kuroko, 2015 
メヒシバカザリバ (新種 ) 

The licnura species group
24. C. lophatherella Kuroko, 2015 
ササクサカザリバ (新種 ) 
25. C. sapporensis (Matsumura, 1931) 
サッポロカザリバ
26. C. fulminella Stringer, 1930 カザリバ
27. C. oplismeniella Kuroko, 2015 
チジミザサカザリバ (新種 ) 
28. C. tenuistriata Kuroko, 2015 
ホソスジカザリバ (新種 ) 
29. C. yasudai Kuroko, 2015 ヤスダカザリバ (新種 ) 
30. C. bromella Kuroko, 2015 
キツネガヤカザリバ (新種 ) 

The attenuatella species group
31. C. attenuatella (Walker, 1864) ホソカザリバ
32. C. ryukyuensis Kuroko, 2015 
リュウキュウカザリバ (新種 ) 

The catharacma species group
33. C. margaritae Kuroko, 2011 シンジュカザリバ
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34. C. xuthogastra Kuroko, 2015 
マガリカザリバ (新種 ) 

The rhyncognathosella species group
35. C. microstegiella Kuroko, 2015 
ササガヤカザリバ (新種 ) 
36. C. miscanthella Kuroko, 2015 
カリヤスモドキカザリバ (新種 ) 
37. C. rhyncognathosella Sinev, 1985 コカザリバ
38. C. flavoguttella Kuroko, 2015 
キオビカザリバ (新種 ) 
39. C. infuscata Kuroko, 2015 
ウスグロカザリバ (新種 ) 

The hikosanensis species group
40. C. hikosanensis Kuroko, 2015 
ヒコサンカザリバ (新種 ) 

41. C. okinoerabensis Kuroko, 2015 
オキノエラブカザリバ (新種 ) 
42. C. azumai Kuroko, 2015 アズマカザリバ (新種 ) 
43. C. angoonae Kuroko, 1987 アングーンカザリバ
44. C. manoi Kuroko, 2015 マノカザリバ (新種 ) 
45. C. asymmetrella Sinev, 1993 
アブラススキカザリバ
46. C. infundibulella Sinev, 1988 
ナガススキカザリバ
ナガカザリバと呼ばれていたが日本産蛾類標準図鑑で改
称されている．
47. C. miscanthis Kuroko, 2015 
ススキカザリバ (新種 ) 
48. C. victor Stringer, 1930 ウスイロカザリバ
49. C. phyllostachyseas Kuroko, 1975 
マダケカザリバ

神保宇嗣／ U. Jinbo
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