
Sebastosema bubonaria Warren カバシタ
ムクゲエダシャクはWarren  (1896) によっ
て新属新種として記載された．データは
“Japan”とあるのみで，その後日本におい
て58年間採集されることがなかった．日
本におけるカバシタムクゲエダシャクの
採集記録については度々発表されている
が，井上 (1992) によれば大英自然史博物
館に所蔵されている4♂を除くと，6♂し
か採集されていない．その内訳は新潟県
関屋浜 (4♂ )，秋田県大平山 (1♂ )，栃木
県宇都宮市 (1♂ ) である．
本種の日本における再発見の糸口と

なったのは，よく知られているように
1954年 (昭和29年 ) に佐藤力夫博士 (当時
中学3年 ) が友人の斉藤敏彦氏と新潟市内
の学校浜から関屋浜の砂防林地帯で早春
の蝶を採集していた時のことである．佐
藤 (1967) によれば「その日 (3月23日 ) も
私達は学校浜から関屋浜にかけてモンシ
ロチョウや越冬後のタテハチョウを追っ
ていた．そして学校浜の砂防林のうちちょっと開けた所
で，すばしこく飛びまわっているセセリチョウのような
ものをネットに収めた」とある．この1♂ (23. Ⅲ . 1954) 
は佐藤博士から野平安芸雄博士に送られ，野平 (1957) 
によって「越後で発見された珍奇な尺蛾エチゴエダシャ
ク (新称 ) について」として発表された．このエチゴエ

ダシャクの名は井上 (1956) により「日本産蝶蛾総目録 3」
にカバシタムクゲエダシャクの和名で収録されており，
それ以降この名が使われることになった．その後の♂の
採集記録としては岡野 (1957) によって佐々木行雄氏が
発表の3-4年前に秋田県大平山で得た標本 (データ不明 ) 
に基づいて記録されたものがある．しかしこの標本は岩
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Figs 1-4. Sebastosema bubonaria Warren　カバシタムクゲエダシャク .　
1. ♂，Upperside. 2. ♂，Underside.　3. ♀，H. Nakajima leg. 4. ♀，Y. 
Sakamoto leg. 
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手大学の生物学教室に保存されている可能性はあるが，
実在は確認されていない．さらに関口 (1965) は栃木県
宇都宮市鶴田町 (1♂，5. Ⅴ . 1963) で得られた個体を記
録した．この♂は水田と畑との境界の農道で，道端に自
生するイネ科の植物の葉上に静止していたという．♂に
ついてはこの記録以降現在に至るまで53年間採集記録
はなかった．
そして交尾ペア等によって本種の♀として証明された

個体は得られていないが，他のフユシャクの雌雄の対応
関係が判明してきた結果，消去法によって本種の♀と思
われる個体が報告されている．図示されたものとしては
次のものがある．
東京都小金井市　1♀，21. Ⅲ . 1958 (矢島，1961)； 1

♀， 9. Ⅳ . 1958 (矢島，1993)． 
埼玉県浦和市田島ケ原　1♀，21. Ⅲ . 1963 (矢野，

1992) 標本中島所蔵．
栃木県宇都宮市鶴田町　1♀， 4. Ⅳ . 1963 (関口，

1965)． 
群馬県沼田市向陽山　1♀，13. Ⅲ . 1968 (武井，1970)．
上記の2♀は井上所蔵 (現在は大英自然史博物館コレ

クション )．
栃木県宇都宮市柳田町　1♀，4. Ⅳ . 1987 (中島，

1991)　標本中島所蔵．
中島 (1991) の発表時「3. IV.」 とあるのは上記の間違

いなので訂正する．
なお井上 (1982) の蛾類大図鑑に図示された♀は沼田

産のものと思われる．♀と推定された個体についても，
中島 (1991) 以来29年間記録がなかった．
著者らは長年本種の探索を行ってきたが，なかなか手

懸りが得られなかった．中島は1987年からフチグロト
ゲエダシャクの採集とともに，宇都宮市鶴田町，柳田町，
下岡本町での探索を始め，1988年から新潟県関屋浜～

神林村塩谷～村上市瀬波温泉～山北町府屋さらに山形県
温海町あつみ温泉～酒田市最上川土手の日本海側の海岸
線の砂防林を中心に1995年まで毎年宇都宮市周辺とと
もに新潟県～山形県～秋田県での年1-2回の探索を続け
た．その中で1987年に宇都宮柳田町の鬼怒川の土手で
30cm位の Quercus (コナラ ) の幼木で産卵中の本種と思
われる♀を採集した (中島 , 1991)．その後同地を何度も
訪れたが本種の手懸りは得られなかった．
そんな状況の中，2016年に矢野の提案で中島が1987

年に♀を採集した場所を探索することになった．本種は
昼飛性で快晴でなければ飛翔しないので，天候を見なが
ら3月17日に合流して現地に向かった．途中鶴田町を見
て鬼怒川の土手に午前10時ころ到着し，♀の採集場所
を確認した後，土手を上流に向かって歩きはじめた．そ
して 探索をはじめてすぐ，カバシタムクゲエダシャク
の♂が土手上空から舞い降り，土手の斜面にまとわりつ
き，すぐ上空めがけて飛び上がった．矢野は反射的にネッ
トを振り，それを採集した．その後もカバシタムクゲエ
ダシャクの♂を数頭目撃したが，いずれもニセアカシア
等の樹木の梢をきわめて速く飛び回り，時折急降下・急
上昇をしていた．その飛び方は，同所に生息しているフ
チグロトゲエダシャクとは比較にならない位速いもので
あった．
当日は快晴で軽風，採集時の現地の気温は 15.5℃で

あった．昼頃鬼怒川上流で探索していた小林秀紀氏が合
流した時点で気温は20℃になっていたが，既に♂の活
動時間は終わっていた．
翌18日，中島は同地を訪れたが，現地に着いた時に

は新津修平，阪本優介，飯森政宏の同好の各氏が来てお
り，その後小林信之氏も加わり，昨日の♂の採集地点周
辺での探索を行った．この日も快晴で計十数頭の♂の飛
翔を複数回目撃したが採集には至らなかった．11時頃
には♂の飛翔はほとんど見られなくなった．中島は♂の
採集の可能性が低くなったので，河川側の土手下の林縁
を探索していた所，ニセアカシアの樹幹で産卵中の本種
の♀と思われる個体を発見した．同行者らと撮影した後
周辺を探索するとともに，柳田緑地に隣接する雑木林に
向かい，そこで阪本によりネムノキに産卵中の♀が採集
された．
♂の飛翔はフチグロトゲエダシャクに比べてやや早く

始まり，気象条件が良い時は午前9時頃から飛翔が見ら
れた．しかし午前11時頃には飛翔は止まり，活動時間
はかなり短い印象を受けた．

Fig. 5. Habitat of Sebastosema bubonaria Warren (Shimo-
okamoto-cho, Tochigi Pref.).
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〈データ〉
Sebastosema bubonaria Warren カバシタムクゲエダシャク

1♂ (Figs 1, 2)  栃木県宇都宮市下岡本町 (Fig. 5)　17. 
Ⅲ . 2016. 矢野採集，標本中島保管．

1♀ (Fig. 3)  栃木県宇都宮市下岡本町　18. Ⅲ . 2016. 
標本中島所蔵．

1♀ (Fig. 4)  栃木県宇都宮市柳田町　18. Ⅲ . 2016.　
標本阪本所蔵．
上記の他3月20-22日 (中島・矢野 )，3月25-26日 (矢

野 )，3月29-30日，4月5日 (中 島 )，4月18日 (中 島 )，
4月22日 (中島 )，5月2日 (中島 ) に調査を行ったが，♂
については採集確認できなかった．
なお，産卵中の♀から得た卵と飼育記録等については

別の機会に報告したいと思っている．
最後に♀の採集データ及び標本写真を提供頂くととも

に発表を許された阪本優介氏に深謝する．そして採集に
際して現地でいろいろ助けて頂いた新津修平，飯森政宏，
小林信之，小林秀紀，染谷保の各氏及び標本写真を撮影
頂いた矢崎克己氏にお礼申し上げる． 
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矢野重明 , 1992.　カバシタムクゲエダシャクと思われる
雌の採集記録．蛾類通信 167: 300.

Summary  At length, we have collected a male of 
Sebastosema bubonaria after 53 years interval, and two 
females after 29 years interval. The place is where the 
last female was collected, the bank of the Kinu River, 
Tochigi Pref. The day was very fine, with a gentle wind 
and rather warm for March there, 15.5℃. At the time 
10 a.m., the male was suddenly dancing down from 
the sky and flying around closely to the slope of the 
bank, then hopping up to the sky, when Yano reacted 
to swing his net, the male was caught. After that we 
saw a few males flying very rapidly above the tree, 
sometimes dropping and hopping. At eleven o’clock, 
they almost finished their flight. The next day was the 
same fine weather, and we and other four collectors 
could watch tens of males rapidly flying, too fast to 
catch them. After the flight time was over, we searched 
females and we could find two females on the trunks 
of trees. The females laid eggs and we will report the 
observation of the rearing course in next time.

抄録／ New Paper
コウモリのグアノを食べる鱗翅類
那須義次・枝恵太郎・富沢　章・佐藤顕義・勝田節子 , 
2016. コウモリのグアノを摂食するチョウ目昆虫の日本
からの発見 . 昆蟲 (ニューシリーズ ) 19: 77–85.

コウモリのグアノとは，洞穴内のコウモリのねぐら
の下に堆積した糞のことである．本論文は，日本におい
てコウモリのグアノにつく鱗翅類を調査した初めての報
告である．静岡県のユビナガコウモリとキクガシラコウ
モリ，埼玉県のヒナコウモリとヤマコウモリ，石川県の

キクガシラコウモリのねぐらを調べ，ヒロズコガ科3種 
(アトウスキヒロズコガ Monopis crocicapitella (Clemens, 
1859)，スカシトビイロヒロズコガ Crypsithyrodes 
concolorella (Walker, 1863) ，ウスグロイガ ) とメイガ科
1種 (カシノシマメイガ ) を確認した．アトウスキヒロ
ズコガは越野 (2001, 蛾類通信 214) で未同定種として日
本から記録されたもので，今回学名が決定した．スカシ
トビイロヒロズコガは日本新記録である．本調査では海
外で知られているようなグアノ食に特化した種は見つか
らなかったが，今後の調査の進展が期待される．

神保宇嗣 / U. Jinbo
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北海道在住の亀田満氏から，シャクガ科ヒメシャク亜
科のScopulaに属する1♀の標本が著者に送られてきた．
交尾器はすでに解剖され，プレパラートになっていたが，
その形態は非常に変わっており，日本産に該当種がない
ことは一見して分かり，また，国外の周辺地域にも近縁
種はなかった．
この標本は石灰岩のカルスト台地として知られる山口

県秋吉台で，木下總一郎氏によって採集された個体であ
る．標本を精査した結果，未知のScopulaに属する種だ
ということは分かったが，これまでに本種の追加個体が
1頭も得られていないうえ，本種に該当すると思われる
♂個体も得られていない．このため発表を躊躇していた
が，むやみに時間だけが経過することも望ましくないと
思い，新種として記載し発表することとした．
本報にあたり，標本をご恵与くださった亀田満氏 (北

海道 )，採集地や採集状況等について情報を提供いただ
いた木下總一郎氏 (大阪府 )，原稿をご校閲いただいた
佐藤力夫氏 (新潟県 ) に心からお礼申し上げる．

Scopula akiyoshiana sp. n. (Figs 1-2) 
アキヨシヒメシャク (新称 ) 
♀．開張19.5mm．顔面は黄褐色．触角は糸状．脚は

特に毛束等の発達はない．前後翅とも地色は淡黄褐色．
前後翅には横脈点を欠くように見えるが黒褐色の小さな
横脈点が認められる．特に前翅のものは極めて小さく，
周辺には黄褐色斑がみられる．前後翅ともに黄褐色の中
横線は不明瞭，外横線は帯状に連なり，ともに内縁付近
で波状．縁毛は黄褐色．
日本産既知種ではS. modicaria (Leech) モントビヒメ

シャクにやや似るが，本種の方がより茶褐色味を帯び，

モントビヒメシャクの方がより黄色味を帯びる傾向にあ
る (金子，2011)．後翅外横線の内縁付近は本種ではや
や波打つが，モントビヒメシャクはより直線的．
♀交尾器 (Fig. 2)．Corpus bursaeの前方は膜状で多く

の骨片状の signaが散在し，それらに付属する針状物は
あまり発達しない．後方の右半面は強く骨化し，ductus 
bursae後方の骨化部に繋がる．

Holotype. ♀ (Fig. 1). 山口県美祢市秋吉台 (標高
200m)，24. viii. 2012 (木下總一郎採集 ) (Slide: TK1078). 
国立科学博物館所蔵．
分布．本州 (山口県 )．
生態．不明．1♀が8月に得られたのみ．雄の発見が

待たれる．

引用文献
金子岳夫，2011．ヒメシャク亜科．岸田泰則 (編 )，日
本産蛾類標準図鑑 1: 224-247. 学研教育出版，東京．

Summary A new species of the genus Scopula Schrank, 
1802, is described from Akiyoshidai-Plateau, Yamaguchi 
Prefecture, Japan. Holotype will be deposited in the 

山口県秋吉台からヒメシャク亜科の 1新種
金　子　岳　夫
440-0042　愛知県豊橋市栄町 144-3

A new species of the Sterrhinae (Geometridae) from Akiyoshidai-Plateau, Yamaguchi Prefecture, Japan
Takeo Kaneko
Japan Heterocerists’ J.  278: 68-69.  August 2016.

Fig. 1. Scopula akiyoshiana sp. n., ♀ , holotype. 

Fig. 2. Female genitalia of Scopula akiyoshiana sp. n., 
holotype.
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National Museum of Nature and Science, Tsukuba.
Scopula akiyoshiana sp. n. (Figs 1-2). Female. Wingspan 

19.5 mm. Frons yellowish brown. Antenna filiform. Both 
wings light yellow-brown with indistinct yellow-brown 
lines; fringe yellow-brown. Forewing: discal spot very 
little, dark brown. Hindwing: discal spot little, dark brown; 
postmedial line, broad, undulate near inner margin. Male 
unknown.

Female genitalia (Fig. 2). Corpus bursae membranous 
anteriorly, with many spicule-like and non spinulous signa; 
strongly sclerotized on right side posteriorly, connected 
with sclerotized part of ductus bursae.

Holotype. ♀ (Fig. 1). Akiyoshidai-Plateau, Mine-shi, 
Yamaguchi Pref., Japan, 24. August. 2012, S. Kinoshita leg. 
(Slide: TK1078).

This new species is similar to S. modicaria (Leech, 
1897), but differs from it as follows. Both wings are more 
brownish and the postmedial line on hindwing wavier near 
inner margin. Type locality, Akiyoshidai-Plateau is very 
famous place, which is composed of limestones. In this 
area grass field spreads out instead of forest. I wish the 
male moth will be found there in near future.

Distribution: Honshû, Yamaguchi Pref., Japan.
Biology: Unknown. 

Trichogyia circulifera (Hering) マルモ
ンイラガ (イラガ科Limacodidae) は石
垣島，西表島，台湾，中国，ネパール
に分布することが知られているが，幼
虫期や寄主植物については少なくとも
日本国内では知られていない (佐々木，
2013)．
筆者は西表島において，コンロンカ

Mussaenda parviflora Miquel (アカネ科
Rubiaceae) の葉を摂食しているイラガ
科終齢幼虫を観察した (Fig. 1)．幼虫を採集し，室内条
件下で飼育したところ，羽化した成虫はその形態から本
種であると同定された．本種は台湾においてもコンロ
ンカを摂食する幼虫の画像がインターネット上で掲載
されている (http://twmoth.tesri.gov.tw/peo/FBMothInfo.
aspx?PID=75423, アクセス日2016年4月25日 )．西表島
においても台湾と同様の寄主植物であったが，イラガ科
の幼虫は広食性であるため (大和田ら，2011)，他の植
物種も寄主として利用している可能性もある．
末筆ながら，本稿の校閲および成虫写真の撮影に協力

いただいた杉浦真治氏，寄主植物を同定してくださった
船本大智氏，幼虫の写真を撮影していただいた徳平拓朗
氏にお礼申し上げます．

Trichogyia circulifera (Hering) マルモンイラガ
1ex., 沖縄県八重山郡竹富町大富 , 10. iii. 2016, 幼虫採

集 , 14. iii. 2016, 蛹化，11. iv. 2016, 羽化 , 筆者標本保管

引用文献
大和田守・那須義次・寺本憲之 , 2011. マダラガ上科．
駒井古実・吉安 裕・那須義次・斉藤寿久 (編 ), 日本の
鱗翅類―系統と多様性 : 230-254. 東海大学出版会 , 秦
野市 .

佐々木明夫 , 2013. イラガ科 . 広渡俊哉・那須義次・坂巻
祥孝・岸田泰則 (編 ), 日本産標準蛾類図鑑 3: 318-325. 
学研教育出版 , 東京 .

Summary A limacodid larva was observed to feed on a 
leaf of Mussaenda parviflora Miquel (Rubiaceae) in the 
subtropical island Iriomotejima, southwestern Japan. It 
pupated and emerged under laboratory condition. The 
emerged adult was identified as Trichogyia circulifera 
(Hering). As far as I know, this is the first record of the 
larval stage and host plant of T. circulifera from Japan.

西表島におけるマルモンイラガの寄主植物
阪　上　洸　多
657-0013　兵庫県神戸市灘区六甲台町 1-1　神戸大学農学部昆虫多様性生態学研究室
A larval and host plant records of Trichogyia circulifera (Hering) (Limacodidae) from the subtropical island 
Iriomotejima, southwestern Japan
Kota Sakagami
Japan Heterocerists’ J. 278: 69.  August 2016.

Figs 1-2. Trichogyia circulifera (Hering). 1. Larva. 2. Emarged adult.

1 2



70

筆者は2006年秋 , 沖縄県国頭郡国頭村において，多く
のBastilla joviana (Stoll) ナタモンアシブトクチバととも
に同種の近縁種を1頭採集していた . その後10年が経過
してしまったが , この度 , 詳しく調べたところ , フィジー
から記載されたB. vitiensis (Butler) と同定されたので , こ
こに日本未記録種として報告するとともに , 翅表斑紋や
形態的特徴から和名ヒメナタモンアシブトクチバを提唱
したい .

Bastilla vitiensis (Butler, 1886) (Fig.1) 
ヒメナタモンアシブトクチバ (新称 ) 
Ophiusa vitiensis Butler, 1886: 414.
Parallelia prouti Hulstaert, 1924:115.
Parallelia cuneifascia Hulstaert, 1924:117.
Bastilla vitiensis: Holloway & Miller, 2003:121, figs 2, 16, 

30, 36.

1♀ , 沖縄県国頭郡国頭村与那 , 2006年11月18日 , 筆
者採集保管 .

前翅の色調，各横線等の基本的配置はナタモンアシブ
トクチバに類似するが，開張は38mmと幾分小さく，外
横線に内接する褐色帯 (鉈紋 ) の内側にある横帯は，ナ
タモンアシブトクチバでは巾広く後縁にかけて広がる傾
向があるのに対し，本種では巾狭く後縁にかけて広がら
ない．褐色帯 (鉈紋 ) 自体は，本種のほうがやや巾広い
印象を受けるが，両種ともかなり個体変異がある．本個
体の同定に際しては交尾器を検査しており，あわせて比
較のため以下の標本を用いた．

1♂1♀ , Jalan Ranau Crocker Range Saba MALAYSIA, 
2009年11月16日 , 筆者採集保管 .

1♂ , Puncak Palopo Sulawesi INDONESIA, 2010年4月
6日 , 中尾健一郎採集 .本種は，サモア，トンガ，フィジー，
バヌアツ，ニューカレドニアからソロモン諸島，スラウェ
シ島，ボルネオ島，ジャワ島，フィリピンなどから記録
があり，南太平洋の島嶼域に広く分布する．本種及びナ
タモンアシブトクチバは，Bastilla属の中で jovianaグルー
プとされ (Holloway & Miller, 2003)，南太平洋の島嶼域
からは，なおいくつかの近縁種が知られている．現状で
は日本における土着状況は定かではないが，今後も南西
諸島等で記録される可能性はあるものと思われる．

謝辞
報告にあたり，ご教示いただいた枝恵太郎氏，標本を

ご恵与いただいた中尾健一郎氏に感謝申し上げる．

引用文献
Butler, A.G., 1886. Description of 21 new genera and 

103 new species of Lepidoptera-Heterocera from the 
Australian Region. Trans. ent. Soc. Lond. 1886: 414-415.

Hulstaert, G., 1924. New Indo-Australian Noctuidae. Ann. 
Mag. nat. Hist. (9) 13:115,117.

Holloway, J.D. & S.E. Miller, 2003. The composition, 
generic placement and host-plant relationships of 
the joviana-group in the Parallelia generic complex 
(Lepidoptera: Noctuidae, Catocalinae). Invertebrate 
Systematics 17:111-128.

Holloway, J.D., 2005. The Moths of Borneo, volume 15-16. 
Noctuidae Catocalinae. 529pp. Kuala Lumpur, Southdene. 

Summary Bastilla vitiensis (Butler) was newly recorded 
from Okinawa-jima Is., Okinawa Prefecture, Japan (The 
locality and date: Okinawa Island, Kunigami Vill., Yona, 
18. XI. 2006). This species is widely distributed in Samoa, 
Tonga, Fiji, Vanuatu, New Caledonia, Solomon Is., 
Sulawesi, Borneo, Java and Philippines. Compared with B. 
joviana, B. vitiensis is smaller and the light brown median 
band is thinner and not widened toward the dorsum. It is 
not clear whether it is indigeous or migrant.

沖縄島で採集した日本未記録の Bastilla vitiensis (Butler) ヒメナタモンアシブトクチバ (新称 ) について
藤　平　　　暁 
261-0001　千葉県千葉市美浜区幸町 1-7-1-1427

Bastilla vitiensis (Butler) (Noctuidae, Catocalinae), new to Japan from Okinawa-jima Is., Okinawa Prefecture
Satoru Fujihira
Japan Heterocerists’ J.  278: 70.  August 2016.

Fig. 1. Bastilla vitiensis (Butler) ♀ (Yona, Kunigami-son, 
Okinawa-jima Is., Okinawa Prefecture).
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アブラナ科野菜の害虫として有名なコナガがキンレン
カ (別名ナスタチウム ) Tropaeolum majus (Tropaeolaceae) 
にも発生することは，土生ら (1995) によって報告され
ている．筆者も沖縄島でそのことを経験し，また，コナ
ガがキンレンカで発生することが広く知られていないよ
うに思われるので，今回報告したい．
枝恵太郎氏からご教示を受けるまで，筆者は土生ら 

(1995) の報告に気づかなかった．蛾類に関する文献，例
えば，山内・広渡 (2013)，安田 (2011)，Robinson et al. 
(2001) の食草目録にもノウゼンハレン科は記されていな
い．
大場 (2009) によると，この科は，フウチョウボク科，

フウチョウソウ科などと共に，アブラナ目に所属する．
貴重な文献をご提示いただいた枝氏に感謝申し上げ

る．蛾類の学名は山内・広渡 (2013) にしたがった．

Plutellidae　コナガ科
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)　コナガ

土生ら (1995) によると，1992年頃から東京都江戸川
区の施設栽培のキンレンカに小蛾の幼虫が発生すること
が気づかれており，1994年6月，アブラナ科野菜とハー
ブを栽培する施設における調査で，キンレンカに本種が
発生することが確認された．同文献によると，奥田 (1980) 
でキャベツ等のアブラナ科植物に芥子油成分が含まれて
いるようにキンレンカにも芥子油成分の一つであるベン
ジル芥子油が配糖体として存在することが述べられてい
るそうで，土生ら (1995) は，これによってコナガもキ
ンレンカに誘導されているのでは，と推察している．土
生ら (1995) は同一ケージ内にコナガ母蛾とコマツナと
キンレンカを入れる実験を行い，キンレンカ葉に産み付
けられた卵数はコマツナの1/11であり，キンレンカから
採集したコナガを使った実験でもやはりコマツナの方が
多かったという．キャベツなどの葉の表面をワックスブ
ルームが覆うことが知られているが，土生ら (1995) は
キンレンカもそうではないかと推察している．キンレン
カ，コマツナ，それぞれで卵から飼育した場合の比較で

は，キンレンカでの飼育の方が，平均発育日数が短く，
羽化成虫の乾燥重はキンレンカでの方が重い傾向があっ
たという．
さて，沖縄島でのことであるが，こちらではナスタチ

ウムという和名の方が通りやすいと思われるが，本報文
ではキンレンカに統一する．
沖縄島八重瀬町の筆者宅に生えているキンレンカは植

えられたのではないので，おそらく鳥によってどこかか
ら運ばれたのだろう．近所の地面にもそのようなキンレ
ンカがちらほら見える．とにかく野鳥が多いのである．
自宅のキンレンカにおける本種発生記録を調べると，

最初の記録は1999年で，それについていた幼虫の飼育
で，1999年4月10日本種羽化．

2002年2月3日自宅のキンレンカについていた幼虫が
飼育で，2月18日2頭本種羽化．

2009年3月7日キンレンカから幼虫採取，10日，うす
いメッシュ状の繭を作り，3月18日本種羽化．

Fig.1に，幼虫がついていたキンレンカ葉を示す．ほ
とんどは全層食痕である．一部の小さい食痕には表面の
かなり薄い膜が残されているが，ほぼ透明なので全層食
痕に見える．これは幼虫が若齢時につけた食痕である．
Fig. 2はキンレンカについていた幼虫の飼育中の終齢時
である．野外では葉裏にいる．Fig. 3はキンレンカにつ
いていた幼虫が作った繭である．Fig. 4は，上述1999年
4月10日羽化の開張12mmの標本である．
自宅のキンレンカにはモンシロチョウ幼虫も発生して

いた．ちなみにRobinson et al. (2001) の食草目録には，
モンシロチョウの食草としてキンレンカも記されている
ので，コナガの食草としてキンレンカが記されていない
のは意外である．

Webでキンレンカの開花時期を調べると，日本本土の
ことであろうが，6，7，9，10，11月となっている．と
ころが，自宅のキンレンカを見ていると，キンレンカは
毎年，寒い時期に自宅庭に現れるが，夏は葉も茎もみら
れない．植物に詳しい人に伺うと，沖縄では夏は種で過
ごし，12月に発芽するそうである．そういえば，沖縄
の野菜のピークは冬で，夏に葉野菜は出回らない．筆者

コナガは沖縄島でもキンレンカ (ノウゼンハレン科 ) に発生する
冨　永　　　智 
901-0401　沖縄県八重瀬町東風平 251-3

Records of Plutella xylostella (Linnaeus) (Plutellidae) from Tropaeolum majus (Tropaeolaceae) in Okinawa-
jima Island, the Ryukyus
Satoru Tominaga
Japan Heterocerists’ J.  278: 71-72.  August 2016.
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宅は住宅街と農地の境界付近にあり，畑の様子も見えや
すい．葉野菜の畑には，細かい目の網がかぶせられるが，
コナガ対策なのではないか．コナガの発生状況をweb上
で調べると，例えば京都府のある市におけるフェロモン
トラップ誘殺数では，5～ 7月が多いようである．この
季節は本土でキンレンカの葉は出ているはずで，おそら
くキンレンカにもコナガはついているはずである．
本報文を書くため，2015年1月30日，自宅のキンレ

ンカを調べると，100枚程の葉があり，2枚で葉裏に本
種幼虫をみとめた．庭越しに隣の空き地を見ると，おそ
らくどこからかの逸出と思われるアブラナが生えて，花
が咲いている．調べることができないが，コナガも発生
しているのではないか．

引用文献
大場秀章，2009．植物分類表．アボック社，鎌倉．
Robinson,G.S., P.R. Ackery, I.J. Kitching, G.W. Beccaloni 

& L.M. Hernandez, 2001. Hostplants of the Moth and 
Butterfly Caterpillars of the Oriental Region. 744 pp. 
Natural History Museum/Southdene Sdn Bhd, London/

Kuala Lumpur.
土生昶毅・竹内　純・小林俊明・渡辺健司，1995．キ
ンレンカ (ノウゼンハレン科 ) におけるコナガの発生．
関東東山病害虫研究会年報 42: 293-294．

安田耕司，2011．コナガ．駒井古実・吉安裕・那須義次・
斉藤寿久 (編 )，日本の鱗翅類―系統と多様性．東海
大学出版会，秦野市．

山内健生・広渡俊哉，2013．コナガ科．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: 
174-175. 学研教育出版，東京．

Summary Plutella xylostella (Linnaeus) was reported to 
feed on Tropaelum majus (Tropaeolaceae) by Dosho et al. 
(1995), and the author also has observed it in Okinawa 
Island. The larva was caught on a leaf of T. majus and it 
made a thin cocoon, emerged after a week.

Fig. 1. Leaf of Tropaeolum majus, host plant of  Plutella xylostella (Linnaeus). Figs 2-4. Plutella xylostella (Linnaeus). 2. 
Last instar larva. 3. Cocoon. 4. Emerged adult. 
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沖縄島における Spodoptera pecten Guenée クシヒゲス
ジキリヨトウ (キリガ亜科 ) の生態記録である．本邦に
おける発生の記録としては初めてと思われる．
本種の母蛾は，食草に直接卵を付けず，食草の頭上に

ある物体に卵を付け，孵化幼虫は一斉に糸を引いて，食
草まで降りるようである．つまり卵は食草でないものに
付けられ，筆者はそれを持ち帰ったため，孵化幼虫に
何を与えるべきかはっきりしないまま飼育を続けた．し
かし，54日後と遅きに失したが，現場に戻って見ると，
卵付着物の下方１mに食草があった．
当初クシナシスジキリヨトウとして本誌に投稿した

が，幼虫を含む写真をご覧になった枝恵太郎氏から，羽
化標本の交尾器の検査を勧められ，枝氏にお願いした．
その結果，クシヒゲスジキリヨトウと同定された．
枝氏には，クシナシスジキリヨトウ幼虫に関する初期

の貴重な文献をお頒けいただき，今回報告の幼虫との模
様の違いについてご指摘いただいた．枝氏に心から感謝
申し上げる．
幼虫の資料をそろえるにあたりお世話になった松村雅

史氏に御礼申し上げる．
食草を同定していただいた比嘉正一氏に御礼申し上げ

る．
蛾の学名は枝・四方 (2011) にしたがった．

Spodoptera pecten Guenée, 1852　
クシヒゲスジキリヨトウ　
食草：イヌシバ Stenotaphrum secundatum Kuntze (イネ科 
Poaceae) 

枝・四方 (2011) によると，本種の食草は国外では，
ダイコン (アブラナ科 )，ギョウギシバ，イネ (以上イネ
科 ) などの記録があるとのこと．
本種について杉 (1962) を見ると，それ以前の和名は

クシヒゲタイワンヨトウ，あるいはモンクロコアオヨト
ウであったそうだが，杉 (1962) でリュウキュウスジキ
リヨトウと改称されたようである．杉 (1982) では現在
の和名になっているので，この間でさらに改称されたこ
とになるが，それについては文献を見つけることができ
なかった．

2011年11月25日，沖縄島南城市佐敷富祖崎で，モク
マオウCasuarina stricta Ait.の1本の葉に，蛾類のものと
思われる卵塊が付けられているのに気づいた．母蛾の毛

でおおわれたような卵塊であった．モクマオウは針葉樹
ではなく，モクマオウの細い葉のように見えるものは実
は枝であるので，この場合も正確には，「卵塊が1本の
枝に付いていた」としなければならないことになるが，
そうすると太い小枝のようにイメージされるので，厳密
な表現ではないが，今回は「葉」として話を進めたい．
そのモクマオウの木の高さは6～ 7ｍで，卵塊が付けら
れていた葉は，その木の無数の葉の中で，最も下に位置
する葉の中の1本であった．この最下層というところに
意味があったのだが，その時は全然気づきもしなかった．
また，孵化した時，幼虫たちは口から糸を出しており，

糸は縦方向に並んでいたので，わかる人には，ぶら下がっ
て下に降りるしぐさ，とわかったはずだが，筆者にはわ
からなかった．

11月28日孵化．ドクガ科蛾類を考えていたが，幼虫
の毛はドクガ類にしては少なかった．孵化幼虫の歩き方
は，腹脚4対の歩き方のように見えた．
すぐ孵化幼虫に，バラ，ノアサガオ，ツユクサのいず

れも柔らかい若葉を与えた．バラはドクガ類の可能性を
意識して，ノアサガオはノコバヨトウ (富永，2011b) を
意識して，ツユクサはヒトリガ類を意識してのことで
あったが，翌日までそれらを食べず．

29日，モクマオウ，オガサワラスズメノヒエ，クロ
ヨナ，ハマジンチョウ花を与えた．モクマオウは卵塊付
着という理由で，オガサワラスズメノヒエはユーウスイ
ロキヨトウの食餌植物だった (富永，2011a) という理由
で，クロヨナとハマジンチョウ花は卵塊から数メートル
の近くにあったからという理由であった．12月１日見
たら，オガサワラスズメノヒエ Paspalum conjugatum (イ
ネ科 ) のみ食していた．
ユーウスイロキヨトウの卵は1個ずつ露出して食草に

付けられていた (富永，2011a) ので，この蛾でないこと
はわかっていたが，近縁種の可能性を考えたためであっ
た．12月4日，一部の幼虫群に，パラグラス，自宅そば
に生えているオガサワラスズメノヒエではない何かのイ
ネ科雑草も与えた．イネ科雑草の方を細々と食べていた
ようだった．
ショウブヨトウの近縁種を意識して与えた黄菖蒲は食

べず．
12月5日，つまり孵化後8日目になっても，腹脚がはっ

きり見えず，なんとなく4対に見える程度であった．後
日成長して大きくなった幼虫の側面写真を見ると，体に

沖縄島におけるクシヒゲスジキリヨトウの生態記録
冨　永　　　智 
901-0401　沖縄県八重瀬町東風平 251-3

Biological note of Spodoptera pecten Guenée (Noctuidae, Xyleninae) in Okinawa-jima Island, the Ryukyus 
Satoru Tominaga
Japan Heterocerists’ J.  278: 73-77.  August 2016.
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Fig. 1. Casuarina stricta Ait. and Stenotaphrum secundatum Kuntze at the collecting site of an egg mass of Spodoptera pecten 
Guenée. Figs 2-8. Spodoptera pecten Guenée. 2. Cocoon. 3. Semi-final instar larva. 4-6. Final instar larva. 7-8. Emerged adult. 
7. Upperside. 8. Underside. 
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比して腹脚が小さいことがわかる．
ともかくオガサワラスズメノヒエと，名前のわからな

い似たようなイネ科雑草を食べてくれて，なんとか育っ
ていた様に見えた．元々長さ16mmしかない卵塊で，線
のような細い葉に付けられる程度のボリュームしかな
かったので，孵化幼虫の数も多くなかったはずだが，数
を数えていなかった．しかし，数頭ではなく，20頭は
いたようであった．

12月19日，これは孵化後22日目にあたるが，幼虫た
ちの体長を測ったところ，最大個体でも5mmであった．
体色は緑で模様は見えなかった．孵化後3週間でも最大
5mmの体長というのは，発育遅延を疑われる．

12月31日，これは孵化後34日目にあたるが，体長は，
最大の個体でも13mm，最小の個体で5mmと，2倍以上
のひらきで，かなりばらけていた．体長も大きくないし，
いくら冬とは言っても，うまく育っているとは言えない
状態と思われる．
季節が悪かったからというのはおそらく当てはまらな

いだろう．もし冬が嫌なら，わざわざ孵化せず卵で越冬
したはずだ．今回の卵塊は，南方で得て持ってきたので
はなく，地元で得て，地元で孵化して，地元で育てたた
め，野外での本来の餌だけを食べ続けていたら，12月
という季節にもかかわらず，すでにもっと大きくなって
いたと思われる．

12月31日の体長測定の際，模様の現れた幼虫がいる
ことに気づいた．気門上部と亜背域の境界に，やや太め
の黒線ある個体が5頭おり，いずれも体長8mm以上で
あり，それ以下の体長の幼虫では現れてなかったので，
この大きさから模様が現れ始めるのだろう．これらの幼
虫では背域がピンクがかっていた．この日の最大の体長
13mmは3頭いたが，やせ細った形ではなく，ずんぐり
むっくりの体型であった．餌が最適のものではなかった
にもかかわらず，である．

2012年1月8日，孵化後1週間に与えた時は少しか
じったように見えたパラグラスを再度与えた．全く食べ
なかった．

1月10日，体長15mmの死がい1頭あり．寄生の徴は
なかった．

1月11日，これは孵化後45日目であるが，体長測定で，
最大は2cm，最小は9mm．

1月18日，最初に卵塊を得てから54日後，やっと卵
塊の現場を訪れた．ここまで，発育遅延がありながらも，
オガサワラスズメノヒエとイネ科雑草でよくもちこたえ
てくれたものだ．
現場で，卵塊が付いていたモクマオウの木の根元に，

後でイヌシバとわかった植物がびっしり生えているのを
見て，やっとこれが本来の食草だとわかった．昼間に訪
れたのだが，本種幼虫も，それらしい食痕も見えなかっ
た．群落は4m程の大きさだったようで，密に生え，穂
は2本しか見えなかった．

イヌシバで育て始めると，食べ方が今までとは全く異
なり，よく食べた．その調子で全ての幼虫，特に大きく
育った発育良好の方の幼虫が2～ 3週間食べ続けてくれ
れば，ある程度の数の幼虫がいい状態で蛹化段階に入れ
たのだろうが，孵化後51日目からのイヌシバ投与では，
やはり遅かったようで，結果的には1頭しか羽化してこ
なかった．理由は，先に大きくなった幼虫にとっては，
食べられる日数が短くなり，イヌシバを与えて2日後に
は最初の個体が蛹巣を造り始めた．また，逆に，発育の
遅れた小さめの幼虫にとっては，イヌシバを食べる期間
がたしかに長くなったが，すでに発育遅延でよわよわし
くなっていたのではないか．羽化できた1頭が，イヌシ
バ投与時にどの程度の大きさで，どのくらいの期間イヌ
シバを食べたかは，不明である．

1月20日，イヌシバ投与の2日後には，最初の個体が
蛹巣を造り始めた．体表は少し濡れ，糞を細かくし，そ
れと複数の葉を糸でくっつけ合うように，巣の様なもの
を造ろうとしていた．糞を使ったのは，おそらく土を入
れてなかったので，土代わりに使ったのであろう．
そこで，容器に土を入れた．20日の造巣と同じ様に，

23日，2頭が土と葉と糸で巣を造っていた．24日1頭造
巣．25日2頭造巣．26日2頭造巣．
老熟すると，気門上の線条が緑から薄茶に変化した．

イヌシバを与えた後は，幼虫たちは今まで与えてきたオ
ガサワラスズメノヒエなどの草が容器に入っていても全
く食べず，イヌシバだけを食べ続けた．
ところで，本種の食草の記述については，オガサワラ

スズメノヒエを食餌植物とすべきか迷ったが，そうは記
さなかった．54日間，幼虫をもたせてくれて助かったが，
羽化が1頭だけで，それもイヌシバを途中から食べたか
ら羽化できたのかもしれないし，何よりもイヌシバを食
べた時の勢いが全然違っていたためである．

1月28日，3頭造巣．29日～ 2月2日まで毎日1頭造巣．
2月5日たまたま巣がくずれたものが2個あり，剥き

出しの老熟幼虫と蛹を確認．
6日，終齢幼虫2頭，亜終齢2頭，中齢1頭が残．7日

1頭造巣．
2月8日残り4頭のうち，3頭が前蛹で死んでいた．生

育が遅れた虚弱幼虫だったのかもしれない．
2月20日，最後の個体が老熟．最初の個体が造巣して

からちょうど1か月後のことである．イヌシバを与え始
めたのが1月18日なので，イヌシバでの飼育は，短い
個体で2日間，最も長い個体で1か月であった．造巣も，
最初の個体から最後の個体まで，全部の個体が造巣する
まで1か月かけてばらけて行われた．理由としては，孵
化後54日間，本来の食草でないもので飼育されたから
なのかもしれない．

3月11日朝，1♀羽化していた．この個体のおかげで，
卵塊の正体がわかった．

Fig. 1 は卵塊が付着していたモクマオウで，最下層の
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葉の1本に付着していた．この写真は2013年12月であ
るから，卵塊を得て2年後に写されたものであるが，木
の周りのイヌシバは健在であった．芝は自然状態では変
化しにくい植生なのかもしれない．

Fig. 2 は卵塊から孵化して2か月後の所見である．現
場で見つけた時は，葉の周りに，締まった形で付いて
いたようだった．長さ16 mm，厚さ3mmなので小さい．
孵化後の数日間容器の中に入れていたはずだから，黒い
粒は幼虫の糞と思われる．

Fig. 3 はおそらく亜終齢と思われるが，体長16mm．
後に示す終齢時と同様，カラフルな色合いである．幼虫
の模様において種の特徴を現わすとされる部分は，後述
のように亜背域に並ぶ黒色三角紋である．この幼虫では
すでによく発達している．図説は割愛するが，体長12 
mmの時なので亜終齢の前の齢と思われる幼虫で，この
黒色三角紋がみられたが，かなり細く，棒状というより
紐状というほどの細さであった．

Figs 4-6は終齢時で体長25mm．先にも記したが，体
のわりに腹脚が小さい．これは，ほとんど歩かなくて済
むからではないか．孵化した場所からは，足ではなく，
糸で降りるし，おそらく蛹化も食草群落付近で行われる
のではないか．種の特徴を現わす亜背域の黒色三角紋は
太く目立つ．
前書きに記したように筆者は本種羽化個体を誤ってク

シナシスジキリヨトウ (以下，スジキリヨトウを省略 ) 
と考えたが，両種の幼虫の模様の違いについても枝氏の
ご教示をいただいた．クシナシ幼虫の模様についての記
述と図説が廣森ら (2003) の文献，あるいはその抜粋文
献に示されていることもご教示いただいた．その文献に
よると，クシナシの場合，中齢以降に背面に模様が出て
くるステージになると，三日月形の点刻が配列する．こ
れは各節の亜背域にみられる黒色の三角紋のことで，ス
ジキリヨトウの場合は三角形，クシナシの場合は三日月
形となるとのことで，それぞれのシェーマ図も示されて
いる．それら2種に比べると，本種終齢時の黒色紋はか
なり太くて目立つ．
吉松 (2011) にクシナシの終齢幼虫が3個体図説されて

いる．その側面図説で，背線から腹方へ徐々に降りるよ
うに見て行くと，背線は幅広く，亜背域に細長い黒色三
角紋があり，白っぽい幅広の側線，側線と気門上線の間
の帯，気門線と気門下線の間の帯，そして腹面と，分け
られる．各帯の存在とその幅の大きさについては，筆者
の個体もほぼ同じに見える．ただ，各帯と腹面の色合い
については，筆者の示した個体はカラフルであるが，吉
松 (2011) の3個体は全身的に灰茶系で，地面の土上にい
ると目立たない．筆者の幼虫はイヌシバ群落にいると目
立たない色合いである．種の違いというよりは，それぞ
れの発生地の環境に合わせたための違いなのかもしれな
い．

問題の黒色三角紋については，前述のようにクシナシ
の場合は三角というより細い三日月型になる．また吉松 
(2011) によると，側線内で，三角紋の前・後端付近に黒
斑を備えることが多く，その場合は三角紋と一体化して
Ｕ字型紋に見えるとのこと．

Figs 7，8 は2012年3月11日羽化した前翅長14mm，
胸幅3.5mmの標本である．翅型はクシナシよりやや幅
広である．
最後に，この報文を書いていて痛感したことは，筆者

自身の考えのいたらなさである．孵化幼虫たちが，狭い
容器の中でさえ一斉に糸でぶら下がろうとした意味に，
気づかなかった．だが，1頭だけ羽化した個体に救われ
た．

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: 323-367．学研教育出版，
東京．

廣森　創・合田光太郎・吉松慎一・廿日出正美，2003．
芝草地に発生するクシナシスジキリヨトウの形態およ
び生態学的特徴に関する研究．芝草研究 31: 128-131．

杉　繁郎，1962．琉球から記録のあるヤガ科の目録．蛾
類通信 29: 171-181．

杉　繁郎，1982．クシナシスジキリヨトウ．井上寛ほか，
日本産蛾類大図鑑1．講談社，東京．

富永　智，2011a．ユーウスイロキヨトウとマドバネサ
ビイロコヤガの飼育記録．誘蛾燈 204: 61-64．

富永　智，2011b．沖縄島，石垣島におけるヤガ科蛾類
8種の生態記録．蛾類通信 261: 274-279．

吉松慎一，2011．クシナシスジキリヨトウ．駒井古実・
吉安裕・那須義次・斉藤寿久 (編 )，日本の鱗翅類―
系統と多様性 : 914, pl. 237．東海大学出版会 , 秦野市 .

Summary Eggs of Spodoptera pecten Guenée were 
collected from a thin twig of Casuarina stricta in Okinawa 
Island on 25th November 2011. The eggs were in a mass 
covered with hairs. The larvae having hatched on 28th, I 
tried to feed them with various plants including C. stricta, 
but they fed only on some species of Poaceae though the 
growth was very bad. 51 days after the hatch, 18th January 
2012, I then gave them Stenotaphrum secundatum which 
grew under the tree that the eggs had been stuck. The larva 
ate S. secundatum very well and not ate other Poaceae. The 
first larva made a cocoon on 20th and till 20th February 
several larvae made cocoons one by one. Only one female 
emerged 11th March 2012. I suppose the hatched larvae 
will hang down by spitting thread from the laid twig to the 
host plant growing under.
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Orgyia postica (Walker) コシロモンドクガ (ドクガ科 ) 
は国内では奄美大島・徳之島・沖永良部島・沖縄島・宮
古島・石垣島・西表島・与那国島，海外ではインドシナ
半島やマレーシアなど東洋区に広く分布し，寄主として
ツバキ科のSchima superba Gardner & Champ.イジュ，コ
ミカンソウ科のBridelia balansae Tutcherマルヤマカンコ
ノキ，トウダイグサ科のRicinus communis L.トウゴマ，
マンサク科のDistylium racemosum Siebold & Zucc.イスノ
キ，ミカン科のTetradium glabrifolium (Champ. ex Benth.) 
T.G. Hartleyハマセンダン，マメ科のErythrina speciosa 
AndrewsサイハイデイゴやLeucaena leucocephala (Lam.) 
de Witギンネム，クワ科のFicus superba Miq.アコウ，ヤ
マモモ科のMorella rubra Lour.ヤマモモ，バラ科のRosa 
abietina Gren. ex H.Christバラなどが知られている (岸
田，2011)．
筆者は，八重山諸島の波照間島でマメ科のPueraria 

montana (Lour.) Merr.タイワンクズを摂食している本種
の幼虫を撮影したので報告する．

＜データ＞
1幼虫 (Fig. 1) 沖縄県八重山郡竹富町波照間，27. II. 

2015, 筆者撮影．

海岸近くのタイワンクズの群落に，それを寄主とす
るLampides boeticus (Linnaeus) ウラナミシジミやJamides 
bochus (Stoll) ルリウラナミシジミが多く見られた．そし
て，その群落でコシロモンドクガの幼虫の摂食行動を観
察したので撮影を行った．
本種は2002年の琉球列島の昆虫目録 (東ほか，2002) 

や標準図鑑 (岸田，2011) によれば，石垣島や西表島に
分布しているが，波照間島では記録がない．また，タイ
ワンクズも寄主としての報告がない．
本報告において，本種の分類情報のご教示および幼虫

を同定していただいた木村正明氏にお礼申し上げる．

引用文献
東　清二・金城政勝・木村正明，2002．チョウ目 (鱗翅
目 )．東清二 (監 )，屋冨祖昌子ら (編 )，琉球列島産昆
虫目録増補改訂版 : 397-465．沖縄生物学会，沖縄．

岸田泰則，2011．ドクガ科．岸田泰則 (編 )，日本産蛾
類標準図鑑 2: 148-167. 学研教育出版，東京．

Summary In February of 2015, a larva of Orgyia postica 
(Lymantriidae) feeding on Pueraria montana of Fabaceae 
was found from Hateruma-jima, Yaeyama Islands, Okinawa 
Prefecture. In Yaeyama Islands, this species has been 
recorded from Ishigaki-jima, Iriomote-jima and Yonaguni-
jima, and the host plants of this species are Schima superba 
of Theaceae, Bridelia balansae of Pyllanthaceae, Ricinus 
communis of Euphorbiaceae, Distylium racemosum of 
Hamamelidaceae, Tetradium glabrifolium of Rutaceae, 
Erythrina speciosa, Leucaena leucocephala, Ficus superba 
and Morella rubra of Fabaceae and Rosa abietina of 
Rosaceae. In the present report, this species was firstly 
recorded from Hateruma-jima and it was found that the 
larva fed on Pueraria montana for the first time.

波照間島でタイワンクズを摂食するコシロモンドクガの幼虫
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 larva of Orgyia postica (Walker) (Lepidoptera, Lymantriidae) feeding on Pueraria montana (Lour.) (Fabales, 
Fabaceae) Merr. in Hateruma-jima Is., the Ryukyus
Yohei Osada
Japan Heterocerists’ J. 278: 77.  August 2016.

Fig. 1. Larva of Orgyia postica (Walker) feeding on Pueraria 
montana in Hateruma, Taketomi-cho, Okinawa Prefecture, 
Japan.
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石川県においてMoma alpium (Osbeck) ゴマケンモン
の黒化型を採集したので報告する．本種の黒化型は，す
でに富山県では美女平 (杉，1968)，利賀村 (杉，1974)，
明剣温泉 (南山，1979) の3箇所で，新潟県では妙高村
燕温泉 (佐藤，1985) のほか，清野 (1993) は明星山，妙
高高原町の池の平と杉野沢，南郷村大沼原の5箇所で採
集されている．
報告にあたり，採集個体の所属についてご教授いただ

いた岸田泰則氏，枝恵太郞氏にお礼申し上げる．

採集データ
Moma alpium (Osbeck) ゴマケンモン

1♀，石川県小松市蓮代寺町 (標高40m)，13-VII-2013 
(筆者採集保管 ) ．

1♂ (Figs 1-2)，石川県小松市花坂町 (標高30m)，11-
VI-2015 (筆者採集保管 ) ．

両個体とも前翅表面は全体が暗い黒褐色で正常型のよ
うな斑紋はまったく現れない．ただし，外横線の外側に
第３脈付近で途切れる幅の一定でない帯状の淡色部が認
められ，屈曲しながら前縁から後縁まで走っているのが
目立つ．この帯状の淡色部は正常個体では金色がかった
茶色の部分が途切れ途切れに現れる部位に相当し，見る
角度によって金色と灰色に変化して見える．後翅表面も
正常型よりも暗く，横脈紋や正常型で見られる後角部の
白色短線は現れない．さらに頭部，胸部，腹部および縁
毛も黒褐色である．前後翅裏面も一様に黒褐色で光沢が
あり，かすかに現れる横脈紋以外の斑紋はまったく認め
られない．

これらの形態的な特徴は，杉 (1968) が報告した富山
県産の黒化型と一致する．また，清野 (1993) が報告し
ているように，正常型と黒化型の中間的な黒化程度の個
体は見つかっていないようである．このような黒化個体
は北陸地方において特異的に出現するものと思われた．
なお，♂個体の交尾器はFig. 2 のように正常型のゴマケ
ンモンと一致していた．

引用文献
南山隆博，1979．ヤガ科．富山県昆虫研究会 (編 ), 富山
県の昆虫 : 215.

佐藤力夫，1985．ゴマケンモン黒化型の採集例．誘蛾燈
100: 74．

清野昭夫，1993．北陸地方におけるゴマケンモンの黒化
について．誘蛾燈131: 21-22．

杉　繁郎，1968．ゴマケンモンの黒化型．蝶と蛾19: 
28．

杉　繁郎，1974．ゴマケンモンの黒化型の追加例．蛾類
通信80: 329．

Summary I collected one male and one female of melanic 
form of Moma alpine (Osbeck) in Komatsu city, Ishikawa 
Pref. The melanic form of this species were reported 
previously in Niigata Pref. and Toyama Pref., and these 
three prefectures are located next to each other along the 
Sea of Japan. There is no record from other place in Japan.

石川県でMoma alpium (Osbeck) ゴマケンモンの黒化型を採集
富　沢　　　章
923-0911　石川県小松市大川町 3-71

Melanic form of Moma alpium (Osbeck) in Ishikawa Prefecture
Akira Tomisawa
Japan Heterocerists’ J.  278: 78.  August 2016.

Fig. 1. Moma alpium (Osbeck) ♂ , melanic form. 

Fig. 2. Male genitalia of the melanic form specimen.

1
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奄美大島在住の鮫島真一氏は，2013年6月29日，同
島油井岳で灯火採集を行い，未知のヤガ科の１種を採集
された．筆者が2015年5月奄美大島を訪問の際，鮫島氏
より同定依頼を受け，検討の結果，ヤガ科シタバガ亜科
シャクドウクチバ族Anobiniの日本未記録種，Plecoptera 
violacea (Pagenstecher, 1884) ミナミハスオビクチバ (新
称 ) と同定できたのでここに報告する．

Plecoptera violacea (Pagenstecher, 1884) (Fig.1) 
ミナミハスオビクチバ (新称 ) 
Heliothis violacea Pagenstecher, 1884: 223.
Remigia crinigea Swinhoe, 1897: 168.
Plecoptera antigona Holland, 1900: 567.
Carteia grisea Warren, 1912: 51.
Carteia taeniata Warren, 1912: 51.
Plecoptera violacea : Holloway, 1979: 514, fig. 132; Poole, 

1989: 811; Holloway, 2005: 282, pl. 19, figs 516, 523; 
Kononenko & Pinratana, 2013: 107, pl. 12, figs 41, 42.

所検標本
1♀ , 鹿児島県大島郡瀬戸内町油井岳 , 2013年6月29

日 , 鮫島真一採集 .

開張36mm. 前翅，後翅とも黄褐色で，前翅の外横線
は直線的で外側は暗く，内側は明るい．前翅の外縁に
沿って7つの小黒点がある．後翅の黒色部は，近似種P. 
nebulilinea Walker では湾曲するのに対し，本種では内縁に
かけて直線的で，両種の区別点となる (Holloway, 2005)．
本種は，大きさ，色彩には変異があり，Warren (1912) 

は，暗い茶色の個体をCarteia grisea，青白い鹿の子色の
個体をC. taeniata として新種記載したが，Poole (1989) 
により両種とも本種のシノニムになっている．種小名か
らおそらく原記載に用いられた標本には，すみれ色の部
分があったのかと思われるが，今回の採集個体にはそ
のような部分はなく，全体的に黄褐色で比較的大きく，
Kononenko & Pinratana (2013) にある個体に近い．なお，
BMのLepindex (http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/
lepindex/) には，Plecoptera roaniata (Warren,1912) とい
う種が載っているが，これは，Kononenko & Pinratana 
(2013) が指摘しているようにC. taeniataのスペルミスと思

われる． 
本種は，1884年にPagenstecherによってインドネシ

アのアンボン島から記載されたが，その後各地で採集さ
れ，Kononenko & Pinratana (2013) によれば，産地は，
タイ (チェンマイ )，マレーシア (マレー半島，ボルネオ )，
ブルネイ，インドネシア (スマトラ，ジャワ，スラウェシ，
スンバワ，モルッカ，アンボン，ブル )，チモール，ニュー
ギニア，ソロモン，バヌアツ，フィージー，ニューカレ
ドニア，フィリピン (ルソン，ネグロス ) とあり，東南
アジアからメラネシアにかけて広く分布していると思わ
れる．本個体が採集された2013年は，6月8日にフィリ
ピン沖で台風3号が発生し，13日にかけて奄美大島の南
方海上を通過した．同年6月18日にはフィリピン沖で台
風4号が発生，20日にかけて先島諸島付近を通過し南シ
ナ海に抜けている．本種は台湾からは報告されていない
ことから，これらの台風の風に乗ってフィリピン方面か
ら飛来したものと思われる．
本種は，原記載ではタバコガ亜科のHeliothis属の1

種とされたが，後にPlecoptera属に移された．しかし，
Plecoptera属にいつ移されたのか，文献が見当たらない．
上田恭一郎博士よりロンドン自然史博物館 (BM) に確
認していただいたところ，なんと第2次大戦で出版され
なかったHampsonのカタログの未完部分にあるという．
その原稿は今もBMに残っており，これによってBMの
標本は並べ替えられ，それを見た後の研究者たちの中に

奄美大島で採集された日本未記録種 Plecoptera violacea (Pagenstecher, 1884) ミナミハスオビクチバ 
(新称 ) について
谷　田　昌　也
567-0826　大阪府茨木市大池 2-5-26

Plecoptera violacea (Pagenstecher, 1884) (Noctuidae, Catocalinae, Anobini), new to Japan, from Amami-
oshima Is., Kagoshima Prefecture
Masaya Tanida
Japan Heterocerists’ J.  278: 79-80.  August 2016.

Fig. 1. Plecoptera violacea (Pagenstecher),♀ (Yui-dake, 
Amami-oshima Is., Kagoshima Prefecture).

1
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「常識」として定着していったようである．
Plecoptera属は，Poole (1989) によると88種が知られ

る大属で，そのうち49種がアフリカから記載されてい
る．ボルネオからは4種，タイからは6種が，台湾からもP. 
uniformisとP. reflexaの2種が記録されているが，我が
国からの記録はない．本属は，Kononenko & Pinratana 
(2013) では，トモエガ科シャクドウクチバ亜科 (Erebidae, 
Anobinae) の1属されているが，ここでは従来の分類
体系に従い，ヤガ科シタバガ亜科シャクドウクチバ族 
(Noctuidae, Catocalinae, Anobini) の１属とした．
なお，大変興味深いことに , Plecoptera属のスペルは，

カワゲラ目 (Order Plecoptera) とまったく同じスペルに
なっている．Plecoptera属はGuenéeが1852年に記載し
ているが，Plecoptera目の記載は1839年で，Guenéeが
Plecoptera属を記載した時には，Plecoptera目は存在し
ていた．もちろんこのようなケースは，命名規約上は問
題ないのだが，あまり好ましいこととは言えないであろ
う．しかも，このようなケースは本件だけではない．ベ
ニボタルの研究家である松田潔博士によれば，ゴキブリ
目 (Order Dictyoptera) と同じスペルのヒシベニボタル属 
(Dictyoptera) があるという．他にも同様の例があるのか
もしれない．

謝辞
採集者の鮫島真一氏には，当該標本を恵与いただいた．

北九州市立自然史・歴史博物館上田恭一郎博士には，本
稿執筆にあたり多くのご教示をいただいた．また，大阪
府立大学大学院 生命環境科学研究科客員研究員松田潔

博士からはベニボタルの学名に関する知見をご教示いた
だいた．記して深謝の意を表したい．

引用･参考文献
Holloway, J.D., 1979. A Survey of The Lepidoptera, 

Biogeography and Ecology of New Caledonia. 588pp. Dr. 
W. Junk B. V. Publishers The Hague.

Holloway, J.D., 2005. The Moths of Borneo 15 & 16. 
Malayan Nature Journal 58 (1-4): 1-529.

Kononenko, V.S. & A. Pinratana, 2005. Moths of Thailand 3 
(1). 261pp. Brothers of St.Gabriel in Thailand, Bangkok.

Kononenko, V.S. & A. Pinratana, 2013. Moths of Thailand 3 
(2). 624pp. Brothers of St.Gabriel in Thailand, Bangkok.

Pagenstecher, A. 1884. Beiträge zur Lepidopteren-Fauna 
von Amboina. Jahrbücher des Nassauischen Vereins für 
Naturkunde 37: 150-326.

Poole, R.W., 1989. Noctuidae. In Heppner, J.H. (ed), 
Lepidopterorum Catalogus (New Series) 118. 1314pp. (in 
3 vols). E.J. Brill, Leiden.

Sugi, S; 1992. Catocalinae. In Heppner, J.B. & H. Inoue 
(eds), Checklist. Lepidoptera of Taiwan 1 (2): 175-183.

Warren, W. 1912. New Noctuidae in the Tring Museum 
mainly from the Indo-Oriental Region. Novitates 
Zoologicae 19: 1-57.

Summary A female specimen of Plecoptera violacea 
(Pagenstecher, 1884) was collected at Mt.Yuidake, Amami-
oshima Is., Kagoshima Prefecture. Although this species is 
widely distributed in South-East Asia and Melanesia, it is 
the first record from Japan.

抄録／ New Paper
ヨツボシホソバ属とマエグロホソバ属のレビジョン
Dubatolov, V.V., V.V. Zolothuhin and T. Witt., 2016. 
Revision of Lithosia Fabricius, 1798 and Conilepia 
Hampson, 1900 (Lepidoptera, Arctiidae). Zootaxa 4107: 
175-196.

このペーパーは，ヨツボシホソバ属Lithosia Fabricius, 
1798に2種，マエグロホソバ属Conilepia Hampson, 1900
に3種を認めた．すべてのタクサのタイプ標本を検して
結論を出しているので，これによって我国のヨツボシホ
ソバの亜種とウンナンヨツボシホソバの学名が決定し
た．この2属の種と亜種は以下の通りとなる．

Lithosia Fabricius, 1798
quadra Linnaeus, 1758 ヨツボシホソバ
ssp. quadra Linnaeus, 1758 名義タイプ亜種　
分布：ヨーロッパ～中央アジア，ロシア西部．
ssp. soligena Dubatolov, Zolotuhin & Witt, 2016 新亜種
分布：イラン北部Alborz 山脈．

ssp. dives Butler, 1877 日本亜種　
分布：日本，朝鮮半島，ロシア極東部．
yuennanensis Daniel, 1952 ウンナンヨツボシホソバ　
分布：中国 (雲南省，四川省，陝西省 )，日本．
(従来Lithosia属として扱われていた，ベトナムを模式
産地として記載されたLithosia gynaegrapha de Joannis, 
1930と中国福建省を模式産地として記載されたLithosia 
subcosteola Druce, 1899はLithosia属から除外された ) 
Conilepia Hampson, 1900
nigricosta ( Leech,[1889]) マエグロホソバ
ssp. nigricosta ( Leech,[1889]) 名義タイプ亜種　
分布：日本，中国 (広東省，福建省 )． 
ssp. paiwan Kishida, 1991　台湾亜種　
分布：台湾．
sikkima (Strand, 1922) 属と地位の変更
(今までLithosia quadraの亜種とされていた ) 　
分布：インド (シッキム )． 
cao Dubatolov, Zolotuhin & Witt, 2016 新種 
分布：ベトナム．

岸田泰則 /Y. Kishida
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筆者の一人木村は，西表島において日本から未知の
アオシャク亜科の Comostola 属の一種を採集した．この
個体は調査の結果から Comostola pyrrhogona (Walker) と
同定できたので，日本未記録種として報告する．発表に
当たり，スマトラ及びフィリピン等の標本を恵与くださ
るとともに，標本の撮影をお願いした矢崎克己氏に厚く
お礼申し上げる．また西表島での採集機会を与えてくだ
さった清野元之氏に深く感謝したい。

Comostola pyrrhogona (Walker, 1866)  (Fig. 1) 
アカヘリミズアオシャク (新称 ) 
Eucrostis pyrrhogona Walker, 1866, List Specimens lepid. 

Insects Colln Br. Mus. 35: 1610.
Pyrrhorachis cornuta Warren, 1896, Novit. Zoll. 3: 292.
Pyrrhorachis cornuta pisochlora Prout, 1934, Gross-Schmett. 

Erde 12: 131.
Pyrrhorachis cornuta callicrossa Prout, 1934, ditto: 132.
Pyrrhorachis cornuta woodfordi Prout, 1934, ditto: 132.
Pyrrhorachis pyrrhogona succornuta Prout, 1937, Novit. 

Zool. 40: 181.
Pyrrhorachis cornuta exquisitata Fletcher, 1957, Nat. Hist. 

Rennell I. Br. Solomon Is. 2: 60.
Pyrrhorachis pyrrhogona subcrenulata Holloway, 1977, 

Norfolk I. Philatelic Bulletin 3: 120.
Comostola pyrrhogona: Holloway, 1996: 295.

所検標本
沖縄県八重山郡竹富町 (西表島 ) 古見相良川 (灯火採

集 ) 1♀， 2014年8月4日，木村正明採集．

前翅長8 mm．触角は糸状 (比較標本によれば♂は櫛
歯状 )．翅色は全体青緑色で，前翅の内縁と外縁と後翅
の外縁は濃赤色に縁取られ，前翅の外縁線の内側は白色
で縁毛は黄白色である．外観は一見 Eucrostes disparata 
Walker アカヘリヒメアオシャクに似るが，本種は前翅
長がやや大きく翅色の青味が強いことで明瞭に識別でき
る．また近似種の C. turgescens Prout は前翅長，色調等
外観は酷似しているが，外縁の赤色縁線が後角の部分で
膨らみ太くなっている点が異なる．本種では縁取線が後
角部で太くなることはない．Holloway (1996) によれば
スンダランド地域でこの赤色の縁取線が，後角部で角状

に突出する型が多くみられるという．西表島で今回得ら
れた個体もこの型であった．比較のため検した標本は以
下のとおりである．

Comostola pyrrhogona Walker：2♂，Philippines, 
Negros Is. Mt. Canaon, 1995. K. Yazaki leg; 1♀，
Philippines, North Palawan Languan (100m) 1. IX. 1985. 
M. Owada leg.; 1♀，Sumatra, Sumatera Utra Sitahoan 
(1,200m)，4-5. VI. 1994. H.Inoue leg.; 1♂，Sulawesi, 
Mt. Tambusisi, III., 1996.; 1♀ .; 1♂，N. Sulawesi Nr. 
Tondano Mt. Makaweiben, 1,000m. XII. 1988.; Taiwan, 
Nantow Hsien, Lushan-spa. (1,200m), 30. VII.-1. VIII. 
1984. K. Yazaki leg. 

C. turgescens Prout：1♂，Philippines, Mindanao, 
Davao Upper Baracatan Apo Range,  Mt.  Talomo 
(1,100m). 17-19. VIII. 1985. M. Owada leg.; 1♂，N. 
Thailand Chiang Mai Fang Doi Angkhang (1,350m). 10-
12. IX. 1987. M. Owada leg.; 1♀，Vietnam, Lao Cai, 
Sapa (1,800m). 17-18. XII. 2001. K. Yazaki leg. ; 1♀，
Myanmar, Kachin, Putao, Mt. New-Zin (750m). 16-20. VI. 
1998. K. Yazaki leg.

Comostola Meyrick, 1888 は約60種が知られる大属で，
インド―オーストラリア地域に多くの種が見られる．日
本では，これまで C. subtiliaria (Bremer) コヨツメアオ
シャクとC. rubripunctata (Warren) アカホシヒメアオシャ
クが記録されている．
採集地は西表島東部の古見集落の北方，県道沿いの古

見岳登山道入口の駐車場 (標高27m) である．周辺はイ
ヌビワ類やホルトノキ等の照葉樹とリュウキュウマツを

西表島で採集した日本未記録のアオシャク Comostola pyrrhogona (Walker) について
中　島　秀　雄 木　村　正　明
230-0012神奈川県横浜市鶴見区下末吉 6-19-18 900-0012 沖縄県那覇市泊 1-35-5

Comostola pyrrhogona (Walker) (Geometridae) new to Japan, collected in Iriomote-jima Is.
Hideo Nakajima and Masaaki Kimura
Japan Heterocerists’ J.  278: 81-82.  August 2016.

Fig. 1. Comostola pyrrhogona (Walker), ♀ , (Komi-
airagawa, Iriomote-jima Is. Okinawa Prefecture).

1
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主とする低地の二次林だが，採集地点から見下ろす相良
川沿いにはアマミアラカシの巨木やイジュ，ハイノキ類
など山地性樹木も多く生育している．また相良川の下流
側はマングローブや水田にも隣接し，県道沿いは人為的
な影響を強く受けて外来種も繁茂しており，植生環境は
多様である．

引用･参考文献
Barlow, H.S., 1982. An Introduction to the Moths of South 

East Asia. Malayan Nature Society, Kuala Lumpur.
Holloway,  J .D. ,  1996.  Moths of  Borneo:  Family 

G e o m e t r i d a e ,  S u b f a m i l i e s  O e n o c h r o m i n a e , 

Desmobathrinae and Geometrinae. Malay. Nat. J. 49: 
147-326.

Robinson, G.S.¸1975. Macrolepidoptera of Fiji and Rotuma, 
a taxonomic and Biogeographic study. Classey, Faringdon.

Summary One female moth of Comostola pyrrhogona 
(Walker, 1866) was collected at Airagawa, Komi, Taketomi-
cho (Iriomotejima Is.), Okinawa Pref., on 4 Aug. 2014 by 
M. Kimura. This is the first record of this species from 
Japan. This species is widely distributed in Indo-Australian 
tropics from India toTaiwan, and to Fiji, New Caledonia, N. 
Australia and Norfolk Is.

Eligma narcissus narcissus (Cramer, 1775) シンジュキノ
カワガは大陸より飛来したものや，国内で一時発生した
個体が偶発的に採集される．記録の少ないと思われる長
野県内で本種を採集したので報告する．

データ
長野県大町市平　大町ダム　21. Oct. 2015  1ex． 筆者

採集・標本保管 (Fig.1)．

ダム管理事務所前の街灯の近くにある白壁に止まって
いるのを目撃・採集した (Fig. 2)．同街灯下で本種の他，
Metabraxas paucimaculata Inoue, 1955 ウスゴマダラエダ
シャク，Saturnia jonasii (Butler,1877) ヒメヤママユを確
認した．

10月22日，23日も同じ街灯下，周辺を見たが，追加
個体は得られなかった．末筆ながら，採集の補助をして
頂いた増永亙氏に厚く御礼申し上げる． 

長野県大町市でシンジュキノカワガを採集
慶　野　友　和 
202-0022　東京都西東京市柳沢 6-7-3

A record of Eligma narcissus narcissus (Cramer) (Nolidae) from Nagano Prefecture, Honshu
Tomokazu Keino
Japan Heterocerists’ J. 278: 82.  August 2016.

Figs 1-2. Eligma narcissus narcissus (Cramer). 

1 2
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Trichoplusia ni (Hübner, 1803) イラクサギンウワバは，
その和名は「本種の特定の食草を示すものではない」と
され (杉，1982)，実際，多種の草本 (セリ科のニンジン，
アブラナ科のキャベツ，ブロッコリー，ハボタン，ハク
サイ，キク科のレタス，キク，アキノノゲシ，ゴボウ，
ナス科のピーマン，ジャガイモ，アオイ科のオクラ，ウ
リ科のキュウリ ) が寄主植物として記録されている (一
瀬 , 1991; 八瀬ら , 2002; 小林 , 2011)．また，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) では，本種の食草
としてナス科のナス，アブラナ科野菜，キク科のレタス 
(タマチシャ ) が挙げられている．
なお，本種は2000年代以降，西日本のキャベツを中

心に被害が見られるようになっているが，その原因につ
いては明確にはなっていないようである (八瀬ら , 2002; 

野村 , 2003, 2006; 那須ら , 2003; 八瀬 , 2003, 2005; 大野
ら , 2004)．

2015年11月に小笠原諸島父島で，島内生産されてい
るマイヤーレモンCitrus meyeri hort. ex. Y. Tanaka, 1966
の近縁種 (もしくは1系統 ) とされる，「菊池レモン」 
(Citrus sp.) の苗に，キンウワバ類の幼虫が発生していた
という持ち込みがあり，飼育したところ，今までに日本
国内では柑橘類に寄生の報告がない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 )，25. xi. 2015幼虫採集 (採集者：池田行謙 )，
27. xi. 2015蛹化，7. xii. 2015羽化．
なお，ミトコンドリアDNAのCOIの一部の塩基配列

を決定し，データーベースに登録されているカナダのイ
ラクサギンウワバとの類似度を見たところ，96％であっ

レモン (「菊池レモン」) 苗に発生したイラクサギンウワバ
大　林　隆　司
192-0397　東京都八王子市南大沢 1-1　首都大学東京 理工学研究科
Occurrence of Trichoplusia ni (Hübner, 1803) (Noctuidae, Plusiinae) on lemon (“Kikuchi-remon”) in 
Chichijima Island of the Ogasawara (Bonin) Islands, Japan
Takashi Ohbayashi
Japan Heterocerists’ J.  278: 83-84.  August 2016.

Fig. 1. Damaged leaf of “Kikuchi-remon” (Citrus sp.) by larva of Trichoplusia ni (Hübner) in Chichijima Island of the 
Ogasawara (Bonin) Islands, Japan (25. xi. 2015). Figs 2-3. Mature larva of Trichoplusia ni (Hübner) on damaged leaf of 
“Kikuchi-remon” (Citrus sp.: 25. xi. 2015). 2. Facial and lateral aspect. 3. Dorsal aspect. Scale bar: 10 mm. Fig. 4. One adult 
moth emerged from the collected larva on the leaves of “Kikuchi-remon” (Citrus sp.: 7. xii. 2015). Scale bar: 10 mm.
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た．今後，日本国内の個体群との比較が必要であるが，
カナダの個体群とは別種である可能性が示唆された．
過去に小笠原諸島では本種の幼虫は，コメツブウマゴ

ヤシMedicago lupulina Linnaeus, 1753 (マメ科ウマゴヤシ
属 ) とオニノゲシSonchus asper (Linnaeus) Hill, 1769 (キ
ク科ノゲシ属) から記録されている (竹内・大林，2006)．
ちなみに，アメリカ合衆国 (アリゾナ，フロリダ，ハ

ワイおよびテキサス ) では，柑橘類 (全てのCitrus属
とその雑種 ) が本種の寄主植物として挙げられている 
(Weeks et al, 2012)．
末筆ながら，本種を採集・提供され，また菊池レモン

の分類学的位置についてご教示いただいた東京都小笠原
亜熱帯農業センター (当時 ) の池田行謙氏，ならびに本
種の同定と食草の情報に関してお世話になった千葉大学
園芸学部の野村昌史氏と宮田真衣さんに感謝する．

引用文献
一瀬太良 , 1991. タマナギンウワバ，その他ウワバ . 湯島
健・釡野静也・玉木佳男編 , 昆虫の飼育法 : 182-185. 
日本植物防疫協会 , 東京 .

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 .

那須義次・田中　寛・柴尾　学 , 2003. 大阪府でナスと
キャベツに新たに発生した鱗翅類害虫 . 関西病虫研報 
45: 65-66.

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 .

野村昌史 , 2003. 農生態系進出によるイラクサギンウワ
バの害虫化 . 植物防疫 57: 174-177+1 pl.

野村昌史 , 2006. イラクサギンウワバ─最近の発生状況
と幼虫の低温耐性─ . 今月の農業 50 (1): 78-83.

大野　徹・内藤尚之・森川千晴・市川耕治・深谷雅博・
大橋康一郎・飯田史生 , 2004. タマナギンウワバ・イ
ラクサギンウワバの誘殺に適したフェロモントラップ
の検討 . 関西病虫研報 46: 71-73.

杉　繁郎 , 1982. ヤガ科 . 井上寛・杉繁郎・黒子浩・森内　
茂・川辺湛 (編 ), 日本産蛾類大図鑑 . 講談社 , 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.

Weeks, J.A., A.C. Hodges and N.C. Leppla, 2012. Cabbage 
looper. In “Citrus Pests”. http://idtools.org/id/citrus/pests/
factsheet.php?name=Cabbage%20looper (2016年5月15
日閲覧 ).

八瀬順也・宇高信一郎・安田耕司・吉松慎一 , 2002. イ
ラクサギンウワバの多発生と薬剤感受性 . 関西病虫研
報 44: 80.

八瀬順也 , 2003. イラクサギンウワバ─最近の発生状況
と幼虫の低温耐性─ . 今月の農業 47 (8): 17-21.

Summary　In November 2015, one Plusiinae larva was 
found on the seedling of “Kikuchi-remon” (Citrus sp.), 
regarded as a lineage of Meyer lemon Citrus meyeri hort. 
ex. Y. Tanaka, 1966 in Chichijima Island of the Ogasawara 
(Bonin) Islands, Japan. This larva was reared, and then a 
moth of Trichoplusia ni (Hübner, 1803) emerged. This is 
the first record of this species from citrus fruits (lemon) in 
Japan.

抄録／ New Paper
フタオビコケガの学名について
Bucsek K., 2016. List and systematic classification of species 
of the genus Eugoa Walker, 1858, ( Lepidoptera: Erebidae, 
Arctiinae, Lithosiini ). Entomofauna 37 (22): 365-388.

ヒトリガ科コケガ亜科のEugoa属は，インド－オース
トラリア地域から多数の種が知られている (アフリカか
らは6種が知られている )．この論文では109種3亜種が
リストアップされた．この中で沖縄に産するフタオビコ
ケガの学名が変更になっているので紹介する．
日本のフタオビコケガは当初スマトラから記載され

たEugoa bipunctata (Walker, 1862) として記録されていた
が，紹介者は日本産蛾類標準図鑑ではHolloway (2001) 
を参考にして日本のフタオビコケガは，E. bipunctata
ではなく，別種のインドを原産地として記載されたE. 
basipuncta (Hampson, 1891) の名を採用した (紹介者の

この扱いを著者は引用していない ) 経緯がある．著者も
bipunctataと沖縄，台湾に産するものは別種だと認め，
沖縄，台湾のものはタイを原産地として記載されたE. 
casaneki Bucsek, 2008とし，同時に台湾からbipunctata
の亜種として記載された formosicola Matsumura, 1927を
その異名とした．この論文に従えばフタオビコケガには
E. casaneki Bucsek, 2008の名を使用することになるのだ
が，この扱いは大きな誤りをおかしている．なぜなら，
formosicolaの方が記載年が古いのである．bipunctataと
沖縄，台湾に産するものは別種なら，formosicolaを種
のランクに昇格させ，casanekiの方を異名として整理し
なくてはならない．よってフタオビコケガの学名はE. 
formosicola Matsumura, 1927を使用すべきであると思う．
なお，ヒトリガ科Arctiidaeは，トモエガ科Erebidae

のヒトリガ亜科Arctiinaeとして扱うのが最近の流れで
あるが，紹介者はその扱いを踏襲しない．

岸田泰則 /Y. Kishida 
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著者の一人，宮野が岐阜県で採集した見慣れない
ヒメハマキを検討したところ，Epinotia notoceliana 
Kuznetzov, 1985キタナカジロヒメハマキ (Figs 1-2) であ
ることが判明した．本種は，Kuznetzov (1985) によりロ
シア沿海州産に基づいて記載された種で，奥 (2003) に
よって「ナカジロヒメハマキ」という和名で日本での産
出が初めて報じられた．しかし，この和名は別種Aterpia 
praeceps (Meyrick, 1909) にすでに付けられている関係か
ら，奥氏の提案により那須 (2013) が本和名に改称した
種である．奥 (2003) によれば，本種は岩手県の盛岡市
や花巻市等の低山間から山地にかけて局産する．今回，
岐阜県においても産することがわかったので，標本と交
尾器の写真を添えて分布記録として報告する．なお，本
種の交尾器が日本で図示されるのは初めてである．
報告に際し，本種についてご教示を受けた岩手県盛岡

市の奥俊夫博士にお礼申し上げる．
以下の標本データに関し採集者，標本保管者はすべて

宮野，採集地の8桁の数字列は環境庁3次メッシュコー
ドである．

〈標本データ〉
①岐阜県高山市荘川町六廐 (むまい，標高約900m，

5437-0090) 2002年7月22日 , 2♀．
②岐阜県山県市神崎伊往戸 (いおど，標高約400m，

5336-4517) 2007年6月28日 , 2♂．

③岐阜県本巣市根尾下大須 (しもおおす，標高約
500m，5336-4534) 2008年7月7日 , 1♂；2012年6月28
日 , 1♂1♀ (Figs 1-2)．
④岐阜県揖斐郡揖斐川町品谷 (ひんだに，標高約

410m，5336-4393) 2012年6月27日 , 1♂；2013年7月1
日 , 1♀．

本種の表徴は，Notocelia rosaecolana (Doubleday, 
1850) バラシロヒメハマキ，Spilonota sp.カンバシロヒ
メハマキなどSpilonota属の種や，Gypsonoma dealbana 
(Frölich，1828) ネグロヒメハマキなどGypsonoma属の
種に似るが，翅頂が外側にわずかに突出する点が異な
る (Figs 1-2)．♂♀の開張は，那須 (2013) によれば約18 
mmであるが，岐阜県産は開張の平均が♂14.9 mm，♀

岐阜県におけるキタナカジロヒメハマキの採集記録
宮　野　昭　彦 那　須　義　次
509-0104　岐阜県各務原市各務おがせ町 9-96-2 648-0023　和歌山県橋本市中道 153-2

First record of Epinotia notoceliana Kuznetzov (Tortricidae) from Gifu Prefecture, Japan
Akihiko Miyano and Yoshitsugu Nasu
Japan Heterocerists’ J.  278: 85-86.  August 2016.

Figs 1-2. Epinotia notoceliana Kuznetzov, adult. 1. Male. 2. 
Female. 

Fig. 3. Male genitalia of Epinotia notoceliana Kuznetzov, 
ventral view. Fig. 4. Female genitalia of Epinotia 
notoceliana Kuznetzov, ventral view.
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16.6 mmとより小型である．♂交尾器のウンクスは細長
く，バルバは刃状でククルスが細長い (Fig. 3)．♀交尾
器のパピラ・アナレスは反り返った刃状で強く硬化し，
先端が尖り，アポフィセスは太く短い (Fig. 4)．
本種の寄主植物は不明であるが，♀交尾器のパピラ・

アナレスとアポフィセスの形態はハマキガ科では珍し
く，植物の硬い組織内に産卵するために機能するかもし
れない．岩手県での成虫の出現時期は7～ 8月であるが，
岐阜県では１ヶ月早く6～ 7月で，7月下旬には汚損し
た個体が得られている．岐阜県の採集地点の環境はいず
れもミズナラにブナやイヌブナ等を交えた落葉広葉樹林
の被う渓谷であった．岐阜県では標高400～ 900 mの自
然度の高い山地を中心に産するものと推察される．

引用文献
Kuznetzov, V.I., 1985. New representaives of the tribe 

Eucosmini (Lepidoptera, Tortricidae) of the USSR 
Asiatic Part. Vestn. Zool. 1: 3-11.

那須義次，2013．ヒメハマキガ亜科．那須義次・広渡俊哉・
岸田泰則 (編 )，日本産蛾類標準図鑑4: 198-272．学研
教育出版，東京．

奥　俊夫，2003．岩手県の小蛾類，岩手蟲乃會會報特別
号2: 1-157.

Summary Epinotia notoceliana Kuznetzov was firstly 
recorded from Gifu Pref., central Honshu, Japan. This 
species was described from Russian Far East and has 
hitherto also known from northwestern Honshu. The 
female genitalia of this species have two unique characters: 
strongly sclerotized, curved papilla anales with sharp tips 
and short, thick apophyses. These characters may function 
effectively as inserting eggs into hard host tissues. 

Zeiraphera suzukii Oku, 1968 コエゾマツアミメヒメハ
マキは北海道産を基にOku (1968) により記載された種
で，国外を含めこれまで北海道以外では見つかっていな
かった．筆者が採集していた標本を那須義次博士に同定
いただいた結果，岐阜県に生息することがわかったので
本州初記録として標本写真を添えて報告する．
報告に際し，同定の労を取られた和歌山県橋本市の那

須義次博士にお礼申し上げる．
以下の標本の保管者は那須博士および筆者，採集地の

8桁の数字列は環境庁3次メッシュコードである．

〈標本データ〉
岐阜県加茂郡白川町宇枯峠 (うかれとうげ，標高約

820m，5337-2272) 2003年6月22日 , 2♂ , 2006年7月1日 
1♀．
岐阜県加茂郡白川町石木 (いしき，標高約1,000m，

5337-2277) 2003年6月29日 , 1♀．

採集した個体は，那須 (2013) に図示された個体と
比べ前翅の基紋がより濃色で，一見Epinotia属のE. 
rubiginosana koraiensis Falkovitsh, 1965マツヒメハマキ
等に似た斑紋をしている．採集地は東濃地方から続くな
だらかな丘陵地の落葉広葉樹林である．

引用文献
那須義次，2013．ヒメハマキガ亜科．那須義次・広渡俊哉・
岸田泰則 (編 )，日本産蛾類標準図鑑4: 198-272．学研
教育出版，東京．

Oku, T., 1968. New or little known species of the subfamily 
Olethreutinae injurious to coniferous trees from Japan 
(Lepidoptera: Tortricidae). Kontyu 36 (3)：227-236.

Summary  Zeiraphera suzukii Oku was newly recorded 
from Gifu Pref., Japan. The adult male was illustrated.

岐阜県におけるコエゾマツアミメヒメハマキの採集記録
宮　野　昭　彦 
509-0104　岐阜県各務原市各務おがせ町 9-96-2

First record of Zeiraphera suzukii Oku (Tortricidae) from Gifu Pref., Japan
Akihiko Miyano
Japan Heterocerists’ J. 278: 86.  August 2016.

Fig.1 Zeiraphera suzukii Oku, ♂ . Ukare-toge, Shirakawa-
cho, Gifu Prefecture.

1
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古い記録になるがメイガ類8種を報告する．採集場所
は，佐賀県唐津市七山村にある樫原湿原 (標高591m) で
ある．この場所は湧水湿原として植物学的価値に加え，
周囲はなだらかな山に囲まれ，景観的にも優れている．
1976年に佐賀県の自然環境保全地域特別地区となって
いる．
報告するにあたり同定の労を賜った吉安裕博士に心か

らお礼申し上げる．採集した種は次のとおりである．

Crambidae ツトガ科
Acentropinae ミズメイガ亜科
1. Elophila interruptalis (Pryer)  マダラミズメイガ  

2♂ . 16. IX. 1984.
2. Elophila turbata (Butler)  ヒメマダラミズメイガ  

1♂ . 16. IX. 1984. 1♀ 19. IX. 1984.
3. Parapoynx rectilinealis Yoshiyasu (Fig. 1)  ヒメコミズメイガ  

1♂2♀ . 19. IX. 1984.
本種は東海地方～近畿地方で得られている 

(Yoshiyasu, 1985)．今回，九州からは最初の記録となる．
この場所での発生期は7-9月で，特に9月中旬頃には多
産する．
4. Paracymoriza prodigalis (Leech)  ゼニガサミズメイガ  

1♂1♀ . 19. VII. 1984.

Pyraustinae ノメイガ亜科
5.Diplopseustis perieresalis (Walker)  エグリノメイガ  

1♂1♀ . 19. IX. 1984.
6. Nacoleia commixta (Butler)  シロテンキノメイガ  

1♂1♀ . 19. IX. 1984.
7. Diasemia reticularis (Linnaeus)  シロアヤヒメノメイガ  

1♀ 16.IX. 1976.
8. Diasemia accalis (Walker)  キアヤヒメノメイガ  

1♀ . 8. IX. 1984.

引用文献
Yoshiyasu ,  Y. ,  1985.  A sys temat ic  s tudy of  the 

Nymphulinae and the Musotiminae of Japan. Sci. Rep. 
Kyoto Pref. Univ., Agr. 37: 1-162. 

佐賀県唐津市樫原湿原で採集したメイガ類
森　　展　一
840-0201　佐賀県佐賀市大和町尼寺 805-1

Report on the crambid moths collected from Kashibaru marsh, Saga Prefecture, Japan
Nobukazu Mori
Japan Heterocerists’ J.  278: 87.  August 2016.

Fig. 1. Parapoynx rectilinealis Yoshiyasu 
(Kashibaru marsh, Saga Prefecture).

1

抄録／ New Paper
クシロツマジロケンモンは日本特産の新種である
Kiss, Á. & U. Jinbo, 2016. Craniophora minuscula sp. n., 
a new species of the genus Craniophora Snellen, 1867 
(Lepidoptera: Noctuidae: Acronictinae) from Japan. Journal 
of Asia-Pacific Entomology 19: 929-935.

Craniophora属は，本邦ではC. ligustriイボタケンモン , 
praeclara ニッコウケンモン，harmandi タカオケンモン，
pacifica クシロツマジロケンモン，fasciataシマケンモン
の5種が産するとされてきた．いずれも同様な前翅の斑
紋パターンで，一部の種では同定の際に交尾器の検鏡も
必要とされる種群である．
従来，C. pacificaと同定されてきた本邦産の標本を

タイプロカリティである極東ロシア産の標本および，
Craniophora属の中でも小型のC. pontica (ヨーロッパか

ら中東に分布 ) とその種群と思われるdraudti, simillima, 
taipaishana.の標本もあわせて比較精査したところ，本
邦産は真のpacificaとは異なる日本特産の新種である
ことが判明し，今回C. minuscula Kiss & Jinboとして
記載された．今後，日本のクシロツマジロケンモンは
minusculaの学名が充てられることになる．
本種は，本邦産のCraniophora属の中でも最稀種で

あるが，その分布も北海道および本州 (岩手県，長野
県，岡山県，鳥取県 ) という局所的な記録しかない．今
回の論文では，中国地方の個体は大きくて異質だが，
交尾器を見ると北海道のものと一致するということで
同種とされている．オープンアクセスで，http://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S1226861516301492 
から閲覧できる．

枝恵太郎 /K. Eda
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この論文が発表されて約5年も経つが，誰も紹介しな
いし，多くの間違いなどを含んではいるが重要な文献な
ので，ここに紹介と私の意見を簡単に記しておくことに
した．
この論文は，タイプ標本の検討を基に日本を含む極東

地域にActias 属は6種類になるとした．それをまとめる
と以下のようになる．

selene グループ
1. Actias artemis (Bremer & Grey [1853] 1852)
　mandschurica Staudinger, 1892

2. Actias gnoma (Butler, 1887)
　tmariactias Bryk, 1942
ssp. miyatai Inoue, 1976

3. Actias apollo Rober, 1923

dulcinea　グループ
4. Actias dulcinea (Butler, 1881)

   sjoqvusti Bryk, 1948
5. Actias aliena (Butler, 1879)
6. Actias xenia Jordan, [1912]
　jordani Niepelt, 1936
　yakusimaensis Kishida, 1994

この結論は，私にはとうてい受け入れ難い面が多々あ
る．幸いに，タイプ標本がすべてカラーで図示されてい
るので，それを基に私見を述べてみたい．

1. Actias artemis (Bremer & Grey, [1853]1852)
タイプ産地はChina, Beijing (中国北京 )．artemisと

いう学名は長い間オオミズアオに使用されてきた．
Dubatolov et al. (2007) は，この種のタイプ標本を調べた
結果，それは，オオミズアオとは異なり，A. selene (Hübner, 
1806) ネッタイオナガミズアオに近い種であることを判
明させた．それによりオオミズアオの学名にはartemis 
は使用できなくなり，artemis のシノニムになっていた
alineaを用いることが提唱された (岸田，2008参照 )．確
かにHolotypeの♀の写真をみると尾状突起が長いこと
でオオミズアオとは異なっており別種と判断でき，オ
オミズアオにはartemisの名を用いないことは納得でき

る．しかし，独立種としてはやや疑問があり，selene
と同種で，その亜種の可能性があると私は考える．ウ
スリー (Ussuri) 産の♂をLectotypeとするmandschurica 
Staudinger, 1892 (井上 (1982) は北海道のオナガミズ
アオの亜種名として使用した ) をartemisのシノニムに
したが，尾状突起は長いが，前翅の前縁の色彩は明る
く，gnomaの特徴を持っている．私はmandschuricaは
gnomaの亜種ではないかと考えている．著者は，岐阜の
Hariman (?) の標本を検しているし，ウェブサイトの「み
んなでつくる蛾類大図鑑」でA. gnoma mandschuricaとし
て公開されている標本は，artemisのようだとしている
が，どちらもgnomaの誤同定で，artemisは日本には産し
ないと思われる．

2. Actias gnoma (Butler, 1887)
オナガミズアオ．タイプ産地は Japanのみ．クナシ

リ島をタイプ産地として記載された tomariactias Bryk, 
1942は本種のシノニム．著者が本種として図示 (Fig. 
28) したロシア，シホテアリンの♂は明らかにオオミズ
アオの誤同定と思われる．

3. Actias apollo Rober, 1923
日本の兵庫産を基に記載された種であるが，タイプ標

本は失われているのでNeotypeが指定された．指定され
たNeotypeの写真をみると，明らかにgnomaの夏型の♂
である．私はgnomaのシノニムと考える．Zolotuhinは
混乱を起こさないためにNeotypeを指定したというが，
産地が Japanだけの飼育品をNeotypeに指定したことは，
亜種の問題を含め，かえって混乱する可能性がある (筆
者は日本国内で亜種を区別していないが，井上 (1982) 
は，北海道と本州，四国，九州を別亜種として区別して
いる ) ので，兵庫県産の野外品を指定してほしかった．

4. Actias dulcinea (Butler, 1881)
東京をタイプ産地として記載された．タイプ標本をみ

るとオオミズアオの春型の♂と思われる．朝鮮から記載
された sjoqvusti Bryk, 1948もオオミズアオの春型の♂と
思われる．つまり，著者は春型を別種として扱ったにす
ぎず，dulcineaはalienaのシノニムとするのが妥当と考
える．

Zolotuhin (2011) 「極東のオオミズアオ属には何種いるか」の紹介及び意見
岸　田　泰　則 
155-0031　東京都世田谷区北沢 5-20-1-103

An opinion to Zolotuhin (2011) “The Actias Leach, 1815, in the Far East: how many species?”
Yasunori Kishida
Japan Heterocerists’ J.  278: 88–89. August 2016.
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5. Actias aliena (Butler, 1879)
日本をタイプ産地として記載された．タイプ標本をみ

るとオオミズアオの夏型の♂と思われる．

6. Actias xenia Jordan, [1912]
琉球産をタイプ産地として記載された．沖縄には

Actias属の種は産しないので，タイプ産地のLiu-Kiu-
Insel は誤りであろう．タイプ標本をみるとオオミズア
オの夏型の♂と思われる．中国四川省康定をタイプ産地
として記載された jordani Niepelt, 1936 (タイプ産地は誤
りである ) のタイプ標本はオオミズアオの夏型の♂と思
われる．
これらをみると著者はオオミズアオの夏型の黄色味が

強い個体を別種としたにすぎず，xeniaも jordaniもaliena
のシノニムであると考える．また，著者は屋久島の亜種
artemis yakushimaensis Kishida, 1994をxeniaのシノニム
としたが，Jordanが記載した当時，屋久島産の標本がヨー
ロッパにあるとは考えられない．屋久島産の個体は，本
州の個体と比較して小型で，両翅は春型でも黄色味を持
つという特徴があるので，別亜種としておくのが妥当と
考える．

以上の私の考えをまとめると以下のようになる．なお，
著者がグループという言葉を使用したので，そのまま踏
襲したが，種群と理解していただけるとわかりやすいと
思う．

selene グループ
1. Actias artemis (Bremer & Grey, [1853]1852)　 　
　 (Holotype ♀　TL: China, Beijing)
　おそらく Actias selene の亜種？　Subsp. of  selene ?

2. Actias gnoma (Butler, 1887)　 (Holotype ♂　TL: Japan)
　　mandschurica Staudinger, 1892　 
　　　(Lectotype ♂　TL: Ussuri)
　　tomariactias Bryk, 1942  
　　　 (Holotype  ♀　TL: Kunashiri I. Tomari)
 　　apollo Rober, 1923  (Neotype ♂　TL: Japan)
　　　Summer form of gnoma.
ssp. miyatai Inoue, 1976 
　 (Holotype ♂ TL: Japan, Tokyo, Hachijozima I.)

aliena グループ
3. Actias aliena (Butler, 1879)   (Holotype  ♂　TL: Japan)
　　dulcinea (Butler, 1881)  
　　　 (Holotype  ♂　TL: Japan, Tokei)
　　sjoqvusti Bryk, 1948  
　　　 (Holotype  ♂　TL: Korea, Shuotsu)
　　xenia Jordan, [1912]  
　　　(Lectotype  ♂　TL: Liu-Kiu Is. , Okinawa)

　　jordani Niepelt, 1936  
　　　(Holotype  ♂　TL: [Japan] China, Ta-tsien-lu)
ssp. yakushimaensis Kishida, 1994 
　(Holotype ♂　TL: Japan, Kagoshima Pref., Yakushima I.)

日本のActiasは6種いることはなく，従来の考え通り
に2種とするのが妥当である． 

引用文献
Dubatolov, V.V., Lvovsky A.L. & A.N. Streltzov, 2007. 

On the taxonomic status of Actias artemis (Bremer et 
Grey) (Lepidoptera, Saturniidae). Animal World Far East 
(Blagoveshchensk) 6: 102-104, pl. 9.

井上　寛 , 1982. ヤママユガ科．井上寛・杉繁郎・黒子
浩・森内茂・川辺湛・大和田守 , 日本産蛾類大図鑑 1: 
587–590, 2: 316–317, pls 118–126. 講談社 , 東京 .

岸田泰則 , 2008. 抄録：オオミズアオの学名について．
蛾類通信 247: 406.

Zolotuhin V.V., 2011. The Actias LEACH, 1815, in the Far 
East: how many species? Neue Entomol. Nachrichten 67: 
40-56.

Summary  Zolotuhin (2011) “The Actias Leach, 1815, in 
the Far East: how many species” is reviewed and following 
opinions against the paper are proposed mainly according 
to the type figures in this paper. 1) There is a possibility 
that Actias artemis (Bremer & Grey, [1853] 1852) should 
be a subspecies of A. selene. A specimen of A. gnoma 
mandschurica Staudinger, 1892 in Jpmoth website (http://
www.jpmoth.org) referring by this paper is that of A. aliena 
(due to misidentification). 2) The Russian specimen of A. 
gnoma in the figure (Fig. 28) is also misidentification of 
A. aliena. 3) The neotype of A. apollo Rober, 1923 can be 
identified as a summer form of A. gnoma. The disignation 
of neotype based on a bred specimen with label “Japan” is 
unsuitable because such ambiguous collecting information 
must cause an issue for subsequent discussions on the 
subspecific classification of this species. 4) Both of the 
type of A. dulcinea (Butler, 1881) and A. sjoqvusti Bryk, 
1948 can be identified as spring forms of A. aliena. 5) 
Both of the types of A. xenia Jordan, [1912] and A. jordani 
Niepelt, 1936 can be identified as yellowish variations of 
summer forms of A. aliena. A. aliena yakushimensis Kishida, 
1994 should be retained as a valid subspecies because this 
population have two distinct characters, the smaller body 
size and yellowish wings even in the spring form.
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Brthys crini crini (Fabricius) ハマオモトヨトウは食草の
ハマオモト Crinum asiaticum L. var. japonicum Baker (ヒ
ガンバナ科 ) の分布とほぼ一致し，本州，四国，九州の
南岸と屋久島，種子島に産する．本州では房総半島が北
限と言われている．
神奈川県内では横須賀市，三浦市，逗子市での幼虫の

確認例が多く，三浦半島の各地では定着していると思わ
れる．三浦半島以外では川崎市二子 (中臣ほか，2009)，
横浜市鶴見区 (中島・山本，2004)，海老名市浜田町 (山
本，2011) から幼虫が確認された．
上記の横浜市鶴見区の記録は著者の自宅のタマスダレ

に幼虫が大発生したもので，その後の発生状況を注目し
ていたが，次年以降の発生は確認されなかった．今回自
宅近くの三ッ池公園の植栽されたハマオモトから幼虫が
得られたので報告する．
神奈川県横浜市鶴見区県立三ッ池公園　幼虫中～終齢　

5exs，2015年11月1日 (Fig. 1)． 

引用文献
中島秀雄・山本光人 , 2004. 神奈川昆虫誌 , チョウ目 (ガ

類 ): 407-1158.　神奈川昆虫談話会 , 小田原市 .
中臣謙太郎・佐野悦子・成田和子・野沢興一・横田光邦 , 

2009. 生田緑地など川崎市産蛾類目録 (2008)．川崎市
青少年科学館紀要 20: 31-46.

山本光人 , 2011. ハマオモトヨトウの幼虫について．蛾
類通信 260: 249.

ハマオモトヨトウ神奈川県の記録
中　島　秀　雄 
230-0012　神奈川県横浜市鶴見区下末吉 6-19-18

A record of Brthys crini crini (Fabricius) (Noctuidae) from Kanagawa Prefecture, Honshu, Japan
Hideo Nakajima
Japan Heterocerists’ J. 278: 67.  August 2016.

Fig. 1. Mature larva of Brthys crini crini (Fabricius) 
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紹介／ New Paper
鱗翅類学入門－飼育・解剖・DNA研究のテクニック－
那須義次，広渡俊哉，吉安裕編著，2016．308pp. 東

海大学出版部．

入門というタイトルがついているが，本格的な研究手
引書が刊行された．紹介紙面が限られるため，いくつか
これまでの入門書にはない重要な事項を紹介する．フェ
ロモンを利用した採集調査や，枯葉・枯枝・菌類・鳥の巣・
羽毛など一部の食性に特化した小蛾類などを対象とした
詳しい採集法は，テーマを持った小蛾類の研究や，環境
調査などの幅を広げる参考になるだろう．飼育や展翅方
法なども，豊富な写真で解説され，特に小蛾類の交配飼
育方法，証拠標本の簡易展翅法など，アマチュア研究者
には目から鱗となる情報がいくつもある．形態観察のた
めの解剖方法とプレパラート標本作成方法の記述では，
従来形態比較のための重要なポイントである，翅脈，交
尾器のほか，幼虫刺毛や蛹の翅芽の解剖・観察法の詳細

な解説がある．このような特殊な観察法は，必要に駆ら
れた専門家が独自の手法で行っていたが，その専門家が
技術を惜しげもなく公開している．高次分類の研究には
欠かせない，いわゆる「DNA解析」といわれる分野の
研究手法と解析・利用方法について，解析のための標本
作成や保存方法などの丁寧な解説も見逃せない．このほ
か，インターネットを利用した各種データベース検索は，
アナログ文献検索者の役に立つ手法が記述される．長い
時間をかけて築いた自分の膨大なコレクションの行方を
心配される方は多いと思うが，博物館などに標本寄贈を
考えている方には，その準備，依頼，寄贈にいたる流れ
の説明が，標本の具体的な梱包法の写真とともに掲載さ
れている．また，標本の移動に関しては，最新のABS
問題にも言及している．蛾類を研究する者は，本書を読
まずして研究を進めるべきではないと言っても過言では
ない．昆虫書籍専門店のほか，学術書を扱う一般書店で
も入手できる．

枝恵太郎 /K. Eda
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紹介／ New Paper
日本産ニセマイコガ科の総説
Terada, T., 2016. Stathmopodidae. The Insects of Japan 7, 
221 pp. Touka Shobo, Fukuoka.

ニセマイコガ科 Stathmopodidae はキバガ上科 
Gelechioidea に含まれる一群で，トゲ (輪生刺 ) が発達
した後脚を持ち上げる独特の静止姿勢が特徴的な小蛾類
である．
本書は，日本産ニセマイコガ科の包括的な概説であり，

日本産種を12属57種に整理し，正体不明種を除く全種
について成虫形態の記載及び再記載を行ったものであ
る．日本新記録属が3属，新種が16種，新記録種が9種
含まれる．属及び種の検索表，各種の成虫外観のカラー
図版および雌雄交尾器のスケッチとともに記載されてい
る． 
日本のニセマイコガ相の解明は最近になって大きく進

んだ．1982年に出版された「日本産蛾類大図鑑」のチェッ
クリストに掲載されたのはわずかに10種で，そのうち
2種は原記載以来現在まで記録が無い正体不明種であっ
た．その後も数種が記載あるいは新記録種として日本の
ファウナに加わるにとどまっていたが，本書の著者であ
る寺田剛氏による一連の研究により，Stathmopoda属を
中心に種の解明が一気に進み，「日本産蛾類標準図鑑」
では種数が22種 (未同定種3種を含む；正体不明種2種
を含まない ) に倍増した (寺田・坂巻 , 2013)．そして本
書では，「日本産蛾類標準図鑑」の種数の倍以上の種数
が記録されることになった． 
種数が増加した大きな理由は，Calicotis属およびその

近縁属の解析結果が追加されたことによる．この仲間
は，幼虫がシダの葉裏に絹糸と糞で巣を作り胞子を食べ
ることが知られている (杉島 , 2003, 昆虫と自然 38 (13): 
10-14)．小蛾類の調査では，胞子のある時期にシダの葉
をひっくり返したり，成虫の時期にシダをスイープした
りすれば，よく確認できるグループである．しかし，日
本産種のシダ胞子食ニセマイコガの分類は長らく手つか
ずで，数種の未同定種が記録されたにとどまっていた．
本書の出版でようやくその全貌がつかめたことになる．
記録されたほとんどの種は前翅が白色ないし淡褐色で互
いに似ており同定には注意を要する．またCuprina属の
2種は色調や感じがホソマイコガ科のクロホソマイコガ
Corsocasis coronias (マイコガ科のクロマイコガとして知
られていたが最近ホソマイコガ科とされた ) にも似てい
るので注意が必要だろう．
ニセマイコガの大きな特徴として，幼虫の食性があげ

られる．カキノヘタムシガ Stathmopoda masinissaに代表
される果実食のほか，蕾を食べる種，茎に潜る種など多
様で，特にゴール食や肉食 (アブラムシ食 ) が含まれる

のが興味深い．また，シダ胞子食種の寄主範囲がどのよ
うに決まっているのかも，今後の重要な研究テーマにな
るだろう．このように生態的に様々な興味のある群を研
究する，あるいは各地のニセマイコガ相を調べるための
基礎資料としても，本書の価値は大きいと紹介者は考え
る．
本書は日本昆虫学会が出版している「日本の昆虫」の

シリーズの一冊として刊行されており，本シリーズに
よる鱗翅類の総説は第5巻のカザリバ属 (黒子 , 2015; 抄
録：神保，本誌 276) に次いで二冊目である．本書の価
格は9,000円 (税抜 ) で，昆虫書籍を扱う書店で購入でき
るほか，出版社にも注文できる．詳しくは日本昆虫学会
のウェブサイト (http://www.entsoc.jp/) も参照されたい．
本書で扱われた全種のリスト，および「日本産蛾類標

準図鑑」と「岩手県の小蛾類 (奥 , 2003, 岩手蟲乃會會報
特別号 , (2): 1–157) の未同定種との対応を下記の種名一
覧で示す．なお，奥 (2003) で記録された Calicotis sp. 1 
および sp. 2 については，本書では言及が無いので省略
した．

日本産ニセマイコガの種名一覧 (寺田 , 2016による )
A species list of Japanese Stathmopodidae 
(based on Terada, 2016)

Stathmopoda Herrich-Schäffer, 1853
Stathmopoda pedella species-group 
キイロオビマイコガ種群
 pedella (Linnaeus, 1761) キイロオビマイコガ
 pullicuneata Terada, 2014 フトオビマイコガ
    = Stathmopoda sp. 1: Oku, 2003
    = Stathmopoda sp. 1: Terada & Sakamaki, 2013
 atridorsalis Terada, 2014 セグロフトオビマイコガ
 dorsioculella Terada, 2014 ネグロマイコガ
 sericicola Terada, 2014 スジボソマイコガ
 centihasta Terada, 2014 ヒダナシオオマイコガ
 stimulata Meyrick, 1913 オオマイコガ
 sp. 1 (未同定種 )
 sp. 2 (未同定種 )

Stathmopoda flavescens species-group 
ハンノマイコガ種群
 flavescens Kuznetzov, 1984 ハンノマイコガ
 gemmiconsuta Terada, 2012 
ヒメムラサキシキブマイコガ
 luxuriivora Terada, 2012 
ミナミヒメムラサキシキブマイコガ
 magnisignata Terada, 2012 ムラサキシキブマイコガ
    = Stathmopoda sp. 2: Oku, 2003
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 callicarpicola Terada, 2012 
ウスムラサキシキブマイコガ

Stathmopoda opticaspis species-group オビマイコガ種群
 opticaspis Meyrick, 1931 オビマイコガ
 persona Terada, 2013 リュウキュウオビマイコガ
    = Stathmopoda sp. 2: Terada & Sakamaki, 2013
 sp. 3 (未同定種 )
 moriutiella Kasy, 1973 モトキマイコガ
 albiornata Terada, 2013 シロオビマイコガ

Stathmopoda masinissa species-group 
カキノヘタムシガ種群
 masinissa Meyrick, 1906 カキノヘタムシガ
 maritimicola Terada & Sakamaki, 2011 
リュウキュウカキノヘタムシガ

Stathmopoda aprica species-group 
ヒメイヌビワマイコガ種群
 aprica Meyrick, 1913 ヒメイヌビワマイコガ
 fusciumeraris Terada, 2013 イヌビワマイコガ

A species-group incertae sedis 種群未定
 auriferella (Walker, 1864) キイロマイコガ
 haematosema Meyrick, 1933 カタアカマイコガ
 transfasciaria Li & Wang, 2002 ハスモンマイコガ
 brachymochla Meyrick, 1937 フタオビクロマイコガ
 tecticochlea Terada, 2016 カザリマイコガ
 sp. 4 (未同定種 )
 sp. 5 (未同定種 )

Atrijuglans Yang, 1977
 hetaohei Yang, 1977 シロテンクロマイコガ

Hieromantis Meyrick, 1897
 kurokoi Yasuda, 1988 クロコマイコガ
 makiosana Yasuda, 1988 マキオマイコガ

Pachyrhabda Meyrick, 1897
 aurea Terada, 2016 アシブサシダマイコガ (新種 )
 fuscimaculata Terada, 2016 
クロテンアシブサシダマイコガ (新種 )
 aedificatrix Terada, 2016 シロシダマイコガ (新種 )
 margaritecea Terada, 2016 
ヒメシロシダマイコガ (新種 )
 vaginivella Terada, 2016 チビシダマイコガ (新種 )
 argyrocosmos Terada, 2016 

ギンスジシダマイコガ (新種 )

Calicotis Meyrick, 1889
 chrysoptera Terada, 2016 シダマイコガ (新種 )
    = Stathmopoda sp. 3: Oku, 2003
 biserraticola Terada, 2016 ヒメシダマイコガ (新種 )
 rotundinidus Terada, 2016 
タニワタリシダマイコガ (新種 )
 exclamationis Terada, 2016 オオシダマイコガ (新種 )
 latebrifica Terada, 2016 
ヤブソテツシダマイコガ (新種 )
 xanthopsis Terada, 2016 
シロガネシダマイコガ (新種 )
 sublucida Terada, 2016 クロガネシダマイコガ (新種 )

Cuprina Sinev, 1988
 fuscella Sinev 1988, クロシダマイコガ (日本新記録 )
    = Calicotis sp. 3: Oku, 2003
 flaviscapella Sinev, 1988 
ヒメクロシダマイコガ (日本新記録 )

Thylacosceles Meyrick, 1889
 sp. (未同定種 )

Thylacosceloides Sinev, 1988
 miniata Sinev, 1988 モンシダマイコガ (日本新記録 )
 stegnogrammias Terada, 2016 
ミナミモンシダマイコガ (新種 )
 leucocephalus Terada, 2016 
シロズモンシダマイコガ (新種 )

Oedematopoda Zeller, 1852
 leechi Walsingham, 1889 アカヒゲベニトゲアシガ

Atkinsonia Stainton, 1859
 ignipicta (Butler, 1881) セグロベニトゲアシガ
 sp. クリベニトゲアシガ (未同定種 )
    = Oedematopoda sp. of Oku, 2003

Snellenia Walsingham, 1889
 iginispergens Diakonoff, 1948 (正体不明種 )

Minomona Mataumura, 1931
 bimaculata Matsumura, 1931 (正体不明種 )

神保宇嗣 / U. Jinbo
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抄録／ New Paper
日本産ムモンハモグリガの総説
Kobayashi, S., H. Sato, N. Hirano, K. Yamada and T. 
Hirowatari, 2016. A review of the Japanese species of the 
family Tischeriidae (Lepidoptera). ZooKeys 601: 127–151.

ムモンハモグリガ科 Tischeriidae は，日本からはこれ
まで7種が記録されているほか，数種の未同定種が知
られていた．本論文では日本産の本科を再検討し，2種
の新種と2種の日本新記録種が日本のファウナに加え
られ，日本産は11種となった．Tischeria decidua ニセク
ヌギキムモンハモグリの日本の個体群は，Stonis et al. 
(2014, Zootaxa 3884: 141–155) が示したようにアジアの
亜種 siorkionla Kozlov, 1986 に同定されることが確かめ
られた．本科は科名が示すとおりいわゆる斑紋がほとん
ど無く，地色も褐色ないし黒色で互いにていることが多
い．同定には交尾器を検するのが安全であろう． 本論
文はオープンアクセスで自由に閲覧できる．
以下に日本産種の一覧を示す．あわせて，佐藤 (2011, 

日本の鱗翅類 ) で示された未同定種との関係も示した．

Tischeria Zeller, 1839
 naraensis Sato, 1993 ヤマトキムモンハモグリ
 quercifolia Kuroko, 1982 クヌギキムモンハモグリ

 decidua Wocke, 1876 ニセクヌギキムモンハモグリ
 subsp. siorkionla Kozlov, 1986
 kumatai Sato, Kobayashi & Hirowatari, 2016 (新種．寄
主植物：シナノキ )
    = Tischeria sp.: Sato, 2011
 relictana Ermolaev, 1986 (日本新記録種．寄主植物：
ダケカンバ・ミズメ )

Coptotriche Walsingham, 1890
 angusticollella (Duponchel, 1843) 
バラクロムモンハモグリ
 heinemanni (Wocke, 1871) キイチゴクロムモンハモグリ
 japoniella Puplesis and Diškus, 2003 
ヒサカキムモンハモグリ
 szoecsi (Kasy, 1961) ワレモコウツヤムモンハモグリ
 subsp. japonica (Kuroko, 1982) 北海道
 subsp. szoecsi (Kasy, 1961) 本州
 minuta Diškus & Stonis, 2014 (日本新記録種．寄主植
物：サワシバ・クマシデ・アカシデ・イヌシデ・ツノハ
シバミ・アサダ )
 symplocosella Kobayashi & Hirowatari, 2016 (新種．寄
主植物：クロキ )
    = Coptotriche sp.: Sato, 2011

神保宇嗣 / U. Jinbo

抄録／ New Paper
日本産ハナホソガ類の分類
Kawakita A. & M. Kato, 2016. Revision of the Japanese 
species of Epicephala Meyrick with descriptions of seven 
new species (Lepidoptera, Gracillariidae). ZooKeys 568: 
87–118.

ハナホソガ属 Epicephala Meyrick, 1880 は，興味深い
生態が知られているホソガ科の一群である．幼虫がコミ
カンソウ科のカンコノキ属Glochidionやオオシマコバン
ノキ属 Breyniaなどにつく種では，♀成虫が雄花から雌
花へ送粉した後に雌花に産卵し，幼虫はその種子を食べ
て育つ．このとき，基本的に一種のハナホソガが一種の
カンコノキを受粉させ，カンコノキにとってはそのハナ
ホソガが唯一の送粉者になっている．このような関係は
絶対送粉共生系と呼ばれ，イチジクとイチジクコバチの
例がよく知られている (川北 , 2008. 種生物学会編 , 共進
化の生態学 . 文一総合出版 )．
本論文は，分類学的な研究が行われていなかった日

本産Epicephala属をまとめたもので，絶対送粉共生系
を構成する7種を含め，下記のように7新種を含む9種
が記録された．E. anthophilia Kawakita & Kato, 2016 (新
種．寄主植物：ウラジロカンコノキ )，E. bipollenella Li, 
Wang & Hu, 2012 (日本新記録．寄主植物：カキバカン
コノキ )，E. lanceolatella Kawakita & Kato, 2016 (新種．

寄主植物：キールンカンコノキ )，E. perplexa Kawakita 
& Kato, 2016 (新種．寄主植物：キールンカンコノキ )，
E. obovatella Kawakita & Kato, 2016 (新種．寄主植物：
カンコノキ・ヒラミカンコノキ )，E. corruptrix Kawakita 
& Kato, 2016 (新種．寄主植物：カンコノキ・ヒラミカ
ンコノキ )，E. vitisidaea Li, Wang & Hu, 2012 (日本新
記録．寄主植物：オオシマコバンノキ )，E. parasitica 
Kawakita & Kato, 2016 (新種．寄主植物：コミカンソウ )，
E. nudilingua Kawakita & Kato, 2016 (新種．寄主植物：
ヒメミカンソウ )．
このうち，キールンカンコノキにつく2種は八重山諸

島で同所的に分布するが姉妹種では無い．また，カンコ
ノキとヒラミカンコノキにつく2種は，植物2種の境界
とは異なるほぼ側所的な分布 (E. obovatella：日本本土～
屋久島・久米島・与那国島～台湾，E. corruptrix：奄美
諸島～八重山群島 ) をしている．コミカンソウとヒメミ
カンソウにつく種では，幼虫はどちらも寄主植物の種子
を食べるが，送粉行動は観察されておらず寄生と考えら
れている．
本属はこれまでに60種ほどが知られているが，世界

には数百種が分布すると推定されており，今後の研究に
よって明らかにされていくだろう．本論文はオープンア
クセスで自由に閲覧できる．

神保宇嗣 / U. Jinbo
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第47回みくに会報告

1970年に群馬県の湯檜曽温泉で始まった蛾類学会の
採集例会「みくに会」は今年で47回を数え，半世紀近
くの歴史をもつ例会となりました．
今回は初の北海道を舞台として，上川町の愛山渓倶楽

部で開催されました．愛山渓倶楽部は大雪山国立公園内
の特別地域にあり，屋台等の建築物を勝手に設置するこ
とは禁止されております．そのため，事前に環境省から
許可を得たうえでの採集調査を兼ねた会となりました．
また，今回は北海道の方々にも多く参加いただくことが
でき，私どもとしても現地の蛾屋さんとの交流が深める
事ができた有意義な会となりました．

7月1日　
17:00の集合時間には参加予定者の全員が揃い，食堂

にて幹事の阪本優介さんにより開会の挨拶，岸田会長か
らご自身や学会としての北海道との関わりなどのお話を
頂きました．その後，道内の七飯町からお越し頂いた小
松利民さんから乾杯の音頭をいただき，第47回のみく
に会の幕が開きました．同じ北海道とはいえ，小松さん
のお住まいである七飯町からは愛山渓まで500kmほど．
東京からだと仙台まで行けてしまうほどの遠方から函館
の名越和夫さんと共においで下さいました．
夕食を食べながら一人一話で自己紹介を兼ねた近況の

報告をした後，自由行動の時間になりました．今回は初

めての北海道での採集例会ということもあり，ほぼ全員
が「採集」にウェイトを置いたようです．そのためか例
年は夕食後すぐに繰り広げられる酒宴がひとまず影を潜
めた形となりました．天気に恵まれた宿の敷地内には8
つの蛾幕が設置され，多くの蛾が飛来し採集例会として
申し分ない夜を過ごすことができました．なかでも北海 
道特産種である，ユーラシアオホーツクヨトウやホッカ
イエグリシャチホコ，カラフトアヤトガリバの飛来には
歓声があがりました．モンキシロシャチホコの紋が黒化
した型や，7月のエゾヨツメなど本州でおなじみの種で
も特有変異や飛来時期の妙を楽しむことができました．
一通り採集が終わると，みくに会の真骨頂である宴会

が大広間でいつとなしに始まりました．お酒を飲みなが
ら蛾の話に興じる人，普段お会いできない方々との親交
を深める人，落ち着きなく蛾幕と広間を行き来する人，
はたまた採ったものを展翅しだす人 (！ ) 様々な蛾屋模
様が深夜まで繰り広げられました．

7月2日
朝食後は自由行動でみなさんそれぞれ採集に出かけら

れました．ヒメキシタヒトリなどを採集したという話も
聞かれましたが，この日は天気が芳しくなく予報どおり
午後には大雨となってしまいました．宿舎に戻り16:00
からは「北海道の蝶と蛾」の著者である櫻井正俊さんの
講演会が開かれました．北海道特産種や設置回収型ライ
トトラップのお話に私はもとより参加者は聞き入ってし

Fig. 1.集合写真 . Fig. 2.モンキシロシャチホコ黒紋型 . Fig. 3.ユーラシアオホーツクヨトウ .

1
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3
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まい，予定時間をオーバーしてしまう事態に．大変有意
義 な講演を頂くことができました．夕食後の採集は大
雨の中でしたが，宿の庇をお借りして2基が設置されま
した．宴会場の真横で行われるライトトラップは，これ
ぞ蛾類学会採集例会といった雰囲気を醸し出しており，
大雨にも関わらず楽しい夜となりました．この晩は北海
道特産種のマメヨトウが飛来．深夜遅くまでの酒宴は天
気に左右されることなく続きました．

7月3日
朝食後は恒例，六本脚賞と月刊むし賞の授賞式．岸田

会長の独断によりエゾヨツメを採集した人が会長とジャ
ンケンという事になり，月刊むし賞として各務さんが
「飛騨のギフチョウ」を手にしました．その後も私が月
刊むし賞として「世界のカブトムシ」，田辺さんが六本
脚賞として「日本産オサムシ図説」，中尾さんが六本脚

賞として「URANIE, CASTNIE e SATURNIE di Roberto 
Vinciguerra (ツバメガ，カストニアガ，ヤママユガ図説 )」
を受賞．その後集合写真を撮って，解散となりました．

参加者は29名 (敬称略 )． ご参加いただきありがとう
ございました．
北海道：菊地那樹，小松利民，櫻井正俊，澄川大輔，

田中成明，照井奈都美，名越和夫，原瑞恵，伴光哲，堀
繁久，前田大輔，横関丈司 / 埼玉県：飯森政宏，高橋公
彦，野中俊文 / 東京都：岸田泰則，北島裕紀，清野元之，
中尾健一郎 / 神奈川県：阪本優介，沼田康夫，宮嶋顕司 / 
静岡県：枝恵太郎，田辺恒彰 / 愛知県：間野隆裕，水野
利彦 / 岐阜県：各務一夫，宮野昭彦 / 鳥取県：田村昭夫

飯森政宏 (〒335-0002 埼玉県蕨市塚越6-28-11)

2016年秋の例会のご案内
秋の例会を下記の要領で開催する予定です．会員外で

も参加可能です．ふるってご参加ください．
※ 研究発表会はまだ時間に余裕がございますので，

発表希望の方は9 月25 日 (日 ) までに soumu@moth.jp に
ご連絡ください．

日　時 ：2016年10月2日 (日 )　13:00 ～ 16:30
会　場 ：国立科学博物館・附属 自然教育園 (2階会議室 ) 
　　　東京都港区白金台5-21-5
　　　代表電話  03-3441-7176

交　通 ：JR山手線目黒駅東口から徒歩7分程度
　　　　地下鉄南北線・三田線白金台駅から徒歩4分程度　

プログラム (予定 ) 
1. 研究発表会
中島秀雄・矢野高広：カバシタムクゲエダシャク再発見

の報告
中尾健一郎・福田輝彦：オスグロトモエ，ハグルマト
モエの国内外分布の再検討

2. みくに会報告 (飯森政宏 )
3. 各分科会報告
日本プン党 (堀江清史 ) 
カトカラ同好会 (田中拓 ) 
キリガ分科会 (四方圭一郎 ) 

4. 近況報告

参加費 ： 会場費は300 円．入園料は別途310 円となり
ます (65 歳以上及び高校生以下は証明書提示にて入園無
料となります )．休憩時間には園内散策できますが，園
内は天然記念物指定され，採集禁止ですので，ご注意く
ださい．
その他： 例会終了後に会場周辺で懇親会 (目黒さんま

センターにて，17～ 19 時 参加費1 人4500 円 ) を予定
しています．
世話人 ： 堀江清史

日本蛾類学会2017年総会・研究発表会のお知らせ
日本蛾類学会2017年総会・研究発表会は，福岡県の

九州大学附属図書館・中央図書館視聴覚ホール (新館
4F) で開催されます．今回は，土曜日ではなく，日曜日
の開催です．会場，曜日とも例年と異なりますのでご注
意ください．ふるってご参加ください．

日　時：2017年1月29日 (日 ) 総会11:00 ～ 11:30，研
究発表会13:00 ～ 17:00

場　所：九州大学附属図書館・中央図書館視聴覚ホール 
(新館4F) 

https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/ja/libraries/central/facilities
交　通：地下鉄箱崎線「箱崎九大前」より徒歩10分
https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/ja/libraries/central/locations

懇親会も開催予定．詳細は次号に掲載します．
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■蛾類通信をお届けします
蛾類通信278号をお送りします．お送りしました封筒の

宛名タックシール右下に会費納入状況を印字しました．会
費は前納となっておりますので，「2016年会費受領」になっ
ておられない方は，会費のお振込をお願いいたします．こ
の受領年は2016年8月5日時点での納入状況です．ご送金
が行き違いになった場合はご了承ください．
若手会員の会費は年額3,500円です．2016年は「1991

年およびそれ以降生まれ」の国内会員を若手会員としま
す．この条件に合う方で封筒の宛名タックシールに「若」
印のない方は，手紙 (〒275-0017千葉県習志野市藤崎7丁
目5-33)，FAX (047-493-9179) または電子メール (info@
moth.jp) で生年を西暦でお知らせください．

例：会員番号 999　氏名  蛾類太郎　生年 (西暦 ) 1991年

一般の方は従来通り7,000円です (生年のお知らせは不
要です )．ご確認くださいますようお願いいたします．
お願い：移転や住所変更の際は，事務局までお知らせく

ださい．本会誌は郵便でお送りしていないので，郵便局へ
の移転通知では新住所に転送されません．よろしくお願い
いたします．

■会員移動
○入会
名越和夫，前田大輔，小西岳史

※蛾類通信277号の会員移動において，退会者のお名前
に「楠　祐一」氏のお名前を掲載しましたが，これは編集
上の誤りであり，退会はされておりません．この場を借り
て，楠様および会員の皆様に深くお詫び申し上げます．

本会に関する連絡，照会，送金等はすべて次のところにお願いします．会費　年額 7000円（若手会員 3500円）
275-0017  千葉県習志野市藤崎 7丁目 5-33  日本蛾類学会事務局（FAX 047-493-9179）振替 00160-2-72803
また，蛾類通信への投稿は以下にお願いします (投稿先住所が変わりました )．
222-0001   神奈川県横浜市港北区樽町 1-27-16　枝　恵太郎　　 e-mail: eda@air.ocn.ne.jp

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

舶来品をはるかに凌駕する最良最硬質ステンレス（モリブデン含有）
各種標本箱等蛾類研究用必需品も取揃えてあります．ぜひご利用下さい。

志 賀 昆 虫 普 及 社
〒 142-0051　東京都品川区平塚 2-5-8　 電話 5858- 6

ムシは一ばん
4 0 1 （代表）   振替 0 0 1 3 0 -4-2 1 1 2 9

カタログ
進　　呈

株　式
会　社
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