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北海道から Synanthedon martjanovi Sheljuzhko ( スカシバガ科 ) の記録
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Synanthedon martjanovi Sheljuzhko (Lepidoptera, Sesiidae) from Hokkaido, Japan
Shingo Onodera, Hiroshi Onodera, Naoki Yata and Yutaka Arita
Japan Heterocerists’ J. 279: 97-98. December 2016.
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Figs 1-2. Male of Synanthedon martjanovi Sheljuzhko. 1. Dorsal aspect. 2. Ventral aspect.

筆者のひとり，小野寺慎吾は 2002 年 8 月 17 日に北海
道阿寒郡阿寒町 ( 現，釧路市阿寒町 ) において種不明の
コスカシバ属 Synanthedon のスカシバガを採集した．そ
の後，しばらく追加個体が得られなかったが，小野寺博
は 2016 年 8 月 5，6 日に同所で再び採集した．ベルギー
の W. Garrevoet 氏ならびに有田豊の同定により，この種
は Synanthedon martjanovi Sheljuzhko, 1918 であることが
判明し，北海道から記録されたことがあるらしいことも
わかった．しかし，文献調査の結果は明確な記録報告を
見い出せなかった．そこで改めてここに北海道からの記
録として報告する．

Synanthedon martjanovi Sheljuzhko, 1918

ハラジロコスカシバ ( 和名新称 )
Synanthedon martjanovi Sheljuzhko, 1918, Neue Beitr. syst.
Insektenk. 1: 104. Type locality: Russia, Siberia, Jenissey,
Minusinsk. Holotype ♂ (ZMKU).

ZMKU: Zoological Museum, Kiev University, Kiev, Ukraine.
1 ♂，北海道阿寒郡阿寒町シュンクシタカラ林道，17.
VIII. 2002，小野寺慎吾 leg. (NSMT) (Figs 1-2).
1 ♂，北海道釧路市阿寒町布伏内シュンクシタカラ林
道，5. VIII. 2016，小野寺博 leg.
1 ♂，同上，6. VIII. 2016，小野寺博 leg.
なお，採集地点は市町村合併で地名が変更されている
が同じ場所である．
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NSMT: National Museum of Nature and Science, Tsukubashi, Ibaragi-ken, Japan. 国立科学博物館所蔵．
採集時の状況

天候は，いずれの日も晴れ．環境は，山地渓流の落葉

広葉樹林で，河川沿いや林道沿いにドロヤナギ ( ドロノ
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の太い枝の樹皮下に穿孔し，稀に幹や切り株にも入り，

1-2 年食害する．蛹化は樹皮下孔道内の繭の中でおこな

われる．

本種の和名については，腹部腹面の白色部が特徴的で

あることからハラジロコスカシバと命名した．

今回のハラジロコスカシバの発見は，北海道における

キ ) Populus maximowiczii Henry が点在する．採集地点は，

合成性フェロモントラップを使った新たな種の発見とい

の複数のスカシバ合成性フェロモンルアーを設置した．

れる可能性に期待したい．

林道沿いの少し開けた明るい空間である．そこに配合別

小野寺慎吾は，15 時頃フェロモンルアーから 5m ほど離

う最初の成果である．国内で新たなスカシバガが発見さ

本報告にあたり，国立科学博物館昆虫学研究室の大和

れた地上高 1.5m のところをホバリングする個体をみつ

田守博士，神保宇嗣博士，フェロモンを提供していただ

定はできなかった．小野寺博は，どちらも 11:30 頃フェ

W. Garrevoet 氏 ( ベルギー ) に感謝する．

け採集した．ルアーから離れていたためフェロモンの特

ロモンルアー近傍に飛来し足元をゆっくり飛翔する個体

を採集した．フェロモンは特定していない．
Synanthedon martjanovi は，1916 年 6 月 24 日 に ロ シ

ア 帝 国・ シ ベ リ ア・ エ ニ セ イ 県 の Minussinsk ( 現 ロ シ

ア・ シ ベ リ ア・ ク ラ ス ノ ヤ ル ス ク 地 方 Minusinsk) で，
V. Kozhantshikov が 採 集 し た ♂ 個 体 に 基 づ き 1918 年 L.
Sheljuzhko に よ っ て 記 載 さ れ た (Špatenka. et al. (1999)，
Lastuvka et al. (2001) には Holotype ♀と記述されている )．
形態的特徴

♂： 体 長 11-12mm， 前 翅 長 8-9mm， 開 張 18-19mm．

体色は黒色で，
下唇鬚下面が白色．翅下面が黄金色がかっ

た褐色．腹部第 2 節と第 4 節の背面に細い黄色帯をもつ．
腹部第 4 節から第 6 節の腹面が全体的に銀白色の鱗粉に

おおわれる．Anal taft は黒色で外縁が黄色．
♀：日本から未知．

分布

本種は，ロシア西部からロシア極東まで (De Freina,
1997；Špatenka et al., 1999；Lastuvka. et al., 2001) と韓
国 (Arita et al., 2004) から記録されている．
な お，De Freina (1997) に は「Gesamtverbreitung der
Art: …Nordjapan (Hokkaido) − Distribution: …N. Japan
(Hokkaido)」と記述されているが，標本の図示，採集デー
タならびに出典の記述がなく真偽不明である．Špatenka
et al., (1999)，Lastuvka et al., (2001) には本種の分布域に
日本 ( 北海道 ) は出てこない．
生態

日本からの生態は何も知られていない．
De Freina (1997)，Špatenka et al. (1999)，Lastuvka et
al. (2001) によると，ロシアでは成虫は 6-8 月末に出現す
る．低−中山地の明るいポプラ林に生息し，うっそうと
した森林には生息しない．食餌植物は，ヤナギ科のヤマ
ナラシ Populus tremula Linnaeus が知られている．韓国
(Arita et al., 2004) ではポプラ属の一種から成虫が 7 月下
旬に羽化している．幼虫は，病気や衰弱したヤマナラシ

いた鳥取大学の中秀司博士，本種を同定していただいた

参考・引用文献
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H., München.
Lastuvka, Z. & A. Lastuvka, 2001. The Sesiidae of Europe.
245pp. Apollo Books, Stenstrup, Denmark.
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1993. Die Systematik und Synonymie der Paläarktischen
Glasﬂügler-Arten (Lepidoptera, Sesiidae). Nachr. entoml. Ver.
Apollo, Frankfrut/Main, N. F. 14(2): 81-114.
Špatenka, K, O. Gorbunov, Z. Lastuvka, I. Tosevski & Y.
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C.M. (Ed.). Handbook of Palaearctic Macrolepidoptera 1:
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Summary We report our collecting records of Synanthedon
martjanovi by pheromone trap from the east region of

Hokkaido. The location is near a stream in deciduous
broad-leaved forest where Populus maximowiczii are
dotted about. De Freina (1997) referred to the distributin
of this species in Hokkaido as “Gesamtverbreitung der
Art: …Nordjapan (Hokkaido) − Distribution: …N. Japan
(Hokkaido)“, but we could not ﬁnd the original reference,
and the present record could be the first evident record
from Japan. Špatenka (1999) and Lastuvka (2001) did not
include Hokkaido as its distribution area. 1 ♂ , Hokkaido,
Akan-Gun, Akan Town, Fubushinai, Shunkushitakaraforest-pass, 17. VIII. 2002，Shingo Onodera leg. (deposited
at NSMT). 1 ♂ , Hokkaido, Kushiro City, Akan Town,
Fubushinai, Shunkushitakara-forest-pass, 5. VIII. 2016,
Hiroshi Onodera leg. 1 ♂ , did, 6. VIII. 2016.

99

日本産 Microleon 属 ( イラガ科 ) の再検討と 2 新種の記載
佐々木

明

夫

010-1424 秋田県秋田市御野場 5 丁目 11-5

A taxonomic note of genus Microleon (Limacodidae) in Japan, with descriptions of two new species
Akio Sasaki
Japan Heterocerists’ J. 279: 99-106. December 2016.
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Figs 1-6. Microleon longipalpis Butler. 1, 1a. Holotype (BMNH). 2. Ditto ♂ , Akita
Pref. 3. Ditto ♂ , Nagano Pref. 4. Ditto ♂ , Gifu Pref. 5. Ditto ♀ , Akita Pref. 6.
Ditto ♀ , Yamagata Pref.

属 Microleon Butler, 1885 は，Pryer の 蒐 集 に よ る

吉本浩氏は，従来テングイラガとされてきた種の中に，

Yokohama 産の 1 ♂によって longipalpis テングイラガ を

♂交尾器の形が異なるいくつかの個体群があることを見

記載した際に，この種を type として創設された．原記載

出し，筆者とともに調査を続けていた．しかし吉本氏は

では Lithacodes 属に近縁であるとしながら，下唇鬚が長

十年ほど前に不幸にも病に伏され，今後の研究を断念せ

く上向すること，中室がより角ばること，後脚に 4 本の

ざるを得ない状態が続いている．ここに一日も早いご快

刺が生ずることなどが特徴として挙げられている．さら

癒を祈るとともに，交尾器の違いに気づかれた氏のご慧

に，標本を提供した Pryer が “ 自分には理解し難い種で

眼に深く敬意を表したい．

ある ” などと付記していたことを紹介している．この年
代の記載がそうであるように，交尾器についての記述は
ない．

吉 本 氏 の 知 見 に 基 づ き 調 査 の 結 果， 日 本 に 産 す る

Microleon 属の中に 3 種が含まれていることを確認できた
ので，テングイラガを再記載するとともに，2 新種を記

Microleon 属には現在テングイラガ 1 種のみが知られ

載する．これまで “ テングイラガ ” として記録されたも

ており，日本では北海道から石垣島まで広く分布すると

のの中には，これらの種を混同していることも考えられ

されるほか，ロシア南東部，朝鮮半島，台湾からも記録

るので，再調査の必要があるだろう．これらの 3 種は成

されている (Okano et al., 1964; Inoue, 1992; Wang, 1995;

虫写真に示したように種内の色彩変異が多様で，中には

Solovyev, 2008; Sohn et al., 2009)．

外見からの同定が困難な個体もある．交尾器の違いは明
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Figs 7-16. Microleon spp. 7. M. decolatus sp. nov. ♂ , holotype, Akita Pref.
8. Ditto ♂ , paratype, Kagawa Pref. 9. Ditto ♂ , paratype, Saitama Pref. 10.
Ditto ♂ , paratype, Okinoshima Is. 11. Ditto ♀ , paratype, Miyagi Pref. 12. M.
yoshimotoi sp. nov. ♂ , holotype, Nagano Pref. 13. Ditto ♂ , paratype, Akita
Pref. 14. Ditto ♂ , paratype, Nagano Pref. 15. Ditto ♀ , paratype, Akita Pref. 16.
Ditto ♀ , paratype, Miyagi Pref.

瞭で，同定は容易である．
テングイラガを含む吉本氏のイラガ科のコレクション

Microleon longipalpis Butler, 1885
クロフテングイラガ ( 改称 ) (Figs 1-6)

は，現在，国立科学博物館筑波研究施設 ( 茨城県つくば

Microleon longipalpis Butler, 1885: 121.

市 ) に所蔵されている．神保宇嗣博士からは，吉本コレ

Microleon longipalpis: Solovyev, 2008: 23, fig. 4, pl. 1:

クションを含む同博物館所蔵標本の閲覧と調査について

9-10; Sasaki, 2013: 321 (part.), pl. 41, ﬁg. 14.

便宜をはかっていただいたほか，文献の紹介と多くの有

Microleon sp. B: Sasaki et al., 1994. 23, ﬁgs 8, 36.

益なご助言をいただいた．ここに厚く御礼申し上げる．

開 張 ♂ : 13-17mm, ♀ : 15-18mm. 触 角 は ♂ ♀ と も 糸

次の方々からは，この研究のために多数の標本を提供

状．前翅はやや幅広く翅頂の突出は弱い．内横線から外

していただいた．心から感謝の意を表したい．

縁にかけて黒褐色，外横線の外側がわずかに淡色のこと

( 故 ) 岩崎史郎，木村正明，岸田泰則，小木広行，小

がある；内横線は斜行しほぼ直線状．内横線内側は橙褐

松利民，間野隆裕，増井武彦，宮野昭彦，中島秀雄，西

色，後縁中央にも橙褐色の三角状紋があるほか，前縁翅

澤正隆，大倉慎，佐藤力夫，田中政行，梅津一史，山本

頂付近にもぼやけた茶褐色斑を現す．後翅：全体に黒褐

光人 ( 敬称略 )．

色，後角付近に茶褐色の細い筋状紋がある；縁毛は灰褐
色，後角部では黒色．佐々木 (2013) がテングイラガと

Genus Microleon Butler, 1885
Microleon Butler, 1885: 121. Type-species: Microleon
longipalpis Butler, 1885, by monotypy.

して図示したうちの pl. 41, ﬁg. 14 は本種である．
♂交尾器 (Fig. 17)：tuba analis は膜質；uncus は一対
の突起からなり，よく発達し骨化して長毛を伴い，先
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端は尖って内方に湾曲する；gnathos (Fig. 23) は骨化し

226, pl. 162, ﬁg.16b; Jinbo, 2005, 190; Teramoto, 2011,

T 字形，上辺に顆粒状の骨片を散布する；valva は単純，

654, pl. 52, fig. 205; Sasaki, 2013, 321 (part.), pl. 41,

内側には基部付近を除いて長毛を生ずる； sacculus は板

figs 12, 13, 15; Sakurai, 2015, fig. 2267. (nec Butler,

状に発達し，左右ともそれぞれ 2 本の sacculus arm を伴
い，図上で右外方の 1 本は左外方のものよりわずかに長

1885)
Microleon sp. A: Sasaki et al., 1994. 23, ﬁgs 7, 35.

い；4 本の sacculus arm の先端は鋭く尖る； juxta の両側

開張♂：15-19mm, ♀：18-22mm. 前翅：色彩は変異

は骨化し，その上端は長い刺状に発達して，外方にゆる

が大きいが，多くの個体は外横線と内横線の間は前種よ

やかに湾曲する (Fig. 27)； aedeagus は直線状で先端に小

りも明るい褐色．基部から内横線までは黄〜橙褐色，後

さな鋸歯を伴う骨化した細い帯状物を持つ (Fig. 20)．

縁部中央にも同色の三角状紋を現す．外横線の外側はほ

♀交尾器 (Fig. 31)：antrum は弱く骨化し，細長い漏斗

ぼ淡褐色であるが，翅頂付近は茶褐色を帯びる (Figs 7,

状；colliculum は皮革状，1-1.5 回ほど螺旋状に捩れる；

11)．しかし少ないながら全体に黄褐色の個体 (Fig. 8) 〜

ductus bursae は膜質，次第に太くなって corpus bursae に

茶褐色を帯びる個体 (Fig. 9) や暗化した個体 (Fig. 10) も

達する；corpus bursae は卵形；signum はごく小型，楔

あり，暗化した個体は前種と，黄褐色の個体は次種と外

状の骨片を密生するが，その大きさや形状は不揃いであ

見上紛らわしい．後翅：前種より淡い暗褐色．

る (Figs 34-36)；signum 周辺の顆粒の散布は発達しない．

過去の図鑑等にテングイラガとして掲げられた図の

Specimens examined: Hokkaido: Kitahiyama, Hiyama

中で，井上 (1957, 1982), 山本 (1959), 神保 (2005), 寺本

Town, 1 ♂ ; Akaigawa, Mori Town, 1 ♂ ; Ukishima,

(2011), 佐々木 (2013: pl. 41, ﬁgs 12, 13, 15), 櫻井 (2015)

Hiyama Town, 1 ♂ ; Narukawa, Nanae Town, 3 ♂ ;

の図は，外見上の特徴から本種 decolatus と同定できる．

Akaigawa, Mori Town, 1 ♂ ; Narukawa, Nanae Town, 1

♂交尾器 (Fig.18)；前種に比べて次の違いがある；

♂ . Akita Pref.: Sashimaki, Tazawako Town, 3 ♂ 1 ♀ ;

gnathos (Fig. 24) はより発達し，T 字形の上辺はより幅

Tazawako-kogen, Tazawako Town, 1 ♂ ; Akakurazawa,

広く，上辺に散布する顆粒状の骨片はより密である；

Akinomiya, Ogachi Town, 2 ♂ 3 ♀ . Yamagata Pref.:

sacculus arm は図上で右の 2 本と左外方の 1 本はほぼ同

Shizu, Nishikawa Town, 1 ♀ . Niigata Perf.: Ketto, Tsunan

じ長さ，左内方の arm は他の 3 本の長さのおよそ 2 倍；

Town, 1 ♂ . Saitama Pref.: Kita-otsuka, Sakado City, 1

それぞれの arm の先端は前種よりも鈍い；juxta の両側

♂ . Nagano Pref.: Himemiya, Kamisato Town, 1 ♂ . Fukui

は弱く骨化し，その上端の刺状物の発達はごく弱い (Fig.

Pref.: Nishikogawa, Kohama City, 1 ♂ . Gifu Pref.: Hino-

28)；aedeagus は直線状，先端に向かって細くなり，先

dachiboku, Gifu City, 1 ♂ ; Shimo-osu, Neo Village, 2 ♂ ;

端部にはごく小さな弱く骨化した部分がある (Fig. 21)．

Fukado, Kamioka Town, 1 ♂ ; Murokane, Hichiso Town,

♀交尾器 (Fig. 32)：antrum は弱く骨化し細長く，わず

1 ♂ ; Ogaya, Kani City, 1 ♂ ; Iodo, Miyama Town, 1 ♂ ;

かに漏斗状；colliculum は皮革状，3-4 回螺旋状に捩れる；

Nabedaira, Kamitakara, 2 ♂ . Aichi Pref.: Ure, Shitara

signum はより大型，大きさに変化があり中央部分がく

Town, 2 ♂ ; Nukumi-toge, Motosu-gun, 1 ♂ ; Mizono,

びれた繭型で楔状骨片を密生する (Figs 37-39)；楔状骨

Tado Town, 1 ♂ ; Shidami, Moriyama, Nagoya City, 1 ♂ .

片は中央部分が小さく両端部分は大きい；signum の周

Kagawa Pref.: Kusaka-toge, Okawa Town, 1 ♂ . Tokushima

辺に微小な顆粒を散布する．

Pref.: Okunoi, Yamawa Town, 2 ♂ .
Holotype の写真 (Fig. 1)，および Solovyev (2008) が

Holotype, ♂．Uwanodai, Kawabe Town, Akita Pref.,
25 June 1997 (A. Sasaki leg.), in the collection of National

Fig. 4 で示した holotype の交尾器の図に基づき，学名

Museum of Nature and Science, Tsukuba.

来典型的な M. longipalpis テングイラガと呼ばれていた

2009, 1 ♂ (H. Kogi leg); Toyohara, Hakodate City, 31 July

個体群は次種に属することがわかったため，混乱を少な

2001, 1 ♂ ; Ukishima-park, Kitahiyama Town, 27 July

Microleon longipalpis は本種にあたることを確認した．従

Paratypes. Hokkaido: Manji, Iwamizawa City, 14 July

1992, 1 ♂ ; Narukawa, Nanae Town, 14 July 2002, 1 ♂ ; 7

くするため和名を改めた．

July 2016, 1 ♀ (T. Komatsu leg.). Akita Pref.: Yoakejima,
Kazuno City, 29 June 1996, 1 ♂ ; Same data of holotype,

Microleon decolatus sp. nov.
キマダラテングイラガ ( 新称 )

(Figs 7-11)

1 ♂ ; Tsubakidai, Yuwa Town, 7 June 1977, 1 ♂ ; Deto,

Microleon longipalpis: Inoue, 1957, 158, pl. 29, fig. 826;

Nishime Village, 1 Sep. 1975, 1 ♂ ; Toshi, Nikaho Town,

id, 1982, 1: 299, 2: pl. 34, ﬁgs 34, 35; Yamamoto, 1959,

28 Aug. 2005, 1 ♂ ; Kawabukuro, Kisakata Town, 28 May
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17

18

20

21

22

19

23

24

Figs 17-19. Male genitalia. 17. Microleon longipalpis Butler (AS-2095). 18. M. decolatus, holotype, (AS-3062). 19. M.
yoshimotoi, holotype, (HY-1750). Figs 20-22. Aedeagus (magniﬁed). 20. M. longipalpis. 21. M. decolatus, holotype. 22. M.
yoshimotoi, paratype. Figs 23-24. Gnathos (magniﬁed). 23. M. longipalpis. 24. M. decolatus, paratype.
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25

26

27

28

29

30

Figs 25-26. Gnathos (magnified). 25. M. yoshimotoi, holotype. 26. Ditto, paratype. Figs 27-30. Juxta (magnified). 27. M.
longipalpis. 28. M. decolatus, paratype. 29. M. yoshimotoi, holotype. 30. Ditto, paratype.

1998, 1 ♀ (A. Sasaki leg.). Soma spa., Moriyoshi Town, 24

Aug. 1986, 1 ♂ ; Shidami, Nagoya City, 25 June 1989, 1 ♀

July 1993, 1 ♀ ; Toyoiwa, Akita City, 14 June 1987, 1 ♀ ;

(T. Mano leg.). Mie Pref.; Shimakatsuura, Miyama Town,

Toyomaki, Akita City, 24 June 1986, 1 ♀ (M. Okura leg.).

4 June 1988, 1 ♂ (T. Mano leg.). Shimane Pref.: Saigo, Oki

Iwate Pref.: Ubayashiki, Takizawa Village, 17 July 1996, 1

Is., 30-31 May 1967, 1 ♂ 1 ♀ (T. Maenami leg.). Kagawa

♀ (A. Sasaki leg.). Miyagi Pref.: Tsumagoi, Naruko Town,

Pref.: Nishikawa, Takamatsu City, 12 June 1959, 1 ♂ (T.

1 July 1997, 1 ♀ (M. Tanaka leg.). Niigata Pref.: Sakata

Masui leg.). Fuchu-cho, Sakaide City, 27 Aug. 1975, 1 ♂

Lagoon, 10-11 June 1999, 1 ♀ (R. Sato leg.). Saitama Pref.:

(M. Takagi leg.). Nagasaki Pref.: Sotome, Tabira Town, 15

Kitaotsuka, Sakado City, 29 June 2000, 1 ♂ (M. Yamamoto

Sep. 2000, 1 ♂ ; Ohura, Tsushima Is., 28 June 2011, 1 ♂

leg.). Tokyo: Oshima park, Izu-oshima Is., 9 Sep. 2013, 2

(M. Nishizawa leg.). Shitaru, Tsushima Is., 24 July 2007, 1

♂ (H. Nakajima leg.). Borosawa, Mikurajima Is., 12 June

♂ (M. Kimura leg.).

2010, 1 ♂ 1 ♀ ; Kashidate, Hachijojima Is., 15 Oct. 2010,
1 ♂ 1 ♀ (Y. Kishida leg.). Kanagawa Pref.: Iriya, Zama

Microleon yoshimotoi sp. nov.

City, 17 Aug. 2001, 1 ♂ (M. Yamamoto leg.). Shizuoka

ウスイロテングイラガ ( 新称 )

Pref.: Shirasuka, Kosai City, 12 Aug. 1996, 1 ♂ ; 23 Aug.

Microleon longipalpis: Sasaki, 2013: 321 (part.), pl. 41, ﬁgs

1996, 1 ♀ ; (S. Iwasaki leg.). Gifu Pref.: Ishiki, Shirakawa
Town, 12 June 1999, 1 ♂ ; Fukasawa-kyo, Yaotsu Town, 28

(Figs 12-16)

16, 17. (nec Butler, 1885)
Microleon sp. C: Sasaki et al., 1994. 23, ﬁgs 9, 37.

May 2000, 1 ♀ ; 18 June 2005, 1 ♀ ;; Kami-hazama, Seki

開張♂ : 16-20mm, ♀ : 20-22mm. 前翅：全体に淡褐色

City, 19 June 2005, 1 ♀ ; Tokutaya, Nanno Town, 15 June

〜褐色，外横線の内側はやや濃色；後縁中央部の紋は淡

2002, 1 ♀ ; Murokane, Hichiso Town, 1 July 2007, 1 ♀

黄色であるが不明瞭なことが多い；中室外側に暗褐色鱗

(A. Miyano leg.). Yanado, Gifu City, 11 June 1986, 1 ♀ (T.

をまばらに散布することがある．外縁に数個の小黒点が

Mano leg.). Aichi Pref.; Nabeta-kantaku, Yatomi Town, 8

ある．後翅はキマダラテングイラガとほぼ同様．佐々木
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32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Figs 31-33. Female genitalia. 31. Microleon longipalpis Butler (AS-3063). 32. M. decolatus, paratype (AS-3699). 33. M.
yoshimotoi, paratype (AS-3069). Figs 34-41. Signum (magniﬁed). 34. M. longipalpis. 35. Ditto. 36. Ditto. 37-39. M. decolatus,
paratypes. 40-41. M. yoshimotoi, paratypes.
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は，本種の♂♀ (paratype) である．
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類図鑑 ( 上 ): 157-160, pl. 29. 保育社，大阪．
井上

寛 , 1982. イラガ科．井上寛ほか，日本産蛾類大

♂交尾器 (Fig.19)：クロフテングイラガ，キマダラテ

図鑑 1: 297-301, 2: 219-221, pls 34-35. 講談社，東京．

ングイラガとは次の点で区別できる．gnathos の上辺の

Inoue H., 1992. Limacodidae. In Inoue H. & J.B. Heppner

幅は狭く逆三角形に近い形〜へら状のものまで変化があ

[Eds], Lepidoptera of Taiwan 1 (2): 101-102. Scientific

る (Figs 25-26)； 図上で右外方の sacculus arm は左外方

Publishers, Gainesville.

の arm の長さの約 1.2 倍，外方の arm の先端は鋭く尖り，
内方の arm の先端は尖らず鈍頭；juxta の両側は骨化し，

神保宇嗣 , 2005. イラガ科．青木典司ほか，日本産幼虫
図鑑 : 189-191．学習研究社，東京．

その上端は角状に発達して，先端部は外方に強く湾曲す

Okano M. & S.W. Pak, 1964. A revision of the Korean

る (Figs 29-30)； aedeagus の先端は太く，鋸歯状の細長

species of the family Heterogeneidae (Lepidoptera). Ann.

い骨化部を伴う (Fig. 22)．

Rep. College Liberal Arts, Univ. Iwate 22 (3): 1-9, pl. 1.

♀交尾器 (Fig. 33)：antrum は弱く骨化し，クロフテン
グイラガよりも広い漏斗状；colliculum は皮革状で，1-2
回ほど螺旋状に捩れる：signum は横に長く，大小不揃
いの楔状骨片を密生する (Figs 40-41) ；signum の周辺に
微小な顆粒を散布する．

櫻井正俊 , 2015. イラガ科．堀繁久ほか，北海道の蝶と蛾 :

249-250, ﬁgs 2261-2274．北海道新聞社，札幌．
佐々木明夫 , 2013. イラガ科．広渡俊哉ほか ( 編 )，日本
産蛾類標準図鑑 3: 318-325, pls 40-42. 学研教育出版，
東京．

Holotype, ♂．Shinano-oiwake, Saku, Nagano Pref., 9

佐々木明夫・高橋雅彌・田中政行・梅津一史，1994. イ

Aug. 1977 (Y. Kishida leg.), in the collection of National

ラガ科．秋田県の蛾 2: 20-26, ﬁgs 3-9, 31-39. 秋田自然

Museum of Nature and Science, Tsukuba.

史研究会，秋田．

Paratypes. Akita Pref.: Nyuto-spa, Tazawako Town, 23

Sohn, J.-Ch., Y.-B. Lee & Y.-H. Shin, 2009. Lepidoptera

July 1982, 1 ♂ ; Magi-valley, Ota-Town, 12 Aug. 1999, 1

collected from Sindu sand-dune area in the Chungnam

♂ 1 ♀ (A. Sasaki leg.), Akakura-zawa, Akinomiya, Ogachi

Province, South Korea. Japan Heterocerist’ J. 251: 8-12.

Town, 22 July 1997, 3 ♂ (M. Tanaka leg.). Miyagi Pref.:

Solovyev, A.V., 2008. The limacodid moths (Lepidoptera,

Hamakizawa, Naruko Town, 20 July 1997, 1 ♂ 1 ♀ (M.

Limacocidae) of Russia. Eversmannia 15-16: 17-43, pls

Tanaka leg.). Nagano Pref.: Ryuo (1,200m), Kitashiga-

1-2.

kogen, 23-27 July 1992, 5 ♂ ; 28-31 July 1993, 10 ♂ 1 ♀

寺本憲之 , 2011. イラガ科．日本産鱗翅類の多様性．駒

(H. Yoshimoto leg.). Gifu Pref.: Mannami-pass, Miyakawa

井古実ほか ( 編 )，日本の鱗翅類 : 652-657, pls 51-54.

Village, 26 July 2003, 1 ♂ ; Sengendaru, Takane Village,
22 July 2004, 1 ♂ ; Ishiki, Shirakawa Town, 4 Aug. 1999
1 ♂ (A. Miyano leg.). Oshirakawa, Shirakawa Village, 25
July 1987, 1 ♂ (N. Bito leg.). Wakayama Pref.: Matsune,
Kozagawa Town, 28 Aug. 1985, 1 ♂ (T. Mano leg.). Mie

東海大学出版会，秦野．

Wang H.Y., 1995. Limacodidae. Guide Book to Insects in
Taiwan 9: 64-118. Shu Shin Books, Taipei.
山本英穂 , 1959. イラガ科．井上寛ほか，原色昆虫大図
鑑 1 ( 蝶蛾編 ): 226-227, pl. 162. 北隆館，東京．

Pref.: Gozaisho, Komono Town, 21 July 1990, 1 ♂ (T.
Mano leg.). Tokushima Pref.: Mikoshi-jinja, Tsurugi-san,
5 July 1981, 1 ♀ (T. Masui leg.). Kochi Pref.: Ashizuri,
Tosashimizu, 5 July 1980, 1 ♀ (T. Masui leg.).
種名 yoshimotoi は，吉本浩氏に献名させていただいた．
また和名は，吉本氏が研究中のラベルにメモされていた
名をヒントにしたものである．

Summary The genus Microleon Butler, 1885 was described

on the basis of Microleon longipalpis Butler, 1885 from
Yokohama, Japan, as monotypy. Microleon longipalpis is
the only member of this genus, which has been known
from Japan, Southeast Russia, Korea, Taiwan until now.
As a result of examinations of many specimens, the

引用文献

author recognized three species within the Microleon
longipalpis complex in Japan. In this paper, M. longipalpis

Butler A.G., 1885. Descriptions of moths new to Japan,

is redescribed referring information on its holotype, and

collected by Messrs. Lewis and Pryer. Cistula Entomol. 3:

another two new Microleon species are described from

113-136.
井上

寛 , 1957. イラガ科．江崎悌三ほか，原色日本蛾

Japan. This study is focused only on the Japanese Microleon
population; further taxonomic researches are required for
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developed, wider and more densely granulated (Fig. 24);
in sacculus, right (in this ﬁgure) outer arm much shorter,

Microleon longipalpis Butler, 1885 (Figs 1-6)

Wing span ♂ : 13-17mm, ♀ : 15-18mm. Antenna

same length as inner arms of both sides, left outer arm
almost twice length of other arms; top of each arms blunt,

filiform in both sexes. Fore wing: slightly broad, apex

not acute as in longipalpis; juxta weakly sclerotized, dorsal

weakly pointed; outer line obscure; area between inner line

spines less developed (Fig. 28); aedeagus straightish,

and outer margin dark brown; outside of outer line often

tapering towards apex, apical sclerotized band smaller (Fig.

with faint color; inner line oblique, straightish; inward of

21).

inner line orange brown; a orange brown, triangular speckle

Female genitalia (Fig. 32): antrum weakly sclerotized,

at the middle of inner margin; an obscure brownish patch

very slightly tapering toward ductus bursae; colliculum

at apical area of costal margin (Figs 3,5,6). Hind wing:

ribbon-shaped, spiral with three to four turns; signum

ground color deep blackish brown, with yellowish small

various in size, cocoon-like constricted medially, with

spine-shaped speckle at hind angle; cilia grayish brown,

dense wedge-shaped spine (Figs 37-39), granules scattered

except blackish area at hind angle.

around signum.

Male genitalia (Fig. 17): tuba analis membranous; uncus

The data of holotype and paratypes are as stated in the

bilobed, developed, sclerotized with long hears, apex

main text.

scattered with granules apically (Fig. 23); valva simple, its

Shikoku, Kyushu; Izu, Oki and Tushima Islands.

pointed, curved inwardly; gnathos sclerotized, ʻTʼ form,

Distribution: Hokkaido, Northern and Central Honshu,

inside covered by long hears except basal area; sacculus
developed, plate-shaped, each side with two acutely pointed

Microleon yoshimotoi sp. nov. (Figs 12-16)

arms, outer arm of right (in this figure) sacculus slightly

Wing span ♂ : 16-20mm, ♀ : 20-22mm. Fore wing:

longer than that of left sacculus; juxta sclerotized, dorsal

ground color light brown-brown, inside of outer line

part represented by a pair of developed long spines gently

somewhat dark; speckle at inner margin yellowish, obscure;

curved outwardly (Fig. 27); aedeagus straightish, apex with

often fuscous scales sparsely scattered on outside of discal

a delicately dentate sclerotized band (Fig. 21). Genitalia of

cell; a few brackish dots at outer margin. Hind wing: almost

holotype (male) was shown by Solovyev (2008, ﬁg. 4).

same as in decolatus.

Female genitaria (Fig, 31): antrum weakly sclerotized,

Male genitalia (Fig. 19): separated from longipalpis

long and slender funnel-shaped, colliculum ribbon-

or decolatus as follows; apical part of gnathos narrower,

shaped, spiral with one to one-half turns; ductus bursae

various in shape, triangular or spatulate (Figs 25, 26); outer

membranous, becoming broader to corpus bursae; corpus

arms of sacculus pointed, right (in this ﬁgure) outer arm of

bursae oval; signum very small, with irregular spine (Figs

sacculus about 1.2 times longer than left outer one; ventral

34-36); granules around signum not developed.

arms of sacculus blunt, not pointed; dorsal part of juxta

Distribution: Hokkaido; Northern and Central Honshu;
Shikoku.

developed, represented as horns, strongly curved outwardly
in apical part (Figs 29, 30); aedeagus straightish, becoming
broader towards apex, apex with a delicately dentate

Microleon decolatus sp. nov. (Figs 7-11)

Wing span ♂ : 15-19mm, ♀ : 18-22mm. Fore wing:

sclerotized band (Fig. 22).
Female genitalia (Fig. 33): antrum weakly sclerotized,

somewhat similar to M. longipalpis; ground color various;

long, funnel-shaped, more broader than in longipalpis ;

in general, area between inner line and outer margin paler

colliculum ribbon-shaped, spiral with one to two turns;

than in M. longipalpis (Figs 7,10), but sometimes yellowish

corpus bursae oval; signum large, slender with irregular

(Fig. 8), reddish (Fig. 9) or blackish (Fig. 11); each speckle

spines (Figs 40, 41); granules scattered around signum.

yellowish-orange brown, submarginal area light brown;
apical area brownish. Hind wing: ground colouer lighter
than in longipalpis.
Male genitalia (Fig. 18): similar to longipalpis , but

separated from it as follows; ʻ T ʼ formed gnathos more

The data of holotype and paratypes are as stated in the
main text.
Distribution: Northern and Central Honshu; Shikoku.
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アカヘリヒメアオシャクの分布と幼虫について
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雄

230-0012 神奈川県横浜市鶴見区下末吉 6-19-18
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900-0012 沖縄県那覇市泊 1-35-5

Notes on distribution and biology of Eucrostes disparata Walker (Geometridae)
Hideo Nakajima and Masaaki Kimura
Japan Heterocerists’ J. 279: 107-108. December 2016.

1

3
Fig. 3. Last instar larva of Eucrotes disparate Walker.
石垣島

石垣市白保

西表島

八重山郡竹富町船浮

29. III. 2014 ( 幼虫採集 3exs)，

15. IV. 2014. 1 ♂ 2 ♀羽化．
29. VII. 2012 ( 幼虫採

集 1ex，1 ♂羽化 )．
与那国島 (Fig. 2)

2
Figs 1-2. Eucrotes disparate Walker. 1. Male, Minamidaito
Is. 2. Male, Yonaguni Is.
Eucrotes disparata Walker アカヘリヒメアオシャクは
沖縄島，伊平屋島，宮古島，石垣島，西表島に分布する
ことが知られていたが，最近青木 (2015) によって波照
間島から記録された．国外では台湾，インド〜オースト
ラリア域，アフリカに広く分布する．今回著者の一人木
村は沖縄県の既知の島嶼をはじめ，新たな産地を確認す
るとともに，幼虫を飼育することができたので，採集記
録と幼虫について報告する．

1. 採集記録 ( すべて沖縄県 )
沖縄島

採集

国頭郡国頭村辺戸宇座浜 8. VII. 2012 ( 幼虫

2exs)，19. VII. 2012. 1 ♂羽化，21. VII. 2012. 1 ♀

羽化．

南大東島 (Fig. 1)

島尻郡南大東村新東 26. III. 2014

( 幼虫採集 6exs)，10-12. IV. 2014. 3 ♂ 3 ♀羽化．

八重山郡与那国町ウブドゥマイ浜

14. IV. 2014 ( 幼虫採集 2exs)．29. IV. 2014. 2 ♀羽化．
各島の羽化成虫について中島が交尾器を含めて精査し
たが，同一種と判断したので南大東島と与那国島につい
て新分布地として報告する．

2. 幼虫について (Fig. 3)
日本では幼生期については未知であった．今回上記の
ように多くの個体を飼育することができた．
体長 15mm．頭部茶褐色で頭頂は丸味を帯びる個体も
ある．背脈管は透けている．前胸背面前方は突起状に
隆起し，XD1 刺毛が生じる．中胸背面も帯状に隆起し，

D1，D2 刺毛が生じる．前・中胸の側面は側方にやや隆
起する．この突起の先端部は赤色で，D1 刺毛が生じる．
寄主植物

ハマタイゲキ ( スナジタイゲキ ) Chamaesyce

atoto Croizat，ボロジノニシキソウ Euphorbia sparrmanni

(Boiss.) Hurus. ( トウダイグサ科 )．国外ではトウダイグ
サ科のシマニシキソウ Chamaesyce (Euphorbia) hirta (L.)

Millsp. の記録がある．
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mesothorax slightly protruded with apex red, with seta

青木一宰，2015. アカヘリヒメアオシャクの波照間島で

D1. Host plant: Chamaesyce atoto Croizat (Euforbiaceae).

の記録．琉球の昆虫 39: 83.

Okinawa Is. (Hedo-uzahama, Kunigami Vill., Okinawa
Pref.), 8. VII. 2012 (larvae 2exs), 19. VII. 2012. 1 ♂

Summary In Japan, Eucrotes disparata has been recorded

emergence, 21. VII. 2012. 1 ♀ emergence. Minamidaito

from Ryukyu islands, i.e. Okinawa, Iheya, Miyako,

Is. (Shinto, Minamidaito Vill., Okinawa Pref.), 26. III.

Ishigaki, Iriomote and Hateruma. The authors add two

2014 (larvae 6exs), 10-12. IV. 2014. 3 ♂ 3 ♀ emergence.

islands for new record, Minamidaito and Yonaguni. The

Ishigaki Is. (Shiraho, Ishigaki City, Okinawa Pref.), 29.

larval stage was observed for the ﬁrst time. 15mm length.

III. 2014 (larvae 3exs), 15. IV. 2014. 1 ♂ 2 ♀ emergence.

Head dark brown, round top in some individuals. Dorsal

Iriomote Is. (Funauki, Taketomi Town, Okinawa Pref.),

vessel transparent. Prothorax protruded anterior, with

29. VII. 2012 (larva, 1ex.), 1 ♂ emergence. Yonaguni Is.

seta XD1. Mesothorax with belt-like elevation dorsal,

(Ubudumaihama,Yonaguni Town, Okinawa Pref.), 14. IV.

with setae D1 and D2. The lateral faces of pro- and

2014 (larvae 2exs). 29. IV. 2014. 2 ♀ emergence.

グシチャンアツバの奄美大島と西表島からの発見
綿

引

大

祐

243-0034 神奈川県厚木市船子 1737

吉

松
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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・食品産業技術総合研究機構
農業環境変動研究センター

New records of Hypena gushichan Kishida from Amami-oshima Island and Iriomote-jima Island, the Ryukyus
Daisuke Watabiki and Shin-ichi Yoshimatsu
Japan Heterocerists’ J. 279: 108-109. December 2016.

1

2

Figs 1-2. Female specimens of Hypena gushichan Kishida: 1. From Amami-oshima Island. 2. From Iriomote-jima Island.
富永 (2002) により沖縄本島から幼虫の食草記録 ( キク

筆 者 ら は，2014 年 11 月 に 奄 美 大 島 お よ び 1981 年 10

科：キダチハマグルマ ) と共に初めて報告された Hypena

月に沖縄県西表島で得られた本種の雌各 1 個体を見出

sp. グシチャンアツバは，後に岸田 (2010) により新種

すことができた (Figs 1-2)．現在のところ本種の属す

Hypena gushichan Kishida, 2010 として記載された．本種

る Hypena 属 に は お よ そ 600 種 が 含 ま れ て お り (Poole,

の採集記録はタイプ産地の沖縄県八重瀬町 ( 旧・具志頭

1989)，本属は Holloway (2011) の言うところの Erebidae

村 ) のみで，これまでにそれ以外の地域における報告は

の中でも分類学的研究が特に難しいグループである．今

ない ( 岸田，2011)．

回得られた個体は両個体とも雌であったことから同定
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には困難が伴ったが，国立研究開発法人農業・食品産業

nat. J. 63 (1-2): 1-548. The Malayan Nat. Soc., Kuala

技術総合研究機構 農業環境変動研究センター (NIAES，

Lumpur.

NARO) 所蔵の杉繁郎コレクションの中に，富永氏に
よってホロタイプと同年・同所において得られた本種の
標本 ( 幼虫の飼育羽化標本 ) が複数頭あったため，それ
らの雌個体と交尾器を解剖，比較することにより，本種
と同定することができた．なお，本種のホロタイプも同
研究所に保管されている．
奄美大島産の個体 (Fig. 1) は，タイプ産地である沖縄

岸田泰則，2010．日本産大蛾類の新種，新亜種の記載 (1)
Tinea 21: 57-69.
岸田泰則，2011．アツバ亜科，岸田泰則 ( 編 )，日本産
蛾類標準図鑑 2: 207-214. 学研教育出版，東京．

Poole, R.W., 1989. Lepidopterorum Catalogus (New Series).
Fascicle 118, Noctuidae Part 1-3. 314 pp. E. J. Brill.
富永

智，2002．沖縄本島における Hypena 6 種の幼虫

本島産の個体よりも前後翅ともにやや暗色で，本種の特

と食草，特にキク科を食草とするグシチャンアツバ

徴とされる赤紫色の外横線があまり目立たない．西表島

( 新称 ) について．蛾類通信 219: 371-373.

産の個体 (Fig. 2) は，沖縄本島産のものよりもやや強く
赤褐色を帯びる．どちらの個体も近縁種と比較して小型

Summary Hypena gushichan Kishida, 2010 was originally

であることや，外横線外側が灰白色を帯びることから本

reported as Hypena sp. with its ecology and the host plant

種と同定することができる．

from Okinawa-jima Island, Japan by Tominaga (2002)

供試標本

and has been recorded only from the type locality. We
discovered two female specimens of this species from

1 ♀ , “Amami Wildlife Conservation Center”, Ongachi,

following additional localities, Amami-oshima Island and

Yamato-son, Amami-oshima Is., Kagoshima Pref., 19-

Iriomote-jima Island, Japan, after careful comparison of

22. X. 2014, at light, T. Suguro leg.; 1 ♀ , Urauchi River

their female genitalia with those of the specimens which

(river mouth), Iriomote-jima Is., Okinawa Pref., 17. X.

were collected from the holotype locality as mentioned

1981, light trap, S. Yoshimatsu leg.; 1 ♀ , Okinawa-jima

above.

Is., Okinawa Pref., 24. VI. 1999, larva collected and reared

The wing maculation of the female specimen collected

by S. Tominaga; 1 ♀ , same locality, 9. VII. 1999, larva

from Amami-oshima Island (Fig. 1) has slightly darker

collected and reared by S. Tominaga.

coloration and more inconspicuous red-purple postmedial

上記の標本はすべて農研機構 農業環境変動研究セン
ターに保管してある．
謝辞

奄美大島において本種を採集，提供していただいた

line than that of the specimens from Okinawa-jima Island.
The forewing of the female specimen from Iriomotejima Island (Fig. 2) has slightly more brownish coloration
compared with the specimens from Okinawa-jima Island.
In addition, those specimens can be identified as this

須黒達巳教諭 ( 慶應義塾幼稚舎 ) に厚くお礼申し上げる．

species because of the relatively smaller size than its

本研究は日本学術振興会特別研究員奨励費 (JP16J02810)

congeners (expanse: about 21mm) and the grayish white

の助成を受けて行った．

outer area of postmedial line.

引用文献

Institute for Agro-Environmental Sciences, NARO,

Holloway, 2011. The moths of Borneo, Part 2. Malayan

Tsukuba, Japan.

All the specimens treated here are deposited in the
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オオヤマスカシクロバの再発見
宮

野

昭

彦

509-0104 岐阜県各務原市各務おがせ町 9-96-2

Rediscovery of Hedina nigra (Leech) (Procridinae, Zygaenidae) from Kakamigahara, Gifu Prefecture
Akihiko Miyano
Japan Heterocerists’ J. 279: 110-112. December 2016.

1

2

Figs 1-2. Hedina nigra (Leech). Matsumoto-cho, Kakamigahara, Gifu Prefecture. 1. ♂ . 2. ♀ .
Hedina nigra (Leech, 1889)

オオヤマスカシクロバ

( マダラガ科 ) は，神奈川県丹沢大山でホロタイプ標
本 が 得 ら れ て 以 来 120 年 ほ ど 記 録 が な か っ た ( 堀 江，

2013)．筆者は 2009 年に岐阜県において本種を再発見し

再発見のいきさつ

クワトゲエダシャク ( シャクガ科 ) 幼虫の野外調査の

際に筆者が偶然採集した本種は，何人かの研究者に同定

たので採集記録と若干の生態に関する知見を報告する．

依頼したがわからず，国立科学博物館にとりあえず 3 個

この内容の一部は，堀江 (2013) でも記録した．本種の

体の標本を寄贈した．これが堀江氏の目にとまり，氏が

記録についてはこの再発見以降，新潟県 ( 中野，2015)，

調査され本種と同定された．

長野県 ( 四方，2016) での記録が公表されている．報告
に際し，本種の同定をされ種々ご教示いただいた東京都
の堀江氏と，文献をお送りいただいた飯田市の四方圭一

生息環境と生態について

生息地は木曽川中流域右岸沿いにできた広い中州で，

郎氏，植物種を同定いただいた養老町の後藤念治氏にお

本種はマグワ，エノキ，ニセアカシア，オニグルミ，ヤ

礼申し上げる．なお，採集記録に関する採集・標本所蔵

ナギ類などの繁る河畔林からはずれた，日当たりの良い

者は特記のないかぎり筆者である．8 桁の数字列は環境

草原に生息する．ここにはヌルデなどの灌木に寄主植物

庁 3 次メッシュコードである．

であるノブドウ Ampelopsis glandulosa var. heterophylla ( ブ

採集データ

ドウ科 ) (Fig. 8) の蔓がからみついており (Fig. 3)，所々
開けた空き地にはシナダレスズメガヤ Eragrostis curvula

Hedina nigra (Leech, 1889) オオヤマスカシクロバ

( イネ科 ) の株が並んでいる (Fig. 4)．緑化に使われるこ

(Figs 1-2)

の単子葉植物は，全国の荒れ地や河原に定着しつつある

岐阜県各務原市松本町 ( 木曽川河川敷 ) ( 標高約 25m，

5336-0649).
2009 年 4 月 16 日，1 ♂ 2 ♀ ( 国立科学博物館所蔵 )；5
月 18 日，幼虫 4exs.

2010 年 4 月 18 日，1 ♂ 1 ♀；4 月 19 日，1 ♂ 1 ♀ ( 堀 江
清史所蔵 ).

アフリカ原産の外来種である．4 月中旬になると，羽化
した成虫は気温の上昇に伴って，この植物の枯れた株の
上にはい上がってきて日光浴をする (Fig. 5)．羽化後間
もない♀個体のところへ複数の♂個体が飛来し (Fig. 6)，
交尾をしようとバルバを広げて♀に接近するのを観察し
た (Fig. 7)．交尾後の♀は芽の出かけたノブドウ (Fig. 8)

2011 年 4 月 13 日，1 ♂ 2 ♀；4 月 14 日，2 ♂ 2 ♀；4 月

の幹上を，腹端を茎に接するようにしてせわしなく歩行

16 日，1 ♂ ( 岸田泰則所蔵 )；4 月 20 日，3 ♂ 1 ♀；4 月 26 日，

して産卵部位を探し，幹の割れ目やしわの中に卵を産付

2 ♂；4 月 27 日，2 ♂ 1 ♀．

する．

2012 年 4 月 17 日，1 ♂；4 月 19 日，1 ♂．

卵は黄色の枕状である (Fig. 9)．卵と同じ黄色の若齢
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Fig. 3. Shrubs with Ampelopsis glandulosa (Wall.) var. heterophylla, a
host plant of Hedina nigra (Leech). Fig. 4. Habitat of H. nigra (Leech),
covered with Eragrostis curvula. Fig. 5. Adult female of H. nigra (Leech),
soaking up the sun. Figs 6-7. Two male of H. nigra (Leech), attracted to a
female. Fig. 8. A. glandulosa var. heterophylla, putting forth new leaves.
Fig. 9. Eggs laid on the stem of A. glandulosa var. heterophylla. Fig. 10.
Position of immature larva at rest (arrow) on the leaf of A. glandulosa var.
heterophylla. Fig. 11. Last instar larva of H. nigra (Leech).
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Fig. 12. H. nigra (Leech), caught in a spiderʼs web and seized at once. Fig. 13. Habitat often ﬂooded river area.
幼虫は花蕾をつけた葉表の，柄の近くの中肋で，頭部を

目に付くように変化している．本種は変わりやすい環境

葉柄の方向に向けて静止している (Fig. 10 矢印 )．終齢

に適応し，短期間で生息地を移す能力を発達させたもの

幼虫は白地に黄色斑をもつ (Fig. 11)．中齢以降は葉裏に

と思われる．河川敷のような蛾類の多様性に乏しい荒れ

いることもあるが，葉表にいることが多く，この幼虫は

地に生息することに加え，本種が長らく記録されなかっ

一般の蛾類幼虫と異なり日光の直射に対し耐性があるよ

たことにはこのような傾向が関係していると思われた．

うに思われた．
次に強制産卵からの飼育の一例を示す．2011 年 4 月

14 日に捕獲した 1 ♀を，ノブドウの枝と芽とともに生か

引用文献

堀江清史，2013．マダラガ科．広渡俊哉・那須義次・坂

したまま，直径 12cm，高さ 10cm の円筒形の樹脂製透

巻祥孝・岸田泰則 ( 編 )，日本産蛾類標準図鑑 3: 54-

明容器に入れ室内の窓際に置いたところ，4 月 18 日より

60, 325-331. 学研教育出版，東京．

産卵を開始した．4 月 28 日より孵化が始まり，幼虫はノ

中野

潔，2005．オオヤマスカシクロバの国内 3 か所目

ブドウの若葉を順調に摂食して成長した．終齢幼虫は容

の発生地を村上市で確認．越佐昆虫同好会報 112: 82．

器の底面などに造繭した．これを剥がして水苔を入れた

四方圭一郎，2016．長野県木曽町開田で採集されてい

素焼きの植木鉢に移し軒下に放置したところ，越冬後の

たオオヤマスカシクロバ．伊那谷自然史論集 17: 35-

翌春 4 月 9 日から 4 月 19 日にかけて 6 ♂ 5 ♀が羽化した．

36．

羽化標本のうち 1 ♂ 1 ♀は岸田氏が所蔵，残りは筆者が
所蔵している．
堀江 (2013) が記したように，成虫は採集すると捕虫
網の中で擬死することがある．また，酢酸エチルで殺虫
処理をしようと毒瓶の中に入れてもなかなか死なない．
成虫はクモ類の巣にしばしば捕捉される (Fig. 12) ほか，
この河川敷に産するキバネツノトンボも飛翔中の本種を
捕捉する．
生息地であるこの河川敷は出水時に水没し (Fig. 13)，
土砂の流出や堆積により状態が変わりやすい．このよう
な立地は極度の乾燥と湿潤にさらされる過酷な環境で，
荒れ地に適応した限られた植物しか生育できない．寄主
の生育にもかかわらず，2009 年から 2012 年まで 4 年間
続いたこの地での発生は，2011 年をピークに 2013 年に
は見られなくなり，今春 (2016 年 ) までこの中州で本種
を確認していない．最も個体数の多かった Fig. 4 が示す
生息地は，シナダレスズメガヤが衰退し，それまでまっ
たく見られなかったオオキンケイギクがこれに代わって

Summary The author found the habitat of Hedina nigra

after 120 years interval since the collecting of the holotype.
This was also referred by Horie, 2013. The habitat is a
sunny grass ﬁeld in a wide towhead along the midstream of
the Kiso River. (Gifu Pref., Kagamihara City, Matsumoto
Town, alt. 25m. Japan grid square code 5336-0649). The
area was often ﬂooded in times of swollen river. The host
plant is Ampelopsis glandulosa (Vitaceae). In mid of April,
the adults copulate, then the females walk on the stems to
ﬁnd the places to lay eggs. They lay eggs in folds or ﬁssures
of the stems. The author captured females and reared eggs.
They began to lay eggs from 18th April. The hatch began
28th April. The larvae grew on feeding young leaves of
A. glandulosa. The pupae overwintered and emerged next
spring from 9th April to 19th April. The appearance was
seen from 2009 to 2012, however after 2013 till 2016,
they did not appear. It seems that they transfer their habitat
every few years.
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チャオビリンガの幼虫と寄主植物
大

林

隆

司

100-2101 東京都小笠原村父島字小曲 東京都小笠原亜熱帯農業センター 病害虫研究室

（現在，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）

On the larva and host plant of Maurilia iconica (Walker, 1858) (Nolidae, Chloephorinae) in Chichijima Island
of the Ogasawara (Bonin) Islands, Japan
Takashi Ohbayashi
Japan Heterocerists’ J. 279: 113. December 2016.

2
1
Fig. 1. Middle instar larva of Maurilia iconica (Walker) on
the leaf of Terminalia catappa in Chichijima Island (25. xi.
2015). Scale bar: 10 mm.
Maurilia iconica (Walker, 1858) チャオビリンガは，日

3

本本土では福岡県英彦山で 1956 年 7 月に得られた記録
と，長崎県長崎市の記録があり，小笠原諸島でも得られ
ているが，偶産蛾であるとされており，国外では，イン
ド〜オーストラリア地域に広く分布する ( 杉，1982; 岸
田，2011)．本種の寄主植物は日本国内では未知とされ

Figs 2-3. Adult moths of Maurilia iconica emerged from the
collected larvae on the leaves of Terminalia catappa (11-12.
xii. 2015). 2. Female. 3. Male. Scale bar: 10 mm.

ており，国外ではフタバガキ科，シクンシ科，クマツヅ
ラ科などの植物が記録されている ( 岸田，2011)．
筆者は 2015 年 11 月に小笠原諸島父島で，シクンシ科
のモモタマナ Terminalia catappa Linnaeus, 1767 に多数発
生していた鱗翅目の幼虫を採集し，飼育したところ，本
種が羽化したので報告しておく．
採集・飼育例 (Figs 1-3)

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 (5exs)，
30. xi. 2015 蛹化 (5exs)，11-12. xii. 2015 (3exs)，16. xii.
2015 (2exs) 羽化．
な お， イ ン タ ー ネ ッ ト 上 に は， 父 島 の モ モ タ マ ナ

(「シクンシ科：モモハマナ」と誤記 ) から得られた本種
の幼虫の画像が出ている (27. xii. 2007 幼虫採集，20. i.

引用文献

岸田泰則 , 2011. リンガ亜科 . 岸田泰則 ( 編 ), 日本産蛾類
標準図鑑 2: 181-186. 学研教育出版 , 東京 .
杉

繁郎 , 1982. リンガ亜科．井上寛ほか ( 編 ), 日本産蛾
類大図鑑 1: 795-802, 2: 378-379, pls 193-195, 356, 371.
講談社 , 東京 .

Summary

In November 2015, some lepidpteran larvae

were found on the leaves of Terminalia catappa Linnaeus,
1767 in Chichijima Island of the Ogasawara (Bonin)
Islands, Japan. These larvae were reared, and then moths of
Maurilia iconica (Walker, 1858) (Nolidae, Chloephorinae)

2008 羽化：ただし，「2007 年 1 月 20 日に羽化」と誤記，

emerged. This is the ﬁrst record of larva and host plant of

http://www.jpmoth.org/Nolidae/Chloephorinae/Maurilia_

this species from Japan.

iconica.html；(2016 年 5 月 20 日閲覧 )．
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福岡市油山でチャオビフユエダシャクを採集
小

藤

佳

紀

810-0036 福岡県福岡市中央区梅光園団地 1-414

Record of Phigaliohybernia fulvinfula Inoue (Geometridae, Ennominae) from Mt. Aburayama, Fukuoka, Japan
Yoshiki Koto
Japan Heterocerists’ J. 279: 114. December 2016.

1

2

Figs 1-2. Phigaliohybernia fulvinfula Inoue, Mt. Aburayama, Fukuoka.

筆 者 は 2015 年 3 月， 福 岡 県 福 岡 市 南 区 油 山 ( 標 高

597m) の中腹にある「かぶとむしの森 ( 標高 300m)」で，
Phigaliohybernia fulvinfula Inoue チャオビフユエダシャク

を採集しているので報告する．

生息しているようである．
その他，トビモンオオエダシャク・オカモトトゲエダ
シャク・マツキリガ・スモモキリガ等が飛来した．
報告にあたり協力していただいた北九州市立自然史・

2015 年 3 月 7 日，23:00，1 ♂ (Fig. 1)

歴史博物館の上田恭一郎氏と，標本写真撮影していた

本種は，福岡県レッドデータブック 2014 ( 福岡県環境

だいた博多昆虫同好会の伊東竜平氏に厚く御礼申し上げ

部自然環境課，2014a, 2014b) によると，九州での報告
は福岡県のみで，県内の生息地は那珂川町筑紫耶馬渓と，
福岡・佐賀県境の九千部山周辺のみとされ，
「絶滅危惧

IB 類」として記載されている．
発見場所周辺はクヌギやコナラが植樹され，定期的に
間伐も施されている里山的な所である．

る．
参考・引用文献

福岡県環境部自然環境課，2014a. 福岡県の希少野生生
物．福岡県レッドデータブック 2014．110 pp.
福岡県環境部自然環境課，2014b. 福岡県の希少野生生

当日は曇天で日中の気温は 13 ℃あったが，西風が強

物．福岡県レッドデータブック 2014 < 普及版 >．43 pp.

く吹いていた．しかし，19:00 頃から風が止み，23:00 過

佐藤力夫，2011．チャオビフユエダシャク．岸田泰則

ぎ東の空に赤くぼんやりと薄い雲に覆われた満月に近い

( 編 )，日本産蛾類標準図鑑 1: 176. 学研教育出版，東京．

月 ( 月齢 16.1) が現れ，晴天に変わった．気温 7℃．
灯火採集している場所を目掛けて，遠方よりライトの

Summary Phigaliohybernia fulvinfula in Fukuoka Pref,

光を橙黄色に反射させながらヒラヒラと緩やかに飛来す

Kyushu, is assigned as Endangered in the Red list of

るシャクガを発見．

Fukuoka Prefecture. The author collected one male of

静止した姿を観察すると，淡黄色の地に褐色の帯を呈

this species. The collecting site environment is a well-

した晩冬から早春 (2 月中旬〜 3 月上旬 ) に出現するチャ

kept forest where Quercus serrata and Q. acutissima are

オビフユエダシャクの雄 (Figs 1-2, 開張 34mm) であるこ

planted, located near a village, that is so-called “Satoyama”.

とが確認できた．

All known collecting localities of this species in Fukuoka

今回発見した油山や既に報告済である筑紫耶馬溪や

Prefecture including the present locality are in the Seburi

九千部山は，脊振山系に属する．この脊振山周辺を丹念

Mts. 1 ♂ , 7. III. 2015. Fukuoka Pref., Fukuoka city,

に調査すれば，発見例は増すかも知れないが，局所的に

Minami-ku, Aburayama, alt. 597m.
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南大東島で記録された蛾類 10 種

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

Distributional records of ten lepidopteran species from Minamidaitô-jima Island, the Ryukyus
Yohei Osada
Japan Heterocerists’ J. 279: 115-117. December 2016.

2
1
Fig. 1. Ikenosawa, Minamidaitô-son, Okinawa Pref.
筆者は 2016 年 2 月 22 〜 25 日に南西諸島の南大東島
で蛾類の調査を行った．その結果，6 科 10 種の蛾類を採
集でき，うち 3 種が南大東島では初記録であることが分

3

かった．
本報告では，今回の調査で得られた蛾類について報告
する．
採集方法は主に，灯火採集・スイーピング法である．
池之沢の畑地脇の風景を Fig. 1 に示す．
採集地は全て沖縄県島尻郡南大東村である．採集した
標本は全て九州大学昆虫学教室が保管している．

Geometridae シャクガ科
Thalassodes immissaria intaminata Inoue
サザナミシロアオシャク (Fig. 2)

1 ♂，在所，23. II. 2016. 筆者採集 ( 島初記録 ).
宿泊していたホテルの灯火に来ていた個体を採集し
た．
本種は四国・九州・トカラ列島・奄美諸島・沖縄諸島・
先島諸島に分布するが ( 岸田，2011a)，南大東島では初

4

Fig. 2. Thalassodes immissaria intaminata Inoue, ♂ . Fig.
3. Talanga nympha (Butler), ♀ . Fig. 4. Diasemia accalis
(Walker), ♂ .
1 ♂，在所，22. II. 2016. 筆者採集．
集落の外灯で採集した．
本 種 は 九 州 や 南 西 諸 島 に 広 く 分 布 し ( 岸 田 ほ か，

2011b)，南大東島ではモズの巣から得られている ( 広渡

記録である．

ほか，2012)．

Noctuidae ヤガ科

Eublemma cochylioides (Guenée) シラホシベニコヤガ

Simplicia mistacalis (Guenée) シロヘリアツバ

1 ♂ 1 ♀，池之沢，24. II. 2016. 筆者採集．

蛾
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Table 1. A list of moths collected from Minamidaitô-jima, the Ryukyu Islands, 22-24. II. 2016.
Species name
Geometridae
*Thalassodes immissaria intaminata Inoue
Noctuidae

No. of individuals

Simplicia mistacalis (Guenée)
Eublemma cochylioides (Guenée)
Arctiidae

Collecting site

Collecting date

Zaisho

23. II. 2016

Zaisho
Ikenosawa

22. II. 2016
24. II. 2016

1♂

Zaisho

23. II. 2016

1♂

Zaisho

23. II. 2016

2♂1♀
1♂

Zaisho
Ikenosawa

23. II. 2016
24. II. 2016

1♀
2♂1♀
1♂
1♂

Zaisho
Ikenosawa
Zaisho
Ikenosawa

23. II. 2016
24. II. 2016
22. II. 2016
24. II. 2016

1♂
1♂
1♂1♀

Brunia antica (Walker)
Plutellidae
Plutella xylostella (Linnaeus)
Choreutidae
Choreutis ophiosema (Lower)
Crambidae

*Talanga nympha (Butler)
*Diasemia accalis (Walker)
Spoladea recurvalis (Fabricius)
Diaphania indica (Saunder)
*Newly recorded species from Minamidaitô-jima

農地脇でスイーピングによって採集された．
本種は本州・四国・九州・対馬・奄美諸島・沖縄諸島・
宮古島・西表島・南大東島に分布する ( 岸田，2011b)．

Arctiidae ヒトリガ科

Brunia antica (Walker) アマミキホソバ

1 ♂，在所，23. II. 2016. 筆者採集．
農地脇でスイーピングによって採集された．
本種は屋久島・奄美諸島・沖縄諸島・八重山諸島・大
東諸島に分布する ( 岸田，2011b)．

Plutellidae コナガ科

Plutella xylostella (Linnaeus) コナガ

1 ♂，在所，23. II. 2016. 筆者採集．
農地脇でスイーピングによって採集された．
本種は汎世界に分布する ( 広渡ほか，2013)．

Choreutidae ハマキモドキ科

Choreutis ophiosema (Lower) ガジュマルハマキモドキ

2 ♂ 1 ♀，在所，23. II. 2016. 筆者採集．
1 ♂，池之沢，24. II. 2016. 筆者採集．
農地脇でスイーピングによって採集された．
本種は九州や南西諸島広域に分布する ( 那須ほか，

2013)．

Crambidae ツトガ科

Talanga nympha (Butler) ヒメムツテンノメイガ (Fig. 3)

1 ♀，在所，23. II. 2016. 筆者採集 ( 島初記録 )．
農地脇でスイーピングによって採集された．
本種は四国・屋久島・奄美諸島・沖縄諸島・八重山諸
島・小笠原諸島に分布するが ( 那須ほか，2013)，南大
東島では初記録である．
Diasemia accalis (Walker) キアヤヒメノメイガ (Fig. 4)

2 ♂ 1 ♀，池之沢，24. II. 2016. 筆者採集 ( 島初記録 )．
海岸の林縁でスイーピングによって採集された．
本種は日本では全国的に分布し，南西諸島でも広域に
分布するが ( 那須ほか，2013)，南大東島では初記録で
ある．
Spoladea recurvalis (Fabricius) シロオビノメイガ

1 ♂，在所，22. II. 2016. 筆者採集．
宿泊していたホテルの灯火に来ていた個体を採集し
た．
本種は汎世界に分布する ( 那須ほか，2013)．
Diaphania indica (Saunder) ワタヘリクロノメイガ

1 ♂，池之沢，24. II. 2016. 筆者採集．
海岸の林縁でスイーピングによって採集された．
本種は日本では全国的に分布し ( 那須ほか，2013)，
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南西諸島には広域に分布する ( 東ら，2002)．
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日本産蛾類標準図鑑 3. 360 pp. 学研教育出版，東京．
岸田泰則 ( 編 )，2011a．日本産蛾類標準図鑑 1. 352 pp.

なお，本調査は JSPS 科研費 (No. JAG5J07389) により

学研教育出版，東京．

一部助成されている．

岸田泰則 ( 編 )，2011b．日本産蛾類標準図鑑 2. 416 pp.

引用文献

那須義次・広渡俊哉・岸田泰則 ( 編 )，2013．日本産蛾

東

学研教育出版，東京．

清二・金城政勝・木村正明，2002．LEPIDOPTERA

類標準図鑑 4. 552 pp. 学研教育出版，東京．

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

Summary

学会，西原．

of moths were collected from Minamidaitô-jima Island,

広渡俊哉・松井

In February of 2016, 10 species (6 families)

晋・高木昌興・那須義次・上田恵介，

the Ryukyu Islands. 3 species of them were newly

2012．南大東島のモズの自然巣から羽化した鱗翅類．

recorded from this island. A list of moths collected from

蝶と蛾 63: 107-115.

Minamidaitô-jima during this report are shown in Table 1.

広渡俊哉・那須義次・坂巻祥孝・岸田泰則 ( 編 )，2013．

沖縄の筆者の報文での地名の誤り，正しくは玉城林道
冨

永

智

と食草，特にキク科を食草とするグシチャンアツバ

( 新称 ) について．蛾類通信 219: 371-373．
富永

筆者がこれまで使用してきた地名が間違っていたこと
に気づいたので，本誌について過去の該当する文献を挙
げ，訂正したい．
沖縄島今帰仁村で，県道 72 号乙羽トンネルのあたり
から山に入り，乙羽岳森林公園展望台方面に向かう，舗
装された林道がある．正しい名前は玉城林道であるが，
つい最近まで宮城林道と誤った名前を使っていた．した
がって，本誌の下記文献で宮城林道と記されている箇所
を玉城林道に訂正する．
富永

智，2001．ツマキリヨトウ属 Callopistria 3 種の幼

虫について．蛾類通信 216: 308-310．
富永

コノキとキールンカンコノキの混同
永

類の生態．蛾類通信 240: 273-275．
富永

智，2008．オオサビイロナミシャク，サビイロナ

ミシャクの生態記録．蛾類通信 247: 405．
富永

智，2011．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．
富永

智，2012．種名不明のソウシジュニセハマキ ( 新

称 ) の沖縄からの報告．蛾類通信 264: 341-343．
富永

智，2014．沖縄島におけるエグリフタオの生態記

録．蛾類通信 271: 543．
富永

智，2015．沖縄島におけるキモンツマキリアツバ

の生態記録．蛾類通信 273: 597-599．

智，2002．沖縄本島における Hypena 6 種の幼虫

沖縄島での筆者の文献における食草の誤り，カキバカン
冨

智，2006．沖縄本島でみられる 6 種のコブガ科蛾

智

本誌で該当する筆者の文献を探したところ，下記の文
献が見つかった．
富永

智，2007．クロマダラスカシノメイガ，チャバネ

トガリノメイガの新食草．蛾類通信 243: 328-330．
沖縄島で，湿地に生えているのがカキバカンコノキ

チャバネトガリノメイガの食草がカキバカンコノキで

( コミカンソウ科 )，そうでない乾燥したところや，住宅

あることは訂正ないのだが，330 ページ，2 行目からの

地にも普通に生えているのがキールンカンコノキである

文で，「沖縄島では南へ行けばいくほどよく見られ，沖

が，筆者は最近まで，キールンカンコノキもカキバカン

縄島南部では多く生えている」のは，カキバカンコノキ

コノキだと思い込んでいた．

ではなく，キールンカンコノキのことである．
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沖縄島のシンジュキノカワガの記録
木

村

正

明

刀

禰

浩

一

900-0012 沖縄県那覇市泊 1-35-5

寺

田

剛

130-8606 東京都墨田区江東橋 3 丁目 3 番 7 号
一般財団法人自然環境研究センター

904-0031 沖縄県沖縄市上地 2-19-6 文化センター 3 階
沖縄市立郷土博物館

Eligma narcissus narcissus (Cramer) from Okinawa-jima Is., the Ryukyus, Japan
Masaaki Kimura, Takeshi Terada and Koichi Tone
Japan Heterocerists’ J. 279: 118-119. December 2016.
筆者のうち寺田と刀禰は，沖縄市立郷土博物館による
「嶽山原の森」の 2015 年調査でシンジュキノカワガを採
集した．東ら (2002)，岸田 (2011) によると本種は琉球
列島からは未記録であったため木村に相談を持ちかけた
ところ，木村も過去に沖縄島で採集された本種について
情報を有していたため，これらを合わせて記録すること
とした．
Eligma narcissus narcissus (Cramer, 1775)
シンジュキノカワガ

1 ♀，沖縄県国頭村辺野喜，18. X.1996，稲田悟司採集，
木村所蔵．

1 ♀，沖縄県名護市多野岳，23. X. 2014，新里達也採
集所蔵．

2 ♂，沖縄県恩納村石川林道，13. X. 2015，寺田採集，
沖縄市立郷土博物館所蔵 (Fig. 1)．
本種は中国大陸南部から飛来する迷蛾と推定され ( 宮
田，2006)，従来から九州などでは多くの記録があった
が，前述のとおり東ら (2002)，岸田 (2011) には琉球列
島の分布は示されていなかった．本報執筆にあたり過去
の資料を精査したところ，堀 (1991) による沖縄島の記
録 (1 ♀，東村福地川ダム，11. XI.1982) を確認すること
ができた．琉球列島のシンジュキノカワガは，この 1 例
が従来唯一の記録であったようだ．今回報告した記録と

1
Fig. 1. Eligma narcissus narcissus (Cramer).
じめ，日本各地での飛来ならびに発生が確認された．印
刷物に記録されたもの以外にも，私信やネット上などで
多くの確認情報を見聞きしている．沖縄島を含む琉球列
島でも，今回報告した記録以外にもブログの記述などに
複数の確認情報があり，大規模な飛来があった可能性も
伺える．更なる記録の集積を期待したい．
本報にあたり，標本を恵与くださった稲田悟司氏，採
集情報を提供してくださった新里達也氏に厚く御礼申し
上げる．過去の記録についてご教示いただいた宮田彬氏，
沖縄島でのニワウルシの生育状況をお教えいただいた比
嘉正一氏に深く感謝したい．
引用文献
東

併せても，沖縄島での確認例はいずれも秋季の単発的な
もので，その数も近隣の九州地域と比べると著しく少な
い．沖縄島には本種のホストであるニワウルシ Ailanthus
altissima ( 別名シンジュ：ニガキ科 ) がほとんど植えられ
ていないため，たとえ飛来到達したとしても一時発生す
ることはできず，個体数が増えないために気づかれるこ
とがなかったのではないかと推測できる．

2015 年，シンジュキノカワガは，北海道 ( 名越ら，
2015)，長野県 ( 慶野，2016)，大阪府 ( 那須，2015) をは

堀

清二・金城政勝・木村正明 , 2002. チョウ目．東清

二 ( 監修 ), 増補改訂 琉球列島産昆虫目録 : 399-465. 沖
縄生物学会，西原．

繁久，1991．日本未記録種を含む沖縄県の興味ある

蛾について．蛾類通信 165: 258-262.

慶野友和，2016．長野県大町市でシンジュキノカワガを
採集．蛾類通信 278: 82.

岸田泰則 , 2011. コブガ科亜科不確定．岸田泰則 ( 編 )，
日本産蛾類標準図鑑 2: 189. 学研教育出版，東京．

宮田

彬，2006．九重昆虫記 昆虫の心を探る 1: 189. か

んぽうサービス，大阪．
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名越和夫・小松利民・岡田正光，2015．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．蛾類通
信 276: 13-17.

那須義次，2015．シンジュキノカワガの大阪府での発見．
蛾類通信 276: 5.

Summary This is a report of collecting records of Eligma
narcissus in Okinawa Island where we detected the only
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is supposed that the adults ﬂy to Japan from southern China.
In 2015, there were many reports of collecting them from
many localities in Japan, from Hokkaido to the Ryukyu
islands, and it seems that a large scale of migration had
occurred. 1 ♀，Okinawa Pref., Kunigami Vill., Benoki, 18.
X.1996. 1 ♀，Okinawa Pref., Nago City, Tano-dake，23.
X. 2014．2 ♂，Okinawa Pref., Onna Vil., Ishikawa-forestpass，13. X. 2015.

record till now. E. narcissus is not inhabited in Japan and it

会 報
■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

用意します．講演希望の方は，演題・講演者名・所属・
住所をメールでお知らせください．
■講演要旨作成のお願い

一般発表会で講演される方は，講演要旨の作成をお願

九州大学附属図書館・中央図書館視聴覚ホール ( 新館

いいたします．

の開催です．会場，曜日とも例年と異なりますのでご注

要旨本文です．

4F) で開催されます．今回は，土曜日ではなく，日曜日

意ください．ふるってご参加ください．
日

総

時：2017 年 1 月 29 日 ( 日 )
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)

懇親会：50 周年記念講堂 2 階ファカルティークラブ

交

通：地下鉄箱崎線「箱崎九大前」より徒歩 10 分

■研究発表会（予定）
＜基調講演＞

上田恭一郎：
「日本の鱗翅類」
・
「日本昆虫目録・鱗翅目」

の編纂に関わって
＜一般講演＞

佐々木公隆：福岡県の注目すべき蛾類

○広渡俊哉・屋宜禎央・黄国華・王敏：中国四川省で

採集されたマガリガとヒゲナガガ（予報）

○屋宜禎央・広渡俊哉：沖縄島で発見されたシロハモ

グリガ亜科の 2 未記載種
■一般講演申込要領

2016 年 12 月 31 日（土）を演題募集の締め切りとしま

す．講演を行えるのは会員のみで，講演は質疑時間を含

めて 15 分です．機材は液晶プロジェクタとパソコンを

1. 必要な事項は，演題・講演者名・所属もしくは住所・
2. 要旨はタイトルなども含めて B5 用紙 1 枚です（A4

で原稿をいただいた場合は縮小コピーします）．上下左
右の余白は 2cm 以上とってください．

3. 要旨の原稿は，電子メールにファイルを添付して

送ってください．なお，メディア（CD-R・USB メモリ

等）や手書き原稿は郵送でお送りください（事前にその
旨メールでご連絡ください）．

4. パソコンで作成される場合は，標準的なワープロソ

フト（MS Word 等）もしくはテキストエディタを使用
してください．

5. 要旨原稿の〆切は 2017 年 1 月 15 日（日）です．

■発表用スライド作成について

1. 総会で用意するパソコンは Windows/Macintosh，プ

レゼンソフトは PowerPoint2011/2007 です．ご自身のパ
ソコンで発表を希望される方，その他のソフトが必要な
方は，事前にご連絡ください．

2. 動画を使用される方は，標準で再生可能な形式にし

て，事前にチェックをして下さい．

3. CD-R を利用される方は，専用の書き込みソフトな

しでファイルが開けることを確認して下さい．

講演申込・要旨送付・その他連絡は，soumu@moth.jp

宛でお願いいたします．

蛾
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小野寺慎吾・小野寺博・矢田直樹・有田豊

類

通

信

北海

道 か ら Synanthedon martjanovi Sheljuzhko ( ス カ

シバガ科 ) の記録 …………………………………… 97

佐々木明夫

日本産 Microleon 属（イラガ科）の再

検討と 2 新種の記載 ………………………………… 99

中島秀雄・木村正明

アカヘリヒメアオシャクの

分布と幼虫について ……………………………… 107

綿引大祐・吉松慎一 グシチャンアツバの奄美大島

と西表島からの発見 ……………………………… 108

宮野昭彦
大林隆司

オオヤマスカシクロバの再発見………… 110
チャオビリンガの幼虫と寄主植物……… 113

■蛾類通信をお届けします

蛾類通信 279 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．こ
の受領年は 2016 年 12 月 1 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．
会費は前納となっておりますので御確認の上，同封の振
込用紙で 2017 年度分のお振込をお願いいたします．
若手会員の会費は年額 3,500 円です．2017 年は「1992
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

No. 279, 2016

小藤佳紀

福岡市油山でチャオビフユエダシャク

長田庸平

南大東島で記録された蛾類 10 種 ……… 115

を採集 ……………………………………………… 114

冨永

智 沖縄の筆者の報文での地名の誤り，正し

冨永

智

くは玉城林道 ……………………………………… 117
沖縄島での筆者の文献における食草の

誤り，カキバカンコノキとキールンカンコノキ

の混同 ……………………………………………… 117

木村正明・寺田
会

剛・刀禰浩一

沖縄島のシンジュ

キノカワガの記録 ………………………………… 118
報

……………………………………………… 119

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
三好理仁，太平電機株式会社，上原祥太朗，土井美春，
谷津史紘

〇退会
土井信夫（死去）

生年 ( 西暦 ) 1992 年

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 7,000 円（若手会員 3,500 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．
222-0001 神奈川県横浜市港北区樽町 1-27-16 枝

昆

虫

カタログ
進

呈

植

恵太郎

e-mail: eda@air.ocn.ne.jp

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．
株 式
会 社

志 賀 昆 虫 普 及 社

〒 142-0051 東京都品川区平塚 2-5-8

一

電話 5858- 6 4 0 1 （代表） 振替 0 0 1 3 0 -4-2 1 1 2 9

