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本州中部で採集された日本未記録の Protegira songi (Chen & Zhang) トチュウウスクモヨトウ ( 新称 )
四
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Protegira songi (Chen & Zhang) (Noctuidae, Hadeninae), new to Japan from Central Honshu
Kei-ichiro Shikata, Keitaro Eda and Hisashi Tajima
Japan Heterocerists’ J. 282: 173-175. September 2017.

筆者のひとり四方は，2017 年春に，長野県飯田市の
里山で春キリガ類の採集を行ったさい，見たことのない
中型のヤガ 2 ♂を得た．同じ頃，東京の岸田泰則氏は，
山梨県甲州市で同じ種を採集され，枝に研究を依頼した．
また田島も長野県の 2 ヶ所で同じ種を採集し，四方へ同
定を依頼した．その後，手持ち標本などを精査した結果，

8 個体の標本が見いだされた．

1

このようにして得られた標本を精査したところ，中
国湖南省から記載された Protegira songi (Chen & Zhang,

1995) であることがわかったので，日本新記録種として
報告する．

Fig. 1. Protegira songi (Chen & Zhang), ♂ , Kamikawaji,
Iida, Nagano Prefecture (Scale:10mm).
尚採集保管．2 ♀，長野県松本市安曇奈川渡ダム，6. V.

Protegira songi (Chen & Zhang, 1995)
トチュウウスクモヨトウ ( 新称 ) (Figs 1-3)

2017，田島尚採集保管．1 ♀，長野県安曇野市明科町，8-10.
IX．2016, 岸田泰則採集・枝恵太郎保管．1 ♂，山梨県

Orthosia songi Chen & Zhang, 1995: 242.

甲州市嵯峨塩，20. IV. 2017，岸田泰則採集・枝恵太郎

Protegira songi : Ronkay et al., 2010: 153-154, ﬁg. 49, pl.

保管．

26.
所検標本

2 ♂，長野県飯田市上川路，20. IV. 2017，四方圭一郎

採集保管． 1 ♂，長野県上伊那郡南箕輪村信州大学農学
部 構 内，4. VIII. 2016．1 ♀， 同 所，23. V. 2017． 田 島

開張 41-43mm．前翅の地色は黒褐色で，基部の黒い
剣状紋が明瞭である．環状紋は黒環で縁取られ明瞭，腎
状紋の内縁側半分は黒い縁取りがあるが，外縁側は縁取
りが無くやや不明瞭となる．内横線と外横線の間は周囲
より暗く，その下部を縁取る黒条線は明瞭である．黒条
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Figs 2-3. Protegira songi (Chen & Zhang). 2. Male genitalia. 3. Female genitalia.
線の外側は外横線で切られ，その外側は青白色の不明瞭

南は海南島まで記録がある (Ronkay et al., 2010)．また

な斑紋が現れる．亜外縁線と外縁との間は暗くなる．後

2011 年には韓国でも発見された (An et al., 2013)．

翅は外半 1/3 ほどが黒褐色で，内半と縁毛は黄褐色であ

ま た 中 国 で は， 杜 仲 茶 と し て 有 名 な Eucommia

る．また翅脈部分は黒褐色を呈する．本種は一見，マツ

ulmoides Oliver (Eucommiaceae) トチュウの害虫として

バラシラクモヨトウやヒメハガタヨトウなど Apamea 属

知られ，単食性であるとされている (Zhou et al., 1996；

と大変よく似ている．

Guo et al., 2017)．トチュウはガリア目トチュウ科の１科

♂♀交尾器を Figs 2-3 に示す．Ronkay et al. (2010) が

１属１種で，近縁種がいない変わった植物で中国のみに

図示したものとよく一致し，本種同定の決め手となった．

自生するが，薬用作物として中国国内や中国以外の国で

♂交尾器は Xylopolia 属と似ており，斑紋もクロスジキ

も栽培されており，韓国でもトチュウの害虫として報告

リガにやや似ている．

された (Byun et al., 2014)．

本 種 は 最 初 Orthosia 属 と し て 記 載 さ れ た (Chen &

公益財団法人日本特産農産物協会のウェブページの

Zhang, 1995)．Ronkay et al. (2010) は，Orthosia 属 と は

特産農産物に関する生産情報調査結果 (http://www.jsapa.

交尾器形状が大きく異なるとして，Protegira 属を新設

or.jp/tokusan/tokusanchousa/nousakumotuchousah21.pdf)

し，この属は本種のみで構成されている．Protegira 属は，

をみると，トチュウは岩手県，長野県，新潟県，福井県，

現在 Orthosiini 族に配置されているが，本種は日本では

和歌山県，島根県，高知県などで栽培されており，今回

4-5 月，8 月上旬，9 月上旬に得られており多化性である

本種が多く得られた長野県南箕輪村や飯田市が位置する

ことは間違いなく，Orthosini 族に含まれるいわゆる年１

伊那谷は，トチュウ栽培が盛んだった地域の一つであり，

化のキリガ類とは生活サイクルが異なっている．中国

現在も栽培されている．

雲南省では，年 3 化することが知られており (Zhou et al.,

中国原産の本種の日本への侵入が，自然拡散によるも

1996)，採集された時期から考えて日本でも 3 化してい

のなのか，何か人為的な原因があるのか現在のところ不

ると思われる．このような化性の違いなどから，将来的

明であるが，トチュウの害虫でもあり今後の推移を注意

には別のグループに含めるのが妥当だと考えられる．

深く観察していく必要がある．

中国では，東部域に広く分布し，西はチベット高原，
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Res. 9: 277–279.

標本を恵与いただいた岸田泰則氏にお礼申し上げる．

Ronkay, G., L. Ronkay, P. Gyulai & H.H. Hacker, 2010.
New Orthosiini (Lepidoptera, Noctuidae, Hadeninae)

引用文献

species and genera from the wide sense Himalayan

An, J.-S., Choi, S.-W. & L. Ronkay, 2013. New Noctuidae

region. Esperiana 15: 127–221.

(s.l.) species from the Korean fauna with description of a

Zhou Y., S. Zhang, X. Liu, H. Qin, R. Wu & F. Li, 1996.

new species of Bryophila Treitschke, 1825 (Lepidoptera:

Studies on Biological Characteristics of Orthosia songi

Erebidae and Noctuidae). Zootaxa 3734: 345-361.

and Control Measures. J. Northwest Forestry Univ. 11 (2):

Byun, B.-K. Byun, H. Han, J.-H. Jeon, Y.-J. Kim, S.-J. Cho,

66-70, 81.

S.-H. Koh & J.-H. Park, 2014. A New Noctuid Pests,
Protegira songi Chen & Zhang (Lepidoptera, Noctuidae,

Summary Protegira songi (Chen & Zhang, 1995) was

Hadeninae) Attacking to Eucommia ulmoides Oliv. in

newly recorded from Nagano and Yamanashi prefectures,

Korea. Korean J. Appl. Entomol. 53: 461-464.

Japan. This species is distributed in China (Shaanxi,

Chen, Y., S. Zhang, 1995. New species of Noctuidae from
China II (Lepidoptera). Sinozoologia 12: 242-243.

Gansu, Hunan, Sichuan, Henan, Shandong, Beijing, Hubei,
Hainan), Korea, well known as the pest of Eucommia

Guo X.-H., M.-Y. Cheng, Y.-F. Hou, T.-T. Deng, S.

ulmoides Oliver (Eucommiaceae). This species may have

Zhao, H.-L. Yu & L.-X. Xing, 2017. The complete

three generations per year in Japan. It is likely that P. songi

mitochondrial genome of the monophagous moth

(Chen & Zhang) is an invasive species from overseas.

Protegira songi (Lepidoptera: Noctuidae). Conserv. Genet.

クシロモクメヨトウの幼虫と食草
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001-0907 北海道札幌市北区新琴似 7 条 15 丁目 2-4

Larva and hostplant of Xylomoia graminea (Graeser) (Noctuidae, Xyleninae)
Hiroyuki Kogi
Japan Heterocerists’ J. 282: 175-176. September 2017.

Xylomoia graminea (Graeser, 1889)
クシロモクメヨトウ (Figs 1-2)
本種は 6 月に湿地で発生する蛾である．日本では，今
までに詳細な生態についての報告はない．私は，以前に

発生が見られることから，私は本種の食草はヨシであろ
うと初めから決め付けていた．越冬は幼虫か蛹のどちら
かであろう．
現地について，いざ探索という段階になったとき，そ

その食草と幼生期について観察しているので報告する．

の枯れ茎を前にして，どこから手をつけたらよいものか

食草：ヨシ Phragmites australis Trin. ex Steud ( イネ科 )

遠くから来たのであるから，どうしても採って帰らなけ

1996 年 4 月下旬，本種の幼虫を求めて，成虫の発生が
毎年見られる道北の猿払村の浅茅野というところへ出か
けていった．春の遅い地域なので，山間部にはまだあち
こちに雪が残っていた．幼虫を探そうとしていた現地に
は雪はなかったが，そこはまだ一面の枯れ野原であった．
幼虫の調査は，その枯れ野原の中ほどにある大きな湿地
帯である．一面ヨシで覆われたこの場所で，毎年成虫の

と少なからず戸惑った．しかし，せっかく時間をかけて
ればならない．私は湿地の中ほどの少し盛り上がった，
いくらか乾燥気味のところに腰をおろした．そして，目
の前にあるヨシの茎を拾い上げては，一本一本カッター
ナイフで切り開いていった．ヨシの茎は，ほとんどが雪
の重みで倒れたり折れたりしている．茎は昨年のものが
大半であるが，一昨年の茎もあまり腐らずに残っている．
幼虫はどこにいるかはまったくわからないので，とりあ
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Figs 1-2. Xylomoia graminea (Graeser). 1. Emerged adult, male. 2. Last instar larva.

えず，目の前の茎は全部端から手をつけていった．食草

どにも伸び，皆穂を出していた．見渡していると，その

はヨシであると勝手に思い込んでいるものの，目の前の

沢山のヨシの中に，穂を出すのを途中で止めてしまって

ヨシの茎は本当に大量である．一本一本見ていかなけれ

いるものがある．その伸び切れなかった原因については，

ばならない．寒い中，時間だけがどんどんと過ぎていっ

今までの経験から私はすぐに思いついた．茎の中を虫に

た，

よって食害されると，よくこの様になるのである．そこ

しかし，頑張ればなんとかなるものである．1 本の太

で，そのようなヨシを見つけては調べていった．思った

い茎の中から 1 頭の幼虫を見つけた．体長 28mm．蛹越

とおり穂の 1m 程下の部分から 15mm 程の本種の幼虫が

冬ではなく幼虫越冬であった．太目の茎の中にいるらし

出てきた．この日は，何頭か見つけたが，茎の中で成長

いのでその後は太目の茎に狙いをつけて探して行った．

する幼虫は飼育が非常に難しいので 1 頭も採らずに帰っ

すると，また幼虫が出てきた．その茎には，地上から

てきた．

50cm 程の所に直径 2mm 程の丸い穴があけられていた．
羽化した時のための穴である．穴は糸で薄く塞がれてい

Summary X. gaminea inhabits marshland, flies in June.

る．

In the late April of 1996, I went to Sarufutsu, in northern

要領がわかったので，茎に付いている穴を頼りに探し
続けたところ，この日は 7 頭を見つけることができた．

Hokkaido, where the imagoes had been emerging every
year. The area is marshland and in that season the land

家に帰り，飼育ケースに採ってきた幼虫と食草のヨシ

was covered with dead Phragmites australis Trin. ex Steud

の茎を一緒に入れてやった．幼虫は，採集の際に茎から

(Gramineae). Seven larvae, about 28 mm long, were

出た状態になっているので，茎の一方の節を取り除いた

collected from the stems of the dead P. australis. They were

穴の中に 1 頭ずつ入れてやった．すると，次の日には中

hiding in rather thick stems, at about 50 cm height from the

から糸を吐いて，
入れた穴を塞ぐ個体がいた．中にはせっ

ground, with a punched hole, 2 mm diameter, closed with

かく入れてやったのにまた出てきている個体がいる．そ

thin threads. The larvae fed on new leaves of P. australis.

して，その幼虫は一緒に採ってきて入れておいた新芽を

May 19, one male emerged and another male on May

食べていた．現地でも，越冬後に伸び始めた新芽を食べ

24. In August, 1998, I went to the same place, where the

てから蛹化の準備に取りかかる個体がいるのかもしれ

phragmites already grew to 3 m high and put out terminal

ない．飼育の幼虫は，およそ 20 日後の 5 月 19 日に 1 ♂，

buds. Among them, some did not grow the terminal buds,

24 日にまた 1 ♂が羽化した．

and I knew the reason why: the larva bored it. I searched

1 年後の 1998 年 8 月，私は同所へ再び出かけていった．

the larva in such phragmites and found some larvae, 15 mm

今度は，この蛾の若齢時の様子を確かめるためである．

long, in the stem at 1 m under from the top. It is so diﬃcult

8 月のこの時期には，ヨシはもう十分に成長し，3m ほ

to rear the boring larvae that I did not collect them.
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A new locality of Sebastosema bubonaria Warren (Geometridae, Ennominae)
Hideo Nakajima
Japan Heterocerists’ J. 282: 177-178. September 2017.
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Figs 1-2. Habitats of Sebastosema bubonaria Warren，
Nirasaki-shi Yamanashi Pref. Fig. 3. Second instar larva.

Sebastosema bubonaria Warren カ バ シ タ ム ク ゲ エ ダ

央高速道路の甲府昭和 IC 入口を過ぎて，韮崎市に入る

シャクは，昨年栃木県宇都宮市下岡本町で成虫が 53 年

と釜無川沿いになるので，栄から神山町の河原で調査を

振りに採集再発見された ( 中島・矢野，2016)．成虫の

行った．幼虫を確認した地域は河畔林の発達は悪く，疎

採集された翌日，下岡本町と柳田町で産卵中の雌が採集

林でツルウメモドキが多くみられる場所であった (Figs

された ( 中島・矢野，2016)．孵化幼虫の飼育さらに野

1-2)．

外での幼虫の探索によって寄主直物として，ニシキギ科
のツルウメモドキ，ニシキギ，コマユミが確認された ( 中

〈データ〉

島ほか，2017)．2016 年に採卵飼育の結果翌年多くの成

Sebastosema bubonaria Warren

虫を羽化させることができた．そして，飼育で得た雌を

カバシタムクゲエダシャク (Fig. 3)

用いて，誘引トラップによって，野外において多くの雄
を得ることができた ( 阪本・中島，2017)．
著者は成虫の採集の後，本種の新産地の探索に力を
注いだ．4 月下旬から群馬県，山梨県，埼玉県などの河

山梨県韮崎市釜無川河川敷，2-3 齢幼虫 12 exs, 29. IV.

2017.
寄主植物：ツルウメモドキ Celastrus orbiculatus Thunb.

( ニシキギ科 )．

畔林で探索を行い，山梨県韮崎市の釜無川の河川敷で幼
虫を得ることができた．ここは山梨県の国号 20 号で中

この釜無川の河川敷はツルウメモドキが多く生えてい
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なかった．栃木県の栁田町〜下岡本町では，主にニシキ
ギ，コマユミに見られ，生息地によって食性が異なって

Summary The imagoes of Sebastosema bubonaria were

いる可能性がある．なお，今回得た幼虫は順調に成長し，

collected in March, 2016 in Tochigi Pref. after 53 years

11 頭が蛹化した．

interval, and the larvae were reared successfully with
Celastrus orbiculatus Thunb., Euonymus alatus and E.

引用文献

alatus f. ciliatodentatus (Celastraceae).

中島秀雄・矢野高広，2016．日本おけるカバシタムクゲ
エダシャクの再発見について．蛾類通信 278: 65-67.
中島秀雄・阪本優介・松井悠樹・中

秀司，2017. カバ

シタムクゲエダシャクの幼生期．Tinea 23: 281-290.
阪本優介・中島秀雄，2017. 2017 年度のカバシタムク

The author searched several other places to detect larvae
of S. bubonaria. Twelve larvae were collected on April 29,
2017 from C. orbiculatus in sparse woods of riverbed of
Kamanashi river in Yamanashi Pref. Eleven out them were
pupated.

ゲエダシャクの採集報告と配偶行動の観察 . 蛾類通信

2017 年度のカバシタムクゲエダシャク採集報告と配偶行動の観察
阪 本 優 介
中 島 秀 雄
252-0001 神奈川県座間市相模が丘 1-27-22-1201

230-0012 神奈川県横浜市鶴見区下末吉 6-19-18

Some records and observation of courtship behaviors in a winter geometrid moth Sebastosema bubonaria
Warren (Geometridae, Ennominae) in 2017 spring
Yusuke Sakamoto and Hideo Nakajima
Japan Heterocerists’ J. 282: 178-179. September 2017.
Sebastosema bubonaria Warren カバシタムクゲエダシャ
クは , 雄では 1963 年 ( 関口 , 1965), 雌では 1987 年 ( 中島 ,

1991b) より記録が無かったが , 2016 年に栃木県にて再
発見された ( 中島・矢野 2016). 筆者らは野外で発見した
卵塊からの飼育に成功し ( 中島ほか , 2017), 2017 年度に
羽化した雌を用いて処女雌トラップによる採集調査を
行った . 野外において複数の雄を採集 (Fig. 1) すること
に成功し，また雄が示す配偶行動連鎖の観察に成功した
ため , 処女雌に誘引された雄成虫との交尾 (Fig. 2) と採
集記録 , そして室内及び野外での配偶行動についてここ
に報告する . なお , 昨年の飼育によって得られた蛹から
は , 2017 年 1 月 20 日に 1 雄が羽化した ( 中島ほか , 2017)．
これにより今までカバシタムクゲエダシャクの雌と推定
されていた個体は本種であることが確認され , 雌雄関係
が解決した . また , 2017 年春に得られた標本は各自が保

集 ).

4 ♂ , 29. III. 2017. 栃木県宇都宮市下岡本町 ( 中島 2 ♂ ,
高橋 2 ♂採集 ).

2016 年の観察では , 雄の飛翔が見られたのは午前 8 時
頃〜 10 時頃に集中しており , 早朝活動型の蛾と推測さ
れたが , 2017 年の調査では飛翔は 10 時頃から始まり , 午
後 1 時半頃まで見られた . 飛翔時間帯は明期開始後の時
間よりもむしろ気温に強い影響を受けるものと推測され
る.
採集した雄は鮮度の高いものが多かったが , 既に色あ
せて翅が欠損している個体も見られたため , 宇都宮では
成虫は 3 月上旬から中旬に羽化し , 雄は気温が 10℃以上
になると飛翔するものと思われた . また , 2016 年および

2017 年の♂の飛翔行動の観察により , 気温が上がるほど

管している .

雄の飛翔活性が上がると考えられた .

2017 年春の採集記録

連鎖を観察することができた . 雌は陽が当たり気温が上

12 ♂ , 19. III. 2017. 栃木県宇都宮市下岡本町 ( 中島 5
♂ , 阪本 3 ♂ , 林 2 ♂ , 飯森 1 ♂ , 秋葉 1 ♂採集 ).

1 ♂ , 20. III. 2017. 栃木県宇都宮市下岡本町 ( 石綿採

室内及び処女雌トラップによって , 雄が示す配偶行動
がると , 樹幹や枝を歩いて登り , 静止後尾端のフェロモ
ン腺と考えられる器官を露出し , 典型的なコーリング行
動を示した . 一方 , 雄は気温の上昇とともに樹冠を高速
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1

2

Figs 1-2. Sebastosema bubonaria Warren. 1. Male. 2. Mating pair. Freshly emerged, virgin female mates with male.

で飛翔するが , 雌がコーリング行動を示すと間もなく緩
やかな飛翔となり , 雌に定位した後は次第に雌に接近し

中島秀雄 , 1991b．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 163: 229.

つつ飛翔する範囲を狭め , 最終的に交尾に至った . 交尾

中島秀雄・矢野高広 , 2016．日本におけるカバシタムク

に際し , 雄は背後から雌の背中または木につかまり , 尾

ゲエダシャクの再発見について . 蛾類通信 278: 65-67.

端を曲げて雌と結合した . この姿勢は Nyssiodes lefuarius

中島秀雄・阪本優介・松井悠樹・中

秀司 , 2017. カバ

(Erschoﬀ) フチグロトゲエダシャクでも見られ , その他

シタムクゲエダシャクの幼生期 . Tinea 23 (6): 281-290.

のフユシャク類で見られる , 雄が下向きになり尾端を結

関口洋一，1965．カバシタムクゲエダシャク表日本から

合させる姿勢とは異なっていた .

初記録 . インセクト 16: 16.

鬼怒川の河川敷において本種と同時期に出現し , 土手
の草地を飛び交う昼飛性のフチグロトゲエダシャクで

Summary In March, 2017, we set a virgin female trap of

は , 配偶行動の際に , 雄は不規則に飛翔しながら , ゆるや

Sebastosema bubonaria on the riverbed woods of Kinu-

かに大きく旋回してしだいにその輪を縮めて雌に到達す

gawa River, Tochigi Pref., where males and females were

る ( 中島 , 1991a). この 2 種は土手の河畔林と草地とで生

collected the year before. Many males were attracted and

息環境を異にしていると考えられるが , 雄が示す配偶行

collected on the trap. The males ﬂied from 10 a.m. to 1:30

動連鎖 , 特に雌に定位する飛翔行動にも違いが見られた .

p.m. Last year, we observed the ﬂy of males from 8 a.m.

飼育下による交尾継続時間は 30 分程度で , 長くとも 1 時

to 10 a.m. We speculate that the ﬂying time is due to rather

間以内には交尾が終了した . 2017 年 3 月 29 日の野外での

the air temperature than the duration of light time. The

観察では , 処女雌トラップに誘引された雄が交尾後約 15

males seem to begin their fly when the air temperature

分で分離し飛び去った . 交尾後の雌は , 数時間後に産卵

reaches 10 degrees Celsius. As the temperature rises, the

を開始した .

female walks up the trunk or branch of a tree, and takes the
calling posture, exposing the pheromone organ at anal end.

本報告にあたって採集に同行し , 調査にご協力頂いた

The male ﬂies at high speed above the trees, and when the

秋葉哲男 , 林正人 , 飯森政宏 , 石綿深志 , 高橋滋の各氏に

female has taken the calling posture the male slows his ﬂy

御礼申し上げると共に , 情報を提供して頂いた中秀司氏 ,

and aims for the female by narrowing his ﬂying area. The

処女雌トラップ用に雌を提供下さった染谷保氏に御礼申

male copulates from behind, bending his abdomen. The

し上げる .

copulating duration is about 30 minutes. The copulated

引用文献

中島秀雄，1991a．フチグロトゲエダシャクの国内分布，
棲息地の環境と配偶行動の一観察例 . 蛾類通信 163:

227-229.

female begins to oviposit after several hours.
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日本産 Lomaspilis 属 ( シャクガ科エダシャク亜科 ) の再検討

佐

藤

力

夫

950-2036 新潟市西区新通西 2-27-29

Taxonomic notes on the genus Lomaspilis Hübner (Geometridae, Ennominae) from Japan, with description of a
new species
Rikio Sato
Japan Heterocerists’ J. 282: 180-186. September 2017.
Lomaspilis 属はシャクガ科エダシャク亜科に属し，ヨー
ロッパには白い地色に黒斑をもつ小型種 3 種が分布して
いる (Skou et al., 2015)．日本からは現在，ヨーロッパ
と共通の L. marginata (Linnaeus, 1758) シロオビヒメエダ
シャクが知られている ( 佐藤 , 2011)．この属の種は斑紋
の変異が大きいうえに雌雄交尾器の差異が少ないため紛
らわしい．日本産の種についても，亜種の扱いなど後述
するように多くの研究が行われてきたが，これまで同定
の際に使える安定した信頼できる形質が見つからず，私
は「日本産蛾類標準図鑑 1」の執筆に際し亜種の扱いを
避けた ( 佐藤 , 2011)．
このほど，岩手県の三井秀男氏から同氏が滝沢市で採
集された「シロオビヒメエダシャク」1 ♂の画像が，梅
津一史氏 ( 秋田県立博物館 ) を通して送付されてきた．
この個体は触角が，本属に共通とされていた微毛状では
なく，弱い鋸歯状であった．早速，標本をお送りいただ
くとともに，梅津氏からも秋田県内で得られた同様の触
角をもつ 3 ♂と，それに対応すると思われる 3 ♀の提供
を受けた．さらに，亀田満氏，金子岳夫氏，宮野昭彦氏
から該当の標本が届き，私も 4 ♂ 2 ♀を自身のコレクショ
ンの中から見出すことができた．
これまで斑紋の変異に眼を奪われ，触角の違いに気づ
かなかったのは不覚であったが，紛れもない未記載種で
あり，本報において新種として記載するとともに，この
機会に日本のシロオビヒメエダシャクの分類学的取扱に
ついて検討した結果を報告したい．
Lomaspilis opis opis Butler, 1878 シロオビヒメエダシャク

(Figs 5-10, 17-18)
Lomaspilis opis Butler, 1878: 442; 1879: 49, pl. 53: 3.
Lomaspilis marginata opis: Inoue, 1956a: 300; Inoue, 1982:

521, pl. 82: 8, 9.
Lomaspilis marginata amurensis: Inoue, 1956a: 300; Inoue,

1982: 521, pl. 82: 7.
Lomaspilis marginata: Sato, 2011: 135, pl.1-009: 29-35.

ヨーロッパの L. marginata (Linnaeus, 1758) の local race と
みなした．それとともに，S.E.Siberia ( アムール ) から記
載された Abraxas marginata var. amurensis Hedemann, 1881
を opis の synonym と し た． そ の 後，Heydemann (1936)
は opis を独立種と認め，amurensis をその亜種とし，日本
産は L. opis amurensis とすることを提唱した．それに対
し井上 (1956b: 165) は，opis と marginata の相異は地理的
な変異とし，opis を独立種とすることに賛同せず，日本
産は marginata で本州産は ssp. opis，北海道産はアムール
産と同じ ssp. amurensis とした．この扱いは，その後「日
本産蛾類大図鑑」( 井上 , 1982) まで継承された．
一方，ヨーロッパでは，Heydemann (1936) 以降，opis
を独立種として扱うことは定着しており (Skou, 1986 な
ど )，日本産とは別亜種 ssp. nigrita Heydemann, 1936 が，
フィンランド，バルト諸国，ポーランド，スロバキアを
経てウラル地域まで分布するとされている (Skou et al.,

2015: 59)．
Gelbrecht et al. (2004) は，雄交尾器の反転した vesica
の 形 状 で L. marginata と L. opis， そ れ に L. bithynica

Wehrli, 1954 ( トルコ地方などに分布 ) が区別できること
を示した．そのため，私は「日本産蛾類標準図鑑 1」( 佐藤 ,

2011) の執筆に際し，日本各地の標本を vesica の形状に
よって種あるいは亜種レベルで区別できるかどうか検討
したが，下記の未記載種が混在していたこともあり，明
確な違いを見出すことはできなかった．また，従来指摘
されてきた北海道産と本州産の色彩斑紋による違いも明
確ではなく，日本産を L. marginata とする従来の扱いに
従ったが，以後の混乱を避けるため，日本の個体群を 2
亜種に分けなかった ( 佐藤 , 2011)．
その後，発行された「The Geometrid Moths of Europe,

vol. 5」(Skou et al., 2015) では，vesica の形状に加え，斑
紋の特徴など他の形質についても種の違いが明瞭に示さ
れた．この度，日本において未記載種が発見され，変異
に富む種のため軽視してきた斑紋の違いに注目すべきこ
とを知り，あらためて雌雄交尾器はもちろん色彩斑紋も
含めて日本の標本を再検討した．

本種は，横浜を模式産地として Butler (1878) によっ
て記載されたが，Prout (1915) は S.E.Siberia 産とともに，

その結果，日本産はヨーロッパの L. marginata の斑紋
とは明確に異なり，L. opis の特徴と一致すること，雄交
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Figs 1-21. Lomaspilis spp. 1-4. L. marginata (Linnaeus). 1. ♂ , Finland, Koski Hi (EH). 2. ♀ , Poland, Tatry. 3. ♂ , Poland,
Krakow. 4. ♀ , Poland, Krakow. 5-10. L. opis opis Butler. 5. ♂ , Yamanashi, Sudama, Masutomi. 6. ♀ , Niigata, Myoko,
Sasagamine. 7. ♂ , Hokkaido, Yubari. 8. ♀ , Nagano, Yunomaru. 9. ♂ , Hokkaido, Aibetsu, Aibetsu Dam. 10. ♀ , Hokkaido,
Asahikawa, Kasuga. 11-16. L. mitsuii sp. nov. 11. Holotype. ♂ , Iwate, Takizawa, Hanokisawayama. 12-16. Paratypes. 12.
♀ , Hokkaido, Oshima, Hokuto, Hekiriji. 13. ♂ , Akita, Tazawako, Yoroibata Dam. 14. ♀ , Akita, Tazawako, Tose. 15. ♂ ,
Niigata, Tsunan, Ketto. 16. ♀ , Niigata, Myoko, Suginosawa. 17-19. Right wings. 17. L. opis opis Butler. Hokkaido, Otaru.
18. Ditto. Gunma, Minakami. 19. L. mitsuii sp. nov. Akita, Tazawako. 20-21. Male antennae. 20. L. mitsuii sp. nov. 21. L. opis
opis Butler. Figs 1 & 5. Diﬀerence in arrangement of black markings (indicated by red line) between L. marginata (Fig. 1)
and L. opis opis (Fig. 5). Figs 17-19. Diﬀerences in wing maculation (indicated by arrows) between L. opis opis (Figs 17-18)
and L. mitsuii sp. nov. (Fig. 19).
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Figs 22-28. Male genitalia of Lomaspilis spp. 22. L. marginata (Linnaeus). Finland, Koski Hi (EH), RS-8593. 23-26. L. opis
opis Butler. 23. Niigata, Myoko, Tsubame, RS-8591. 24-26. Aedeagus. 24. Nagano, Kawakami, Azusayama, RS-8576. 25.
Hokkaido, Yubari, Takinoue, RS-8606. 26. Hokkaido, Asahikawa, Kasuga, RS-8564. 27-28. L. mitsuii sp. nov. 27. Iwate,
Takizawa, Hanokisawayama, RS-8581. 28. Niigata, Tsunan, Ketto, RS-8599. Figs 22, 24 & 27. Arrows indicate distal margin
of vesica.
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尾器の vesica の形状，雌交尾器の形状も L. marginata と

et al., 2015: 510, ﬁg. 6c) ほど大きく膨大する個体は検出

は異なり，L. opis の特徴を示していることを確認した．

していない．

さらに L. opis の模式産地は日本 ( 横浜 ) であり，日本産
を L. opis とすることは妥当と判断した．Butler (1878) の

雌 交 尾 器 (Figs 30-32). Ductus bursae が L. marginata

原記載に図はないが，Butler (1879) は横浜産のタイプ標

(Fig. 29) に比して明らかに短い．Corpus bursae は，骨

本 ( イギリス自然史博物館所蔵 ) を図示しており，Skou

化部分，膜状部分ともに L. marginata より細長い個体が

et al. (2015: 58) は，L. opis の記述にあたり，交尾器は未

多い．骨化部分の割合には個体変異がある．1 個の星形

検査だがタイプ標本を実検したと記している．前述のよ

の signum があり，形や位置は変異が大きいが，corpus

うにヨーロッパの個体群は ssp. nigrita Heydemann として

bursae の頭方の端 (cephalad end) にある個体が多い．ヨー

扱われており，日本の個体群は名義タイプ亜種となる．

ロッパ亜種 L. opis nigrita との違いは明確ではない．

なお，前述のように，Inoue (1956a) 以降佐藤 (2011) ま
で，北海道の個体群を L. marginata の亜種 amurensis とし
て扱ってきた．日本の個体群に比して全体に淡色で前翅

所検標本

国内の各地から得られた 67 ♂ 45 ♀を調べた．
北海道．

基部の黒紋が縦長の傾向が強い．北海道産の中に類似の

[ 網走 ] 訓子府町，置戸町，小清水町水砥林道．[ 胆振 ]

個体が見られるが，中間的な個体もあり，今後さらに詳

苫小牧市高丘．[ 渡島 ] 七飯町西大沼，北斗市桜岱，大

しい調査が必要である．その際，このグループの分類上

野町中山．[ 上川 ] 上川町層雲峡・ルベシナイ・ペンケ

の問題の最終的な決着には，L. opis と L. amurensis のタイ

チャロマップ・愛山渓，南富良野町，愛別村協和，旭川

プ標本の vesica を含む交尾器の調査が不可欠であろう．

市永山新川・花咲大橋・春日・神居古潭・神楽岡，名寄
市名寄大橋，士別市ペンケ．[ 釧路 ] 標茶町二ツ山．[ 後志 ]

開張 21-26mm，前翅長 11-15mm．触角の背面は雌雄

小樽市朝里，岩内町雷電．[ 宗谷 ] 猿払村上猿払．[ 夕張 ]

とも鱗片でおおわれ，雄 (Fig. 21) は微毛状で各節はや

夕張市滝ノ上．[ 十勝 ] 新得町トムラウシ，上士幌町糠平，

や突出し，雌は糸状．雄の後脚脛節に毛束が発達し，腹

大樹町尾田，更別村，忠類村．[ 根室 ] 羅臼町北浜．本州．

部第 3 節腹面に刺毛列を持つ．ヨーロッパに広く分布す

[ 岩手 ] 八幡平藤七温泉，雫石町網張，二戸市稲庭岳．[ 秋

る L. marginata とは前翅の斑紋で区別できる．前後翅と

田 ] 田沢湖町玉川戸瀬．[ 新潟 ] 妙高高原町燕温泉・笹ケ

も斑紋の変異はかなり見られるが，前翅中央の前縁部と

峰・関山，糸魚川市明星山，津南町逆巻温泉・結東，奥

横脈紋付近の黒紋をそれぞれの外側の頂点でつなぐと，

只見銀山平．[ 長野 ] 東部町湯之丸，川上村梓山，長谷

L. marginata (Fig. 1) ではほぼ内縁に垂直の線が形成され

村，佐久市内山．[ 栃木 ] 日光市湯元．[ 群馬 ] 水上町土合・

るのに対し，本種 (Fig. 5) では内縁に対して明らかに斜

湯の小屋林道．[ 山梨 ] 須玉町増富．[ 東京 ] 奥多摩町日原．

めの線になる．この違いは，Skou et al. (2015) では，2

[ 岐阜 ] 中津川市川上黒井沢，荘川村六厩，上宝村大坂峠，

つの紋の対称軸 (symmetry axis) が L. marginata では内縁

宮村湯屋．地名はすべて採集時の表記に従った．

に向かい，L. opis では後角に向かう，と記されている．
ヨーロッパの L. marginata の中には，前翅の横脈紋付近
の黒紋の発達が悪く，完全に欠く個体 (Figs 3-4) も多い．
前翅基部の黒紋は，タイプ標本では外縁が丸味を帯びて
いるが，縦に長い個体 (Figs 7-8) もあり，変異に富む．
北海道産の中には，全体に淡色で，斑紋の発達が弱い個
体 (Figs 9-10) が見られる．

分布

北海道，本州．

生態に関する知見

採集記録によると，大部分は 6 〜 7 月に得られており，

地域によって 5 月下旬と 8 月上旬の記録があることから，
年 1 化で蛹越冬と思われる．ヨーロッパの L. marginata は

ヨーロッパの亜種 L. opis nigrita の標本は実検してない

Populus, Salix, Corylus, Fagus, Quercus など多くの寄主植物

が，日本の個体群ほどの変異は見られない (Skou et al.,

が報告されており広食性であるが，L. opis nigrita は単食

2015)．

性 (monophagous) で，寄主植物は，カバノキ科の Betula

pendula ( ヨーロッパシラカンバ ) しか記録されていない

雄 交 尾 器 (Figs 23-26). 基 本 構 造 は L. marginata (Fig.

(Skou, 1986; Skou et al., 2015)．日本では，「シロオビヒ

22) と同じであるが，vesica を反転してみると，distal

メエダシャク」として，北海道美唄でオオヤマザクラ

end ( 矢印 ) は直線的ではなくやや膨大する (Fig. 24)．そ

Cerasus ( 佐藤 , 1978: 157), 栃木県日光市湯元でオノエヤ

の程度には個体変異が見られるが (Figs 23-26)，ヨーロッ

ナギ Salix ( 中島 , 1981：129) から幼虫が得られており，

パの L. opis nigrita (Gelbrecht et al., 2004: 182, ﬁg. 1; Skou

後者の終齢幼虫が図示されている ( 佐藤・中島 , 1987, pl.
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Figs 29-34. Female genitalia of Lomaspilis spp. 29. L. marginata (Linnaeus). Poland, Krakow, RS-8597. 30-32. L. opis opis
Butler. 30. Nagano, Yunomaru, RS-8580. 31. Hokkaido, Kitami, Kunneppu, RS-8460. 32. Niigata, Myoko, Sekiyama, RS8563. 33-34. L. mitsuii sp. nov. 33. Niigata, Myoko, Suginosawa, RS-8572. 34. Akita, Tazawako, Tose, RS-8570.
28: 16-17)．北海道美唄の羽化標本は現存しないが，生

Lomaspilis mitsuii sp. nov.

息地から考える ( 後述 ) と次種ではなく本種の可能性が

ヒゲブトシロオビヒメエダシャク ( 新称 ) (Figs 11-16, 19)

高い．また，日光市湯元の羽化標本 (1 ♂ 2 ♀ ) は中島氏

開張 20-23mm，前翅長 11-13mm．雌雄による差は認

のご厚意で本種であることを確認した．日本の個体群が

められない．触角の背面は雌雄とも鱗片でおおわれ，雄

ヨーロッパ亜種と食性が異なるのかどうかなど，未記載

(Fig. 20) は各節から先端に微毛群をもつ 1 対の小突起を

種の発見もあり，今後詳しい調査が必要である．

生じ，弱い鋸歯状をなし，雌は糸状．雄の後脚脛節の毛
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束の発達は弱く個体によっては認められない．雄の腹部

5. vii. 2008; 北斗市戸切地 (Oshima, Hokuto, Hekiriji), 1

第 3 節腹面の刺毛列を欠く．前後翅とも白色で黒紋を持

♀ , 28. vi. 2001, 1 ♀ , 11. vii. 2001 (M. Kameda)．秋田県

つことは，前種と同様だが，斑紋の変異は少ない．縁毛

(Akita Pref.): 田沢湖町玉川戸瀬 (Tazawako, Tamagawa,

は前種と同様黒色．外縁部は幅広く黒色で，中央付近で

Tose), 1 ♀ , 13. vii. 1994, 1 ♂ , 9. ix. 1997, 1 ♀ , 4. vii.

大きく湾曲．前翅：基部の黒紋は縦長で外縁はやや丸味

1998, 1 ♀ , 3. vii. 1999 (K. Umetsu); 田沢湖町鎧畑ダム

を帯びる．中央部では，前縁部，横脈紋付近，後縁部に

(Tazawako, Yoroibata Dam), 2 ♂ , 24. vi. 1989 (A. Sasaki)

黒紋がある．このうち前縁部の黒紋が最も大きく，その

/ A. Sasaki Collection, AKPM-1 29082, 29083． 新 潟 県

外方向に横脈紋付近の黒紋が位置し，多くの個体で連続

(Niigata Pref.) : 妙 高 市 関 山 (Myoko, Sekiyama), 2 ♂ 1

している．この２つの紋の最も外側の縁をつなぐと前種

♀ , 1. vii. 2006; 妙 高 市 杉 の 沢 (Myoko, Suginosawa),

と同じように斜線になる．個体 (Fig. 16) によってはさ

750m, 1 ♀ , 21-22. vi. 1991; 糸 魚 川 市 明 星 山 (Itoigawa,

らに後縁部の黒紋まで連続しほぼ帯状をなす．前縁部の

Mt Myojosan), 1 ♂ , 17-18. vi. 1983 (R. Sato); 津 南 町 結

黒紋と外縁の黒色部は前縁近くで接近している．後翅：

東 (Tsunan, Ketto), 1 ♂ , 28. vi. 2008 (T. Kaneko)．

基部は黒紋を欠く．中央部の黒紋は中室内で少し途切れ

阜 県 (Gifu Pref.): 本 巣 市 根 尾 温 見 峠 (Motosu, Neo,

るが前縁から後縁まで結合し帯状をなす．
前種の中で前翅基部の黒紋が大きく丸味を帯びている
個体 (Figs 5-6) とは容易に区別できるが，黒紋が縦長の
個体 (Figs 7-8) とは紛らわしい．前翅前縁中央の黒紋と
外縁の黒紋が前縁付近で大きく接近していること (Fig.

19) も本種の特徴であるが，前種のなかにも類似の個体
(Fig. 18) があるので注意しなければならない．しかし，

岐

Nukumi-toge, mesh code 5336-5422), 1 ♂ , 12. vi. 2013 (A.
Miyano). NIAES 所蔵．ただし，田沢湖町玉川戸瀬の 1
♀ (13. vii. 1994) 以外の秋田県産は秋田県立博物館所蔵．
分布

北海道 ( 渡島 )，本州 ( 岩手，秋田，新潟，岐阜 )．

なお，paratype に指定しなかったが，次の標本を確認

前後翅とも黒紋によって作られた白い帯の縁が，前種の

している．北海道渡島管内八雲町 (Oshima, Yakumo), 1

ように滑らかではないこと，後翅の翅頂付近ではその

♂ , 8. vii. 1995, 1 ♀ , 13. vii. 1997 (H. Hayashi), 林肇所蔵．

縁が屈曲し，前種 (Figs 17-18) のように大きく凹まない

(Fig. 19) ことは安定した区別点である．
なお，雄では斑紋を比較するまでもなく微毛状の触角

(Fig. 21) の前種に対し，弱い鋸歯状の触角 (Fig. 20) の
本種は確実に区別できる．
雄交尾器 (Figs 27-28) ．全体の基本的な構造は本属の

種小名と和名の由来．種小名は雄触角の違いに気づか
れた，holotype の採集者，三井秀男氏に献名し，和名は
その雄触角の特徴に因んだものである．
生態に関する知見

秋田県田沢湖町で 9 月 9 日に 1 ♂が得られているほか

他種と完全に一致する．L. opis に比して，valva がやや

は，すべて 6 月上旬から 7 月中旬までに採集されており，

太く短い傾向が見られるが，L. opis の中にはかなり変

年 1 化と思われる．ブナ帯を主たる生息域にしているも

異があるので，完全に信頼できる区別点とはいえない．

のと推測している．L. opis opis は本種より広い範囲に分

Aedeagus の vesica を 反 転 さ せ た 際， そ の dorsal margin

布しているが，新潟県妙高市関山で 2006 年 7 月 1 日に 1

は L. opis に似るが，より直線的である (Fig. 27)．

♂ 2 ♀，津南町結東で 2008 年 6 月 28 日に 2 ♂が，本種と
同時に得られている．また，年月日は異なるが，秋田県

雌交尾器 (Figs 33-34)．L. opis に似るが，corpus bursae
が尾方で明らかに細くなり，尾端から斜めに太い骨化し
た褶曲構造が発達することで明確に異なる．

田沢湖町玉川戸瀬でも両種が採集されている．
謝辞

本新種を発見され研究を筆者に委ねられた三井秀

男氏 ( 岩手県滝沢市 ) をはじめ，貴重な標本を提供され

Holotype. ♂ . 岩手県滝沢市葉の木沢山 (Iwate Pref.,

た亀田満，金子岳夫，梅津一史，宮野昭彦の各氏，日本

Takizawa, Hanokisawayama, mesh code 5941-5121, 1. vi.

の本属再検討のために，多大のご支援をいただいた楠祐

2014, H. Mitsui leg.), 農業環境変動研究センター昆虫標

一，小木広行，川原進，矢崎克己，間野隆裕，富沢章，

本館 (NIAES) 所蔵 . Paratypes. 岩手県 (Iwate Pref.)．1 ♂ ,

四方圭一郎，林肇の各氏，寄主植物や羽化標本について

模式産地 , 25. vi. 2012 (H. Mitsui)．北海道 (Hokkaido):

ご教示いただいた中島秀雄氏，文献入手にご協力いただ

渡 島 管 内 北 斗 市 桜 岱 (Oshima, Hokuto, Sakuratai),1 ♂ ,

いたボンの Dr Dieter Stüning (ZFMK) に感謝する．
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Lomaspilis opis opis Butler, 1878 (Figs 5-10, 18-19)

Geographical range. Japan: Hokkaido, Honshu.
In Europe, a different subspecies, L. opis nigrita
Heydemann, 1936 is distributed. As for the taxonomic
treatment of L. opis amurensis from Russia (Amur), further
study will be needed, based on more material including the
type specimens of opis and amurensis.
Lomaspilis mitsuii sp. nov. (Figs 11-16, 19)

Very similar to L. opis in wing size, colour and maculation,
and male and female genitalia, but differing as follows.
Male antenna (Fig. 20) shortly serrate (ﬁliform in L. opis,
Fig. 21). Male third abdominal sternite without group
of setae; hair-pencil of hind tibia much less developed.
Forewing with medial black marking much closer to distal
one near dorsal margin; both wings with white bands
margined by less smooth black markings, especially near
tornus on hindwing (Fig. 19).
Male genitalia (Figs 27-28): valva tending to be slightly
shorter and broader; distal margin of vesica more straight.
Female genitalia (Figs 33-34): corpus bursae distinctly
narrowed posteriorly; broad sclerotized fold developed
obliquely.
The data of the holotype and the paratypes are stated in
the main text.
The speciﬁc name is given after Mr Hideo Mitsui, who
collected the holotype and one of the paratypes in Iwate
Prefecture.
Geographical range. Japan: Hokkaido (Oshima), Honshu
(Iwate, Akita, Niigata, Gifu).
Biological notes. Most specimens were taken between
the beginning of June and the middle of July, except one
male collected early September in Akita Prefecture. Maybe
univoltine. Hostplant unknown.
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Records of six moth species collected on the passenger and cargo ship between Kagoshima proper and Amami-Oshima Is.
Yohei Osada and Hiraku Yoshitake
Japan Heterocerists’ J. 282: 187-188. September 2017.
はじめに

採集記録

上重要な分類群である．多くの蛾類は夜行性で走行性が

Aedia leucomelas (Linnaeus, 1758) ナカジロシタバ，1 ♀

鱗翅目の蛾類は農業害虫を多く含むことから植物防疫

強く，高度な飛翔能力を有する種も多い．港湾部や海上
で夜間に船舶の灯火に飛来することがある．実際，6・7
月に東シナ海における定点観測船上で採集された鱗翅目
昆虫の記録が報告され，その多くは害虫種である ( 吉松，

Noctuidae ヤガ科

本種は本州，四国，九州，南西諸島に分布し，国外で
はヨーロッパ，北アフリカ，中央アジア，中国，朝鮮半島，
東南アジアなど広く分布し，Ipomoea batatas (L.) Lam.
サツマイモの害虫として知られる ( 枝，2011)．

1991；吉松・中村，1992)．したがって，蛾類は船舶の
灯火に飛来することにより分布地拡大するリスクが高い
分類群と考えられる．しかし，日本国内における船舶の
航行に伴う非意図的な鱗翅目の移動については未だ知見
に乏しい．
フェリーとしまは鹿児島県十島村が運航するフェリー
であり，鹿児島本港南埠頭からトカラ列島の有人各島を
経由し，奄美大島の名瀬港佐大熊岸壁を結ぶ ( 新港岸壁
を利用する場合もある )．通常，週に 2 往復するが，夏
季には臨時便が出て週 3 往復となる．鹿児島本港からは

23 時に，名瀬港からは午前 3 時にそれぞれ出港するが，
夜間両港に停泊する際には船上と船内の灯火を点灯す
る．フェリーとしまでは主に船内には蛍光灯，船上や作
業用の光源には白熱灯が使われているため，少なからず
船上に昆虫類が集来する ( 細谷ほか，2011；吉武ほか，

2016b)．
トカラ列島におけるヒッチハイクによる昆虫類の分布

Chrysodeixis eriosoma (Doubleday, 1843)
イチジクキンウワバ，1 ♀
本種は国内では北海道から南西諸島まで分布し，国
外では東アジア，東南アジア，南アジア，中近東，オセ
アニアなど広域に分布し，広食性で Asteraceae キク科，

Brassicaceae ア ブ ラ ナ 科，Solanaceae ナ ス 科，Labiatae
シソ科，Amaryllidaceae ヒガンバナ科，Cucurbitaceae ウ
リ科，Poaceae イネ科，Iridaceae アヤメ科，Fabaceae マ
メ科などの害虫として知られる ( 小林，2011)．
Spodoptera mauritia (Boisduval, 1833) シロナヨトウ，1 ♀
本 種 は 国 内 で は 本 州 か ら 南 西 諸 島 ま で 分 布 し， 国
外では東南アジアやオーストラリアまで広く分布し，

Malvaceae アオイ科，イネ科，アブラナ科の害虫として
知られる ( 枝・四方，2011)．

拡大については，これまでにコガネムシ類で複数の事例

Crambidae ツトガ科

が知られている ( 細谷ほか，2009，2011；細谷・小林，

Metoeca foedalis (Guenée, 1854)

2016，酒井・藤岡，2007)．また，フェリーとしま船内
におけるカブトムシ♀成虫の採集例 ( 吉武ほか，2016a)
や，同船上における植食性甲虫 9 種の採集例 ( 吉武ほか，

2016b) が報告されている．
著者らは，害虫の長距離移動の実態を明らかにする目
的で，2016 年 10 月 5 日にフェリーとしま船上 ( 鹿児島―
口之島間 ) で鱗翅目昆虫の調査を行った．その採集記録
を以下に示す．

クロミスジシロノメイガ，1 ♀
本種は国内では本州から南西諸島まで分布し，国外で
は東南アジア広域に分布し，イネ科植物を食害する ( 山
中・佐々木，2013)．
Maruca vitrata (Fabricius, 1787) マメノメイガ，1 ♀
本種は国内では北海道から南西諸島まで分布し，国
外では東南アジア，東アジア，オーストラリア，アフリ
カなど広域に分布し，マメ科の Vigna angularis (Willd.)

Ohwi & H.Ohashi アズキ，V. unguiculata (L.) Walp. サ
サ ゲ，Phaseolus vulgaris L. イ ン ゲ ン マ メ，Glycine max
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(L.) Merr. ダイズの害虫として知られる ( 山中・佐々木，

ラ列島調査 2009 年調査で採集されたコガネムシ上科

2013)．

甲虫．鰓角通信 (22): 25–36.
細谷忠嗣・小林修司，2016．トカラ列島悪石島・宝島

Pleuroptya sabinusalis (Walker, 1859)
ミナミウコンノメイガ，2 ♀
本種は国内では四国，九州から南西諸島まで分布し，
国外では中国，東南アジアに広く分布し，Urticaceae イ

で採集されたコガネムシ上科甲虫 . さやばねニューシ
リーズ (22): 19–22.
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.

ラクサ科植物を食害する ( 山中・佐々木，2013)．

日本応用動物昆虫学会 ( 編 )，2006．農林有害動物・昆

まとめ

酒井

虫名鑑増補改訂版．387 pp. 日本植物防疫協会，東京．

これまで甲虫類の採集例しかなかったフェリーとし

ま船上において，6 種の蛾類の飛来が確認された．いず
れの種も東アジアや東南アジアに広域に分布する種であ

香・藤岡昌介，2007．日本産コガネムシ上科図説

第 2 巻食葉群 I．コガネムシ研究会監修．173 pp. 昆虫
文献六本脚，東京．
山中

浩・佐々木明夫，2013．ノメイガ亜科．那須義

り，農業上重要な害虫種である ( 日本応用動物昆虫学会

次・広渡俊哉・岸田泰則 ( 編 )，日本産蛾類標準図鑑 4:

編，2006)．秋季に実施した単発の調査結果ではあるが，

415-478.

複数の害虫種の♀個体が船に飛来していることが明らか

吉松慎一，1991．東シナ海定点において 1981 年から

になり，この航路を介した鱗翅目の害虫や潜在的害虫の

1987 年にかけて採集された鱗翅目昆虫．昆蟲 59 (4):

侵入・定着リスクが存在することを強く示唆する知見で

811-820.

ある．今回採集された個体は，鹿児島と名瀬便最初の停
泊地である口之島との間で得られたことから，鹿児島本
港南埠頭停泊中，夜間に出港前の船上の灯火に飛来した

吉松慎一・中村

達，1992．東シナ海定点観測船で採集

された鱗翅類．昆虫と自然 27 (10): 8-14.
吉武

啓・細谷忠嗣・山田隆三，2016a．“ フェリーとし

可能性が高いと考えられる．しかし，前便が鹿児島へ帰

ま ” の船内で採集されたカブトムシ．さやばねニュー

港する途中で飛来した個体がそのまま船上に留まってい

シリーズ (23): 47.

た可能性も否定できない．
今後，船舶移動に伴う非意図的な島嶼間移動の実態
と影響を把握するために，本航路および関係する港湾部

吉武

啓・細谷忠嗣・槇原

寛・滝沢春雄，2016b．“ フェ

リーとしま ” の船上で採集された植食性甲虫 9 種の記
録．さやばねニューシリーズ (24): 48-52.

で継続的な調査を実施する必要がある．また，吉武ほか

(2016b) が指摘しているように，移動リスクの低減のた

Summary In order to gather fundamental information on

めに LED 照明への切り替え等，夜行性昆虫の船への飛

unintentional migration of the pest lepidopteran species,

来に対する防止策を検討する必要があるだろう．

lepidopteran fauna was surveyed on 5th October, 2016 in
the “Ferry Toshima”, a passenger and cargo ship between

引用文献

Kagoshima proper and Amami-Oshima Is. anchored in

枝恵太郎，2011．ナカジロシタバ亜科．岸田泰則 ( 編 )，
日本産蛾類標準図鑑 2: 291-292.
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.
細谷忠嗣・清

all inhabited islands of the Tokara Islands, the Ryukyus,
southwest Japan.
Consequently, six moth species were collected on the
ship, most of which were considered to be attracted by the

拓哉・川下悠希，2009．トカラ列島調

ship lights at night. All the species collected in the survey

査で採集されたコガネムシ上科甲虫．鰓角通信 (19):

are important agricultural pest species distributed widely in

3–14.

East and Southeast Asia, suggesting that they might migrate

細谷忠嗣・土居朋嵩・横川忠司・棚橋薫彦，2011．トカ

or invade by the ship across the sea.
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八重山諸島波照間島における蛾類 2 種の新分布記録

長

田

庸

平

812-8581 福岡県福岡市東区箱崎 6-10-1 九州大学大学院農学研究院昆虫学教室 *

New distributional records of two moths from Hateruma-jima, Yaeyama Islands, the Ryukyus, Japan
Yohei Osada
Japan Heterocerists’ J. 282: 189. September 2017.

1

2

Fig. 1. Earias roseoviridis Sugi, ♂ . Hateruma-jima. Fig. 2. Mocis frugalis (Fabricius), ♀ . Hateruma-jima.
筆者は，2016 年 11 月 8 日に，八重山諸島の波照間島
で初記録となる蛾類 2 種を採集したので，新分布記録と
して報告する．

ウスオビクチバ，1 ♀ (Fig. 2)
島北部の西ノ浜の海岸付近の草原で採集した．
本種は国内では本州 ( 石川県 )，四国南部，対馬，九州，

データは全て [ 沖縄県八重山郡竹富町波照間 ( 波照間

奄美大島，沖縄島，石垣島，西表島，小笠原諸島に分布

島 ) (Hateruma, Taketomi-cho, Okinawa Prefecture, Japan)，

し，国外ではインド - オーストラリアの東南アジアに広

8. XI. 2016. 筆者採集・九州大学昆虫学教室保管 ] である．

く分布する ( 岸田ら，2011)．波照間島では初記録である．

なお，本調査は JSPS 科研費 (No. JAG5J07389) により
一部助成されている．
Nolidae コブガ科
Earias roseoviridis Sugi, 1982
オオベニモンアオリンガ，1 ♂ (Fig. 1)
島北部の西ノ浜の海岸付近の林縁で採集した．

引用文献

岸田泰則，2011．ワタリンガ亜科．岸田泰則 ( 編 )，日
本産蛾類標準図鑑 2: 186-187. 学研教育出版，東京．
岸田泰則・柳田慶浩・清野昭夫・石塚勝巳，2011．シ
タバガ亜科．岸田泰則 ( 編 )，日本産蛾類標準図鑑 2:

244-264. 学研教育出版，東京．

本種は国内では奄美大島，沖縄島，西表島に分布し，
海外では知られていない ( 岸田，2011)．波照間島では初

Summary In November of 2016, Earias roseoviridis Sugi

記録である．

(Nolidae) and Mocis frugalis (Fabricius) (Noctuidae) were

Noctuidae ヤガ科
Mocis frugalis (Fabricius, 1775)

collected at Hateruma-jima, Yaeyama Islands, the Ryukyus,
Japan for the ﬁrst time. The two species are distributed in
the Ryukyus, but they have been unknown from Haterumajima.

* 現所属：546-0034 大阪府大阪市東住吉区長居公園 1-23 大阪
市立自然史博物館
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飼育下におけるウスグロマルモンノメイガの幼生期及び寄主植物
松

井

悠

樹・中

秀

司

680-8553 鳥取県鳥取市湖山町南 4-101 鳥取大学農学部害虫制御学分野

Early stages and host plant of a crambid moth Udea exigalis (Wileman) (Lepidoptera: Crambidae) under rearing conditions
Yuki Matsui and Hideshi Naka
Japan Heterocerists’ J. 282: 190-193. September 2017.
材料及び方法

2016 年 9 月 24 日に長野県立科町山部

( 北緯 36°27ʼ，東経 138°31ʼ，標高 720 m)
において採集した 1 雌を，標本作成の
ため生かしたままフィルムケース型容
器 ( マルエム PP 容器，No.5，マルエム，
大阪 ) に入れ，冷蔵庫 (4℃ ) に入れてお
いたところ，ケースの壁面に約 100 卵を
産卵したため，飼育に供した．
孵化幼虫の飼育には透明プラスチッ
ク 容 器 ( 直 径 129 mm， 高 さ 130 mm，
本 体 : ク リ ー ン カ ッ プ 129 パ イ 860B，

1

ふた : クリーンカップ 129 パイ FSL，リ

2

Fig. 1. Adult of Udea exigalis (Wileman). A. Male. B. Female.
Fig. 2. Egg mass of Udea exigalis laid on the surface of plastic case. Egg
shape is ﬂat ellipse, approximately 1 mm (major axis) × 0.7 mm (minor axis).

スパック，岐阜 ) の底にティッシュペー
パーを敷いたものを用いた．餌植物と
して用いたコアカソは，鳥取県鳥取市
瀬田蔵 ( 北緯 35 °47ʼ，東経 134 °11ʼ，標
高 50 m) で採取した．採取したコアカ
ソは，容器あたり 4 〜 6 葉となるように，
主茎の葉柄下部で切断し，切り口を水

ツトガ科ノメイガ亜科は国内に 324 種 ( 神保，2016)
を擁する大きな分類群で，Ostrinia furnacalis (Guenée) ア
ワノメイガ，Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) コブノメ
イガなど多数の農業害虫を含む．一方で，これまでに寄
主植物及び幼生期が明らかとなっている種は 183 種にす
ぎない ( 佐々木・山中，2013)． Udea exigalis (Wileman)
ウスグロマルモンノメイガ (Fig. 1) は，北海道，千島列
島国後島，本州，ロシア南東部に分布するとされている
が，寄主植物及び幼生期は不明であった ( 佐々木・山中，

で湿らせた脱脂綿で包んだ後に，その
上からアルミホイルで包んで幼虫に与えた．幼虫期間を
通して，容器の底に敷いたティッシュペーパーと餌の交
換，および 70% エタノールによる容器の清掃を 1 日おき
に行った．幼虫及び蛹は 25 ± 2℃，14 時間明期 :10 時間
暗期 (14L:10D) で管理した．
結果及び考察

卵は長径 1 mm，短径 0.7 mm 程度，ごく扁平な楕円形

2013)．筆者らは，イラクサ科の草本コアカソ Boehmeria

で，半透明の乳白色で表面に淡い虹色の光沢がある．採

め，ここに報告する．

産み付けられた (Fig. 2)．

spicata (Thunb.) Thunb で本種の採卵・飼育に成功したた
本文に入るに先立ち，執筆にあたり貴重なご意見を頂
いたコスタリカ大学動物博物館の西田賢司氏，飼育に協
力頂いた鳥取大学農学部害虫制御学分野の専攻諸氏に深
甚の謝意を表する．

卵容器内には，2 〜 3 個ずつ，もしくは十数個の卵塊で
採卵した卵を 10 月 1 日より 25 ± 2 ℃，14L:10D の条
件下に置いたところ，10 月 12 日より孵化が始まった．
近縁種 Udea stigmatalis (Wileman) チャモンノメイガの
寄主植物としてイラクサ科草本のエゾイラクサ Urtica
platyphylla Wedd. 及びアオミズ Pilea pumila (L.) A. Gray

蛾

類

通

信

No. 282, 2017

191

3A

3B

3C

3D

3E

3F

3G

3H

Fig. 3. Larvae of Udea exigalis (Wileman). A. 1st instar, dorsal view. B. 2nd instar, dorso-lateral view, and scar patches by
larval damage. C. 3rd instar, dorsal view, and scar patches by larval damage. D. Head of 3rd instar, front view. E. 4th instar,
lateral view. F. 5th instar, dorso-lateral view. G. Head of 5th instar, frontal view. H. 6th instar, lateral view (wrapped larval
nest was opened to show the larva).
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4

Fig. 4. Nest for pupation. Matured larvae bite oﬀ a leaf as
half circular (approximately 2 cm diameter) and made nests
by tying both edges of the half circle together with silk, and
pupate in the nest. Fig. 5. Pupae of Udea exigalis (Wileman).
A. Dorsal view. B. Lateral view. C. Ventral view.

5

が報告されているため ( 佐々木・山中，2013)，孵化幼

後，その中で蛹化した (Fig. 4)．容器内の葉を食べ尽く

虫に同じイラクサ科草本であるコアカソを与えたとこ

した場合は，容器の底に敷いたティッシュペーパーを葉

ろ，孵化幼虫はコアカソを摂食し順調に生育した．

と同様に綴って巣を作り，その中で蛹化した．蛹の体長

1 〜 3 齢幼虫の頭部は黒色，体色は白色がかった半透
明であった (Figs 3A-3D)．1，2 齢幼虫は，葉の裏面に

は 9 〜 10 mm，明るい赤褐色で光沢が強い．外部からの
刺激に対して，腹端を敏速に動かした (Fig. 5)．

数個体が集まって弱く糸を張り，葉の表層のみを摂食し

幼生期は全 6 齢で，各齢の期間は，1 〜 4 齢がそれぞ

た (Figs 3A-3B)．3 齢幼虫になると単独で葉の組織全体

れ約 4 日，5，6 齢がそれぞれ約 5 日であった．蛹期間は

を摂食するようになり (Fig. 3C)，以降，6 齢幼虫まで葉

雌で 12.7 ± 2.0 日，雄で 13.5 ± 1.8 日であり，11 月 18

の組織全体を摂食した．

4 〜 6 齢 ( 終齢 ) 幼虫は体色が若齢幼虫とは大きく異な

日から 11 月 23 日にかけて 24 雌 26 雄の成虫が羽化した

(Fig. 1)．

り，頭部は乳白色で，通常は背面中央の前方に 2 個，中

本種の化性は年 2 化とされるが，採集記録は 5 月から

央に 4 個の黒点が横向きに並び，その後方に一対の逆ハ

9 月までの長期間にわたること ( 佐々木・山中，2013)，

の字形の黒線があり，後縁付近と側方に多数の黒斑を持

飼育条件では孵化から約 40 日で羽化に至ったことを考

つ．ただし，頭部の斑紋は個体により変異があった．体

慮すると，本種は野外において少なくとも年 3 回以上発

色は淡緑色で，後胸から腹部末節にかけての背面に一対

生できる可能性が高い．同属の Udea testacea (Butler) ク

の白帯がある．前胸背面には一対の黒紋があり，1 齢及

ロモンキノメイガは光周期の変化に起因する生理的休眠

び 2 齢幼虫では薄く目立たないが，3 齢幼虫以降は楕円

が存在しないとされ ( 山田 , 1977)，晩秋や早春にも成虫

形の黒紋となりよく目立った．4 齢幼虫以降は葉を糸で

が見られることがあるが，本種は前種と異なり晩秋や早

粗く閉じた巣を作り，その中に単独で潜んでいた (Figs

春に成虫が見られることはない．よって，本種は多くの

3E-3H)．幼虫は明期には常に巣の中にいたため，摂食

ノメイガ亜科の種と同様に，冬期に生理的休眠を伴う発

は主に暗期に行うと考えられた．老熟幼虫は蛹化が近

育ステージが存在しており，連続暗期が一定時間以上と

づくと葉を葉脈に沿って 2 cm 程度の半円形に切り取り，

なる短日条件下で休眠に入るものと考えられる．また，

次いでその周縁部を糸で固く閉じて半月型の巣を作った

ノメイガ亜科には Palpita nigropunctalis (Bremer) マエア
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カスカシノメイガのように夏眠と冬眠の両者を行う種も

広渡俊哉・岸田泰則 ( 編 )，日本産蛾類標準図鑑 4:

存在するが ( 後藤，2012)，本種は 25 ± 2 ℃，14L:10D

415-478. 学研教育出版，東京 .

で休眠することなく羽化に至ったことから，夏眠を伴う
発育ステージが存在するとは考えがたい．
本研究では，本種の飼育に際し，近縁のチャモンノメ
イガの寄主植物を参考に餌植物としてコアカソのみを与
え，羽化に至った．チャモンノメイガでは寄主植物とし
てエゾイラクサ及びアオミズの 2 種が知られること，本
種の垂直分布は平地から山地まで広範にわたることか
ら，本種はコアカソだけでなく広範なイラクサ科植物を
寄主植物として利用している可能性がある．
引用文献

後藤哲雄，2012. モクセイ科植物を加害するマエアカス
カシノメイガの生態 . 植物防疫 66: 144-149.
神保宇嗣，2016. List-MJ 日本産蛾類総目録 [version 2].

2016 年 7 月 18 日 更 新 http://listmj.mothprog.com/std/
(2017 年 3 月 15 日閲覧 )
山田偉雄，1977. クロモンキノメイガの発育 . 関西病虫
害研究会報 19: 17-20.
山中

浩・佐々木明夫，2013. ノメイガ亜科 . 那須義次・

Summary The early stages of a crambid moth Udea
exigalis (Wileman) were revealed in laboratory rearing.

Larvae fed on Boehmeria spicata (Thunb.) Thunb., and
ﬁnally 24 females and 26 males of adults were successfully
emerged from approximately 100 eggs. The larval stage
was approximately 26 days and pupal duration was 12.7 ±
2.0 days (female) and 13.5 ± 1.8 days (male) in laboratory
conditions (25 ± 2°C, 14L:10D). The 1st-3rd instar larvae
have black head capsule and semitransparent body. The
4th-last (6th) instar larvae changed the body/head pattern;
milky white with black line and black dots head capsule,
and pale-green body. The 1st and 2nd instar larvae fed only
the outer layer of cells on the lower leaf surface, but after
the 3rd larvae consume the entire leaf. The 4th-last larvae
made nests by tying both edges of a leaf together loosely
with silk. Matured larvae bite off a leaf as half circular
(approximately 2 cm diameter) and made nests by tying
both edges of the half circle together with silk, and pupate
in the nest.

奄美大島におけるシロズモンシダマイコガの寄主記録
屋

宜

禎

央

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

Host record of Thylacosceloides leucocephalus Terada (Stathmopodidae) in Amami-Oshima Is., Japan
Sadahisa Yagi
Japan Heterocerists’ J. 282: 193-194. September 2017.
奄 美 大 島 で ホ シ ダ Thelypteris acuminata (Houtt.) C.V.

Morton ( ヒメシダ科 ) の葉裏にニセマイコガと思われる
幼虫が営巣しているのを発見し，持ち帰り飼育したと

宜禎央採集 .

Terada (2016) に よ る と， 本 種 が 含 ま れ る Thyla-

ころ，寄主植物が不明であったシロズモンシダマイコガ

cosceloides 属は日本から 3 種が知られ，雄の頭部背面に

Thylacosceloides leucocephalus Terada が羽化したので報告

縦溝があることと褐灰色の前翅の前縁 3/5 に明黄土色の

する．

三角形の斑紋を持つことが特徴とされる．本種は頭部

Thylacosceloides leucocephalus Terada, 2016

る．本属の幼虫はシダ類の胞子食者であり，近縁種の

2 ♂ 2 ♀ , 鹿児島県名瀬市朝仁 , 5. vii. 2016 幼虫採集 ,
21. vii. 2016 羽化 (1 ♀ ), 25. vii. 2016 羽化 (2 ♂ 1 ♀ ), 屋

背面が長く，灰黄土色である点で他種と識別可能であ
T. stegnogrammias Terada, 2016 ミナミモンシダマイコガ
は同じヒメシダ科のミゾシダ Stegnogramma pozoi (Lag.)
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Fig. 1. Feeding damage on Thelypteris acuminata. Fig. 2. Thylacosceloides leucocephalus Terada, emerged adult, female. Fig. 3.
Ditto, male. Fig. 4. Calicotis chrysoptera Terada, emerged adult, female.
K.Iwats. を摂食することが知られている．ミナミモンシ

221 pp. Touka Shobo, Fukuoka.

ダマイコガは，本州と沖縄島，本種は屋久島と奄美大
島から記録があり，今のところこの 2 種は同所的に見つ

Summary In July 2016, larvae of stathmopodids were

かっていないが，ホシダ，ミゾシダともに日本に広く分

collected feeding on spores of Thelypteris acuminata (Houtt.)

布するため，さらに詳しく分布を調査する必要がある．

C.V.Morton (Thelypteridaceae) in Amami-Oshima Is.,

今後，日本における T. miniata Sinev, 1988 モンシダマイ

Kagoshima Prefecture, Japan. About 2 weeks later, 2 ♂ 2

コガの寄主の解明，さらには分子系統解析によるシダ類

♀ of Thylacosceloides leucocephalus Terada were emerged.

の胞子食者における種分化過程の推定が期待される．

This article reports the ﬁrst host record of T. leucocephalus.

また，同じホシダの葉から Calicotis chrysoptera Terada,

A closely related species, T. stegnogrammias Terada, was

2016 シダマイコガ ( 羽化日 : 1 ♀ , 19. vii. 2016; 1 ♀ , 25.

known to feed on spores of Stegnogramma pozoi (Lag.)

vii. 2016) も羽化したので併せて報告する (Fig. 4)．本種

K.Iwats. (Thelypteridaceae). Although these two species

の寄主植物は，ホシダの他にワラビ Pteridium aquilinum

have not been found sympatrically, their distribution pattern

(L.) Kuhn ( コバノイシカグマ科 ) が知られている．

should be investigated more detail because both host plants

最後に本報告に関して様々な助言をいただいた九州大

are common in Japan. Calicotis chrysoptera Terada, which

学大学院農学研究院の広渡俊哉博士と ( 一財 ) 自然環境

is known to feed on spores of T. acuminata and Pteridium

研究センターの寺田剛博士に心よりお礼申し上げる．
引用文献

Terada, T., 2016. Stathmopodidae. The Insects of Japan 7.

aquilinum (L.) Kuhn, also emerged from the same host

plant leaf.
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石垣島のボチョウジからハナタニマルバネヨトウ幼虫を得た記録
冨

永

智

901-0401 沖縄県島尻郡八重瀬町東風平 251-3

Larva of Paradiopa postfusca (Hampson) (Noctuidae) from the leaves of Psychotria rubra Poir. (Rubiaceae) in
Ishigaki-jima Is.
Satoru Tominaga
Japan Heterocerists’ J. 282: 195-196. September 2017.

1
4

2

5

3
本 報 告 は， 石 垣 島 で ボ チ ョ ウ ジ ( ア カ ネ 科 ) か ら

Paradiopa postfusca (Hampson) ハナタニマルバネヨトウ
幼虫を得て，飼育で羽化した記録である．

八重山に行く楽しみは，見たことのない植物を調べる

時だけでなく，沖縄島では調べが済んでいる植物からも
未知の幼虫が出てくることである．そのため，八重山に

行ける時は，沖縄島での経験にとらわれず，一から出直

しのつもりで，すべての植物を調べるよう心がけている．

Figs 1-5. Paradiopa postfusca (Hampson). 1. Last instar larva,
dorsal view. 2. Ditto, lateral view. 3. Last instar larva, dorsal
view (this is different from figs 1-2.) . 4. Emerged male
adult, upperside. 5. Ditto, underside.
Noctuidae ヤガ科

Xyleninae キリガ亜科
Paradiopa postfusca (Hampson) ハナタニマルバネヨトウ

食 草： ボ チ ョ ウ ジ Psychotria rubra Poir. ( ア カ ネ 科

Rubiaceae)
2006 年から行き始めた石垣島であるが，2009 年 8 月

30 日，初めて屋良部岳を訪れた．車が入れないところ

本種幼虫も，沖縄島では見慣れた植物から出てきた．

を少し歩いて見ると，ボチョウジの葉縁に全層食痕があ

誤って考えてしまったが，本誌に本種が載ったことによ

で，天気は晴れであった．あたりを調べると，20 〜 30m

蛾の同定と学名，所属は枝・岸田 (2015) に依った．

全て調べて更に 1 頭見つかった．沖縄島に持ち帰り飼育

羽化標本を見て，シャチホコガ科の日本未記録種と

り，問題は解決した．

ることから幼虫がまず 1 頭見つかった．時刻は昼 12 時頃

四方に，高さ 50cm 〜 2m のボチョウジが 10 本弱あり，
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すると，2 頭は終齢だったようで，9 月 2 日，3 日に，そ

雄と思われる．前翅長 11mm，胸幅 3.5mm である．

いない．1 頭だけ 9 月 14 日羽化した．

ていないが，同属の P. parthenia の食草が載っており，

れぞれ蛹化した．蛹化の様子についての記録は残されて

その後，追加個体を得ようと，石垣島に行った時は調

べていた．屋良部岳の現場で，2009 年 11 月 8 日，2010
年 4 月 11 日，2011 年 3 月 13 日，9 月 4 日，2013 年 12 月

Robinson et al. (2001) の食草目録を見ると，本種は載っ

Psychotria rubra とのこと．つまり，本種と同じボチョ
ウジである．

前書きで述べたように，筆者は羽化標本を見て，南方

22 日，ボチョウジを調べたが，幼虫は見つからなかった．

系の，日本未記録の属のシャチホコガ科蛾類を考えた．

ガミボチョウジを見かけた時は調べていた．2012 年 11

斑紋からである．しかし，もし 4 対の腹脚が小さいこと

2012 年から行き始めた西表島でも，ボチョウジやナ

月 3 日大正池周辺，2013 年 4 月 28 日大正池周辺，白浜，

11 月 3 日白浜，2014 年 5 月 4 日白浜，いずれも本種幼虫

は見つからなかった．

前翅形，そして，幼虫の尾端付近に見られた派手な色の

に注目していたら，ヨトウガの仲間に考えが及び，間違

いを修正できたのかもしれない．ヨトウガの仲間が皆腹

脚が小さいわけではないが，4 対の腹脚が小さい幼虫を

沖縄島でも，2009 年以降はボチョウジ類を見かけた

見たら，ヨトウガ類を考えるべきであった．

Figs 1-2 に同一個体の 2 方向像を示す．Fig. 1 を見ると，

引用文献

時はなるべく調べているが，本種幼虫は見つからない．

頭部に 1 対の細い黒線条がみられる．別個体の Fig. 3 の
頭部でも同様である．

側面像 Fig. 2 がやや上方からの視線になってしまい，

完全な側面ではないため腹脚がほとんど見えないが，飼

育中の記憶では 4 対だったと思う．他のヤガ，例えばク
チバ類幼虫であれば，このくらいの角度からでも腹脚が
写るのではないだろうか．尾脚を見ると小さいので，腹
脚が小さくて写っていない面もあるのではないか．

尾端付近の背面に赤色縁取りの白紋が何個か集まって

いる．Fig. 3 で A8 から尾端にかけての体節境界も参考に

して見ると，A8 で 2 個，尾端で 4 個，現れるように見える．

枝

恵太郎・岸田泰則，2015．石垣島で採集された日本

未記録の Paradiopa postfusca (Hampson) ハナタニマル
バネヨトウ ( 新称 ) について．蛾類通信 275: 625-626.

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.
Summary

I had collected two larvae from Psychotria

rubra in Ishigaki Island on August 30, 2009. They might

Fig. 2 の側面像を見ると，各節，側面に気門と思われ

be the last instar, they pupated on September 2 and 3.

Fig. 3 は Figs 1-2 と別個体である．A7 背面に見られる

14. From then, the larva was not found, i.e., November 8,

によるものかもしれない．2 頭蛹化して羽化は 1 頭のみ

December 22, 2013. In Iriomote Island and Okinawa

る黒点が並ぶが，T1 と A8 の黒点が大きい．

黒点は，正中からずれているので，病的，あるいは外傷
であったが，どちらの個体か，記録は残っていない．

Figs 4-5 に 9 月 14 日羽化の標本を示す．腹部の形から

紹介／ New Book

教養のための昆虫学

平嶋義宏・広渡俊哉編著 , 2017. 教養のための昆虫学 .
229 pp. 東海大学出版部 , 平塚 .
本書は、昆虫がどのような生物なのかを様々な面から

紹介するテキストブックである。対象は、昆虫愛好家や

昆虫学を専攻する学生から昆虫に関わる研究者まで。前
半では形態とその進化を、中盤では様々な生態のトピッ
クスを、後半では最新の分類体系をそれぞれ取り上げて
いる。蛾類は分類のほか、食性や擬態等で登場する。

One adult of Paradiopa postfusca emerged on September
2009, April 11, 2010，March 13 and September 4, 2011,
Island, the larva of this species has not been found.

編著者が「はじめに」で「みて楽しく、読んでために

なる本」と書いているように、カラー図版が豊富で、か

つ事例集が中心の楽しい本である。今まで教科書的な本、
読み物的な本は多く出版されてきたが、昆虫の全体像を
把握するのに適した本はなかなかなかった。今後、昆虫
を勉強する際にまず読むべき本になるだろう。これだけ

のボリュームで定価が 3,000 円と、それほど高くないの
も嬉しい。専門書店のほか、大型の一般書店でも購入で
きる。

神保宇嗣 / U. Jinbo
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ナカジロフサヤガの薩南諸島 ( 屋久島・悪石島・奄美大島 ) における記録
綿
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大
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東京農業大学昆虫学研究室
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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

Records of Penicillaria jocosatrix Guenée from Yaku-shima, Akuseki-jima and Amami-oshima Islands of
Satsunan Islands, Japan
Daisuke Watabiki and Shin-ichi Yoshimatsu
Japan Heterocerists’ J. 282: 197-198. September 2017.
Penicillaria jocosatrix Guenée ナ カ ジ ロ フ サ ヤ ガ は ア
ジアからオーストラリア地域に生息する広域分布種で

(Holloway, 1985)，フィジー島 (Robinson, 1974) やハワ
イ島 (Beardsley, 1982) など太平洋上の島嶼からも記録が
ある．日本においては石垣島と西表島を中心とした琉球
列島に土着するとされ ( 杉，1982)，小笠原諸島父島に
も分布している ( 東ほか，2002)．本州では井上 (1957)
によって静岡県大滝温泉から得られた 1 ♂ ( 農業環境変

1

動研究センター所蔵；杉コレクション ) が唯一の記録で
ある．また，岸田 (2011) によると日本における記録は
本州，石垣島，西表島とされており，これまで薩南諸島
における文献上の確実な記録はないようである．今回筆
者らは，2016 年 5 〜 9 月に薩南諸島の屋久島，悪石島，
および奄美大島より本種を初めて記録したので，以下に
報告する．
インターネット上では薩南諸島よりも北に位
置 す る 鹿 児 島 県 さ つ ま 町 に お け る 記 録 (Digital

Moths of Japan: http://www.jpmoth.org/~dmoth/80_
Noctuidae/05Euteliinae/framepage_euteliinae.html) や，愛
媛県における記録 ( 愛媛県産野生動植物目録：https://

www.pref.ehime.jp/h15800/documents/6konncyuurui.pdf)
も見受けられることから，井上 (1957) が示唆している
ように，本種は本州，四国および九州の太平洋側の都府
県を中心に散発的に得られると思われる．なお，前述の
通り本種は日本国内では琉球列島に定着するとされ，そ
れを裏付けるように，渡辺 (1980) による屋久島での精
力的な蛾類相調査でも本種は記録されていなかったが，
今回の筆者らの記録を踏まえると，近年は薩南諸島にも
広く分布していると考えられる．
本 種 の 寄 主 植 物 は 主 に ム ク ロ ジ 目 ウ ル シ 科 で， カ

Fig. 1. Female adult of Penicillaria jocosatrix Guenée.
Photo by D. Watabiki at Yaku-shima Island in September,
2016.
科の Terminalia bellirica ( 主にインド周辺で食されている
果実 ) からも記録がある (Robinson et al., 2001)．日本に
おいてもマンゴーの害虫として知られ ( 日本応用動物昆
虫学会編，2006)，近年では小笠原諸島において発生が
目立つようである ( 東京都病害虫防除所，2013)．その
ため本種は，今後マンゴーを中心としたウルシ科作物の
国内での栽培地や生産量の拡大に伴い，分布域の拡大や
害虫としての発生が懸念される種の 1 つと考えられるこ
とから，国内諸地域における記録の蓄積が病害虫防除の
観点からも望まれる．
供試標本

1 ♀ , Kurio, Yaku-shima Island, Kagoshima Pref., alt.

40m, 19. May. 2016, light trap, D. Watabiki leg.; 1 ♀ ,
Same locality, 28. Sep. 2016, light trap, D. Watabiki leg.; 1

シューナッツやマンゴー，コショウボクが知られてお

♀ , Mt. Mitake, Akuseki-jima Island, Tokara Island group,

り，タイやインドネシアにおいてはマンゴーの著名な

Kagoshima Pref., 16. Jun. 2016, light trap, Y. Nakatani & H.

害虫として知られている (Kuroko & Lewvanich, 1993;

Yoshitake leg.; 1 ♀ , North Mt. Yuwan-dake, Yamato-son,

Kalshoven & Laan, 1981 )．また，フトモモ目シクンシ

Amami-oshima Island, Kagoshima Pref., alt. 600m, 2 Jul.

蛾
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of Tropical Fruit Trees in Thailand. 132 pp., Japan

2016, light Trap, D. Watabiki leg.
謝

International Cooperation Agency, Tokyo.

辞

日本応用動物昆虫学会 ( 編 )，2006．農林有害動物・昆

材料の一部を提供いただいた国立研究開発法人 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

虫名鑑

増補改訂版．387 pp, 日本植物防疫協会，東京．

Robinson, G.S., 1974. Macrolepidoptera of Fiji and Rotuma:

の中谷至伸博士と吉武啓博士，調査に際して随所で便

a taxonomic and biogeographic study . 362 pp, E.W.

宜を図っていただいた環境省屋久島世界遺産センター

Classey Ltd, Faringdon.

と環境省奄美野生生物保護センターの皆様に厚くお礼

Robinson, G.S., P.R. Ackery, I.J. Kitching, G.W. Beccaloni

申し上げる．本研究は日本学術振興会特別研究員奨励費

& L.M. Hernández, 2001. Host plants of the moth and

(JP16J02810) の助成を受けて行った．
引用文献

清二・金城政勝・木村正明，2002．チョウ目，東清

東

二 ( 監修 )，沖縄県産生物目録シリーズ 1 増補改訂 琉
球列島産昆虫目録 : 397-465. 沖縄生物学会，沖縄・西
原．

Beardsley, J.W., 1982. A key to the late instar larvae of
some Hawaiian Noctuidae. Proc. Hawaii. Entomol. Soc.

butterfly caterpillars of the Oriental Region . 744 pp.

Natural Histry Museum, London.
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 1: 699-935, 2:

344-408, pls. 146-226. 講談社，東京．
東京都病害虫防除所，2013. 平成 25 年度病害虫発生予察
情報 8 月月報．東京都病害虫防除所，東京．
渡辺

徳，1980． 屋久島の蛾類．206 pp. 日本蛾類学会，

東京．

24: 37-50.

Holloway J.D., 1985. The moths of Borneo, Part 14. Malay.

Summary Penicillaria jocosatrix Guenée is known as a

nat. J. 38: 157-317. The Malaysian Nature Society, Kuala

pest of mango, Mangifera indica Linnaeus and widely

Lumpur.

distributed from the Indo-Australian sub-tropic and tropic

井上

寛，1957．ナカジロフサヤガ本州に産す．蛾類通

信 11: 83.

regions to some Paciﬁc Islands. In Japan, P. jocosatrix has
been mainly recorded from the Ryukyu Islands of Okinawa

Kalshoven, L.G.E. & P.A. van der Laan, 1981. Revised

Prefecture and only one female was reported from the

and translated by P.A. van der Laan with cooperation

mainland of Japan (Shizuoka Prefecture). In this paper,

of G.H.L. Rotschild. Pests of crops in Indonesia. 720pp.

we provide the distributional records of the species from

Jakarta, Indonesia.

Yaku-shima, Akuseki-jima and Amami-oshima Islands of

岸田泰則，2011．フサヤガ亜科．岸田泰則 ( 編 )，日本
産蛾類標準図鑑 2: 266-267. 学研教育出版，東京．

Kuroko, H. & A. Lewvanich, 1993. Lepidopterous Pest

紹介／ New Book

ヨーロッパのミノガ科のモノグラフ

Satsunan Islands, Japan for the first time. These records
probably suggest that the species is widely distributed from
Satsunan Islands to Ryukyu Islands in Japan at present.

学的な再検討も行われた．主な変更点として，1 新亜科，

1 新属，3 新種の創設，Dahlichiini 族内の 5 属が亜属に降

Arnscheid, W.R. & Weidlich M. 2017. Psychidae:

格，23 タクサが新シノニムとなった．特筆すべき点と

Microlepidoptera of Europe , Vol. 8. Koninklijke Brill,

して，長い間高次分類が未設定なままで，日本からも 2

Netherland

種が記録されている Eumasia 属をタイプ属として設定さ
れた Eumasiinae 亜科の新創設が注目に値する．本書は

オランダの Brill 社からヨーロッパのミノガ科のモノ

ヨーロッパ地域のみならず日本を含む旧北区域に分布し

グラフが出版された．著者らは数十年前からこの科につ

ているミノガ研究にも必須な一冊である．昆虫文献六本

いて精力的に研究しており，これまでヨーロッパから新

脚などの専門書店で購入できる．

種記載を中心に多くの論文を発表している．今回は，
ヨー
ロッパ産の 246 種のミノガ科の種をまとめ，多くの分類

新津修平 / S. Niitsu
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テンスジアオナミシャクを岐阜県で採集
宮

野

昭

彦

509-0104 各務原市各務おがせ町 9 丁目 96-2

A new locality of Pasiphila debiliata (Hübner)
(Geometridae) from Gifu prefecture

Akihiko Miyano

Japan Heteroceristsʼ J. 282: 199. September 2017.
Pasiphila debiliata (Hübner) テンスジアオナミシャク

( シャクガ科，ナミシャク亜科 ) は矢崎・中島 (2010) に

1

Fig. 1. Pasiphila debiliata (Hübner),
cho, Gifu.

♀ . Okugo, Mitake-

より日本産♂が検討された結果，ユーラシアに広く分布
する上記の種と判明した．筆者は岐阜県で採集したので
報告する．岐阜県ではすでに田中 (2015) により岐阜市
で記録されているので，本県 2 例目の記録である．岐阜
県では非常に稀な種である．報告に際し本種を同定いた
だいた八王子市在住の矢崎克己氏に厚くお礼申し上げ
る．
〈データ〉岐阜県可児郡御嵩町大久後 ( 標高約 440m，
環境庁都道府県別メッシュ 5337-1146)，2001 年 6 月 22
日，1 ♀（筆者採集，標本保管）

採集場所はヒメヒカゲやスゲドクガなどが生息する山
間の湿地で，採集個体はライトトラップに誘引されたも
のである．
引用文献

田中正弘，2015．岐阜市三田洞百 ( 百々ヶ峰北西麓 ) に
おける蛾類の記録，啓蟄 33 Suppl.1: 1-119.
矢崎克己・中島秀雄，2010．テンスジアオナミシャクは
ユーラシア種，蛾類通信 258: 196-197.

会 報
■ 2017 年秋の例会のご案内

小林 秀紀：日本産シャチホコガ科の新配列

秋の例会を下記の要領で開催する予定です．会員外でも

中尾 健一郎：アジアと日本の Eudocima tyrannus ( アケビ

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

コノハ ) の分布と相違点
工藤 広悦：伊豆大島のミノムシ探訪記

表希望の方は 9 月 17 日 ( 日 ) までに soumu@moth.jp にご

飯森政宏・阪本優介：静岡県朝霧高原蛾類調査報告

連絡ください．

2. みくに会報告（飯森政宏・阪本優介）

日

時：2017 年 9 月 24 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 山手線の目黒駅東口から徒歩 7 分程度，地下

鉄・南北線／三田線の白金台駅から徒歩 4 分程度．
プログラム（予定）

1. 研究発表会
四方 圭一郎：日本未記録のトチュウウスクモヨトウ発
見秘話

3. 近況報告
参 加 費 ： 会場費は 300 円．入園料は別途 300 円となり
ます（65 歳以上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を予定してい
ます．
世 話 人：堀江清史・枝

恵太郎

蛾

200

類

通

四方圭一郎・枝恵太郎・田島尚 本州中部で採
集 さ れ た 日 本 未 記 録 の Protegira songi (Chen &
Zhang) トチュウウスクモヨトウ ( 新称 ) …………
小木広行 クシロモクメヨトウの幼虫と食草 ……
中島秀雄 カバシタムクゲエダシャクの新産地 ……
阪本優介・中島秀雄 2017 年度のカバシタムクゲ
エダシャク採集報告と配偶行動の観察 …………
佐藤力夫 日本産 Lomaspilis 属 ( シャクガ科エダ
シャク亜科 ) の再検討 ………………………………
長田庸平・吉武啓 鹿児島本土から奄美大島間を運
航する船上で採集された蛾類 6 種の記録 …………
長田庸平 八重山諸島波照間島における蛾類 2 種
の新分布記録 ………………………………………

信

173
175
177
178
180
187
189
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松井悠樹・中秀司 飼育下におけるウスグロマル
モンノメイガの幼生期及び寄主植物 ……………
屋宜禎央 奄美大島におけるシロズモンシダマイ
コガの寄主記録 ……………………………………
冨永智 石垣島のボチョウジからハナタニマルバ
ネヨトウ幼虫を得た記録 …………………………
綿引大祐・吉松慎一 ナカジロフサヤガの薩南諸
島 ( 屋久島・悪石島・奄美大島 ) における記録 …
宮野昭彦 テンスジアオナミシャクを岐阜県で採集
………………………………………………………
紹
介 ………………………………………… 196,
会
報 ………………………………………………

190
193
195
197
199
198
199

■蛾類通信をお届けします

前回お送りした TINEA Vol.23 No.6 に続きまして、蛾類

通信 282 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、
「2017 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 2017 年 8 月 21 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。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

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

伊東竜平

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

