
この種と考えられる個体は，秋田県から1980年，
1993年と2014年にそれぞれ1個体が採集されていた．
いずれも♀だったので，♂が採集されるまで同定を保留
していたものである．2016年にようやく♂が採集され
て同定することができた．

Gymnancyla barbatella Erschoff, 1874 
スナモンマダラメイガ (新称 ) (Figs 1-2)
Gymnancyla barbatella Erschoff. 1874: 85, taf. 5, fig. 89; 

Roesler, 1973: 95-97, tafs: 4, 46, 101, fig. 31.
Ancylosis gobiella Caradja, 1916: 30, 6. 
開張 , ♂♀：17mm. 触角は♂♀とも糸状．前翅の地色

は明るい褐色で，翅の前半は部分的に白色．全体に黒褐

色鱗を疎らに散布する．亜外縁線と内横線は細く白色．
横脈の前端と後端付近に短い線状の黒褐色紋がある．後
翅は淡い黒褐色，前縁部と外縁部はやや濃色．
♂♀交尾器を図示した．♂ (Fig. 3) では valvaのcosta

は太く発達しcostal armの先端は尖ること，vinculumか
ら生ずるprojectionの長さはcostaのおよそ1/3に達する，
♀ (Fig. 4) では signumは大きな円盤状で，3-4本の大小
の刺状物を有することなどが主な特徴である．
所検標本：秋田市下新城街道端西，16 June 2014, 1

♀，29 June 2016, 1♂ (田中政行採集 )．秋田市上北手横
山，6 July 1980, 1♀ (佐々木明夫採集 )．秋田市新屋割山，
15 Aug. 1993, 1♀ (佐々木明夫採集 )．
この種は，トルケスタン (現在はウズベキスタン ) の

秋田県から採集された日本未記録のマダラメイガ
佐 々 木　明　夫 田　中　政　行
010-1424 　秋田県秋田市御野場 5丁目 11-5 010-0873　秋田県秋田市千秋城下町 8-18

Gymnancyla barbatella Erschoff (Phycitinae, Pyralidae) new to Japan, taken from Akita Prefecture, northern Honshu
Akio Sasaki and Masayuki Tanaka 
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Figs 1-2. Gymnancyla barbatella Erschoff. 1. Male. 2. Female.
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サマルカンドから記載された．のちにモンゴルのゴビ砂
漠から記載されたAncylosis gobiella は本種の synonymと
されている (Roesler, 1973)．近年，中国からも記録され
た (Liu et al., 2010)．これらの産地は，ともに少雨乾燥
地であるが，秋田県での採集地も砂丘地またはその近接
地であり，乾燥した草地や荒原に生息する種なのかもし
れない．

引用文献
Caradja, A., 1916. Beitrag zur Kenntnis der geographischen 

Xerbretung der  Pyral iden und Tortr ic iden des 
europäischen Faunengebietes, nebst Besschreibung 
neuerer Formen. Dt. ent. Z. Iris 30: 1-88. 

Erschoff, N.G., 1874. Chehuyekrylya (Lepidoptera) In 
A.P. Fedschenko: Puchhestiye it Turkiestana, Wipusk II, 

Tom II. [Reise nach Turkestan, 2. Abteilung, 2. Band]. 
Zoogeografitcheskiya. Tschast V. Odtiel III, VI., 127 S., 
Taf. 1. Moskva.

Liu J.-Y. & Li H.-H., 2010. Taxonomic study of the Genus 
Gimnancyla Zeller (Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae) 
in China. Acta Zootaxonomica Sinica 35 (3): 619-625. 

Roesler, U., 1973. Phycitinae (Trifine Acrobassiina). In 
Amsel, H.G., et al., Microlepidoptera Palaearctica 4: 
textband i-xvi, 1-752, tafelband 1-137, pls 1-170. Wien.

Summary Gymnancyla barbatella Erschoff, 1874 was 
known distributed in Samarkand (Uzbekistan), Gobi desert 
(Mongolia) and China until now. We collected 4 specimens 
at dune of the Japan Sea, northern Honshu, This species is 
new to the fauna of Japan.

Figs 3-4. Gymnancyla barbatella Erschoff. 3. Male genitalia. 4. Female genitalia.
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Narycia emikoae Niitsu et al., 2016 シモフリチビミノ
ガは，Naryciinaeに属する雌雄の成虫が共に有翅型の種
で，ミノガ科の中でも原始的な段階群の一種である．本
種は，日本未記録属の新種として長野県湯の丸高原を
模式産地として記載された (Niitsu et al., 2016)．筆者は
2017年5月初旬に，同じチビミノガ類であるTaleporia属
やKozhantshikovia属等の老熟蓑を採集する目的で山梨県
北杜市須玉町金山平 (1,400 m) を訪れた際に，シモフリ
チビミノガに極似している蓑1個体を，カラマツの植林
がつづく道路脇のガードレールのポールで偶然に発見し
た．その後同じ地点に2回通い，計12個体の蓑を採集し
た．そのうち10個体を6月の中下旬に相次いで羽化させ
ることに成功した (雄4個体，雌6個体 )．羽化した成虫
はすぐに展翅し，Narycia emikoaeシモフリチビミノガで
あることを確認した (Figs 1-2)．蓑の形状，翅の大きさ
と斑紋が特徴的である本種は，日本国内には近似種はい
ないが，念のため雄交尾器を観察した (Fig. 3)．その結
果，Niitsu et al. (2016) が図示した長野県湯の丸高原産と，
今回得られた山梨県産では，雄交尾器において形態的な
違いは見いだせず，シモフリチビミノガと判断した．

採集データ：山梨県北杜市須玉町金山平 (1,400 m). 著者
所蔵・採集．

2♂ , 22. May. 2017 (採集 ), 10. Jun. 2017 (羽化 ); 1♂ , 
22. May. 2017 (採集 ), 11. Jun. 2017 (羽化 ); 1♂ , 30. May. 
2017 (採 集 ), 12. Jun. 2017 (羽 化 ) (Figs 1, 3); 1♂ , 30. 
May. 2017 (採 集 ), 15. Jun. 2017 (羽 化 ); 1♀ , 22. May. 
2017 (採 集 ), 14. Jun. 2017 (羽 化 ); 1♀ , 30. May. 2017 
(採集 ), 13. Jun. 2017 (羽化 ); 1♀ , 30. May. 2017 (採集 ), 
14. Jun. 2017 (羽化 ); 1♀ , 30. May. 2017 (採集 ), 15. Jun. 
2017 (羽 化 ); 1♀ , 30. May. 2017 (採 集 ), 19. Jun. 2017 
(羽化 ) (Fig. 2); 1♀ , 30. May. 2017 (採集 ), 20. Jun. 2017 
(羽化 ). 

本種は，地蔵峠の頂上に位置する湯の丸高原 (標高
1,900 m) の開けた岩場や道路脇に並んでいるお地蔵様
の台座や本体に付着している蓑から羽化した成虫に基
づき，日本未記録属の新種として2016年に記載された．
本種の蓑は，長野県境と群馬県境にまたがる峠の頂より
低い地点では全く採集されなかった．そのような点から
本種は，亜高山帯以上の高標高域に生息する氷河期以降
の遺存種的なミノガ類の一種として扱われていた (Niitsu 
et al. 2016)．
今回採集された場所の環境は，湯の丸高原のそれと

は全く異なり，より標高の低い薄暗いカラマツの植林の
中を通っている林道わきの地衣類が付着した湿ったガー

山梨県で発見されたシモフリチビミノガの採集記録と生息環境に関する知見
新　津　修　平
183-0011　東京都府中市白糸台 4丁目 13-1-206

A record of Narycia emikoae Niitsu et al. (Psychidae) from Yamanashi Prefecture and notes on its habitat
Shuhei Niitsu
Japan Heterocerists’ J. 283: 203-204.  December 2017.

Figs 1-2. Narycia emikoae Niitsu et al. (Kanayamadaira, Sutama-cho, Yamanashi Pref.). 1. ♂ . 2.♀ .
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ドレール上であった (Fig. 4)．本種の蓑は緑色粉状地衣
を身にまとうことから，幼虫期は地衣類を中心に食する
と思われる．本種の若齢蓑がガードレール上で発見され
なかったことから，今回得られた老熟蓑は，ガードレー
ル脇の林床腐葉中で生活していた蓑が，蛹化蓑になる
ためにガードレールのポールを通じて登ってきたものと
思われた．ガードレール表面に付いている粉状地衣を飼
育ケースに一緒に入れて置いたにもかかわらず，採集さ
れた蓑は，ほとんど摂食することなく数日間飼育ケース
内で蓑を背負った状態で徘徊した後に全て吐糸し，蛹化
のために固着した．今回，第二の生息地 (山梨県 ) の発
見により，本種は模式産地である長野・群馬県境の湯の
丸高原より標高の低い山地でも生息することが明らかと
なった．また，今回発見されたカラマツの植林を通る林
道脇の落ち葉の堆積したガードレール上のような生息環
境は，同じ山梨県内だけでなく他の本州中部山岳地域に
多く見出すことが可能なことから，今後の調査の進展に
より，本種のさらなる新産地の発見が期待されるであろ

う．

引用文献
Niitsu, S., U. Jinbo & Y. Nasu, 2016. The first discovery of 

the genus Narycia (Lepidoptera, Psychidae) from Japan, 
with description of a new species. Nota. Lepid. 39: 137-
143.

Summary  Narycia emikoae Niitsu et al. was first collected 
by Shuhei Niitsu at  Yunomaru-kougen in Gunma 
Prefecture, and was described by Niitsu et. al. in 2016. 
Then this species was collected in Yamanashi Prefecture in 
2017 as the second new locality. So far, this species could 
be only recorded in shiny open area. As a results of my 
current survey, it was suggested that adults of the species 
could also live at dark forests in mountain areas. Further 
investigation will be needed to clarify their distribution in 
Japan. 

Fig. 3. Mature larval case of N. emikoae Niitsu et al. on a guard rail. 
Fig. 4. Lateral view of the male genitalia of N. emikoae Niitsu et al. 
Fig. 5. Habitat of N. emikoae Niitsu et al. (Kanayamadaira, Sutama-
cho, Yamanashi Pref.). 
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沖縄島でアバタマユミ Euonymus trichocarpus Hayata 
(ニシキギ科 ) からスガ科幼虫を得た．飼育で羽化した
ものは，Yponomeuta griseatus Moriutiヒメボシハイスガ
と思われるので報告したい．
学名は山内・広渡 (2013) にしたがった．
食草を同定していただいた比嘉正一氏に感謝申し上げ

る．

スガ科 Yponomeutidae
スガ亜科 Yponomeutinae
ヒメボシハイスガ Yponomeuta griseatus Moriuti, 1977 

ニシキギ科のアバタマユミは，琉球植物目録による
と，琉球列島では，奄美大島，徳之島，沖永良部島，沖
縄島，西表島に分布し，山地の樹石上に付くという．さ
らにwebで調べると，アバタマユミは気根でよじ登る低
木で，奄美より北には分布しないようである．また，鹿
児島県で準絶滅危惧種に指定されているとのこと．
筆者はこの植物を，2005年10月21日に国頭村安波の

植物群落で初めて目にした．行楽客に人気の大きな滝つ
ぼの前に立つと対岸に滝が見えるが，滝つぼに注ぎ込む
流れはそれだけでなく，手前側に小さい流れもあり，そ
れが注ぎ込む付近の岩にアバタマユミが付いている．水
しぶきのせいで，幼虫が見つかったあたりの湿度は，こ

ヒメボシハイスガの食草はアバタマユミ
冨　永　　　智
901-0401　沖縄県八重瀬町東風平 251-3

Euonymus trichocarpus Hayata (Celastraceae): host plant of Yponomeuta griseatus Moriuti (Yponomeutidae) 
Satoru Tominaga
Japan Heterocerists’ J. 283: 205-206.  December 2017.

Figs 1-3. Yponomeuta griseatus Moriuti. 1. Middle instar larva. 2. Ditto, last instar larva. 3. Emerged male adult. Fig. 4. 
Emerged parasitic wasp.

1 2
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の植物群落の中でもひときわ高いはずである．
早速調べると，体長6mmの幼虫が1頭見つかり，持

ち帰り，アバタマユミで飼育した．一時期，マサキ若葉
を与えたが，それは食べなかった．この幼虫は22日間
の飼育で体長12mmまで育ったが，今考えると成長が遅
く，その後，蜂の繭ができたので，寄生のせいだったの
だろう．
その後，この正体不明の幼虫目的で，現場を，2005

年11月18日，12月16日，2009年2月11日，5月4日，
7月26日，2011年4月29日，2013年3月20日，4月14日，
9月1日，と，意識したわけではないが適当に季節をば
らけさせて訪れたが，どの訪問時にも幼虫は見つからな
かった．

2014年7月19日に幼虫がやっと見つかったが，その
時，それまでの訪問時の調査のやり方がまずかったので
は，と気づいた．発見時，中齢のように見えた1頭，さ
らに若齢のように見えた1頭が見つかったが，2頭とも
葉や茎には付いておらず，葉や茎の間に糸が張られた空
間から，1頭ずつ見つかった．その糸も，幼虫が乗れる
だけの最小本数で，わかりづらかった．それまでの訪問
時，葉や茎を一生懸命調べていた．おそらく，2005年
の初回時，食草を動かして，幼虫が食草に付着してしまっ
たところを見つけたのだろう．そのため，空間を注視す
ることを考えつかなかった．
発見時中齢だった方は育たず，8月7日，1頭の寄生蜂

が羽化してきた．もう1頭は，予想していた大きさにな
る前に，予想よりも早く繭を造ったので，これも寄生だ
ろうとあきらめていたが，7月30日無事に羽化した．

Figs 1-2に初めて2005年に得て羽化できなかった
幼虫を示す．同一個体であり，それぞれ体長6mmと
11.5mm．Fig. 1は中齢時，Fig. 2は終齢時と思われる．
Fig. 2を見ると，容器内だが，葉に体をつけず，張った
糸の上にいる．

2014年の羽化に成功した個体の写真は，十分大きく
なって撮ろうと思っているうちに撮り損ねたが，外見は
Figs 1-2と同じであった．

Fig. 3に，2014年7月30日に羽化した標本を示す．前
翅長6.5mm強，胸幅1mm強で，開張14～ 15mmとなる．
山内・広渡 (2013) によると，ヒメボシハイスガは，

分布が奄美大島で，成虫は4月に採れ，開張17～ 19mm
で，前翅基部1/3の後縁付近に大きな黒点のしゅう (ひ
だ ) 点をもつ，とのこと．また，縁毛は外縁部の翅頂下
では長く黒色とのこと．

Fig. 3でも前翅基部1/3の後縁付近に黒色紋が見られ
る．ただし，黒色紋の大きさが標準図鑑に図説された個

体より，やや小さいかもしれない．また，右前翅でわか
りやすいが，Fig. 3でも外縁部の翅頂下の縁毛が黒い．
以上により，Fig. 3をヒメボシハイスガとしても矛盾は
ないと思われる．

Fig. 3の開張が小さい件は，7月という暑い季節によ
るのではないだろうか．奄美大島で採れた個体は4月に
得られたようなので，春型の大型だったのではないか．
なお，Fig. 3の羽化標本では，展翅の不具合で，左前

翅後縁基部付近が，後翅の下になっている．
Fig. 4は，2014年8月7日に羽化してきた寄生蜂であ

る．体長5.5mm．
2005年の時を含め，本種と思われる幼虫を3頭得て，

2頭から寄生蜂が出てきたことになる．アバタマユミは
鹿児島県で準絶滅危惧種に指定されているが，沖縄では
そのようなことは見聞きしない．しかし，やはり数は多
くないのではないか．筆者が今まで目にしたアバタマユ
ミは，安波の他では，東村の山中の1か所だけである．
安波の植物群落では，滝つぼのまわり，歩ける範囲では，
アバタマユミは現場の1か所だけである．孤立したアバ
タマユミにしがみつくようにして，蛾と寄生蜂とが共に
顔なじみのように発生を続けているのではないか．

引用文献
初島住彦・天野鉄夫，1977．琉球植物目録．でいご社，
那覇．

山内健生・広渡俊哉，2013．スガ科．広渡俊哉・那須義次・
坂巻祥孝・岸田泰則 (編 )，日本産蛾類標準図鑑 3．学
研教育出版，東京． 

Summary  I collected a larva of Yponomeuta griseatus 
Moriuti from Euonymus trichocarpus (Celastraceae) in 
Kunigami, north of Okinawa-jima Island on 21st October, 
2005. The location was near a water fall and very humid 
area. The larva was 6 mm long and grew to 12 mm after 
22 days of rearing, but revealed being parasitized by a bee. 
Then I could not find the larva there on 18th November, 
16th December, in 2005, and in 2009, on 11th February, 4th 
May, 26th July, in 2011, 29th April, in 2013, 20th March, 
14th April, 1st September. On 19th July, 2014, I found two 
larvae at last. They were not on the leaves but they were 
on threads between leaves and stems, the threads being 
hardly visible. One imago emerged on 30th July. Euonymus 
trichocarpus is distributed Ryûkyû Islands, from Amami-
oshima to Iriomote-jima islands, but Yponomeuta griseatus 
was known only from Amami-oshima, and this is the first 
record outside Amani-oshima.
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2016年に小林・野中はDNA分析によるシャチホコガ
科の新しい亜科分類を提出した (Kobayashi & Nonaka, 
2016)．それによれば日本産蛾類標準図鑑 (2011) での
配列は大きく変わることになるが，「各亜科に属する属
はTab. 3参照のこと」というそっけない記述で論文は終
わっている．今回同好の士の便宜のため日本産シャチホ
コガの新しい配列と新旧対照表を作成提示した．新配列
の部には参考のため原記載地と寄主植物を追記した．ま
た学名の追加，変更は以下のもの．

ナントシャチホコ Chlorostauropus alternus (Walker, 1855)
ワイルマンネグロシャチホコ  Disparia wilemani 

(Matsumura, 1925)
イリオモテアオシャチホコ  Syntypistis pallidifascia 

(Hampson, [1893])
クレナイハガタシャチホコ  Hagapteryx satomiae 

Kobayashi, 2013

標準図鑑のゲニアリアの図の間違い
Fig. Sha 4 ゲンカイハガタシャチホコのe-f ♀はゲン

カイではなく，クレナイハガタの♀である．

日本産シャチホコガ新配列　亜科

NOTODONTIDAE in Japan, 9 Subfamilies

シャチホコガ科　Notodontidae Stephens, 1829

1  トガリバシャチホコ亜科 Scranciinae Miller, 1991
2  ハネブサシャチホコ亜科 Platychasmatinae Nakamura, 1956
3  ツマアカシャチホコ亜科 Pygaerinae Duponchel 1845
4  フサオシャチホコ亜科 Dudusinae Matsumura, 1929
ギョウレツシャチホコ亜科 (日本には産せず )
Thaumetopoeinae Aurivillius, 1889 (1861)　 
5  オオキシャチホコ亜科 Periergosinae Kobayashi, 2016
6  ホソバシャチホコ亜科 Heterocampinae Neumoegen & 

Dyar, 1894
7  ギンモンシャチホコ亜科 Spataliinae Matsumura, 1929

7-1  ギンモンシャチホコ族 Spataliini Matsumura, 1929
7-2  キシャチホコ族 Ceirini Matsumura, 1929
7-3  族未定 Other genera in the Spataliinae

8  ツマキシャチホコ亜科 Phalerinae Butler, 1886
9  ウチキシャチホコ亜科　Notodontinae Stephens, 1829

9-1  ネグロシャチホコ族 Neodrymoniaini Kobayashi, 2016
9-2  シャチホコガ族 Stauropini Matsumura, 1925

9-3  モクメシャチホコ族 Dicranurini Duponchel, 1845
9-4  ウチキシャチホコ族 Notodontini Stephens, 1829

マダラシャチホコ亜科 (日本には産せず ) Dioptinae 
Walker, 1862

ナガバシャチホコ亜科 (日本には産せず ) Nystaleinae 
Forbes, 1948　

日本産シャチホコガ新配列
NOTODONTIDAE in Japan, 123 species
和名の後の ( ) *1は原記載地，( ) *2は食草・食樹を示した．

Family Notodontidae シャチホコガ科
Subfamily Scranciinae トガリバシャチホコ亜科
Genus Phycidopsis Hampson, 1893 トガリバシャチホコ属

albovittata Hampson, 1893 トガリバシャチホコ (アッ
サム )*1 (コミカンソウ科 )*2 

Subfamily Platychasmatinae ハネブサシャチホコ亜科
Genus Platychasma Butler, 1881 ハネブサシャチホコ属

virgo Butler, 1881 ハネブサシャチホコ (東京 ) (カエデ
科：カジカエデ )

Subfamily Pygaerinae ツマアカシャチホコ亜科
Genus Micromelalopha Nagano, 1916 ヒナシャチホコ属

troglodyte (Graeser, 1890) ヒナシャチホコ (沿海州 ) (ヤ
ナギ科 )

Genus Clostera Samouelle, 1819 ツマアカシャチホコ属
anachoreta (Denis & Schiffermüller, 1775) ツ マ ア カ
シャチホコ  (オーストリア ) (ヤナギ科 )

albosigma Fitch, 1855 ニセツマアカシャチホコ (北東
アメリカ ) (ヤナギ科 )
subsp. curtuloiodes Erschoff, 1870 (シベリア，バイ
カル )

anastomosis (Linnaeus, 1758) セ グ ロ シ ャ チ ホ コ 
(Europe) (ヤナギ科 )

Genus Gonoclostera Butler, 1877 クワゴモドキシャチホコ属
timoniorum (Bremer, 1861) クワゴモドキシャチホコ 

(沿海州 ) (ヤナギ科 )
Genus Gluphisia Boisduval, 1828コフタオビシャチホコ属

crenata (Esper, 1785) コフタオビシャチホコ (ドイツ，
フランクフルト ) (ヤナギ科 )

Subfamily Dudusinae フサオシャチホコ亜科
Genus Tarsolepis Butler, 1872 ギンモンスズメモドキ属

日本産シャチホコガ科の新配列
小　林　秀　紀
153-0043　東京都目黒区東山 2-2-1-1003

A revised checklist of Japanese Notodontidae based on a new classification system proposed by Kobayashi and 
Nonaka (2016)
Hideki Kobayashi
Japan Heterocerists’ J. 283: 207-212.  December 2017.
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japonica Wileman & South, 1917 ギンモンスズメモド
キ (東京 ) (カエデ科 )

Genus Dususa Walker, 1865 フサオシャチホコ属
sphingiformis Moore, 1872フサオシャチホコ (北イン
ド，シッキム ) (カエデ科 )

Subfamily Periergosinae オオキシャチホコ亜科
Genus Chadisra Walker, 1862 ネウスシャチホコ属

bipartita (Matsumura, 1925) ネウスシャチホコ (台湾埔
里 ) (ニレ科 )

Genus Ellida Grote, 1876 ユミモンシャチホコ属
arcuate (Alphéraky, 1897) ユミモンシャチホコ (沿海
州，シデミ ) (ニレ科 )

branickii (Oberthür, 1880) クロテンシャチホコ (沿海州
アスコルド島 ) (ブナ科 )

viridimixta (Bremer, 1861) シロテンシャチホコ (沿海
州 ) (シナノキ科 )

Genus Hupodonta Butler, 1877 スジモクメシャチホコ属
lignea Matsumura, 1919 スジモクメシャチホコ (札幌
円山 ) (ニレ科 )

corticalis Butler, 1877　カバイロモクメシャチホコ (横
浜 ) (バラ科 )

Subfamily Heterocampinae ホソバシャチホコ亜科
Genus Wilemanus Nagano, 1916 モンクロギンシャチホコ属

bidentatus (Wileman, 1911) モンクロギンシャチホコ 
(奈良県吉野 ) (バラ科 )

Genus Neopheosia Matsumura, 1982 ヘリスジシャチホコ属
fasciata (Moore, 1877) ヘリスジシャチホコ (北西イン
ド・ダルムサラ ) (バラ科，ブナ科 )

Genus Fentonia Butler, 1881ホソバシャチホコ属
ocypete (Bremer, 1861) ホソバシャチホコ (沿海州 ) (ブ
ナ科 )

Subfamily Spataliinae Matsumura, 1929 
ギンモンシャチホコ亜科
Tribe Spataliini Matsumura, 1929 ギンモンシャチホコ族
Genus Rosama Walker, 1855 ギンボシシャチホコ属

cinnamomea Leech, 1888 ギンボシシャチホコ (丹沢大
山 ) (マメ科 )

ornate Oberthür, 1884 トビギンボシシャチホコ (沿海
州，シデミ ) (マメ科 )

Genus Spatalia Hübner, 1819 ギンモンシャチホコ属
doerriesi Graeser, 1888 ウスイロギンモンシャチホコ 

(ハバロフスク ) (ブナ科 )
jezoensis Wileman & South, 1916 エゾギンモンシャチ
ホコ (北海道石狩当別 ) (ブナ科 )

dives Oberthür, 1884　ギンモンシャチホコ (沿海州，
シデミ ) (ニレ科 )

Tribe Ceirini Matsumura, 1929 キシャチホコ族
Genus Pterostoma Germar, 1812 オオエグリシャチホコ属

gigantina Staudinger, 1892 オオエグリシャチホコ (ア
ムールから沿海州 ) (マメ科 )

griseum (Bremer, 1861) チョウセンエグリシャチホコ 

(沿海州 ) (ヤナギ科 )
Genus Ramesa Walker, 1855 カバイロシャチホコ属

tosta Walker, 1855 カバイロシャチホコ (北インド ) (イ
ネ科 )

Genus Mimopydna Matsumura, 1924 ウスキシャチホコ属
pallida (Butler, 1877) ウスキシャチホコ (横浜 ) (イネ科 )

Genus Torigea Matsumura, 1934 トリゲキシャチホコ属
plumose (Leech, [1889]) トリゲキシャチホコ (丹沢大
山 ) (イネ科 )

Genus Cutuza Kiriakoff, 1962 キシャチホコ属
sraminea (Moore, 1877) キシャチホコ (日本 ) (イネ科 )

Subfamily Phalerinae Butler, 1886 ツマキシャチホコ亜科
Genus Phalera Hübner, 1819 (“1816”) ツマキシャチホコ属

takasagoensis Matsumura, 1919 タカサゴツマキシャチ
ホコ (兵庫県高砂市 ) (ブナ科 )

angustipennis Matsumura, 1919ムクツマキシャチホコ 
(新宿区角筈十二社 ) (ニレ科 )

assimilis (Bremer & Grey, 1853) ツマキシャチホコ (沿
海州 ) (ブナ科 )

minor Nagano, 1916 クロツマキシャチホコ (東京駒場 ) 
(ブナ科 ) 

flavescens (Bremer & Grey, 1853) モンクロシャチホコ 
(沿海州 ) (バラ科 )

Genus Uropyia Staudinger, 1892 ムラサキシャチホコ属
meticulodina (Oberthür, 1884) ムラサキシャチホコ (沿
海州 ) (クルミ科 )

Subfamily Notodontinae Stephens, 1829 
ウチキシャチホコ亜科
Tribe Neodrymoniaini Kobayashi, 2016 ネグロシャチホコ族
Genus Mesophalera Matsumura, 1920 
クロシタシャチホコ属

sigmata (Butler, 1877) クロシタシャチホコ (横浜と函
館 ) (ツバキ科 )

Genus Neodrymonia Matsumura, 1920 ネグロシャチホコ属
acuminata (Matsumura, 1929) ヤクシマネグロシャチホ
コ (台湾捕里 ) (ハイノキ科 )

marginalis (Matsumura, 1925) ハイイロネグロシャチホ
コ (台湾捕里 ) (ハイノキ科 )

delia (Leech, [1889]) フタジマネグロシャチホコ (信濃
追分 ) (ハイノキ科 )

coreana Matsumura, 1922 チョウセンネグロシャチホ
コ (北朝鮮 ,釋王寺 ) (ハイノキ科 )

Genus Eufentonia Matsumura, 1922 オオネグロシャチホコ属
nihonica (Wileman, 1911) オオネグロシャチホコ (奈良
県吉野 ) (ツバキ科 )

Genus Disparia Nagano, 1916 ホソバネグロシャチホコ属
wilemani (Matsumura, 1925) ワイルマンネグロシャチ
ホコ (台湾捕里 ) (ツバキ科 )

diluta (Hampson, 1910) ホソバネグロシャチホコ (アッ
サム )
subsp. variegate (Wileman, 1911) (本州 ) (ツバキ科 )

Tribe Stauropini Matsumura, 1925 シャチホコガ族
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Genus Cnethodonta Staudinger, 1887 シロシャチホコ属
grisescens Staudinger, 1887 バイバラシロシャチホコ 

(沿海州 ) (カバノキ科，クルミ科など )
japonica Sugi, 1980 シロシャチホコ (長野県碓氷峠 ) 

(ブナ科，カバノキ科など )
Genus Zaranga Moore, 1884 アオバシャチホコ属

permagna (Butler, 1881) アオバシャチホコ (東京 ) (ミ
ズキ科 )

Genus Stauropus Germar, 1812 シャチホコガ属
basalis (Moore, 1877) ヒメシャチホコ (上海 ) (マメ科 )
fagi (Linnaeus, 1758) シャチホコガ (ヨーロッパ ) (多
食 ) [北海道 ]
subsp. persimilis Butler, 1879 (日本 ) [本州以南 ]

teikichiana Matsumura, 1929 テイキチシャチホコ (台
湾埔里 )
subsp. boreas Kobayashi et Kishida, 2006 (屋 久 島 ) 

(ブナ科 : クヌギで飼育可 )
Genus Palaeostauropus Okagaki & Nakamura, 1953
ゴマダラシャチホコ属

obliterate (Wileman & South, 1917) ゴマダラシャチホ
コ (信濃追分 ) (マツ科 : モミ )

Genus Chlorostauropus Kiriakoff, 1968 ナントシャチホコ属
alternus (Walker, 1855) ナントシャチホコ (トウダイグ
サ科 : アカメガシワ )

Genus Syntypistis Turner, 1907 アオシャチホコ属
pallidifascia (Hampson, [1893]) イリオモテアオシャチ
ホコ (インド ) 
subsp. iriomotensis Nakatomi, 1980 (西表島 ) (ツバキ
科：ヒメツバキ (イジュ ))

cyanea (Leech, [1889]) オオアオシャチホコ (日本，岐
阜 ) (エゴノキ科 ) [伊豆諸島以外 ]
subsp. izuensis (Nakamura & Kishida, 1977) (御蔵島 ) 

[伊豆諸島 ]
punctatella (Motschulsky, 1861) ブナアオシャチホコ 

(本州 ) (ブナ科 )
pryeri (Leech, 1899) プライヤアオシャチホコ (日本 ) 

(ブナ科 ) 
japonica (Nakatomi, 1981) アオシャチホコ (箱根姥子
温泉 ) (エゴノキ科 )

subgeneris (Strand, 1915) ホリシャシャチホコ (台湾高
雄甲仙坡 ) (エゴノキ科 )

amamiensis (Nakatomi, 1981) アマミアオシャチホコ 
(奄美大島湯湾岳 ) (マンサク科：イスノキ ) 

nachiensis (Marumo, 1920) ナチアオシャチホコ (紀伊
半島南端の那智山 ) (未知 )

Tribe Dicranurini Duponchel, 1845 モクメシャチホコ族
Genus Harpyia Ochsenheimer, 1810 ギンシャチホコ属

umbrosa (Staudinger, 1892) ギンシャチホコ (沿海州 ) 
(ブナ科 )
subsp. ginkakuji Schintlmeister, 2008 (大阪 )

tokui (Sugi, 1977) ツシマクロモンシャチホコ (対馬 ) 
(ブナ科 )

Genus Shachia Matsumura, 1920ニッコウシャチホコ属
circumscripta (Butler, 1885) ニッコウシャチホコ (日本

日光 ) (クルミ科 )
Genus Furcula Lamarck, 1816 ナカグロモクメシャチホコ属

bicuspis (Borkhausen, 1790) ホシナカグロモクメシャ
チホコ (ヨーロッパ ) (ヤナギ科 )
subsp. lanigera (Butler, 1787) (日本 )

furcula (Clerk, 1759) ナカグロモクメシャチホコ (ヨー
ロッパ ) (ヤナギ科 )
subsp. sangaica (Moore, 1877) (中国東部 )

Genus Cerura Schrank, 1802 モクメシャチホコ属
feline Butler, 1877 モクメシャチホコ (横浜 ) (ヤナギ科 )
ermine Moore, 1877 オオモクメシャチホコ (東シナ ) 

(ヤナギ科 )
Genus Kamalia Koçak & Kemal, 2006 
タッタカモクメシャチホコ属

tattakana (Matsumura, 1927) タッタカモクメシャチホ
コ (ヤナギ科イイギリ )

Tribe Notodontini Stephens, 1829 ウチキシャチホコ族
Genus Hiradonta Matsumura, 1924 タカオシャチホコ属

takaonis Matsumura, 1924 タカオシャチホコ (東京都
高尾山 ) (ニレ科 )

ohashii Nakatomi, 2000 ミナミノクロシャチホコ (沖縄
乙羽岳 ) (ニレ科 )

Genus Semidonta Staudinger, 1892 カエデシャチホコ属
biloba (Oberthür, 1880) カエデシャチホコ (沿海州，ア
スコルド島 ) (カエデ科 )

Genus Euhampsonia Dyar, 1897 セダカシャチホコ属
cristata (Butler, 1877) セダカシャチホコ (横浜 ) (ブナ科 )
splendida (Oberthür, 1880) アオセダカシャチホコ (ウ
ラヂオストック，アスコルド島 ) (ブナ科 )

Genus Lophocosma Staudinger, 1887 クロスジシャチホコ属
sarantuja Schintlmeister & Kinoshita, 1984 クロスジ
シャチホコ (京都府佐々里 ) (カバノキ科 )

Genus Gangaridopsis Grünberg, 1912 アカシャチホコ属 
citrina (Wileman, 1911) アカシャチホコ (日光 ) (マン
サク科 )

Genus Nerice Walker, 1855 ナカスジシャチホコ属
bipartita Butler, 1885 ナカスジシャチホコ (札幌，日光 ) 

(バラ科 )
shigerosugii Schintlmeister, 2008 シロスジシャチホコ 

(群馬県片品村 ) (ニレ科 )
Genus Togepteryx Matsumura, 1920 タテスジシャチホコ属

velutina (Oberthür, 1880) タテスジシャチホコ (沿海州，
アスコルド島 ) (カエデ科 )

Genus Epodonta Matsumura, 1922 ヤスジシャチホコ属
lineata (Oberthür, 1880) ヤスジシャチホコ (沿海州，
アスコルド島 ) (ウコギ科：ハリギリ )

Genus Drymonia Hübner, 1819 (“1816”) 
トビモンシャチホコ属

dodonides (Staudinger, 1887) トビモンシャチホコ (ウ
ラジオストック )
subsp. daisenensis Matsumura, 1919 (伯耆大山 ) (ブ
ナ科 )

japonica (Wileman, 1911) コトビモンシャチホコ (奈良
県吉野 ) (ブナ科 )



210 蛾　類　通　信　 No. 283,   2017

basalis Wileman & South, 1917 ノヒラトビモンシャチ
ホコ (岐阜 ) (ブナ科 )

Genus Pheosiopsis Bryk, 1949 スズキシャチホコ属
cinerea (Butler, 1879) スズキシャチホコ (日本 ) (ブナ科 )
olivacea (Matsumura, 1920) ウグイスシャチホコ (京
都 ) (ブナ科 )

Genus Fusadonta Matsumura, 1920 ネスジシャチホコ属
basilinea Wileman, 1911) ネスジシャチホコ (奈良県吉
野 ) (ブナ科 )

Genus Peridea Stephens, 1828 アカネシャチホコ属
graeseri (Staudinger, 1892) イシダシャチホコ (アムー
ル ) (ニレ科 )

elzet Kiriakoff, 1963 シノノメシャチホコ (浙江省東天
目山 ) (ブナ科 )

aliena (Staudinger, 1892) ニトベシャチホコ (アムール ) 
(バラ科 )

lativitta (Wileman, 1911) アカネシャチホコ (奈良県吉
野 ) (ブナ科 )

gigantea Butler, 1877 ナカキシャチホコ (横浜 ) (ブナ
科 )

oberthueri (Staudinger, 1892) ルリモンシャチホコ (ロ
シア，アムール地方 ) (ニレ科 )

rotundada (Matsumura, 1920) マルモンシャチホコ (群
馬県碓氷峠熊ノ平 ) (ブナ科 )

Genus Shaka Matsumura, 1920 クビワシャチホコ属
atrovittatus (Bremer, 1861) クビワシャチホコ (沿海州 ) 

(カエデ科 )
Genus Phalerodonta Staudinger, 1892 
オオトビモンシャチホコ属

manleyi (Leech, [1889]) オオトビモンシャチホコ (日本
横浜 ) (ブナ科 ) [屋久島以北 ]
subsp. yambaru Kishida, 1995 (沖縄本島 ) (ブナ科 ) 

[奄美・沖縄 ]
Genus Eriodonta Sugi, 1980 アマギシャチホコ属

amagisana (Marumo, 1933) アマギシャチホコ (伊豆天
城山 ) (ブナ科：ブナ )

Genus Fusapteryx Matsumura, 1920 
シロスジエグリシャチホコ属

ladislai (Oberthür, 1880) シロスジエグリシャチホコ 
(沿海州，アスコルド島 ) (カエデ科 )

Genus Leucodonta Staudinger, 1892 
モンキシロシャチホコ属

bicoloria (Denis & Schiffermüller, 1775) モンキシロ
シャチホコ (Austria) (カバノキ科 )

Genus Epinotodonta Matsumura, 1919 
ウスグロシャチホコ属

fumosa Matsumura, 1919 ウスグロシャチホコ (八ヶ岳
本沢 ) (カバノキ科 , シナノキ科 )

Genus Hexafrenum Matsumura, 1925 ツマジロシャチホコ属
leucodera (Staudinger, 1892) ツマジロシャチホコ (沿
海州 ) (ブナ科 )

Genus Takadonta Matsumura, 1920 タカムクシャチホコ属
takamukui Matsumura, 1920 タカムクシャチホコ (上高
地 ) (ブナ科 )

Genus Himeropteryx Staudinger, 1892 キエグリシャチホコ属
miraculosa Staudinger, 1887キエグリシャチホコ (沿海
州アムール ) (カエデ科 )

Genus Nephodonta Sugi, 1980トビネシャチホコ属
tsushimensis Sugi, 1980 トビネシャチホコ (対馬 ) (ブナ科 )

Genus Pheosia Hübner, 1819 (“1816”) 
シロジマシャチホコ属

rimosa Packard, 1864 シロジマシャチホコ (北アメリ
カ ) (カバノキ科 )
subsp. fusiformis Matsumura, 1919 (札幌 ) (カバノキ
科 : ダケカンバ )

Genus Microphalera Butler, 1885 ハイイロシャチホコ属
grisea Butler, 1877 ハイイロシャチホコ (北海道 ) (カ
エデ科 )

Genus Hagapteryx Matsumura, 1920 ハガタシャチホコ属
kishidai Nakamura, 1978 ゲンカイハガタシャチホコ 

(対馬 ) (未知 )
admirabilis (Staudinger, 1887) ハガタエグリシャチホコ 

(沿海州，アスコルド島 ) (カバノキ科 )
satomiae Kobayashi, 2013 クレナイハガタシャチホコ 

(宮城 ) (未知 )
Genus Odontosia Hübner, 1819 (“1816”) 
シーベルスシャチホコ属

marumoi Inoue, 1955 コクシエグリシャチホコ (長野県
徳本峠 ) (カバノキ科 )

sieversii (Ménétriès, 1856) シーベルスシャチホコ (ロ
シア，サンクトペテルブルグ ) (カバノキ科 ) 
subsp. japonibia Matsumura, 1924 (札幌円山 ) (カバ
ノキ科 )

walakui Kobayashi, 2006 ホッカイエグリシャチホコ 
(北海道日高 ) (未知 )

Genus Ptilophora Stephens, 1828 クシヒゲシャチホコ属
jezoensis Matsumura, 1920) エゾクシヒゲシャチホコ 

(北海道定山渓 ) (カエデ科 )
nohirae (Matsumura, 1920) クシヒゲシャチホコ (東京
駒場 ) (カエデ科 )

Genus Notodonta Ochsenheimer, 1810 ウチキシャチホコ属
torva (Hübner, [1803]) トビマダラシャチホコ (ヨー
ロッパ ) (ヤナギ科 )
subsp. sugitanii Matsumura, 1924 (長野県安曇村檜
峠 ) (ヤナギ科 )

albicosta (Matsumura, 1920) マエジロシャチホコ (日
光 ) (ブナ科 ) 

stigmatica Matsumura, 1920 トビスジシャチホコ (日
光 ) (カバノキ科 )

dembowskii Oberthür, 1879 ウチキシャチホコ (沿海州，
アスコルド島 ) (カバノキ科 )

Genus Lophontosia Staudinger, 1892 ウスヅマシャチホコ属
cuculus (Staudinger, 1887) ウスヅマシャチホコ (沿海
州，シデミ ) (ニレ科 )

pryeri (Butler, 1879) プライヤエグリシャチホコ (日本 ) 
(ニレ科 )

Genus Ptilodon Hübner, 1822 エグリシャチホコ属
hoegei (Graeser,1888) スジエグリシャチホコ (沿海州 ) 
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(カエデ科 )
okanoi (Inoue, 1958) クロエグリシャチホコ (埼玉県三
峰山 ) (カエデ科 )

kuwayamae (Matsumura,1919) クワヤマエグリシャチ
ホコ (日本函館 ) (マメ科 ) 

jezoensis (Matsumura, 1919) エゾエグリシャチホコ (札
幌 ) (ブナ科 )

robusta (Matsumura, 1924) エグリシャチホコ (日本札
幌円山 ) (ヤナギ科 )

所属のかわったもの
旧所属および新所属 (→以降 )

ウチキシャチホコ亜科 Notodontinae
モクメシャチホコ族 Dicranurini
コフタオビシャチホコ Gluphisia crenata (Esper, 1785)
　→ツマアカシャチホコ亜科へ

ウチキシャチホコ族 Notodontini
アオバシャチホコ Zaranga permagna (Butler, 1881) 
　→シャチホコガ族へ
エゾギンモンシャチホコ Spatalia jezoensis Wileman & 

South, 1916 
ギンモンシャチホコ Spatalia dives Oberthür, 1884
ウスイロギンモンシャチホコ Spatalia doerriesi Graeser, 

1888 
　→上記3種はギンモンシャチホコ亜科ギンモンシャチ
ホコ族へ

ネウスシャチホコ Chadisra bipartita (Matsumura, 1925)
ユミモンシャチホコ Ellida arcuate Alphéraky, 1897
クロテンシャチホコ Ellida branickii (Oberthür, 1880) 
シロテンシャチホコ Ellida viridimixta (Bremer, 1861)
カバイロモクメシャチホコ Hupodonta corticalis Butler, 1877
スジモクメシャチホコ Hupodonta lignea Matsumura, 1919
　→上記6種はオオキシャチホコ亜科へ

シャチホコガ族 Stauropini
ムラサキシャチホコ Uropyia meticulodina (Oberthür, 1884)
　→ツマキシャチホコ亜科へ
ニッコウシャチホコ Shachia circumscripta (Butler, 1885)
　→ウチキシャチホコ亜科モクメシャチホコ族へ
フサオシャチホコ族 Dudusini　→フサオシャチホコ亜科 

Dudusinaeへ
ギンモンスズメモドキ Tarsolepis japonica Wileman & 

South, 1917  
フサオシャチホコ Dususa sphingiformis Moore, 1872
　→上記2種はフサオシャチホコ亜科へ
トガリバシャチホコ Phycidopsis albovittata Hampson, 1893
　→トガリバシャチホコ亜科へ

トビモンシャチホコ亜科 Heterocampinae
　→ホソバシャチホコ亜科 Heterocampinaへ
ツマキシャチホコ族 Phalerini
　→ツマキシャチホコ亜科Phalerinaeへ

タカサゴツマキシャチホコ Phalera takasagoensis 
Matsumura, 1919

ム ク ツ マ キ シ ャ チ ホ コ  Phalera angust ipennis  
Matsumura, 1919

ツマキシャチホコ Phalera assimilis (Bremer & Grey, 1853)
クロツマキシャチホコ Phalera minor Nagano, 1916
モンクロシャチホコ Phalera flavescens (Bremer & Grey, 1853)
　→上記5種はツマキシャチホコ亜科へ
フタジマネグロシャチホコ Neodrymonia delia (Leech, [1889])
チョウセンネグロシャチホコ Neodrymonia coreana 

Matsumura, 1922
ヤクシマネグロシャチホコ Neodrymonia acuminate 

(Matsumura, 1929)
ハイイロネグロシャチホコ Neodrymonia marginalis 

(Matsumura, 1925)
オオネグロシャチホコ Eufentonia nihonica (Wileman, 1911)
ホソバネグロシャチホコ Disparia diluta (Hampson, 1910)
ワイルマンネグロシャチホコ Disparia wilemani 

(Matsumura, 1925)
クロシタシャチホコ Mesophalera sigmata (Butler, 1877)
　→上記8種はウチキシャチホコ亜科ネグロシャチホコ
族へ

ホソバシャチホコ Fentonia ocypete (Bremer, 1861)
ヘリスジシャチホコ Neopheosia fasciata (Moore, 1877)
モンクロギンシャチホコ Wilemanus bidentatus (Wileman, 

1911)
　→上記3種はホソバシャチホコ亜科へ

トビモンシャチホコ亜科 Heterocampinae
キシャチホコ族 Pydnini
　→ギンモンシャチホコ亜科キシャチホコ族へ
ウスキシャチホコ Mimopydna pallida (Butler, 1877)
トリゲキキシャチホコ Torigea plumose (Leech, [1889])
キシャチホコ Cutuza straminea (Moore, 1877)
カバイロシャチホコ Ramesa tosta Walker, 1855
　→上記3種はギンモンシャチホコ亜科キシャチホコ族へ

トビモンシャチホコ亜科 Heterocampinae
トビモンシャチホコ族 Heterocampini
　→ホソバシャチホコ亜科 Heterocampinaeへ
トビモンシャチホコ Drymonia dodonides (Staudinger, 1887)
コトビモンシャチホコ Drymonia japonica (Wileman, 1911)
ノヒラトビモンシャチホコ Drymonia basalis Wileman & 

South, 1917
ツマジロシャチホコ Hexafrenum leucodera (Staudinger, 1892)
タカムクシャチホコ Takadonta takamukui Matsumura, 1920
ウスグロシャチホコ Epinotodonta fumosa Matsumura, 1919
タカオシャチホコ Hiradonta takaonis Matsumura, 1924
ミナミノクロシャチホコ Hiradonta ohashii Nakatomi, 2000
スズキシャチホコ Pheosiopsis cinerea (Butler, 1879)
ウグイスシャチホコ Pheosiopsis olivacea (Matsumura, 1920)
ヤスジシャチホコ Epodonta lineata (Oberthür 1880)
クビワシャチホコ Shaka atrovittatus (Bremer, 1861)
カエデシャチホコ Semidonta biloba (Oberthür, 1880)
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　→上記13種はウチキシャチホコ亜科ウチキシャチホ
コ族へ

オオエグリシャチホコ Pterostoma gigantinum Staudinger, 1892
チョウセンエグリシャチホコ  Pterostoma griseum 

(Bremer, 1861)
　→上記2種はギンモンシャチホコ亜科キシャチホコ族へ
タテスジシャチホコ Togepteryx velutina (Oberthür, 1880)
ナカキシャチホコ Peridea gigantean Butler, 1877
ルリモンシャチホコ Peridea oberthueri (Staudinger, 1892)
マルモンシャチホコ Peridea rotundada (Matsumura, 1920)
ニトベシャチホコ Peridea aliena (Staudinger, 1892)
シノノメシャチホコ Peridea elzet Kiriakoff, 1963
イシダシャチホコ Peridea graeseri (Staudinger, 1892)
アカネシャチホコ Peridea lativitta (Wileman, 1911)
ネスジシャチホコ Fusadonta basilinea (Wileman, 1911)
トビネシャチホコ Nephodonta tsushimensis Sugi, 1980
アマギシャチホコ Eriodonta amagisana (Marumo, 1933)
ハイイロシャチホコ Microphalera grisea Butler, 1877
セダカシャチホコ Euhampsonia cristata (Butler, 1877)
アオセダカシャチホコ Euhampsonia splendida (Oberthür, 

1880)
　→上記14種はウチキシャチホコ亜科ウチキシャチホ
コ族へ

ブナアオシャチホコ Syntypistis punctatella (Motschulsky, 

1861)
プライヤアオシャチホコ Syntypistis pryeri (Leech, 1899)
アオシャチホコ Syntypistis japonica (Nakatomi, 1981)
ホリシャシャチホコ Syntypistis subgeneris (Strand, 1915) 
オオアオシャチホコ Syntypistis cyanea (Leech, [1889])
ナチアオシャチホコ Syntypistis nachiensis (Marumo, 1920)
アマミアオシャチホコ Syntypistis amamiensis (Nakatomi, 

1981)
イリオモテアオシャチホコ Syntypistis pallidifascia 

iriomotensis Nakatomi, 1980
　→上記14種はウチキシャチホコ亜科シャチホコガ族へ
ギンボシシャチホコ Rosama cinnamomea Leech, 1888
トビギンボシシャチホコ Rosama ornate (Oberthür, 1884)
　→上記2種はギンモンシャチホコ亜科ギンモンシャチ
ホコ族へ

参考文献
Kobayashi, H., 2011. Notodontidae. In Kishida, Y. (Ed.), 

2011, The Standard of Moths in Japan 2: 268-281. pls 1-12. 
Gakken Education Publishing, Tokyo.

Kobayashi, H. & M. Nonaka, 2016. Molecular phylogeny 
of the Notodontidae. Subfamilies inferred from 28S 
rRNA sequences. Tinea 23 (Suppl. 1): 1-83.

岐阜県でニブイロマダラメイガを採集
宮　野　昭　彦
509-0104　岐阜県各務原市各務おがせ町9丁目96-2
First record of Phycita peliella Yamanaka (Phycitinae, 
Pyralidae) from Gifu Pref., Japan

Akihiko Miyano

Japan Heterocerists’ J. 283: 212.  December 2017

Phycita peliella Yamanaka ニブイロマダラメイガは三
重，奈良，香川，徳島，長崎 (対馬 ) の各県で採集され
た標本 (6♂8♀ ) に基づいてYamanaka (2016)が記載し
た種である．筆者は次のように，岐阜県において本種を
採集しているので標本写真を付けて報告する．報告に際
し，標本を同定いただいた山中浩氏 (富山市 ) に厚くお
礼申し上げる．

〈データ〉岐阜県海津市南濃町羽
は ね だ に

根谷 
標高約120m，環境庁3次メッシュ 5236-6447
2016年8月4日，1♀ (Fig. 1)，筆者採集・標本保管

採集した♀は，夜間ライトトラップに誘引されたもの
である．この夜の天候は小雨で，気温は26.1℃ (23:55)
であった．

引用文献
Yamanaka, H., 2016. Descriptions of two new species of 

the subfamily Phycitinae (Pyralidae) from Japan. Tinea 
23: 216-219.

Fig.1. Phycita peliella Yamanaka, ♀ , Hanedani, Nannou-
cho, Kaizu-shi, Gifu.

1
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小林 (2010) は，国内でEuxoa nigrata Matsumura, 1925
クロヤガとされてきたものが実は2種からなり，北海
道産は旧北区に分布するEuxoa nigricans の亜種 ishidae 
Matsumura, 1926 キタクロヤガ，E. nigrataの基産地を含
む本州産は従来通りの扱いとなることを示した．この中
では東北地方の“クロヤガ”には触れられていなかった．
東北地方の“クロヤガ”は，青森，秋田，宮城の各県

で県版レッドデータブックに掲載されており，比較的多
数が採集されている岩手県を除けば，きわめて採集例が
少ないか，近年の採集例がない．秋田県版レッドデータ
ブックには八幡平で採集された個体の写真が掲載されて
いるが，この個体は後翅内側が明らかに淡色で外見上キ
タクロヤガに一致することを，大倉慎氏が指摘された．
これを受けて，佐々木明夫氏から秋田県産標本2♂1♀
を提供していただき，筆者が交尾器のスライドを作成し
た．さらに，小林秀紀氏に標本と交尾器の写真を見てい
ただき，同定していただいた．また，岩手県立博物館に
“クロヤガ”として収蔵されている標本の閲覧を行った．
また，斉藤修氏には，岩手県産の♂♀の写真を提供して
いただいた．
この結果，秋田県産の“クロヤガ”とされていた標本

は，キタクロヤガであることが判明した．また，岩手県
立博物館に収蔵されている標本10♂も，外見上の特徴
からキタクロヤガと判断できるものであった．斉藤氏所

蔵の岩手県産標本も斉藤氏ご自身が交尾器によりキタク
ロヤガであることを確認された．

被検標本　2♂ , 秋田県鹿角市八幡平金右衛門沼 18 Aug. 
1976 佐々木明夫採集 (Figs 1, 3); 1♀ , 同地 31 Aug. 1975 
佐々木明夫採集 (Figs 2, 4); 1♂ 秋田県田沢湖町大深温泉 
24 Aug. 1974 髙橋雅彌採集 (秋田県立博物館収蔵標本 ); 
1♂ , 岩手県葛巻町袖山 7 Sep. 1979, K. Satake leg.; 1♂ , 
岩手県滝沢村砂込 , 11 Aug. 1972, T. Chiba leg.; 1♂ , 岩
手県盛岡市外山 , 26 Aug. 1971, O. Saito leg.; 岩手県盛岡
市外山 , 20 Aug. 1971, O. Saito leg.; 2♂ , 岩手県葛巻町袖
山 , 22 Aug. 1973, O. Saito leg. (Figs 5-6) (以上岩手県産
は全て岩手県立博物館収蔵標本 )．

小林 (2010) は，外見による識別点のひとつとして後
翅の内側が淡色になることを示しており，♂では今回見
ることができた全ての標本でその傾向が明らかであっ
た．しかし，♀では判然としないか淡色になる傾向が弱
かった．今回は2♀しか実見していないため，これが一
般的であるか判断できないが，外見で識別する際には注
意が必要であろう．そのほかの外見は小林 (2010) が亜
種 ishidaeの特徴としてあげた内容と一致するので，東
北地方産も北海道産と同じ亜種とすべきものと考える．

東北地方のキタクロヤガ Euxoa nigricans ishidae Matsumura, 1926 について
梅　津　一　史
010-0851　秋田県秋田市手形字山崎 44-7

On Euxoa nigricans ishidae Matsumura, 1926 (Noctuidae) of Tôhoku area (northeastern region of Honshû, Japan)
Kazushi Umetsu
Japan Heterocerists’ J.  283: 213-215.  December 2017.

Figs 1-2. Euxoa nigricans ishidae Matsumura from Kin-emon-numa, Hachimantai, Kazuno-shi, Akita Prefecture. 1. ♂ . 2.♀ .

1 2
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今回検討できた東北地方産の“クロヤガ”とされてい
た標本は限られた数であるが，真のE. nigrata クロヤガ
の標本はひとつも見出されなかった．2種が東北地方で
混生しているのか，混生していないとすれば境界がどこ

にあるのか，今後さらに精査が必要である．
報告にあたり，最初に問題に気づかれた大倉慎氏の慧

眼に敬意を表するとともに，発表を委ねてくださったこ
とに感謝したい．また，標本を提供してくださった，佐々

Figs 3-8. Euxoa nigricans ishidae Matsumura. 3. Male genitalia, Kin-emon-numa, Hachimantai, Kazuno-shi, Akita 
Prefecture. 4. Female genitalia (same locality as Fig. 3). 5-7. ♂ , Sodeyama, Kuzumaki-cho, Iwate Prefecture, in the 
collection of Mr. O. Saito. 8. ♀ , same locality as Figs 5-7.

3 4

5 6

7 8
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木明夫氏，写真を提供してくださった斉藤修氏，同定し
てくださった小林秀紀氏，標本閲覧に当たり便宜を図っ
てくださった渡辺修二博士 (岩手県立博物館 ) の各位に
心よりお礼を申し上げる．

引用文献
小林秀紀 , 2010. クロヤガ Euxoa nigrata Matsumura, 

1925 と北海道のキタクロヤガ (新称 ) Euxoa nigricans 
ishidae Matsumura, 1926 について．Tinea 21: 113-118.

Summary  By Kobayashi (2010), Euxoa nigricans ishidae 
inhabits in Hokkaidô and Euxoa nigrata Matsumura, 1925 
in Honshû, but he did not referred information concerning 
the Tôhoku area. I examined several specimens caught 
in Akita Pref. and Iwate Pref. and determined them all 
as Euxoa nigricans ishidae, and I could not detect any 
specimens of Euxoa nigrata. It needs further study on 
whether or not E. nigrata inhabit mixed with E. nigricans 
ishidae in Tôhoku area, and if they do not inhabit mixed, 
where the boundary line is.

■日本蛾類学会2018年総会・研究発表会のお知らせ
日本蛾類学会2018年総会・研究発表会は，東京大学

本郷キャンパスで開催されます．今回は，日曜日ではな
く，土曜日の開催です．会場，曜日とも例年と異なりま
すのでご注意ください．ふるってご参加ください．
日　時：2018年1月27日 (土 )
総　会：11:00 ～ 11:30
研究発表会：13:00 ～ 17:00
場　所：東京大学本郷キャンパス理学部2号館4階大講堂
懇親会：東京大学本郷キャンパス内「山

さんじょう

上会館」
交　通：地下鉄丸ノ内線・大江戸線「本郷三丁目」より
徒歩6 分・地下鉄南北線「東大前」駅 より徒歩15 分．

■研究発表会 (予定 ) 
＜特別講演＞
奥本大三郎（ファーブル昆虫館長）：虫とことば 
＜招待講演＞
工藤誠也（弘前大学農学生命科学部）：東北地方で話題
の蛾について 

■一般講演申込要領
2017年12月31日 (日 )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
用意します．講演希望の方は，演題・講演者名・所属・
住所を担当までメール・葉書・FAX等でお知らせくだ
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
いいたします．
1. 必要な事項は，演題・講演者名・所属もしくは住所・
要旨本文です．
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る
か，メディア (CD-R・USB メモリ等 ) の郵送で，手書
き原稿は郵送でお送りください．
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2018年1月14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PowerPoint2011/2016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，事前に研究発表会担当にお知らせ下さい．
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．

会  報
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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　恵太郎　　 e-mail: eda@air.ocn.ne.jp

昆　  虫　  植　  物　研  究  器  具  は
80 余年の経験と信用を誇る「志賀昆虫」へ
日本ではじめてできた　最上質ステンレス製 
有頭シガ昆虫針　有頭 W 針，微針，00，0，1，2，3，4，5，6 号
舶来品をはるかに凌駕する最良最硬質ステンレス（モリブデン含有）
各種標本箱等蛾類研究用必需品も取揃えてあります．ぜひご利用下さい。

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

ムシは一ばん
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第48回みくに会報告
今年の採集例会「みくに会」は2017年6月24日 (土 ) 

～ 25日 (日 ) に長野県佐久市の「山荘あらふね」で21
年ぶりの開催となりました．
環境は落葉広葉樹林帯，池のそばということもあり草

原性蛾類も飛来．天候は曇りのち小雨でガスに包まれの
絶好の蛾日和となりました． 初参加含めて41名が参加． 
宿のまわりには様々な様式の屋台が6～ 7幕用意され，
採集と蛾談義で一夜を過ごしました．
並行して行われたオークションではマエアカヒトリの

幼虫などが出品され，大いに盛り上がりました．
恒例の珍品賞はシロミミハイイロヨトウ．4個体が採

集されました．25日は朝食＆ミーティング後，記念撮影．
9時頃に現地解散しました．

■蛾類通信をお届けします
蛾類通信283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2017年11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．会費は前納
となっております．振込用紙を同封しましたので御確認の
上，2018年度分まで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．2018年は「1993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 ) 1993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 )．
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，大月和彦，久保田祐平，田村英之


