
数年前のみちのく会の席上で，秋田の高橋雅彌氏から
日本のAemene altaica (Lederer, 1855) ホシオビコケガに
は2種が混ざっているのではないかと指摘された．雄の
触角と交尾器に差があるという．その場で標本を頂いて
研究を委ねられたのだが，なかなか調べがつかなかった．

最近，調べなおしたところ，確かに雄の触覚が短い櫛歯
状のもの (Aタイプとする ) と糸状のもの (Bタイプとす
る ) が存在していた．そこで交尾器を検したところ，両
者は明瞭に区別できる別種であることが判明した．する
と，従来使用されている学名のA. altaicaは，Aタイプ，

日本のホシオビコケガについて ─含む１新種の記載─
岸　田　泰　則
155-0031　東京都世田谷区北沢 5-20-1-103

Notes on Aemene altaica (Lederer, 1855) (Arctiidae) in Japan, with description of a new species
Yasunori Kishida
Japan Heterocerists’ J. 285: 233-236. April 2018.

No.  285,   pp. 233-256.     30. IV. 2018 ISSN  0286-3537

蛾 類 通 信
日本蛾類学会発行・茨城県つくば市天久保 4-1-1 国立科学博物館筑波研究施設内／印刷・シナノ株式会社・東京

THE JAPAN HETEROCERISTS’ JOURNAL／ Editors   Keitaro Eda, Utsugi Jinbo, Takeo Kaneko & Hideki Kobayashi
Published quarterly by the JAPAN HETEROCERISTS’ SOCIETY  c/o 4-1-1, Amakubo, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-0005. 
Printed by Shinano Co. Ltd., Tokyo.   Annual member’s fee  7,000 Yen.

Figs 1-6. Aemene spp. 1-3. A. takahashii sp. nov. 1. Holotype, ♂ , Tokyo. 2. Paratype, ♀ , Gifu. 3. Male antenna. 4-6. A. 
altaica. 4. ♂ , Hokkaido. 5. ♀ , Shizuoka. 6. Male antenna.
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Bタイプのどちらなのか (また，どちらでもない ) とい
う問題が出てくる．A. altaicaはロシアのアルタイ山脈産
を基に記載されているので，ロシア・ノボシビルスク在
住のヒトリガの専門家のV. V. Dubatolov博士に触角と交
尾器の画像を送り，どちらが真のA. altaicaであるのか
問い合わせたところ，「真のA. altaicaはAタイプであり，
Bタイプは新種であろう」という返事をいただいた．ま
た，Hampson (1900) のaltaicaの記述には触角が櫛歯状
と記してあるので，AタイプをA. altaicaと同定してもよ
いと考えた．しかし，まだ問題はある．A. altaicaには，
シノニムとされている2つの名Aemene fasciata Butler, 
1877 (基産地は横浜と函館，原記載には図はないが
Butler (1878) に原色図が掲載されている ) とParasiccia 
altaica coreana Bryk, 1949 (基産地は韓国Shuotsu，タイ
プ標本はネットで公開されている ) があるからだ．そこ
で，韓国でコケガを研究しているU. Bayarsaikhan氏に
問い合わせたところ，韓国で採集されているものはAタ

イプであるという返事をいただいた．これらのことから
Parasiccia altaica coreana は従来通りaltaicaのシノニムと
して扱ってよいと考えられる．残りのAemene fasciata で
あるが，Hampson (1900) はタイプ標本を検してaltaica

のシノニムとして処理したと思われるので，その扱いを
踏襲することにした．そこで，Aタイプはaltaicaと同定
し，Bタイプを新種としてここに記載することにした．

Aemene altaica (Lederer, 1855)  
クシヒゲホシオビコケガ (改称 ) (Figs 4-6) 
Nudaria altaica Lederer, 1855, Verh. zool. bot. Ver. Wien 5: 

104, pl. 1: 3.
Aemene fasciata Butler, 1877, Ann. Mag. nat. Hist. (4) 20: 399; 

Butler, 1878: 7, pl. 22, fig. 9.
Parasiccia altaica coreana Bryk, 1949, Ark. Zool. 41 (A) 1: 34; 

Hampson, 1900: 409, fig. 319.
開張♂ 17-26mm，♀ 24-30mm．♂の触角は短い櫛歯

Figs 7-8. Male genitalia of  Aemene spp. 7. A. takahashii sp. nov., paratype. 8. A. altaica. 
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状 (Fig. 6)．
♂交尾器 (Fig. 8)．Valvaの先端部は丸い；sacculusの

先端は太い角状に突出し，先端の手前に大きな指状突起
がある．Aedeagusのcornutiは刺状突起の束が1個．
♀交尾器 (Fig. 10)．Ductus bursaeは弱く骨化し，細長

い．Corpus bursaeは膜質で楕円状；signumは明瞭．
被検標本．北海道利尻島 , 3. viii. 1975, 1 ♂ (K. Jinbo)．

秋田県 :湯ノ沢温泉 , 1♂ , 18. viii. 1963 (A. Sasaki)．新潟
県 :多宝山だいろ坂 , 1♂ , 19-20. vii. 2006 (T. Naito); 水原
町里 , 1♂ , 7. vii. 2001 (A. Seino); 胎内黒川 , 1♂ , 23-24. 
ix. 1990 (A. Seino)．群馬県 :霧積温泉 , 1♂ , 22. viii. 1956 
(T. Maenami); 土合 , 1♂ , 24. vii. 2004 (M. Seino)．埼玉
県 :入間市仏子 , 1♂ , 12. x. 1991 (H. Inoue)．東京都 :高
尾山 , 1♂ , 14. v. 1961 (T. Maenami)．山梨県 :大月市深城 , 
1♀ , 1. vii. 1989 (Y. Kishida)．長野県 :安曇野市明科 , 1♂ , 
19. x. 2010 (Y. Kishida), 1♂ , 24. viii. 2014 (Y. Kishida)．
岐阜県 :高山市新穂高右俣 , 1♂ , 17. vii. 2017 (H. Endo)．
静岡県 :静岡市梅ヶ島温泉 , 1♀ , 23. v. 1982 (K. Eda)．愛
知県 :美山町伊往戸 , 1♂ , 3. x. 1987 (T. Mano); 鳳来町黄
柳野 , 1♀ , 28. v. 1988 (T. Mano)．長崎県 :対馬峰町大星
山 , 1♂ , 23-24. vii. 1979 (A. Seino); 世知原町太田1♂ , 

29. vi. 2014 (M. Nishizawa)．

従来ホシオビコケガという和名で記録されているもの
には2種が含まれることが判明したので，本種はクシヒ
ゲホシオビコケガという名前に改称した．

Aemene takahashii sp. nov.  
クシナシホシオビコケガ (新称 ) (Figs 1-3) 
開張♂ 23-25mm，♀ 26-30mm．♂♀ともに触角は糸

状 (Fig. 3) で，♂では短い櫛歯状のaltaicaとの区別は容
易．色彩，斑紋にはaltaicaとの違いはほとんどみられな
いが，亜外縁の黒点列のうちM2室のものが本種では小
さな2黒点であるが，altaicaでは大きな1黒点であるこ
とで区別できる場合が多い．
♂交尾器 (Fig. 7)．Valvaの先端部はaltaicaよりも細く，

先端には棘状の突起を備える；sacculusの先端はaltaica

よりも細く，先端の手前には小さなコブ状の隆起がある
のみ．Aedeagusのcornutiは刺状突起の束が3個．
♀交尾器 (Fig. 9)．Ductus bursaeはaltaicaよりも短く，

太い．Corpus bursaeはaltaicaよりも長く，尾半部は太い；
signumは骨化が弱く，altaicaよりも小さく，目立たない．

Figs 9-10. Female genitalia of  Aemene spp. 9. A. takahashii sp. nov., paratype. 10. A. altaica. 
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Holotype. ♂ , 東京都奥多摩町日原 , 7. viii. 2006 (Y. 
Kishida. 東京大学総合研究博物館所蔵 ).

Paratypes. 秋田県太田町真木谷 , 11. viii. 1974, 1♂ 
(A. Sasaki); 新潟県鹿瀬町実川 , 4-5. viii. 2003, 1♂ (A. 
Seino); 新潟県津川町大牧 , 4-5. vii. 2003, 1♂ (A. Seino); 
岐阜県高山市奥飛騨新穂高左俣わさび平 , 1,400m, 19. 
viii. 2017, 2♂2♀ (H. Endo); 岐阜県上宝村福地 , 1♀ , 
4. viii. 1983 (T. Mano); 長野県奈川村入山 , 1♀ , 19. viii. 
2017 (Y. Kishida).
種小名は，本種を最初に認識した秋田の高橋雅彌氏に

献名した．
分布．日本 (秋田県，新潟県，東京都，長野県，岐阜県 )．
私の手元の標本ではクシヒゲホシオビコケガとの混棲

地は無いが，非常に近接した産地もあるので，今後各地
の標本を精査すれば混棲地がみつかるかもしれない．

謝　辞
筆者に研究を委ねられた秋田の高橋雅彌氏，altaicaの

タイプについてご教示をうけたロシア・ノボシビルス
クのV. V. Dubatolov 博士，韓国の情報をいただいたU. 
Bayarsaikhan氏，各地の標本を調べる機会を与えられた
佐々木明夫，清野昭夫，清野元之，間野隆裕，神保宇嗣，
前波鉄也，遠藤弘志，西沢正隆，枝恵太郎，阪本優介，故・
神保一義，故・井上寛の諸氏，原稿の作成についていろ
いろご協力いただいた矢崎克己氏に深謝する．
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Summary A new species of Aemene, A. takahashii sp. 

nov., is described from Japan. Although the new species is 
almost indistinguishable from A. altaica (Lederer, 1855) 
in appearance except the structure of male antenna, the 
genitalia of both sexes are distinctly different.
Aemene takahashii sp. nov. (Figs 1-3) 

Expanse 23-25 mm in male, 26-30 mm in female. 
Antenna filiform in both sexes, while in altaica which is 
shortly bipectinate in male and filiform in female. Both 
wings with maculations almost identical with those of 
altaica, but subterminal row of black spots usually having 
two small spots in cell M2 instead of a large one in altaica.

Male genitalia (Fig. 7). Valva with cucullus thinly 
sclerotized, more slender than in altaica, gradually 
narrowed towards pointed apex; sacculus with apical 
process much more slender than in altaica, bearing a small 
proximal round process instead of a long and broad digital 
process in altaica. Aedeagus vesica with three bunch of 
spines rather than only one in altaica.

Female genitalia (Fig. 9). Ductus bursae shorter and 
broader than in altaica. Corpus bursae longer than in 
altaica, with caudal half broader; signum smaller and more 
weakly sclerotized than in altaica.

Holotype.♂ , Japan, Tokyo, Okutama, Nippara, 7. viii. 
2006 (Y. Kishida), preserved in the University Museum, 
the University of Tokyo, Tokyo. Paratypes. Japan: Akita 
Pref., Gota, Magi Valley, 11. viii. 1974, 1♂ (A. Sasaki); 
Niigata Pref., Kanose, Sanegawa, 4-5. viii. 2003, 1♂ (A. 
Seino); Niigata Pref., Tsugawa, Oomaki, 4-5. vii. 2003, 1
♂ (A. Seino); Gifu Pref., Takayama, Okuhida, Shinhodaka, 
Wasabidaira 1,400m, 19. viii. 2017, 2♂2♀ (H. Endo); 
Gifu Pref., Kamitakara, Fukuchi, 4. viii. 1983, 1♀ (T. 
Mano); Nagano Pref., Nagawa, Nyuyama, 19. viii. 2017, 1
♀ (Y. Kishida).

Distribution. Japan.
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Nemophora askoldella (Millière) ギンヒゲナガは，国内
では北海道，本州 (中部山地以北 ) に分布し，成虫が7
～ 8月に出現すること，♂成虫が日没時にススキなどの
先端で群飛することが知られているが (広渡 , 2013; 梅
津 , 2014)，寄主植物等の詳細な生態は不明である．筆者
らは，長野県及び静岡県において，本種の産卵行動及び
交尾個体を観察したのでここに報告する．

観察日時と場所
2016年7月31日の13:00～ 15:00に長野県菅平高原 

(北緯36˚32’，東経138˚20’，標高1,410 m)，同日15:30
～ 18:00に長野県峰の原高原 (北緯36˚33’，東経138˚21’，
標高1,400 m)，8月25日の17:00～ 18:00に静岡県朝霧
高原 (北緯35˚25’，東経138˚35’，標高920 m) で成虫の
観察を行った．天候は，菅平高原及び峰の原高原では晴
れ，朝霧高原では曇りであった．植生は，いずれの調

ギンヒゲナガの産卵行動と交尾個体の観察例
松　井　悠　樹 土　井　美　春
680-8553　鳥取県鳥取市湖山町南 4-101 389-0102　長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 925 
鳥取大学農学部害虫制御学分野

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
Observations of oviposition and a mating pair in an adelid moth Nemophora askoldella (Millière) (Adelidae)
Yuki Matsui, Miharu Doi and Hideshi Naka
Japan Heterocerists’ J. 285: 237-238. April 2018.

Figs 1-2. Habitat of Nemophora askoldella (Millière) 1. Sugadaira-kogen, Nagano Prefecture. 2. Asagiri-kogen, Shizuoka 
Prefecture. Fig. 3. Mating pair under males’ swarm. Fig. 4. Female inserting an ovipositor into a flower bud of Lespedeza 
cyrtobotrya Miq.
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査地もMiscanthus sinensis Anderssonススキを主体とした
乾性草原で，菅平高原ではPlatycodon grandiflorus (Jacq.) 
A.DC. キキョウ，Lespedeza cyrtobotrya Miq. マルバハギ，
Eupatorium lindleyanum DC. サワヒヨドリ，峰の原高原
ではAngelica pubescens Maxim. シシウド，朝霧高原では
マルバハギ，Aralia cordata Thunb. ウドなどの草本が点
在していた (Figs 1-2)．

雄成虫の群飛
峰の原高原において，高さ約1.5 mのシシウドの花上

で3～ 10頭の雄が群飛するのが観察された．群飛は主
に花の約30 cm～ 1 m上空で行われていたが，地上3 m
程の高度まで上昇することもあった．朝霧高原ではシ
シウドの花上のほか，ウドの花上，ススキなどの草本
の先端部でも2～ 6頭の群飛が観察された．日本産のヒ
ゲナガガ科で成虫が夏季に出現するNemophora ahenea 
Stringer コンオビヒゲナガなどでは，夕刻に飛翔活性
が高まり群飛を行うことが知られている (広渡・亀谷 , 
1999)．今回の観察により，本種も夕刻に群飛を行うこ
とが明らかになった．しかし，ロシアにおける観察では，
本種は曇天時に一日中群飛を行うことが報告されている
ため (Kozlov, 1987)，今後は一日を通した調査を行い，
本種の日周行動パターンを明らかにする必要がある．

交尾個体
菅平高原において，雄が群飛しているシシウドの下の

葉上で交尾している個体が観察された (Fig. 3)．ロシア
におけるAdela amurensis Alphéraky (Nemophora amatella 
(Staudinger) オオヒゲナガのシノニム ) の観察では，雌
が群飛の中に飛び込み，空中で交尾を行ったことが報告
されている (Kozlov, 1987)．今回の観察において群飛の
直下に交尾個体が見られたことから，本種も同様の配偶
行動を行っていると考えられた．

産卵行動
菅平高原での観察中，マルバハギ及びその周辺に多く

の雌が見られたため，継続して雌の行動を観察したとこ
ろ，14:20にマルバハギ上にいた雌が触角で花蕾を何度
か触れた後に，腹端の産卵管を花蕾に垂直に挿入して体
を上下させる，産卵と考えられる行動を約1分間示した 
(Fig. 4)．朝霧高原においても同様の行動が17:09~17:12
までの約3分間観察された．花蕾内部の卵を確認してい
ないため，実際に卵が産下されたのかは不明であるが，
本種が寄主植物としてマルバハギを利用している可能性
は高いと考えられた．
同属のN. raddei (Rebel) ゴマフヒゲナガは，雌の産卵

対象となるSalix sieboldiana Blume ヤマヤナギの上で雄
が群飛を行うことが知られているが (黒子 , 1961)，今回

の観察ではマルバハギの上で群飛する本種の雄は観察さ
れなかった．このことから，本種において，雌が産卵す
る植物と雄が群飛を行う場所とは無関係であると考えら
れた．

生息環境
長野・静岡両県での観察結果から，本種の生息には

雌による産卵と考えられる行動が観察されたマルバハギ
と，雌雄が配偶行動に用いると考えられるシシウドの両
方が必要であると考えられた．近年，国内では半自然草
原の減少が著しく，それに伴って様々な昆虫類において
生息地の消失による個体数の減少が危惧されている (田
下 , 1989, 大窪・土田 , 1998など )．本種もまた生息地の
減少が指摘されており (梅津 , 2014)，成虫が要求する草
原的環境の減少は，本種の個体群の存亡に大きな影響を
及ぼすと考えられた．今回の観察により本種の生息環境
及び生態の一端が明らかになったことは，保全の観点か
らも意義があると考えられる．

引用文献
広渡俊哉 , 2013. ヒゲナガガ科 . 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: 102-
110. 学研教育出版 , 東京 .

広渡俊哉・亀谷計泰 , 1999. コンオビヒゲナガの配偶行
動 . 蝶と蛾 50: 85-92.

Kozlov, M.V., 1987. Precopulatory behavior of lower 
lepidoptera. Entomol. Rev. 64: 5-7.

黒子　浩 , 1961. ゴマフヒゲナガの生活史 . 九州大学農学
部学芸雑誌 18: 323-324.

大窪久美子・土田勝義 , 1998. 半自然草原の自然保護 . 沼
田眞 (編 ), 自然保護ハンドブック : 432-476. 朝倉書店 , 
東京 .

田下昌志 , 1989. 二次遷移に伴うチャマダラセセリ個体
数の減少 . 蝶と蛾 40: 85-92.

梅津一史 , 2014. 秋田県のヒゲナガガ科 (鱗翅目 ). 秋田県
立博物館研究報告 39: 3.

Summary  In July and August 2016, we conducted 
observations of adults of Nemophora askoldella (Millière) 
in Nagano and Shizuoka prefectures. The males of N. 
askoldella actively swarmed in the sunset, and a mating 
pair was observed under the males’ swarm. Adding that, 
we observed the behaviors considered as oviposition on 
flower buds of Lespedeza cyrtobotrya Miq. by females. 
Although we could not observed any laid eggs in the buds, 
N. askoldella possibly use L. cyrtobotrya as a host plant at 
least in young larval stages. 
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メイガ科マダラメイガ亜科のAcrobasis属は日本から
24種が知られ，それらの幼虫はバラ科，ニレ科，ブナ科，
クロウメモドキ科，アサ科に属する樹木の葉を摂食する
ことが知られている (山中・佐々木，2013)．
第一著者の阪上は，2017年6月に佐渡島でマダラメイ

ガ亜科の幼虫をオニグルミ (クルミ科 ) およびクマヤナ
ギ (クロウメモドキ科 ) の葉から採集した．それらの幼
虫を研究室に持ち帰って飼育したところ，オニグルミか
らはAcrobasis subflavella ウスアカオビマダラメイガが，
クマヤナギからはA. rufizonellaホソアカオビマダラメイ
ガが羽化した．最近出版された「新潟県産蛾類目録」 (佐
藤ら，2015) ではいずれの種も佐渡島から記録がなかっ
た．また , ウスアカオビマダラメイガの幼虫の寄主植物
はこれまで不明であった (山中・佐々木，2013)．そこで，
これら2種の幼虫の生態について報告する．
飼育は幼虫を明期16時間，暗期 8時間，25℃のイン

キュベーターで，直径9cm，高さ3cmのプラスチック
シャーレに個別に入れて行った．餌は採集した同じ株の
葉を用いた．種の同定には羽化した雌雄の外部形態を井
上 (1982) および山中・佐々木 (2013) を参考にして行っ
た．また，腹部を5%KOH溶液で湯煎後，洗浄して取り
出した交尾器を本属の他の種と比較・検討した．これら
2種の羽化成虫の一部は大阪府立大学昆虫学研究室に保
管した．

1. ウスアカオビマダラメイガ 
Acrobasis subflavella (Inoue, 1982) 
日本では北海道と本州に分布し，新潟県からはこ

れまで村上市，燕市の2産地だけが記録され (佐藤ら，
2015)，比較的まれな種であろう．
寄主植物：オニグルミJuglans mandshurica Maxim. var. 
sachalinensis (Komatsu) Kitam.  (クルミ科 ) 
飼育記録 : 3♂ (前翅長：7.0 , 7.3, 7.7 mm)，3♀ (6.6 , 6.7, 
6.7 mm)． 新潟県佐渡市新穂青木，4 June 2017中齢幼虫
採集；20–24 June 2017蛹化； 4–10 July 2017羽化．

採集時，幼虫は葉を緩く巻き，その内側の葉柄上に細
かな糞を絹糸で綴って筒状の巣を形成し (Fig. 1)，その
巣の中で見つかった．蛹化も幼虫と同じ巣の内部で行っ
た．巣の内部がわかるように巣の側部を切って終齢幼虫
を示した (Fig. 2)． 頭部と前胸背盾はやや光沢を帯びた
茶褐色で，幼虫体もやや紫色を帯びたくすんだ茶褐色で
ある．羽化した成虫はオス (Fig. 3) の方がメス (Fig. 4) 
よりすべての個体でサイズが大きく，多少斑紋が薄かっ
た．
本種幼虫の寄主は今回初めて確認され，またクルミ

科は日本のAcrobasis属では初めての寄主植物となる．
ただし，北米では本属の多くの種がクルミ科を寄主と
し，ペカンなどの害虫にもなっているが，日本を含む
旧北区に比較的多いブナ科食 (主にコナラ属Quercus) は
少ない． 糞と絹糸を用いて筒状の巣をつくるのは，す
べての種ではないが，本属の代表的な摂食習性である 
(Neunzig, 1986)．また，北米産の幼虫の巣と蛹化の巣の
サイズや形状は種の特徴となっている (Neunzig, 1986)．

2. ホソアカオビマダラメイガ
Acrobasis rufizonella Ragonot, 1887
日本には，北海道，本州，九州，対馬に広く分布し，

新潟県ではこれまで関川村，燕市，弥彦村，加茂市から
記録されている (佐藤ら，2015)．本種の幼虫の寄主は
既知で，今回も同じ植物から得られた．
寄主植物：クマヤナギBerchemia racemosa Siebold et 
Zucc. (クロウメモドキ科 ) 
飼育記録：3♂ (前翅長7.6, 7.9, 9.0 mm)，2♀ (7.9, 8.0 
mm)．新潟県佐渡市新穂青木，4 June 2017 中齢幼虫採集；
蛹化日不明；28 June-3 July 2017羽化．  
本種の幼虫は寄主の葉を綴って巣をつくり，周辺の葉

を摂食していた．ウスアカオビマダラメイガのような，
糞と絹糸を用いた筒状の巣は形成していなかった．蛹化
は巣から脱出して容器の隅で営繭しその中で行った．お
そらく野外の自然条件下では老熟幼虫は地上に降下して
蛹化すると推察される． 

佐渡島初記録の Acrobasis 属 (メイガ科 ) 2種の寄主植物と摂食習性
阪　上　洸　多 吉　安　　　裕
657-0013　兵庫県神戸市灘区六甲台町 1-1 612-8141　京都府京都市伏見区向島二ノ丸町 151-30-3-D-216 
神戸大学大学院農学研究科昆虫多様性生態学研究室
Two Acrobasis species (Pyralidae) newly recorded from Sado Is., Niigata Prefecture, with their host plants 
and larval feeding behaviors
Kota Sakagami & Yutaka Yoshiyasu
Japan Heterocerists’ J. 285: 239-240. April 2018.
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Summary Two phycitine species (Pyralidae) of the genus 
Acrobasis, A. subflavella (Inoue) and A. rufizonella Ragonot, 
were newly recorded from Sado Is., Niigata Prefecture. The 
larvae of A. subflavella fed on leaves of Juglans mandshurica 
Maxim. var. sachalinensis (Komatsu) Kitam. (Juglandaceae) 
and formed frass-covered silk tubes on the leaves of host 
plant. This is the first host plant record of A. subflavella 

(Inoue).

Fig.1. Frass-covered silk tube formed by larva of Acrobasis subflavella (Inoue) on a leaf of Juglans mandshurica Maxim. var. 
sachalinensis (Komatsu) Kitam. in Sado Is. Fig. 2. Mature larva of A. subflavella (Inoue) in the tube. Figs 3-4. Adults of A. 
subflavella (Inoue). 3. Male emerged in July 3, 2017. 4. Female emerged in July 4, 2017. Fig. 5. Adult female of A. rufizonella 
Ragonot emerged in July 3, 2017.
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静岡県富士宮市根原は草原が広がり朝霧高原の名で
知られる地域である．ここで発見され，分布地がここ
以外知られていない蛾にSideridis incommode (Staudinger, 
1888) キシダムラサキヨトウ (この蛾は岸田泰則が発見
し，吉本浩氏が日本未記録種キシダムラサキヨトウとし
て記録した蛾である (吉本，1990)．しかし，現在の岸
田編 (2011) ではアサギリヨトウという和名が使用され
ている．このアサギリヨトウという和名は杉繁郎氏が
その年の回顧記事の中で一方的に改名したもので (杉，

1991)，筆者の一人岸田は，そのような感情的な行為は
好ましくないと思っている．そこで，吉本氏が記録した
当時の名を使用するべきと考え，ここではアサギリヨト
ウの名は使用しない ) がある．この蛾は発見から数年間
は採集されていたが，ここ10年以上採集されたという
ことを聞いておらず，絶滅が危惧されている．環境省の
レッドデータに急遽指定する必要を感じ，2017年に環
境省からの委託により，レッドリスト作成のためキシダ
ムラサキヨトウの生息状況を目的とした調査を行った．

2017年，環境省の静岡県朝霧高原の調査で得られた蛾
岸 　田　泰　 則 秋　葉　哲　男
155-0031　東京都世田谷区北沢 5-20-1-103 116-0014　東京都荒川区東日暮里 2-25-7

飯　森　政　宏 北　島　裕　紀
335-0002　埼玉県蕨市塚越 6-28-11 891-0175　鹿児島県鹿児島市桜ケ丘 5丁目 36-10

阪　本　優　介 矢　野　高　広
252-0001　神奈川県座間市相模が丘 1-27-22-1201 174-0064　東京都板橋区中台 3-27-M-409

神　保　宇　嗣
305-0005　茨城県つくば市天久保 4-1-1　国立科学博物館 動物研究部

List of moths collected at Asagiri-kogen, Fujinomiya, Shizuoka Prefecture in 2017, on insects fauna 
investigation which is to be outsourced from Ministry of the Environment Government of Japan 
Yasunori Kishida, Tetsuo Akiba, Masahiro Iimori, Yuki Kitajima, Yusuke Sakamoto, Takahiro Yano and Utsugi Jinbo
Japan Heterocerists’ J. 285: 241-246. April 2018.

Fig. 1. Archips subrufana (Snellen). Fig. 2. Sauris marginepunctata (Warren). Fig. 3. Anisoneura aluco (Fabricius). Fig. 4. 
Heliocheilus fervens (Butler). Fig. 5. Protegira songi (Chen & Zhang). Fig. 6. Mythimna pallidicosta (Hampson).
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調査は7～ 8月に10回以上の調査を行ったが，結果とし
て本種は生息が確認できず，絶滅危惧の度合いが増して
いることが判明した．なお，キシダムラサキヨトウと同
時期に多産したVirgo confusa Kishida & Yoshimoto, 1991
ニセトガリヨトウも今回の調査では確認できず，この種
もレッドリストの指定が必要と思われる．
今回，この環境省の調査で得ることができた蛾を報告

する．
本文に先立ち，調査に協力していただいた野中俊文，

朝長政昭両氏，ヒメムラサキヨトウ・トチュウウスクモ
ヨトウを同定して頂いた枝恵太郎氏，現地の調査を許可
され，鍵などの貸与など，いろいろご協力いただいた富
士宮市の吉川清人氏に深謝する．

採集者名
秋葉哲男：TA,　飯森政宏：MI,　岸田泰則：YK,　北

島裕紀：YK2,　阪本優介：YS,　矢野高広：TY．
採集した標本は各自が保管している．
種の掲載の順番は日本産蛾類標準図鑑 (岸田編，

2011a, b・広渡ほか編，2013・那須ほか編，2013)に従った．

ヒロズコガ科 Tineidae 
ク ロ ス ジ キ ヒ ロ ズ コ ガ Tineovertex melanochryseus 

(Meyrick, 1911)　 1ex. (YS), 22. vii. 2017.

ホソハマキモドキガ科 Glyphipterigidae 
ツマキホソハマキモドキ Lepidotarphius perornatellus 

(Walker, 1864)　 1♂ (YS), 5. viii. 2017.

ヒラタマルハキバガ科 Depressariidae 
キガシラヒラタマルハキバガ 
Agonopterix angelicella ochrosephara Saito, 1980

1ex. (YS), 5. viii. 2017.

マルハキバガ科 Oecophoridae 
ホソオビキマルハキバガ Acryptolechia malacobyrsa 

(Meyrick, 1921)　 1ex. (YS), 22. vii. 2017.
ヤシャブシキホリマルハキバガCasmara agronoma 

Meyrick, 1931　1♂ (YS), 5. viii. 2017.
サカイマルハキバガ Promalactis sakaiella (Matsumura, 1931)　 

2exs (YS), 5. viii. 2017. , 1♂ (YS), 14. viii. 2017.

キバガ科 Gelechiidae 
カドホシキバガ Photodotis adornata Omelko,1993　

1ex. (YS), 22. vii. 2017.

ハマキガ科 Tortricidae 
ツマモンエグリハマキAcleris paradiseana (Walsingham, 1900)　

1♂1♀ (YS), 22. vii. 2017.
ナ カ ハ ス ジ ベ ニ ホ ソ ハ マ キ Cochylidia subroseana 

(Haworth, 1811)　 1ex (YS), 22. vii. 2017.
ヒナタハマキArchips subrufana (Snellen, 1883)  (Fig. 1)

1♂ (YS), 22. vii. 2017 (交尾器確認済 ).
正式な記録は神奈川県丹沢と静岡県朝霧高原しかな

い .♀は日本からは未発見 .
マツアトキハマキ Archips oporana (Linnaeus, 1758)　 

1♂ (YS), 5. viii. 2017.
ウスキカクモンハマキ Choristoneura lafauryana (Ragonot, 

1875)　 2♂ (YS), 5. viii. 2017.
サッポロヒメハマキ Ukamenia sapporensis (Matsumura, 

1931)　 1ex. (YS), 22. vii. 2017.

メイガ科 Pyralidae 
ツマグロフトメイガ Noctuides melanophius Staudinger, 

1892　1♂ (YS), 22. vii. 2017, 1♀ (YS), 5. viii. 2017.
マツノマダラメイガ Dioryctria abietella (Denis & 

Schiffermüller, 1775)　1♀ (YS), 22. vii. 2017.
クシヒゲシマメイガSacada approximans (Leech, 1889)　

1♂ (YK), 4. viii. 2017.

ツトガ科 Crambidae
ホソスジツトガ Pseudargyria interruptella (Walker, 1866)　 

1♀ (YS), 22.vii. 2017.
コアトモンミズメイガ Nymphicula mesorphna (Meyrick, 

1894)　1ex. (YS), 22. vii. 2017, 2exs (YS), 5. viii. 2017.
ヒトモンノメイガ Pyrausta unipunctata Butler, 1881　

1ex. (YS), 5. viii. 2017.
アトグロキノメイガ Pyrausta simplicealis (Bremer, 1864)　 

1♀ (YS), 14. viii. 2017.
シロモンクロノメイガAnania funebris astrifera (Butler, 

1879)　1♂ (YK), 29. viii. 2017.
ウスオビクロチビノメイガ Pyrausta fuliginata Yamanaka, 

1978　 1♂ (YS), 5. viii. 2017.
ゴマダラノメイガ Pycnarmon lactiferalis (Walker, 1859)　 

1♂ (YS), 14. viii. 2017.
ハラナガキマダラノメイガ Analthes maculalis (Leech, 

1889)　 1♂ (YS), 5. viii. 2017.

ヤママユガ科 Saturniidae  
オオミズアオActias aliena (Butler, 1879)　

1♂ (TY), 14. viii. 2017.
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カイコガ科 Bombycidae 　
クワコ　Bombyx mandarina (Moore,1872)　2♀ (TY), 14. 

viii. 2017.
オオクワゴモドキ Oberthueria falcigera (Butler, 1878)　

1♂ (TY), 14. viii. 2017.

スズメガ科Sphingidae 　
ウンモンスズメ Callambulyx tatarinovii Bryk, 1946　

1♂ (TY), 14. viii. 2017.
コウチスズメ Smerinthus tokyonis Matsumura,1921 

1♂ (TY), 14. viii. 2017.　
トビイロスズメ Clanis bilineata Mell, 1922　

1♀ (TY), 24. vii. 2017.
モモスズメ Marumba gaschkewitschii (Boisduval, [1875]) 　

1♂ (TY), 24. vii. 2017.
エゾスズメ Phyllosphingia dissimilis (Bremer, 1861) 　

1♂ (TY), 24. vii. 2017.
ヒメサザナミスズメDolbina exacta Staudinger, 1892　

2♀ (TY), 24. vii. 2017, 1♂1♀ (TY), 14. viii. 2017.
ベニスズメ Deilephila elpenor (Butler, 1875)  

1♂ (TY), 24. vii. 2017.
コスズメ Theretra japonica (Boisduval, 1869)  

2♂ (TY), 24. vii. 2017.

カギバガ科 Drepanidae 
アシベニカギバOreta pulchripes Butler, 1877  

1♂ (YS), 5. viii. 2017.

シャクガ科 Geometridae  
コスジシロエダシャクCabera purus (Butler, 1878)　

1♂ (YK), 4. viii. 2017.
オオシロエダシャク Metabraxas clerica Butler, 1881　

2♂ (YS), 5. viii. 2017.
トビカギバエダシャクLuxiaria amasa (Butler, 1878)　

1♀ (YS), 5. viii. 2017.
フトオビエダシャクHypomecis crassestrigata (Christoph, 

1881)　1♀ (YK), 4. viii. 2017.
クロオオモンエダシャク Microcalicha fumosaria (Leech, 

1891)　 1♂ (YS), 5. viii. 2017. 
コヨツメエダシャクOphthalmitis irrorataria (Bremer & 

Grey, 1853)　1♀ (YS), 5. viii. 2017.
リ ン ゴ ツ ノ エ ダ シ ャ クPhthonosema tendinosarium 

(Bremer, 1864)　1♀ (YK), 4. viii. 2017.
ハイイロオオエダシャク Biston regalis comitata (Warren, 

1899)   2♂ (MI), 4. viii. 2017.
キオビゴマダラエダシャク

Biston panterinaria sychnospilas (Prout, 1930)　
1♂ (YK), 4. viii. 2017.

ウスイロオオエダシャクAmraica superans (Butler, 1878)　
1♂ (YK), 29. viii. 2017.

キリバエダシャク Ennomos nephotropa Prout, 1930　
1♀ (YS), 5. viii. 2017.

アカエダシャクXerodes semilutata (Lederer,1853)　
1♀ (YS), 22. vii. 2017, 3♂ (YS), 5. viii. 2017. 

ウラベニエダシャクHeterolocha aristonaria (Walker, 
1860)　1♂ (YK), 4. viii. 2017.

ハガタアオシャクThalera rubrifimbria Inoue, 1990　
1♂ (YS), 5. viii. 2017.

ウンモンオオシロヒメシャクSomatina indicataria morata 
Prout, 1938　1♂ (YK), 4. viii. 2017.

コバネヒゲブトナミシャク
Sauris marginepunctata (Warren, 1899)  (Fig. 2)

1♀ (YS), 5. viii. 2017. 
南方種だが関東地方でも神奈川県，千葉県で記録があ

る (阪本 , 2010)．また，富士山 (静岡県 )の記録がある (矢
崎 , 2009)．
ウスミドリナミシャクEpisteira nigrilinearia (Leech, 

1897)   1♂ (YK), 4. viii. 2017.
タテスジナミシャク Pareulype consanguinea (Butler, 

1878)　 1♀ (YS), 14. viii. 2017.
国内では北海道，本州，四国に記録があるが，局所的

でまれな種．
フタシロスジナミシャクEpirrhoe supergressa (Butler, 

1878)　1♂ (YK), 29. viii. 2017.
トビモンシロナミシャク Plemyria rubiginata japonica 

Inoue, 1955　1♂ (MI), 22. vii. 2017.

カレハガ科 Lasiocampidae 
タケカレハEuthrix albomaculata directa (Swinhoe, 1892) 

1♀ (YK), 29. viii. 2017.

シャチホコガ科 Notodontidae 
ヒナシャチホコMicromelalopha troglodyta (Graeser, 1890)　

1♀ (YK), 29. viii. 2017.
スジエグリシャチホコPtilodon hoegei (Graeser, 1888)　

1♀ (YK), 29. viii. 2017.
クロエグリシャチホコ Ptilodon okanoi (Inoue, 1958) 

1♂ (TA), 29. vii. 2017.
クワヤマエグリシャチホコ  Ptilodon kuwayamae 

(Matsumura, 1919)   2♂ (TA), 22. vii. 2017, 1♀ (YK), 
29. viii. 2017.

エゾギンモンシャチホコSpatalia jezoensis Wileman & 
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South, 1916　1♂ (YK), 4. viii. 2017.
ウスイロギンモンシャチホコSpatalia doerriesi Graeser, 

1888　1♂ (YS), 5. viii. 2017, 1♂ (YK), 4. viii. 2017.
ハ ガ タ エ グ リ シ ャ チ ホ コHagapteryx admirabilis 

(Staudinger, 1887)　1♂ (YK), 29. viii. 2017.
ムラサキシャチホコ Uropyia meticulodina (Oberthür, 

1884)  1♂ (MI), 4. vii. 2017.

ドクガ科 Lymantridae 
マメドクガCifuna locuples confusa (Bremer, 1861)　

1♂ (YK), 4. viii. 2017.
ヒメシロモンドクガOrgyia thyellina Butler, 1881　

1♂ (YK), 29. viii. 2017.
スゲドクガLaelia coenosa sangaica Moore, 1877　

1♀ (YK), 29. viii. 2017.
クロモンドクガKuromondokuga niphonis (Butler,1881)　

1♀ (YK), 29. viii. 2017.

ヒトリガ科 Arctiidae 
ヒメキホソバ Dolgoma cribrata (Staudinger, 1887) 

1♀ (YS), 5. viii. 2017.
チ ャ オ ビ チ ビ コ ケ ガ  Philenora latifasciata Inoue & 

Kobayashi, 1963　1♀ (YS), 22. vii. 2017. 黒化型
ゴマダラベニコケガBarsine pulchra (Butler, 1877)　

1♀ (YS), 5. viii. 2017.
ハガタキコケガMiltochrista calamina Butler, 1877　

1♂ (YK), 29. viii. 2017.
アマヒトリ　Phragmatobia amurensis japonica Rothschild, 

1910　4♂ (MI), 22. vii. 2017, 1♂ (YK), 4. viii. 2017.
コベニシタヒトリ Rhyparioides metelkana flavida (Bremer, 

1861)  3♂ (TY) , 24. vii. 2017, 1♂1♀ (YS), 5. viii. 
2017.

シロヒトリChionarctia nivea (Ménétriès, 1859)　
1♂ (YK), 29. viii. 2017.

キハラゴマダラヒトリSpilosoma lubricipedum (Linnaeus, 
1758)　1♂ (YS), 5. viii. 2017.

キバネモンヒトリ Spilarctia lutea japonica (Rothschild, 
1910) 　1♀ (YS), 14. viii. 2017.

ヤガ科 Noctuidae 
チビトガリアツバ Hypenomorpha falcipennis (Inoue, 1958)　

1♂ (YK), 4. viii. 2017.
キシタアツバ Hypena claripennis (Butler, 1878)　 

1♀ (YS), 14. viii. 2017.
ムラクモアツバ Bomolocha melanica Sugi, 1959　

1♂ (YS), 5. viii. 2017.

オオアカマエアツバSimplicia niphona (Butler, 1878)　
1♂ (YK), 29. viii. 2017.

オオトモエ Erebus ephesperis (Hübner, [1823]) 
1♂ (TA), 13. viii. 2017.

オオムラサキクチバAnisoneura aluco (Fabricius, 1775) 
(Fig. 3)   1♂ (TA), 30. vii. 2017.
静岡県初記録．本州では鳥取県・京都府・岐阜県・富山県・

新潟県で記録があるが，いずれも偶産と考えられる．
ウスエグリバ Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790)  

1♂ (YS), 5. viii. 2017.
マダラエグリバ Plusiodonta casta (Butler, 1878)　 

1♂ (MI), 4. viii. 2017.
アカキリバGonitis mesogona (Walker, 1858)　

1♂ (YK), 4. viii. 2017.
ヒメシロシタバ Catocala nagioides Wileman, 1924　

1♂ (TY), 14. viii. 2017.
ムーアキシタクチバ Hypocala deflorata (Fabricius, 1794)　 

1♀ (YS), 14. viii. 2017.
カクモンキシタバ Chrysorithrum amatum (Bremer & Grey, 

1853)　1♂ (YS), 5. viii. 2017.
ソトジロツマキリクチバArytrura musculus (Ménétriès, 

1859)　1♂ (YK), 4. viii. 2017.
ユミモンクチバMelapia electaria (Bremer, 1864)　

1♂ (YK), 4. viii. 2017.
ムラサキアシブトクチバ Bastilla maturata (Walker, 1858)　 

1♂ (YS), 14. viii. 2017.
ルリモンクチバ Lacera procellosa Butler, 1879　

1♂1♀ (YS), 14. viii. 2017.
オオトウウスグロクチバAvitta fasciosa Moore, 1882　

1♂ (YK), 4. viii. 2017.
ヤマトホソヤガLophoptera hayesi Sugi, 1982　

1♂1♀ (YS), 22. vii. 2017.
エゾマダラウワバAbrostola ussuriensis Dufay, 1958　

1♂ (YS), 22. vii. 2017, 1♂ (YS), 5. viii. 2017 (交尾器
確認済 ).
ニシキキンウワバ Acanthoplusia ichinosei (Dufay, 1965)　 

1♀ (YS), 14. viii. 2017.
モモイロキンウワバ Anadevidia hebetata (Butler, 1889)　 

1♂ (YS), 14. viii. 2017.
ギンスジキンウワバ Erythroplusia rutilifrons (Walker, 

1858)    1♂ (TA), 22. viii. 2017.
ギンモンシロウワバ Macdunnoughia purissima (Butler, 

1878)    1♂ (TA), 22. viii. 2017.
マガリキンウワバ Diachrysia leonina (Oberthür, 1884)　 

1♂ (YS), 14. viii. 2017.
コヒサゴキンウワバ Diachrysia nadeja (Oberthür, 1880)　 
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1♂ (YS), 14. viii. 2017.
マダラキンウワバ Polychrysia splendida (Butler, 1878) 

1♂ (TA), 22. viii. 2017.
ウスチャマエモンコヤガChorsia costimacula (Oberthür, 

1880)　1♂ (YK), 4. viii. 2017.
フクラスズメ Arcte coerula (Guenée, 1852)　
幼虫 (多数目撃 TY), 24. vii. 2017.

ニッコウアオケンモン Nacna malachitis (Oberthür, 1880)　
1♂ (YS), 5. viii. 2017.

スギタニアオケンモン Nacna sugitanii (Nagano, 1918)　 
1♀ (YS), 14. viii. 2017.

ヒメリンゴケンモン Acronicta sugii (Kinoshita, 1990)　 
1♂ (YS), 14. viii. 2017 (交尾器確認済 ).

ナシケンモンViminia rumicis (Linnaeus, 1758)　
1♀ (YS), 22. vii. 2017.

クビグロケンモンViminia digna (Butler, 1881)　
1♂ (YS), 5. viii. 2017.

ハイイロセダカモクメ Cucullia maculosa Staudinger, 1888 
1♂ (TA), 22. viii. 2017.

ダイセンセダカモクメ Cucullia mandschuriae Oberthür, 
1884　8♂ (YS), 14. viii. 2017.

ホシヒメセダカモクメ Cucullia fraudatrix Eversmann, 
1837　1♂1♀ (YS), 14. viii. 2017.

セダカモクメ Cucullia perforata Bremer, 1861　
1♂ (YS), 14. viii. 2017.

ギンモンセダカモクメ Cucullia jankowskii Oberthür, 1884 
1♂ (TA), 22. viii. 2017.

タバコガHelicoverpa assulta (Guenée, 1852)　
1♂ (YK), 29. viii. 2017.

ニセタバコガ Heliocheilus fervens (Butler, 1881)  (Fig. 4)
1♂ (YK2), 1♀ (YS), 14. viii. 2017, 1♂ (TA), 29. viii. 

2017.
草原性のまれな種．

キタバコガ Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)　
3♀1♂ (YS), 14.viii. 2017.

ヒメシマヨトウ Eucarta arctides (Staudinger, 1888)　
1♀ (YS), 5. viii. 2017 (交尾器確認済 ).

ウスムラサキヨトウ Eucarta virgo (Treitschke, 1835)　
3♂ (MI), 4. viii. 2017, 2♀ (YS), 5. viii. 2017.

オオホシミミヨトウ Condica illecta (Walker, 1865)　 
1♀ (YS), 14. viii. 2017.

タデキリガ Pseudeustrotia candidula (Denis & Schiffer-
müller, 1775)　1♂ (YS), 5. viii. 2017.

シロホシキシタヨトウTriphaenopsis lucilla Butler, 1878　
3♂ (YS), 22. vii. 2017, 1♂ (YS), 14. viii. 2017.

シロスジアオヨトウTrachea atriplicis (Linnaeus, 1758)　

1♂ (YK), 29. viii. 2017.
オオシロテンアオヨトウTrachea punkikonis lucilla Sugi, 

1982　1♂ (YK), 4. viii. 2017.
ギンモンアカヨトウ Plusilla rosalia Staudinger, 1892　

1♂ (MI), 29. vii. 2017.
シロテンクロヨトウProspalta cyclica (Hampson, 1908)

1♂ (MI), 4. viii. 2017.
アカガネヨトウ Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758) 

1♂ (YS), 5. viii. 2017, 1♂ (YS), 14. viii. 2017 (交尾器
確認済 ).
マエグロシラオビアカガネヨトウ
Phlogophora albovittata (Moore, 1867)　1♂ (YK), 29. viii. 

2017.
クロビロードヨトウ Sidemia bremeri (Erschoff, 1867)　 

1♂ (TY), 2♂ (YS), 14. viii. 2017.
アカモクメヨトウ Apamea aquila discrepans (Staudinger, 

1892)　 1♂1♀ (YS), 14. viii. 2017.
コマエアカシロヨトウ Leucapamea askoldis (Oberthür, 

1880)　 1♂ (MI), 4. viii. 2017, 1♂ (YS), 14. viii. 2017.
フキヨトウHydraecia amurensis Staudinger, 1892　

1♂ (MI), 4. viii. 2017, 1♂ (YS), 5. viii. 2017.
ショウブヨトウ Amphipoea ussuriensis (Petersen, 1914)　 

1♂1♀ (YS), 5. viii. 2017 (交尾器確認済 ).
ショウブオオヨトウ Celaena leucostigma (Hübner, [1808])

1♂ (MI), 4. viii. 2017. 
カバイロウスキヨトウSesamia confusa (Sugi, 1982)　

1♀ (YS), 22. vii. 2017.
キシタキリガCosmia moderata (Staudinger, 1888)　

1♂ (YS), 22. vii. 2017 (交尾器確認済 ).
ヒイロキリガ Cosmia sanguinea Sugi, 1955　

1♀ (YS), 14. viii. 2017.
トチュウウスクモヨトウ 
Protegira songi (Chen & Zhang, 1995)  (Fig. 5)

1♂ (MI), 18. vii. 2017, 1♀ (TA), 30. vii. 2017 (交尾器
確認済 ).
静岡県初記録．四方ほか (2017) により，初めて長野

県と山梨県から記録された．その後，福岡県でも記録が
ある (小藤，2017)．本種はトチュウ (杜仲 ) の害虫とさ
れている．
シラホシヨトウ Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761) 

1♂ (YS), 5. viii. 2017, 1♂ (YS), 14. viii. 2017.
エゾチャイロヨトウ Lacanobia splendens (Hübner, 1808)　 

1♂ (MI), 29. vii. 2017, 1♂ (YS), 5. viii. 2017, 1♂1♀ 
(YS), 14. viii. 2017.
ヒメムラサキヨトウ Sideridis unica (Leech, [1889])

1♀ (TA), 13. viii. 2017.
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モモイロフサクビヨトウSideridis mandarina (Leech, 1900)　 
1♂ (MI), 4. viii. 2017, 1♂ (YS), 5. viii. 2017, 1♂ 

(YS), 14. viii. 2017.
ムラサキヨトウ Lacanobia contigua (Denis & Schiffer-

müller, 1775)   1♂ (TA), 22. vii. 2017.
キミャクヨトウ Dictyestra dissecta (Walker, 1865)　 

1♂1♀ (YS), 14. viii. 2017, 1♀ (MI), 4. viii. 2017.
ミヤマフタオビキヨトウMythimna matsumuriana (Bryk, 

1949)　1♂ (YK), 29. viii. 2017.
オオフタオビキヨトウMythimna grandis Butler, 1878　

1♂ (YK), 29. viii. 2017.
ウスベニキヨトウMythimna pudorina (Denis & Schiffer-

müller, 1775)　1♂2♀ (YS), 22. vii. 2017.
フタテンキヨトウMythimna radiata (Bremer, 1861)　

1♂ (YS), 5. viii. 2017.
マメチャイロキヨトウ Mythimna stolida (Leech, 1889)　 

1♂ (YS), 14. viii. 2017.
マダラキヨトウ Mythimna flavostigma (Bremer, 1861)　 

1♀ (YS), 14. viii. 2017, 1♂ (YK), 4. viii. 2017.
ツマグロキヨトウMythimna simplex japonica Yoshimatsu, 

1994　1♀ (YS), 22. vii. 2017.
アワヨトウMythimna separata (Walker, 1865)　

1♂ (YS), 22. vii. 2017.
マエジロアカフキヨトウ Mythimna pallidicosta (Hampson, 

1894)  (Fig. 6)    3♂1♀ (YS), 14. viii. 2017.
愛媛県・熊本県・屋久島・奄美大島で記録があったが，

最近広島県 (清水，2011；清水・矢野，2017)，兵庫県 (坪田，
2017) でも記録された．静岡県初記録であり，本州2例
目の記録となる．また，鳥取県で3例確認しており，報
告予定であると連絡をいただいている (松井悠樹，私信 ).
ムギヤガ Euxoa karschi (Graeser, 1889)  1♂ (MI), 22. vii. 

2017.   
ニセタマナヤガ Peridroma saucia (Hübner, [1808]) 

1♂ (MI), 22. vii. 2017.
シロモンヤガ Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)　 

1♂ (YS), 14. viii. 2017.
マエジロヤガOchropleura plecta glaucimacula (Graeser, 

1889)　1♂ (YK), 4. viii. 2017.
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Summary  Asagiri-kogen is a high grass plateau at the 
foot of Mt. Fuji and has been known as a good habitat 
for grassland moth species. Sideridis incommoda is one of 
such species found there in 1990. This species has hitherto 
known only from this area and is designated as endangered 
species of the Red List published by the Ministry of 
Environment (MOE), Japan. In 2017, we conducted a 
field inventory research at this area, as a survey for Red 
List species outsourced by MOE. In this survey, we could 
collect neither individuals of S. incommoda, nor Virgo 
confuse also known as a characteristic species of this area. 
This result suggests the change of habitat environment 
which could lead to habitat loss of grassland moth species 
including S. incommoda and V. confusa. Hence, the two 
species might be included to the higher red list category. In 
this survey following notable species were found. Archips 
subrufana (Fig. 1) is a species known only from two places 
in Japan, Asagiri-kogen and Tanzawa Mts. Anisoneura aluco 
(Fig. 3), Protegira songi (Fig. 5), Mythimna pallidicosta (Fig. 
6) were firstly recorded from Shizuoka Prefecture.
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沖縄島で，アリサンミズ Pilea aquarum Dunn subsp. 
brevicornuta (Hayata) C. J. Chen. (イラクサ科 Urticaceae) 
からキンウワバ亜科蛾類幼虫を得て飼育で羽化した標本
が，小林秀紀氏により，Chrysodeixis minutus Dufayヒメ
クロキンウワバと同定されたので，報告したい．小林氏
には，食草の初記録であることも教えていただいた．同
氏に感謝申し上げる．筆者からの相談に便宜を図ってい
ただいた岸田泰則氏に御礼申し上げる．蛾類の学名は小
林 (2011) にしたがった．
野崎 (1987) によると Pilea 属に依存する日本産キン

ウワバ亜科蛾類としてはヒゴキンウワバがある．小林 

(2011) を見ると，国外では広い範囲で本種と分布が重な
る．ところが，この蛾は国内では吐噶喇列島以北に分布
し，本種とは分布が重なっていない．

Noctuidae ヤガ科
Plusiinae キンウワバ亜科
Chrysodeixis minutus Dufay　ヒメクロキンウワバ
食 草： ア リ サ ン ミ ズ　Pilea aquarum Dunn subsp. 

brevicornuta (Hayata) C. J. Chen.  (イラクサ科 Urticaceae) 

沖縄島でアリサンミズに寄生するキンウワバ亜科蛾類

ヒメクロキンウワバの食草はアリサンミズ
冨　永　　　智
901-0401　沖縄県八重瀬町東風平 251-3

Pilea aquarum Dunn subsp. brevicornuta (Hayata) (Urticaceae): host plant of Chrysodeixis minutus Dufay 
(Plusiinae, Noctuidae) 
Satoru Tominaga
Japan Heterocerists’ J. 285: 247-248. April 2018.

Figs 1-4. Chrysodeixis minutus Dufay, feeding on Pilea aquarum Dunn subsp. brevicornuta (Hayata) C.J. Chen. 1. Middle 
instar larva. 2. Semifinal instar larva. 3-4. Last instar larva. 

1 2

3 4
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幼虫１頭を得たのは2000年1月2日，今帰仁村玉城林道
であったが，この時の幼虫は羽化できなかった．残され
た終齢時の写真を見ると本種であるが，当時は，一緒に
数頭得られた Hypenaのオスグロホソバアツバ幼虫と同
じだと思っていたため，この個体のことを顧みることは
なかった．その後，何年か経ってオスグロホソバアツバ
幼虫を更に得る過程で，腹脚が3対ではなく2対の幼虫 
(本種 ) がいることにやっと気づいた．以下の2か所のア
リサンミズでの経験では，オスグロホソバアツバの方が
断然多く本種は少なく，それも本種の存在に気づくのが
遅れた理由ではある．
本種が飼育で羽化できたのは，最初の幼虫から10年

以上も経った2011年で，7月15日に玉城林道で得た亜
終齢幼虫が7月27日羽化，8月21日に得た終齢幼虫が8
月30日羽化．いずれも，飼育下で葉を一部に付けた繭
を作って蛹化した．
なお，小林氏に標本をお送りした際，ラベルの採集地

を誤って宮城林道と記していた．
同年9月25日には国頭村与那でもアリサンミズから

亜終齢幼虫を得，10月7日本種羽化．
以上のように，本種幼虫は１月，7月，8月，9月に得

られており，それ以外に5月に得られたこともあり，ア
リサンミズも年中あるようで，沖縄島では本種はほぼ周
年発生と思われる．
ところで，野崎 (1987) によると，ヒゴキンウワバ幼

虫がミヤマミズ (Pilea) から得られ，飼育下ではアオミ
ズも食したとのこと．筆者が沖縄島でアリサンミズから
羽化させた標本もヒゴキンウワバだと勝手に思い込んで
いた．

Fig. 1は本種幼虫の中齢時で，体長11 mm．頭部側面
の黒条はみられない．Fig. 2は亜終齢と思われ，体長18 
mm．頭部側面の黒条はまだはっきりしない．Figs 3，4
はお互い別個体の終齢時である．終齢時に頭部側面の黒
条がはっきり見える．Fig. 3の体長は28 mm．Fig. 3の
ように頭部を挙げる姿勢では，頭部背面の黒条が前胸背
板に隠れて，頭部側面にしか黒条がないように見えるが，
Fig. 4を見ると，黒条が頭部背面まで一回りしているこ
とがわかる．本種に限らず，一般的に，頭部側面に黒条
を持つ幼虫の場合，T1体節によって，頭部背面にある
黒条が隠されていないか，頭部を下に向かせて調べるこ
とも必要なのであろう．
野崎 (1987) のヒゴキンウワバ終齢時を見ると，頭部

は淡黄緑色で，頭部側面に太い黒条が見える．また，胸
腹部の外見も，本種終齢時に似る．食草も同じPileaな
ので，これら2種の蛾が近縁であることを示していると

思われる．小林 (2011) でも隣同士に配列されている．
小林 (2011) によると，本種の分布は，奄美大島，石

垣島，西表島．国外では，ヒマラヤ照葉樹林帯に分布し，
台湾，中国南東部，インドシナ半島北部，ヒマラヤ山脈
南麓まで分布し，フィリピンからも記録があるとのこと．
一方，ヒゴキンウワバは，四国，福岡県をのぞく九州，

吐噶喇列島中之島．ヒマラヤ照葉樹林帯系の広域分布種
で，台湾，中国南東部，インドシナ半島北部，ヒマラヤ
山脈南麓に産するとのこと．
国外では2種の分布域が，フィリピンを除き，だいた

い重なっているのに，細かいことではあるが，日本では
重なっていない．分布の辺縁域でみられる現象なのかも
しれない．分布の辺縁域は，言わば，その生物が生き延
びられるぎりぎりの生存境界とも言える．因子は緯度で
あることが多く，生存限界域ではその生物の本性という
か特性が現れやすくなるのではないか．今回のことで言
えば，杉 (1982) にもあるように，2種の蛾とも大陸遺存
的な非移動性の山棲みらしいが，本種はどちらかという
と熱帯系，ヒゴキンウワバは温帯系，だから生存条件ぎ
りぎりの高緯度の分布辺縁域で，その蛾の特性が出るよ
うに分布が分かれた，という考え方である．
フィリピンから本種の方だけの記録というのも，本種

が熱帯系だから，緯度の低い地域でその特性が現れたと
いうことで説明できるのではないか．

引用文献
小林秀紀，2011．キンウワバ亜科．岸田泰則 (編 )，日
本産蛾類標準図鑑 2．学研教育出版，東京．

野崎敦士，1987．蛾類幼虫のニューフェイス．月刊むし 
193: 3-7．

杉　繁郎，1982．ヒメクロキンウワバ，ヒゴキンウワバ．
井上寛ほか，日本産蛾類大図鑑 1．講談社，東京．

Summary  January 2, 2000, I collected a larva feeding on 
Pilea aquarum, but failed to rear it to adult. July 15, 2011, I 
collected a last instar larva and then a Chrysodeixis minutus 
imago emerged. A larva collected on August 21 grew to an 
imago on August 30. A larva collected on September 25 
became an imago on October 7.  Chrysodeixis taiwani feeds 
on Pilea petiolaris. The distributions of the two Chrisodeixis 
species do not overlap in Japan but they almost overlap in 
outside Japan. I consider this is a phenomenon occurring in 
a marginal distributional area, where the circumstances are 
very strict for the species to reproduce. 
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Manatha taiwana (Sonan,1935) アシシロマルバネミノ
ガは台湾と沖縄島のみから知られていたが，大林ほか 
(2014) によって東京都小笠原諸島から報告された．これ
によれば，父島に植栽されているHyophorbe lagenicaulis 

(L.H. Bailey) H.E. Mooreトックリヤシ (ヤシ科 ) を食害
している本種と思われる多数の幼虫を1999年に飼育し
たが，羽化に至らなかった．2013年に弟島，兄島と父
島で採集した幼虫のうち，弟島と父島から羽化した成虫
はアシシロマルバネミノガと確認された．トックリヤシ
は沖縄から父島に移入され，同時に本種の蓑が一緒に付
着してきた可能性が高いという．
筆者らは小笠原村父島で採れた幼虫を飼育し，羽化さ

せているので報告する．
1幼虫，東京都小笠原村父島電信山，7．May 2017，

和田勉之採集；1♂，18．June 2017 羽化 (Figs 1-2)．
和田が5月7日に幼虫をHibiscus glaber (Matsum. ex 

Hatt.) Matsum. ex Nakaiテリハハマボウ (アオイ科 ) から

採集し，清野に宛てた郵送中の1週間は餌がない状態で，
その後Diospyros kaki Thunb.カキノキ (カキノキ科 ) で飼
育を続けたものである．

引用文献
大林隆司・森　英章・島田律子・杉本美華，2014．小笠
原諸島におけるミノガ科の記録．蛾類通信 270: 499-
501.

Summary  Manatha taiwana (Sonan) is known to feed 
on Hyophorbe lagenicaulis in Ogasawara Islands. H. 
lagenicaulis was imported from Okinawa Island. We 
reared one larva from Chichi-jima, Ogasawara Islands, 
with Diospyros kaki Thunb. This larva was collected 
from Hibiscus glaber on May 7, 2017.  June 18, one male 
emerged.

小笠原村父島のアシシロマルバネミノガの採集例
清　野　昭　夫 和　田　勉　之
959-2045 新潟県阿賀野市里 1557 100-2101 東京都小笠原村父島字清瀬旭台 都営住宅 203号
Record of Manatha taiwana (Sonan, 1935) (Psychidae) from Chichi-jima Is., in Ogasawara (Bonin) Islands
Akio Seino and Katsuyuki Wada
Japan Heterocerists’ J. 285: 249. April 2018.

Figs 1-2. Manatha taiwana (Sonan). 1. Emerged male adult. 2. Case.

1 2
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今回はモグリチビガ科1種，キバガ科1種，ヤガ科3
種について報告する．報告の中の幼虫はすべて終齢であ
る． 

Nepticulidae モグリチビガ科
Stigmella azuminoensis Hirano 
アズミノモグリチビガ (Figs 1-2) 
採集飼育．2004年9月18日，北海道石狩市志美にて，

葉表にマインを作っている幼虫多数を採集．10月1日，
飼育容器の餌の間にゴマ状の繭を作る．そのままで越冬．
2005年5月21日，2頭羽化する．　　　
年1化，成虫は7月に現れる．幼虫は9月，葉の表側

に線状に糞を残しながら絶え間なく摂食を続けている．
狭い範囲に常に何頭かがいて，お互いに線状の食痕を残
しながら同じ葉上にいる．卵が一箇所にまとめて産みつ
けられるのであろう．成長すると5mm程度．モグリチ
ビガの幼虫としては，珍しく背面に黒っぽい色彩を持っ
ている．蛹化は地上で行われ，繭の中で越冬する．
当時，私はモグリチビガ科の幼虫が地上に降りる際に

は，チビガ科の幼虫が糸を吐いてぶら下がりながら降り
てくるのと同じではないかと考えていた．それで，ぶら
下がりながら降りてくるところをぜひ見たいと次のよう
なことをした．

2005年9月，本種の終齢幼虫の入っているマイン付き
の葉を70枚ほど採取してきた．そして，部屋の中に綱
を張り，その葉を全部柄の部分を上にしてセロハンテー

プでその綱に固定しぶら下げた．これで準備万端．合わ
せれば200頭以上もの幼虫がいるのであるから，糸を吐
きながらぶら下がってくる様子を見られるのは時間の問
題．そう思いながら見ていたが，ぶら下がって降りてく
る幼虫は一向に見られない．
翌朝，早速また様子を見に行った．そして，ぶら下げ

てある葉を見てびっくり．幼虫達はマインから出てきて
繭を作ってはいるが，その繭は下に下りることなく皆そ
の葉にくっつけて作られているのである．私はそれまで
に野外で本種のマインをたくさん見てきていたが，葉に
付けられて作られた繭は一度も見たことがない．本種は
マインから出て地上で繭を作る種なのである．ぶら下げ
たマイン付きの葉を3日ほどそのままにしておいた．遅
れて出てきた幼虫も皆葉にくっつけて繭を作っていた．
幼虫達にとって，いつもいる環境と異なるとはいえ，私
には何故下に下りないのかが不思議でならなかった．野
外との環境との違いといえば，私に思いつくのは次の2
つくらいなものである．1つは野外と部屋の中の気温等
の気象条件，2つ目には葉を下向きにぶら下げたこと．
これくらいである．

2014年9月，先年の疑問を確かめようと，またも終齢
幼虫の入ったマインをたくさん集めてきた．今回は部屋
の中ではなく野外で，またぶら下げるのではなく，水平
に網を張ってその上に並べておいた．葉が風で飛ばされ
ないように網にしっかりと固定もした．水平に置いたの
は，野外のマイン付きの葉は皆水平に伸びているからで

カシワを食草とする蛾　38
小　木　広　行
001-0907　北海道札幌市北区新琴似 7条 15丁目 2-4

Moths feeding on Quercus dentata Thunb. as larvae in Hokkaido 38
Hiroyuki Kogi
Japan Heterocerists’ J.  285: 250-253. April 2018

Figs 1-2. Stigmella azuminoensis Hirano. 1. Emerged adult. 2. Larval mine.

1 2
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Figs 3-5. Chorivalva bisaccula Omelko. 3. Male. 4. Female. 5. Last instar larva. Fig. 6. Herminia tarsicrinalis (Knoch), last 
instar larva. Figs 7-8. Zanclognatha triplex (Leech). 7. Eggs. 8. Last instar larva. Fig. 9. Paracolax trilinealis (Bremer), last 
instar larva.

3 4

5 6

7 8

9



252 蛾　類　通　信　 No. 285,   2018蛾　類　通　信　 No. 285,   2018蛾　類　通　信　 No. 285,   2018

ある．
今度，幼虫達は繭をどこに作るのだろうか．私は興味

を持って見ていた．私の見ている前でマインから出てく
るものはいなかったが，翌日にはたくさんの幼虫がマイ
ンから出ていなくなっていた．前回のように葉にくっつ
けて作られている繭は１つも見当たらない．皆，下へ降
りたのである．虫達にとっては，やはり部屋の中より野
外の方が本来の行動ができるようである．
モグリチビガの仲間には，マインの中に繭を作る種

もあるが，たいていの種はマインから出てきて地上で作
る．地上に降りる際には，葉の表皮を破って穴を開け外
へ出なければならないが，見ているとその穴開けは簡単
であった．口で表皮を弧状に自分が脱出できる2mm程
の長さの穴を開ければいいだけなのである．穴開けにか
かる時間はおよそ3分．本当に僅かな時間である．穴か
ら出てきたら，躊躇なくポロリと下へ落ちる．以前，糸
を吐きながらそれにぶら下がって下へ降りてくるのでは
ないかという私の考えはまったくの間違いであった．下
へ落ちた後は，枯葉の裏など適当な場所を見つけてそこ
に繭を作る．

Gelechiidae キバガ科
Chorivalva bisaccula Omelko
ハイイロゴマダラヒメキバガ (Figs 3-5) 
採集飼育．2003年6月1日，石狩市志美にて8mm程

の幼虫を数頭採集する．6月7日，土を綴って前蛹とな
るものがいる．6月17日，蛹化している．6月28日，1
頭羽化する．
年1化，成虫は7月に現れる．幼虫は6月に多く見ら

れる．初めは芽鱗の中にいるが，やがてシュートの茎に
潜り内部を食べる．内部を食べて，そのシュートを枯ら
してしまうこともあるが，よく枯らすというほどの種で
はない．成熟すると10mm．茎の内部に蛹を見ることも
あるが，一般的には樹下に降りる．越冬態は3mm程の
若齢幼虫で，晩秋芽の基部に巣を作って中にいる．

Noctuidae ヤガ科
Herminia tarsicrinalis (Knoch) 
トビスジアツバ (Fig. 6) 
採集飼育．2007年5月10日，石狩市志美にて体長

16mm の幼虫2頭を枯葉の中より拾う．5月17日，葉を
綴って前蛹．5月19日，蛹化．5月30日，1♀羽化．
年1化，成虫は6月に現れる．本種の幼虫は草本や木

本植物の各種の枯葉から見つかる．カシワの枯葉もその
一つで，秋には樹上の枯葉から少ないながら採ることが
できる．成長すると16mm，終齢幼虫態で越冬する．蛹
化は春になってからで，枯葉を綴って蛹化する．

Zanclognatha triplex (Leech) 
ツマテンコブヒゲアツバ (Figs 7-8) 
採集飼育．1980年6月5日，北海道苫小牧市静川にて

12mm程の幼虫5頭を採集する．6月13日，15mm．6月
17日，葉を綴って前蛹．7月1日，1♂羽化．
年1化，成虫は7月に現れる．産卵は8月．私はカシ

ワの葉の生葉の葉裏に生みつけられた卵を何度も見てい
る．10～ 30個ほどの数である．葉裏に平らに産み付け
られている．はじめは，どんな蛾の卵か分からず孵化を
待っていたが，出てきた幼虫を見てびっくりした．クル
マアツバの仲間が出てきたのである．出てきた幼虫はそ
の生葉をよく食べたが，クルマアツバの仲間は枯葉食い
の種が多いので枯葉も与えたところ，これもよく食べた．
両方を食べながら順調に育ち，10月には羽化までに至っ
た．このアツバの幼虫がツマテンコブヒゲアツバと知っ
たのはこの時である．
幼虫を室内飼育すると，野外と違って気温が高くなる

ので，羽化はいずれの種も早くなる．本種も例に漏れず
年内に羽化してしまったが，野外での幼虫の成長は驚く
ほど遅い．10月に入っても8mm程の中齢である．そし
て，まもなく地上に降りてそのまま雪の下で越冬する．
春，前年卵の見つかった枝葉の下の枯葉を探すと幼虫

を見つけることができる．幼虫はその後地上で枯葉を食
べて成長を続け，成熟すると16mmほどとなる．この幼
虫の胴部には，前向きと後向きのしっかりした刺毛が生
えている．若干ではあるが，頭部の刺毛も目立つ．クル
マアツバ亜科の幼虫としてはやや変わった姿をしている．

Paracolax trilinealis (Bremer) 
ミスジアツバ (Fig. 9) 
採集飼育．2004年8月18日，北海道千歳市美々にて，

カシワの枝に付いている枯葉より12mm程の幼虫3頭を
得る．その後も枯葉を食べ越冬に入る．2005年4月，再
び活動をはじめ4月27日20mmとなる．5月5日，葉を
丸め蛹化している．5月20日，1♂羽化．
年1化，成虫は6月に現れる．幼虫は樹木の各種の枯葉

に付く．秋までには20mm程までに成長し，そのまま越
冬する．越冬後は，ほとんど何も食べることなく蛹化す
るが，中にはいくらか摂食してから蛹化するものもいる．

参考文献
平野長男，2010．日本産Stigmella属の5新種とBohemannia
属の1新種と1未記録種．蛾類通信256: 124-134.

大和田守，2011．クルマアツバ科．岸田泰則 (編 )，日
本産蛾類標準図鑑2: 221-235. 学研教育出版，東京．

坂巻祥孝，2013．キバガ科．岸田泰則・坂巻祥孝・那
須義次・広渡俊哉 (編 )，日本産蛾類標準図鑑3: 262-
316. 学研教育出版，東京．
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Summary
Nepticulidae
Stigmella azuminoensis Hirano 

September 18, 2004, many larvae in mines on leaves 
were collected in Ishikari city, Hokkaido. October 1, 
cocoons were made among leaves. May 21, imagoes 
emerged. I thought the larvae would hang down to the 
ground on spitting threads. In September, 2005, I collected 
about 200 larvae in 70 leaves and fixed the leaf-stems to the 
net which I had extended in the room. The all larvae made 
cocoons sticking to the leaves, not on the floor. September, 
2014, I collected many leaves with larvae in mines and put 
the leaves horizontally on the net which was extended in 
the outside of my house. The larvae bit holes through the 
epidermis to get out from the mines and simply dropped to 
the ground without hanging by threads. They made cocoons 
on the ground.

Gelechiidae 
Chorivalva bisaccula Omelko

June 1, 2003, some larvae, 8 mm long, were collected 
in Ishikari city, Hokkaido. June 17, pupated. June 28, 
an imago emerged. The young larvae overwinter in the 
nests made on the base of buds. In next spring, they are in 

bud scales and then move in shoots and eat insides. The 
pupation is mainly on the ground, sometimes in shoots.

Noctuidae  
Herminia tarsicrinalis (Knoch)

May 10, 2007, two larvae among dead leaves were 
collected in Ishikari city, Hokkaido. May 19, pupated. May 
30, one female emerged. They feed on dead leaves. The last 
instar larva overwinters and the pupation is in spring.

Zanclognatha triplex (Leech)
June 5, 1980, five larvae, 12 mm long, were collected in 

Tomakomai city Hokkaido. June 17, pre-pupa. July 01, one 
male emerged. The larvae feed on both live leaves and dead 
leaves. The middle instar larvae overwinter under the snow 
among dead leaves on the ground. 

Paracolax trilinealis (Bremer)
August 18, 2004, three larvae, 12 mm long, on dead 

leaves attaching to branches of Quercus dentata were 
collected in Chitose city, Hokkaido. They grew to 20 mm 
long and overwintered. April, 2005, they began to move, 
ate only a little. May 5, pupated in rolled leaves. May 20, 
one male emerged.

紹介／ New Paper
愛媛県のイラガ (愛媛県昆虫分布資料4)
保谷忠良 , 2016. A4, 45pp. えひめの自然学校，松山市．

本書は，愛媛県で観察されたイラガ科19種について，
概ね1980年代～ 2014年までの文献による記録がまとめ
られている．日本産テングイラガは，佐々木明夫 (2016, 
本誌279号 ) により3種の存在が明らかになったが，紹
介の資料は従来のテングイラガの記録のみとなっている
観察記録のデータ等のまとめ方は，後述する「愛媛県の
ヤママユガ」と同様となっている．こちらも，写真の掲
載はない．

枝 恵太郎 / K. Eda

愛媛県のヤママユガ　附：愛媛県のイボタガ・カイコガ　
(愛媛県昆虫分布資料5)
保谷忠良 , 2017.A4, 56pp. えひめの自然学校，松山市．

本書は，愛媛県で確認されたヤママユガ科，イボタガ
科，カイコガ科の計15種について，1950年代～ 2017年
までの文献記録がまとめられている．データは，観察・
採集地（自治体名，公園名，神社名，山名など），採集年・

月・日，雌雄，記録者名などの内容が収録される．分布
については，環境庁（1997）「都道府県別メッシュマップ・
愛媛県」（二万五千分の一の地形図を100のメッシュに分
けている）を用い，観察・採集場所がプロットされてい
る（垂直分布図，成虫の観察時期の表もあり）．これら
の情報により，15種の愛媛県内におけるおよその発生時
期や観察場所が概観できる．なお，写真の掲載はない．

枝 恵太郎 / K. Eda

愛媛県蛾類採集記録
片岡敬一編，2017.  A4,  365pp. 愛蝶会，松山市．

愛媛県から記録された2200種以上の蛾類データが種
ごとにまとめられている．愛媛県の蛾の調査研究史や蛾
類文献の一覧もあわせてまとめられている．注目すべき
種として，採集例の少ないカバイロシャチホコ，オオモ
クメシャチホコ，ウスゴマダラエダシャク，ミスジキリ
ガ，ウスベニキリガ，シラオビキリガ，アオモンギンセ
ダカモクメなど24種があげられている．巻末に環境や
標本のカラー写真が掲載されている．

枝 恵太郎 / K. Eda
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■第49回みくに会のお知らせ

2018年のみくに会は山梨県甲州市塩山の「ペンショ
ンすずらん」で開催されます．虫屋にはお馴染みの宿で，
みくに会の開催も3回目となります．2007年に開催され
た時はペンションの前でフジキオビが採れました．灯火
にはハネブサシャチホコやマツクロスズメ，ノコギリス
ズメなどが飛来し，大盛況でしたので今回も期待できそ
うです．

場　所　ペンションすずらん 
　　　〒409-1211山梨県甲州市塩山上萩原4784　 
　　　TEL: 0553-48-2315

日　程　2018年6月23日 (土 ) - 6月24日 (日 )
　　　　受付は23日16時から
会　費　10,000円 (1泊2日宿泊代＋酒代＋保険等 )
交　通　出来るだけマイカーでの相乗りをお願いいたし

ます．送迎バスはありません．電車でお越しの
方は JR甲斐大和駅より栄和交通の定期バスを
ご利用ください．詳しくはペンションすずらん
ウェブサイトの「アクセス」をご覧下さい．

　　　http://p-suzuran.com/index.html

夕食終了後にオークション開催予定．同時に灯火採集
もスタート．翌日は朝食後にミーティング，月刊むし賞・
六本脚賞の受賞式，記念撮影の後，現地解散となります．
また今回は中島秀雄博士の幼虫教室の企画もあります．

第49回みくに会イベント　中島先生の幼虫教室
たくさんの種がいる蛾の仲間のうち，幼虫の生態がわ

かっているのはほんの一部です．いろいろなところで幼
虫を見つけ，育ててみることでその生態がわかってきま

す．今年のみくに会では，ガの幼虫研究の第一人者，中
島秀雄博士（イモムシハンドブック監修）と一緒に，イ
モムシの見つけ方や育て方について勉強する，幼虫教室
を下記の通り企画しました．皆様ふるって，ご参加くだ
さい．

実施日　　2018年6月23日（土）
集合時間　13:45
開始時間　14:00～ 16:00（終了後，みくに会受付）
集合場所　ペンションすずらん
持ち物　　幼虫入れ，雨具　※小雨決行

幼虫教室に参加される方は，申し込み時に幼虫教室参
加希望と添えてください．

注意事項
・参加申込みは下記，みくに会事務局宛になるべく早く
お願いします (締切：2018年5月31日 (木 ))．

・参加者の方は旅行保険に加入していただきますので，
申し込みの際に，名前（ふりがな），性別，生年月日，
住所をあわせてお知らせください．

・当日キャンセル及び連絡無しのご欠席は，会費の負担
をお願いします．

・お酒，おつまみの差し入れは大歓迎です．
・非会員の方も参加可能です．

みくに会事務局
252-0001　神奈川県座間市相模が丘1-27-22-1201
阪本優介
Tel: 080-3918-6464
E-mail: mothlove01@yahoo.co.jp

会  報

■2018年総会・研究発表会報告

2018年総会・研究発表会は1月27日，東京大学本郷
キャンパス・理学部2号館4F大講堂で開催されました．
奥本大三郎氏による特別講演『虫とことば』では，蛾

と文学の関わりについて，14世紀後半の「太平記」に遡っ
ての興味深い内容でした．工藤誠也氏による招待講演『東
北地方で話題の蛾について』は，ミチノクスカシバをは
じめとする東北地方のスカシバ類の課題や，青森県から
再発見されたクロフカバシャクなど，美しい生態写真の
スライドは圧巻でした．一般講演では，登山を要する赤
石山脈南部の高山蛾調査から，小笠原の蛾類調査の話題，
小型のミノガの1未記載種，日本のホシオビコケガは2
種いたことやフレンチギアナでの採集記など多岐に渡る
話題が提供されました．
研究発表会78名，懇親会51名と多くの方々に参加を

頂き，盛会のうちに終了しました．

新役員（2018-2019年：任期2年）

会　　長 岸田泰則
運営委員 

　・事務局 鈴木隆之
　・本部 神保宇嗣
　・総務 枝恵太郎，堀江清史　
　・みくに会担当 阪本優介，飯森政宏，野中俊文　
　・企画 四方圭一郎，矢野高広，秋葉哲男
編集委員 

　・Tinea 担当 矢崎克己
　・蛾類通信担当 枝恵太郎，神保宇嗣，金子岳夫，
 小林秀紀
WEB委員 神保宇嗣，阪本優介，飯森政宏，
 五島正幸
レッドデータ委員 岸田泰則
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会計報告
【会員状況】

2017年1月1日時点での会員数 国内304名，海外12名，合計316名（若手18名）
2018年1月1日時点での会員数 国内295名，海外11名，合計306名（若手16名）

【2017年度決算報告】

蛾類通信４号分と，TINEA２号分の支払いを行っている．上記の通りほぼ予算案通りの収支で，約37万円の黒字となっ
た．若手会員は出入りが多い印象．会員数の微減傾向は止まっていない．

【貸借対照表】

【項目別入出金】

【その他】

【日本蛾類学会2018年度予算】

2018年度予算は会費収入を260名，蛾類通信が４回，TINEAが２回発行される予定で見積もってある．今年だけの項目
として，バックナンバーのPDF化があるが，総務活動費が６万円内で収まる見込み．

資産の部
銀行預金 5,532,211
郵便振替 224,214
現金 435,906
PAYPAL 81,352
　 　
計 6,273,683

負債の部
前受け会費 458,500
預かり金 -
未払金 -
引当金 -
余剰金 5,815,183
計 6,273,683

出金
郵便振替 0
りそな 1,385,883
PAYPAL 2,788
現金 448,214
計 1,836,885

売り掛け 2,800

収入
会費 2,023,000
　 　
別刷代金 68,170
　 　
　 　
BN売上 79,180
雑収入 40,044
　 　
　 　
　 　
収入合計 2,210,394
　 　
期首繰越金 5,441,674

支出
蛾類通信印刷費 (4回 ) 508,107
TINEA印刷費 (2回 ) 383,224
会誌発送費 405,434
消耗品費 29,383
封入代 81,423
BN郵送費 9,282
雑支出 25,437
編集費 230,000
総務活動費 44,595
事務運営費 120,000
支出合計 1,836,885
未払い -
期末繰越金 5,815,183
本年度収支 373,509

収入の部
会費 1,820,000
バックナンバー 50,000
別刷代金 50,000
広告費 40,000
　 　
　 　
　 　
　 　
　 　
　 　
収入計 1,960,000
期首繰越金 5,815,183

支出の部
事業費
　蛾類通信 (４回 ) 500,000
　TINEA(２回 ) 400,000
　会誌送料 500,000
　発送代行料 90,000
　消耗品費 40,000
　雑支出 20,000
管理費
　編集費 230,000
　総務活動費 60,000
　事務運営費 120,000
支出計 1,960,000
期末繰越金 5,815,183

入金
郵便振替 1,801,670
りそな 22,844
PAYPAL 67,380
現金 77,000
計 1,968,894
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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
4 0 1 （代表）   振替 0 0 1 3 0 -4-2 1 1 2 9

カタログ
進　　呈

株　式
会　社

岸田泰則　日本のホシオビコケガについて ─含む
１新種の記載─  ………………………………………………………… 233

松井悠樹・土井美春・中 秀司　ギンヒゲナガの産
卵行動と交尾個体の観察例  ……………………………………… 237

阪上洸多・吉安 裕　佐渡島初記録のAcrobasis 属 
(メイガ科 ) 2 種の寄主植物と摂食習性  ………………… 239

岸田泰則・秋葉哲男・飯森政宏・北島裕紀・阪本優介・
矢野高広・神保宇嗣　2017 年，環境省の静岡県

朝霧高原の調査で得られた蛾  ………………………………… 241
冨永　智　ヒメクロキンウワバの食草はアリサン
ミズ  ……………………………………………………………………………… 247

清野昭夫・和田勉之　小笠原村父島のアシシロマ
ルバネミノガの採集例 ……………………………………………… 249

小木広行　カシワを食草とする蛾 38  ………………………… 250
紹　　介  ……………………………………………………………………………  253
会　　報　  ……………………………………………………………………… 254

■蛾類通信をお届けします
蛾類通信285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2018年4月5日時点での納入状況です．
ご送金が行き違いになった場合はご了承ください．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 )．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．

■会員異動
○入会
山本理香 / 矢崎英盛 / 平坪和規 / 金子司 / 田中敏博

○退会
植村昭則 / 中塩一夫 / 柳田則明 / 山本皓也 / 諏訪里江 / 

吉田良和


