
長崎県対馬で故・小山恒太郎 (こやまこうたろう ) 氏
が得たシャクガ科ヒメシャク亜科のScopula属標本を精
査した結果，これまでに未知の種であることが分かった
ので新種として記載する．
標本をご恵与くださった小松利民氏 (北海道 ) に深謝

する．また，佐藤力夫氏 (新潟県 ) には原稿を御校閲い
ただいた．心からお礼申し上げる．

Scopula tsushimana sp. nov. (Figs 1-5)
ツシマホソバハイイロヒメシャク (新称 )
開張♂17 mm，♀15 mm．顔面は黒褐色だが，下唇

鬚に接近する部分は黄褐色．頭頂も全体が黄褐色．下唇
鬚は黒褐色だが，下面のみ黄褐色．触角は被検標本の雌
雄とも途中で折れて欠損しているが，雄は両櫛歯状，雌
は糸状．
前後翅とも翅形は細長く，前翅頂はやや尖る．地色は

黄褐色で，濃褐色鱗が一様に散在する．前後翅ともに黒

色の明瞭な横脈点が認められ，前翅はほぼ円形，後翅は
やや縦長の楕円．前翅には褐色の内，中，外横線が走るが，
特に外横線は明瞭．この外横線は波打ち，前縁から後縁
まで途切れない．後翅には濃褐色の中横線が幅1 mm程
度の帯状になり，外横線も明瞭．外縁には黒色点列があ
る．裏面は前翅で表面と同様の外横線が明瞭に走る．
♂交尾器 (Figs 3-4)．Aedeagusを含め，交尾器本体は

金子 (2011) が示したS. hypochra (Meyrick) ミナミハイイ
ロヒメシャクに非常によく似る． 右cerataはmappaと
ほぼ同長，左cerataの長さはmappaの約2倍 (Fig. 4)．ミ
ナミハイイロヒメシャクでは右cerataはmappaの約半分
の長さ，左cerataはmappaとほぼ同長 (金子，2011: 241, 
fig. Hsha 13-1)．
♀交尾器 (Fig. 5)．ミナミハイイロヒメシャクに似る

が，corpus bursaeとductus bursaeとの接合部はミナミハ
イイロヒメシャク (金子，2011: 241, fig. Hsha 13-2) のよ
うに環状に骨化しない．

長崎県対馬で得られたヒメシャク亜科の 1新種
金　子　岳　夫
440-0042　愛知県豊橋市栄町 144-3

A new species of the Sterrhinae (Geometridae) from Tsushima Is., Nagasaki Prefecture, Japan
Takeo Kaneko 
Japan Heterocerists’ J. 287: 285-286. September 2018.
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Figs 1-2. Scopula tsushimana sp. nov. 1-2. Adult. 1. Male, holotype. 2. Female, paratype.
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Holotype. ♂ (Fig. 1). 長崎県対馬．10. x. 2002 (小
山恒太郎採集 ) (Slide: TK1248). 国立科学博物館所蔵．
Paratype. ♀ (Fig. 2). 同 (Slide: TK1249)．筆者保管．
本種は外観及び交尾器の形状がミナミハイイロヒメ

シャクに非常に似ており，互いに近縁と思われる．本種
の翅形はより細長く，外横線は波打つが，ミナミハイイ
ロヒメシャクの外横線は直線状である．なお，ミナミハ
イイロヒメシャクは国内では小笠原諸島 (父島，母島 ) 
にのみ分布する．
分布．対馬 (長崎県 )．
生態．不明．2002年10月10日に計2頭が得られたの

みで，周年経過等を含め未知．ラベルには採集地として
「長崎県対馬」とあるだけで，標本を所蔵していた小松
氏に問い合わせても採集地の詳細は分からないとのこと
で，対馬のどこで採れたのか不明．なお，九州本土，朝
鮮半島にも分布している可能性が高い．

引用文献
金子岳夫，2011．ヒメシャク亜科．岸田泰則 (編 )，

日本産蛾類標準図鑑 1: 224-247. 学研教育出版，東京．

Summary  A new species of the genus Scopula Schrank, 
1802, is described from Tsushima Island, Nagasaki 
Prefecture, Japan. Holotype will be deposited in the 
National Museum of Nature and Science, Tsukuba.

Scopula tsushimana sp. nov. (Figs 1-5). 
Wing span male 17 mm, female 15 mm. Antennae 

bipectinate in male, filiform in female. Face blackish 
brown, tinged with yellow near palpus. Vertex yellowish 
brown. Labial palpus blackish, underside yellowish 
brown. Both wings yellowish brown, scattered with dark 
brown scales. Forewing: apex sharp; discal spot wholly 
black, well developed; antemedial, medial and postmedial 
lines continuous from costa to inner margin, especially 
postmedial line well defined. Hindwing: similar to 
forewing; antemedial line lacking; medial line dilated to 
form band. Similar to S. hypochra (Meyrick), but forewing 
slenderer with wavier postmedial line.

Male genitalia (Figs 3-4). Similar to those of S. hypochra 
(Meyrick) (Kaneko, 2011: 241, fig. Hsha 13-1), but 
differing in 8th abdominal sternite: right cerata shorter, 
as long as mappa and left cerata longer, twice as long as 
mappa.

Female genitalia (Fig. 5). Similar to those of S. hypochra 
(Meyrick) (Kaneko, 2011: 241, fig. Hsha 13-2), but 
connection part of corpus bursae and ductus bursae not 
sclerotized circularly.

Holotype. ♂ (Fig. 1). Tsushima Is., Nagasaki Prefecture, 
10. x. 2002, K. Koyama leg. (Slide: TK1248). 

Paratype. Type locality, same data as holotype, 1♀ 
(TK1249).

Distribution: Japan (Nagasaki Prefecture, Tsushima Is.).
Biology: Unknown.

Figs 3-5. Scopula tsushimana sp. nov. 3-4. Male genitalia. 4. 8th abdominal sternite. 5. Female genitalia.

3 4 5



287

日本のアジアホソバスズメは，登日 (1973) によって
淡路島から発見され，Oxambulyx sp. セトウチホソバス
ズメという和名で記録されたのが最初である．Inoue 
(1976) は，本種を東南アジアに広く分布するAmbulyx 
sericeipennis Butler, 1875 (タイプ産地はインドのMasuri 
[Mussoorie]) と同定し，和名をアジアホソバスズメと改
めた．さらに，日本のものは大陸産とは外観で区別でき
ることから，新亜種 tobii Inoue, 1976 (ホロタイプの産地
は淡路島 ) として記載した．亜種 tobii の分布は，北海道，
本州，四国，九州，対馬 (Fig. 2)，韓国である．

Kitching & Cadiou (2000) は，「世界のスズメガ」で大
陸のAmbulyx sericeipennis について言及し，中国南東部，
雲南省，四川省のものは名義タイプ亜種に，湖南省の低
地や江西省，陝西省にいるものは亜種 tobii Inoue, 1976
とした．Kobayashi et al. (2006) は，Kitching & Cadiou 
(2000) の意見をふまえ，名義タイプ亜種と亜種 tobiiは
大陸でクラインを形成しているのではないかとし，tobii
を名義タイプ亜種のシノニムとした．矢野・岸田 (2011) 
は，「日本産蛾類標準図鑑」でこの扱いを踏襲して現在
に至っている．しかし，Kobayashi et al. (2006) の扱い

日本のアジアホソバスズメについて
岸　田　泰　則
155-0031　東京都世田谷区北沢 5-20-1-103

Notes on Japanese Ambulyx sericeipennis, with description of a new subspecies from Hokkaido
Yasunori Kishida
Japan Heterocerists’ J. 287: 287-288. September 2018.

Figs 1-3. Ambulyx sericeipennis sspp. 1. A. s. pirika subsp. nov., holotype, ♂ . 2. A. s. tobii Inoue, ♂ (Nagasaki, Tsushima). 3. A. 
s. sericeipennis Butler, ♂ (Nepal).
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はやや強引過ぎる感があり，筆者には疑問だった．名義
タイプ亜種と亜種 tobiiは，大きさだけでなく，肩板の色
や前翅の色合いなどで明瞭に区別できるし，クラインを
形成しているという確たる証拠もないことから，筆者は
tobiiを亜種として復活させることにした．

Ambulyx sericeipennis tobii Inoue, 1976, stat. rev. 
アジアホソバスズメ
Ambulyx sericeipennis tobii Inoue, 1976: 173.
Ambulyx sericeipennis sericeipennis: Kobayashi, Wang and 

Yano, 2006: 172, nec Butler.
インド，中国に産する名義タイプ亜種 (Fig. 3) とは次

の諸点で異なる．開張♂95-102 mm，♀110 mmで，や
や小型である (名義タイプ亜種は♂111-112 mm)．頭部，
胸部，腹部背面はやや褐色を帯びる．肩板は緑色の色合
いがより強い．前翅はより褐色味が強く，名義タイプ亜
種のような灰色味はない．
日本での本亜種の分布は，北海道，東北地方 (宮城県

まで ) と西日本との間に大きな分布空白地帯がある (関
東，信越，近畿地方 (大阪府を除く ) には記録がない )．
筆者が検した北海道のものは，西日本に産するものとは
明瞭に区別できるので，以下に新亜種として記載する．

Ambulyx sericeipennis pirika ssp. nov.
大きさは亜種 tobiiと同じだが，次の諸点で区別でき

る．頭部，胸部，腹部の背面はより濃色．肩板は，より
濃色で，強く褐色味を帯びる．前翅は，より黒味が強く，
斑紋にやや緑色の色合いをもつ．後翅は，より濃色で黒
味が強く，中央の横帯は目立たない．♂の交尾器には特
別な差異はない．

Holotype. ♂ (Fig. 1)，北海道上川町層雲峡，28. vi. 2018 
(岸田泰則)，東京大学総合研究博物館所蔵．

Paratypes. ホロタイプと同データ，8♂1♀．上川町愛山
渓，１♂，1-4. vii. 2016 （岸田泰則）．留萌市チバベリ，
2♂1♀，5. vi. 1914 (野中俊文 )．帯広市岩内仙境，1♂，7. 
vi. 2016 (A. Nakajima)．上士幌町糠平源泉郷，6♂，30. v. 
2015 (A. Nakajima)．勇払郡占冠村パンケニニウ川，1♂，
6. vi. 1999 (小林秀紀 )．札幌市定山渓ダム，2♂，23. vi. 
2005 (小林秀紀 )．
分布．北海道．
亜種小名は，先住民族アイヌの言葉で「良い」「美しい」

などの意味である．Inoue (1976) が記載した亜種 tobiiの
paratypesの中の北海道産5♂は，本亜種に含まれると思
われる．

謝　辞
本報を書くにあたり，標本などの協力を受けた矢野高

広氏，古川雅通氏，野中俊文氏，小林秀紀氏，原稿の作
成にいろいろ協力してくれた矢崎克己氏に深謝する．

引用・参考文献
Inoue, H., 1976. Some new and unrecoded moths belonging 

to the families of Bombyces and Sphinges from Japan 
(Lepidoptera). Bull. Fac. domest. Sci. Otsuma Wom. Univ. 
12: 153-179, pls 1-8.

Kitching, L. J. and J. M. Cadiou, 2000. Howkmoths of the 
world: an annotated and illustrated revisionary checklist 
(Lepidoptera: Sphingidae). 226 pp+8 pls. The Natural 
History Museum, London.

Kobayashi, H., M. Wang and T. Yano, 2006. A new species 
of the genus Ambulyx from Guangdong, China and 
remarks upon Ambulyx sericeipennis Butler (Lepidoptera, 
Sphingidae). Tinea 19: 169-174.

登日邦明 , 1973. 淡路島蛾類分布資料 (1). 蛾類通信 73: 
215-216.

矢野高広・岸田泰則 , 2011. スズメガ科 . 岸田泰則 (編 ), 
日本産蛾類標準図鑑 1: 327-339. 学研教育出版 , 東京 .

Summary    Ambulyx sericeipennis tobii Inoue was 
synonimyzed with A. s. sericeipennis Butler by Kobayashi, 
Wang and Yano (2006). However, tobii is distinguished 
from sericeipennis in appearance as follows: a little smaller 
than the nominotypical subspecies (expanse of male 95-102 
mm, 111-112 mm in the nominotypical subspecies); head, 
thorax and abdomen slightly tinged with brown; patagia 
deeper greenish; forewing rather pale brownish instead of 
grayish in the nominotypical subspecies. Thus I treat here 
tobii as an independent subspecies of sericeipennis (stat. 
rev.). 

As the population of Hokkaido is clearly different from 
subsp. tobii, it is described as a new subspecies as follows.
Ambulyx sericeipennis pirika ssp. nov.

Same as in expanse to subsp. tobii. Head, thorax and 
abdomen darker. Patagia darker, more remarkably tinged 
with brown. Forewing more blackish, with maculation 
slightly tinged with green. Hindwing darker, rather 
blackish, with median transverse band rather less obvious.

The male genitalia are identical with those of subsp. 
tobii.

Holotype. ♂ , Japan, Hokkaido, Kamikawa, Sounkyo, 
28. vi. 2018, Y. Kishida leg., preserved in the University 
Museum, The University of Tokyo, Tokyo. Paratypes. Same 
data as holotype, 8♂1♀ . Kamikawa, Aizankei, １♂ , 1-4. 
vii. 2016 （Y. Kishida）. Rumoi, Chibaberi, 2♂1♀ , 5. vi. 
1914 (H. Nonaka). Obihiro, Iwanaisenkyo, 1♂ , 7. vi. 2016 
(A. Nakajima). Kamishihoro, Nukabiragensenkyo, 6♂ , 30. 
v. 2015 (A. Nakajima). Yufutsu, Shimukappu, 1♂ , 6. vi. 
1999 (H. Kobayashi). Sapporo, Jozankei, 2♂ , 23. vi. 2005 
(H. Kobayashi). 

Distribution. Japan (Hokkaido).
Etymology. The subspecific name “pirika” means good or 

beautiful in the language of Ainu people, an ethnic group of 
in Hokkaido.
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石垣島でクロヘリキノメイガ，沖縄島でヒメツマグロ
シロノメイガのそれぞれの幼虫を得て羽化させることが
できた．山中 (2013) によると寄主植物は両種とも未知
とのことなので，今回が食草の初記録と思われる．
学名は山中 (2013) にしたがった．植物の学名は琉球

植物目録 (初島・天野 , 1977) にしたがった．

Goniorhynchus butyrosus (Butler, 1879) 
クロヘリキノメイガ (Figs 1-3)
食草：ナガバイナモリ Ophiorrhiza japonica f.tashiroi 

Hatusima
(アカネ科 Rubiaceae)

2016年5月4日，石垣島米原で渓流岸の植物を調査中，
後でナガバイナモリとわかった植物で，巣が造られてい
るのを見つけた．この植物は琉球植物目録にも，山地渓
岸に生える，とある．葉1枚で，葉表の主葉脈を谷折り
にして細長く葉を丸める巣で，その中に1頭ずつ幼虫が
入っていた．食草は岩の上や崖表面に生えており，足場
も良くなく，巣を開こうとして幼虫が飛び出て見失った
ので，見つけ得た巣7～ 8個をそのまま持ち帰った．後
で調べると，空の巣もあったが，幼虫は1つの巣に1頭
ずつで，中齢幼虫3頭，若齢1頭を得ていた．
ナガバイナモリで飼育し，5月12日には，食草の葉で

造られた蛹巣3個と中齢1頭という状態であった．15日，
蛹巣を開けて3頭の蛹を確認．5月26日朝，1頭目が羽
化していた．27日朝，2頭目が羽化していたが，3頭目
は蛹殻から脱出できず．4頭目は蛹で放った．

Fig. 1に幼虫の巣，Fig. 2に体長15mmの終齢時，Fig. 
3に5月26日羽化の前翅長10mm，胸幅2mmの標本を示
す．

Leucinodes apicalis Hampson, 1896 
ヒメツマグロシロノメイガ (Figs 4-6)
食草：アコウ Ficus superba var.japonica Miq. (クワ科 

Moraceae)
幼虫は花嚢の中を食べていた．
2015年10月18日，八重瀬町具志頭海浜公園の砂浜に

ある1本のアコウで，枝に実がたくさん付いているのに
気づいた．この木は十分大きくなった木である．ところ
で，イチジク属で実らしく見えるものは厳密には花嚢で
あるが，わかりやすいために「実」として話を進めたい．
実はほとんどが熟しており，一部の実は枯れかかってい
た．実から糞が出ているのを見て，モンキシロノメイガ
だろうと素通りした．
帰宅後，アコウの実に潜るツトガ科・メイガ科の幼虫

は1種だけではないかもしれないと思い直し，翌日の19
日に現場の実を採ってきた．その日のうちにモンキシロ
ノメイガ1頭羽化．20日，24日，29日，31日にも同様
に1頭ずつ羽化あり．この蛾も本種も容器内に蛹が見え
なかったので，実の中で蛹化したようだ．
容器内には19日に採ってきたアコウの実だけが入れ

られていた．20日，実を入れた容器内を1頭の幼虫が歩
いていたが，モンキシロノメイガの終齢時にしては体が
やや大きく，また体色が青黒で，モンキシロノメイガの
老熟色でもないように思われた．翌21日，容器内で重
なり合った実をほぐして調べると，同じ外見の幼虫4頭
を確認できた．

10月31日，ヒメツマグロシロノメイガの1頭目が羽
化．ただし伸展不全であった．11月13日，ヒメツマグ
ロシロノメイガ2頭が，14日には3頭が，羽化した．計
6頭の羽化であった．
もっと追加個体が得られないかと，前回のおよそ1か

月後にあたる11月14日に現場を訪れたところ，実はす
べて枯れていたが，それでも持ち帰った．しかし，何も
羽化してこなかった．

Figs 4-5に本種終齢幼虫と思われる同一個体の像を示
す．肉眼では体色が青黒っぽく見えたが，撮影機器の不
具合のせいか，Figs 4-5では赤っぽく写っている．Fig. 6
は11月13日羽化の前翅長10mm，胸幅2mmの標本であ
る．
山中 (2013)によると，成虫は8～ 9月に得られている

とのことなので，今回，10月，11月を追加することに
なる．ただし，南北に長い日本列島なので，地域によっ
て発生月がずれているだけで1化である可能性もある．
山中 (2013)によると国内分布は，九州以南のようで，一

石垣島，沖縄島におけるクロヘリキノメイガ，ヒメツマグロシロノメイガの生態記録
冨　永　　智
901-0401　沖縄県八重瀬町東風平 251-3

Biological notes of Goniorhynchus butyrosus (Butler) and Leucinodes apicalis Hampson in Ishigaki Is. and 
Okinawa Is., the Ryukyus
Satoru Tominaga
Japan Heterocerists’ J. 287: 289-291. September 2018.
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方，アコウの分布は，紀伊半島及び山口県，四国南部，
九州，南西諸島などのようなので，本土でもアコウが食
草としても矛盾はしない．
現場のアコウであるが，その後，翌年4月と7月に訪

れてみた．4月22日，枝にはかなり枯れ朽ちて形が壊れ
た実が数個ついていた．前年のものの名残りと思われた．
7月22日，枝には花蕾も実も何も付いてなく，出そうな
感じさえなかった．以上，2015年10月～ 2016年7月の
経験だけからすると，アコウが実を付けるのは年1回秋
ということになる．
だが，以前の記録を調べると，2005年7月16日，こ

の同じ木から実を持ち帰り，本種ではないが，モンキシ
ロノメイガが同月25日羽化した，とあった．また最近，
2016年3月27日，国頭村安波の若いアコウで，実は大
きかったが十分熟する前で硬く，持ち帰ったが何も羽化

しなかった．つまり，アコウが実をつけるのは年1回と
は限らず，それもいつと決まってはいない，ということ
なのだろうか．
ところで，モンキシロノメイガ幼虫は沖縄島での経験

では，アコウ以外に，ガジュマルとイヌビワの実にも潜
る．そのせいか，この蛾の方は多化性のようである．
今回の飼育記録とは別に，筆者は成虫で本種を得たこ

とがある．2011年10月29日昼間，八重瀬町小城の林で，
交尾中ではなかったが，オオムラサキシキブ葉上に静止
していた新鮮な2頭を採集し，その標本写真が残ってい
る．腹部の形からは，♂♀と思われる．採集当日に日
本産蛾類大図鑑で本種と同定し，現場で食草探しを試み
た．Robinson et al.(2001)の食草目録に本種は載ってい
なかったが，同属のナスノメイガがイヌホウズキにもつ
くとあったので，本種の食草も同様かもしれないと，現

Figs 1-3. Goniorhynchus butyrosus (Butler). 1. Nest. 2. Last instar larva, dorsal view. 3. Emerged adult. Figs 4-6. Leucinodes 
apicalis Hampson. 4. Last instar larva, dorsal view. 5. Ditto. lateral view. 6 Emerged adult. 

1 2

3 4

5 6
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場でイヌホウズキやテリミノイヌホウズキを探した．し
かし，ナス科植物は見つからなかった．
今回，本種がアコウから得られたことで，2016年8月

14日，2011年に成虫を得た現場を訪れた．探すと，木々
の裏側に大きなアコウの木を1本見つけた．

引用文献
初島住彦・天野鉄夫，1977．琉球植物目録．でいご社，
那覇市．

Robinson, G.S., P.R.Ackery, I.J. Kitching, G.W. Beccaloni 
& L.M. Hemandez, 2001. Hostplants of the Moth and 
Butterfly Caterpillars of the Oriental Region. 744 pp. 
Natural History Museum/Southdene Sdn Bhd, London/
Kuala Lumpur.

山中　浩，2013．ノメイガ族．那須義次・広渡俊哉・岸
田泰則編，日本産蛾類標準図鑑4．学研教育出版，東京．

Summary  Goniorhynchus butyrosus (Butler, 1879). Host 
plant: Ophiorrhiza japonica f. tashiroi Hatusima (Rubiaceae). 

May 4, 2016, I collected several larvae feeding on 
Ophiorrhiza japonica along a stream in a mountain of 
Yonehara, Ishigaki Island. The larvae were in their own 
nest one by one. The nest was a rolled leaf, which was 
valley folded along the main vein. May 15, I opened the 
pupation nests and recognized three pupae. May 26 one 
imago had emerged. May 27, another had emerged. 

Leucinodes apicalis Hampson, 1896. Host plant: Ficus 
superba var. japonica Miq. (Moraceae). October 19, 2015, 
I collected fruits (syconium) of Leucinodes apicalis on the 
beach of Yaese town, Okinawa Island. Five imagoes of 
Cirrhochrista brizoalis (Walker) emerged from October 19 
to 31, they might have pupated in the fruits. October 20, 
one larva was crawling in the container but it seemed not to 
be the larva of the C. brizoalis, and I found four same larvae 
by breaking the fruits. October 31, one Leucinodes apicalis 
emerged but failed to extend its wings. Then, November 
13, two imagoes of Leucinodes apicalis emerged and three 
on the next day. Total of six imagoes emerged. November 
14, I collected dead fruits, but no emergence from them.

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，太平洋上の島嶼からも多くの記録がある (Holloway, 
1985)．日本においては石垣島と西表島を中心とした琉
球列島にのみ土着するとされてきたが (杉，1982)，近
年，屋久島・悪石島・奄美大島といった薩南諸島にお
いても定着が確認された (綿引・吉松，2017)．本種
はmango tip borer と呼ばれるムクロジ目ウルシ科マン
ゴー Mangifera indica L. の著名な害虫で，東南アジアを
中心とした多くの国でその被害が報告されている (イン
ドネシア：Kalshoven & Laan, 1981；タイ：Kuroko & 
Lewvanich, 1993；グアム島：Nafus, 1991；オーストラ
リア：Peng & Christian, 2005；インド：Soumya et al., 
2017 等 )．日本でも沖縄県や東京都小笠原村等で発生

が確認されている (仲宗根ほか，1996；東京都病害虫
防除所，2013)．本種の寄主植物は，マンゴー以外にも
同じムクロジ目ウルシ科のカシューナッツAnacardium 
occidentale L. やサンショウモドキ Schinus terebinthifolius 
Raddi，Bouea属，Spondias属，フトモモ目シクンシ科の
Terminalia bellirica Roxburgh (主にインド周辺で食され
ている果実 ) が知られるほか，マメ目マメ科ササゲの記
録もある (Robinson et al., 2001)．日本では沖縄島におい
てムクロジ目ウルシ科のハゼノキRhus succedanea L. と
コショウボク Schinus molle L. も寄主植物として記録さ
れており，ハゼノキより得られた終齢幼虫と羽化した成
虫も図示されている (富永，2002；2018)．今回，我々
は鹿児島県屋久島町栗生より得られた本種の雌成虫1個
体から採卵を行うことに成功し，さらに幼虫がムクロジ

ナカジロフサヤガのヌルデによる飼育記録
綿　引　大　祐 吉　松　慎　一
243-0034　神奈川県厚木市船子 1737 305-8604　茨城県つくば市観音台 3-1-3
東京農業大学昆虫学研究室 国立研究開発法人 農業・食品産業総合研究機構 
 農業環境変動研究センター
Immature stages of the mango tip borer, Penicillaria jocosatrix Guenée fed on Rhus javanica L. under rearing condition
Daisuke Watabiki & Shin-ichi Yoshimatsu
Japan Heterocerists’ J. 287: 291-293. September 2018.
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目ウルシ科ヌルデ Rhus javanica L. を餌資源として少な
くとも蛹のステージまで成長可能であることが飼育に
よって確認できたため報告する．なお，今回はナカジロ
フサヤガの幼生期の標本を得ることを主な目的としてい
たことから，多くの個体は飼育の途中で80% エタノー
ルに固定した．

材料と方法
2016年9月28日に鹿児島県屋久島町栗生で採集され

た雌成虫1個体より採卵を行い，得られた複数の卵から，
翌10月6日に孵化した幼虫21個体のうち15個体を用い
て飼育を行った．採卵には直径110 mm高さ55 mmの透
明なプラスチック製の容器を用い，容器内に雌成虫を放
飼して採卵を行った．なお雌成虫には砂糖水を与えた．
幼虫の餌資源にはヌルデを用いたほか，人工飼料 (シル
クメイト2S；日本農産工業株式会社 )，および富永 (2018) 
によって既に寄主植物として報告されているハゼノキも
予備的な餌資源として飼育を行った．飼育は「人工飼料」
のみを与えるグループ (グループA：7個体 ) と，「ハゼ
ノキとヌルデ」を同時に与えるグループ (グループB：8
個体 ) の2グループに分けて行った．ハゼノキとヌルデ
の葉は，農研機構 農業環境変動研究センター (茨城県つ
くば市 ) の圃場内に自生していた株より採取し，1～ 2
日毎に新鮮な葉 (主に新葉 ) を与えた．飼育容器には採
卵を行ったものと同じ容器を用い，それぞれグループ毎
に同じ容器で飼育を行った．なお，観察時以外は人工気
象器を用いて24℃ 16L8Dの条件下で飼育を行った．

結　果
・雌成虫からの採卵
2016年9月28日に採集された雌成虫1個体は，採集か

ら4日後の10月2日まで産卵を行わなかったものの，市
販のマンゴー果汁100% 飲料を含ませたティッシュを容
器内に入れたところ，10月3日朝～ 10月4日朝にかけ
て産卵を確認することができた (マンゴー果汁が産卵行
動に与える影響は不明だが，産卵を誘発した可能性も考
えられたことから，ここでは補足として述べた )．雌成
虫は10月5日には死亡が確認された．

・グループA (人工飼料のみ：7個体 )
孵化から2日後の10月8日に確認を行ったところ，5

個体は摂食を行うことなく死亡した．残りの2個体はや
や大きくなっていたことから，人工飼料を少なからず摂
食したと考えられたが，その数日後には死亡が確認され
た．

・グループB (ハゼノキ＋ヌルデ：8個体 )
孵化から5日後の10月11日に確認を行ったところ4

個体は死亡していたが，残りの4個体はヌルデの新葉を
中心に摂食し，2齢幼虫となっていた．ハゼノキには食
痕が見られず，その後中齢幼虫期までヌルデと併せてハ
ゼノキも与えたが，摂食した様子は見られなかった．こ
れら4個体はその後もヌルデを餌資源として順調に成長
したため，孵化から12日後の10月18日には中齢幼虫2
個体を固定し，13日後の10月19日には終齢幼虫1個体
を固定した．残りの1個体は孵化から15日後の10月21
日に蛹化したため，10月24日に固定した．本種の卵，
初齢，中齢幼虫，蛹はこれまであまり図示されてこなかっ
たことから，ここでは終齢幼虫と併せてそれらの図も示
しておく (Figs 1-5)．なお，卵は当初薄緑色であったが，
孵化が近づくにつれて図示したような斑模様となった．

考　察
人工飼料を与えたグループAではすべての個体が若齢

幼虫のうちに死亡したものの，ハゼノキとヌルデを同時
に与えたグループBでは，すべての個体がヌルデのみを
餌資源として成長し，蛹のステージまで問題なく成長で

Figs 1-5. An egg obtained from a female adult collected 
at Yakushima Island, Japan and reared larvae and a pupa of 
Penicillaria jocosatrix Guenée. 1. Egg. 2. First instar larva. 
3. Third instar larva. 4. Last instar larva. 5. Pupa.
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きることがわかった．なお，同時に与えたハゼノキは今
回摂食された様子が見られなかったが，これが選好性を
意味するものかは今後の検討が必要である． 
本種は自らの分布域とマンゴーの栽培地の拡大に伴

い，これまで生息が確認されていなかった地域において
も，マンゴーを中心としたウルシ科作物の害虫としての
発生が懸念される種である (綿引・吉松，2017)．今回
の結果から日本全国に分布するヌルデが本種の餌資源と
なることが判明したことから，今後温暖化等によって
本種の分布域が拡大した場合，多くの地域で本種が定
着・害虫化する可能性があると考えられた．また，日本
には本種との識別が難しい同属のオビナカジロフサヤガ 
Penicillaria maculata Butler が分布し，本種と同様にウ
ルシ科植物を寄主植物とすることから (Robinson et al., 
2001)，今後は両種の幼生期における寄主植物のさらな
る記録や，生態学的知見の蓄積が害虫防除の観点からも
望まれる．
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産センターの笠井環氏をはじめとしたスタッフの皆様，
幼虫飼育のお手伝いをいただいた国立研究開発法人 農
研機構 農業環境変動研究センターの田中絵里氏に厚く
お礼申し上げる．本研究は日本学術振興会特別研究員奨
励費 (JP16J02810) の助成を受けて行った．

引用文献
Holloway J. D., 1985. The moths of Borneo, Part 14. 

Malayan nature Journal 38: 157-317. The Malaysian 
Nature Society, Kuala Lumpur.

Kalshoven, L. G. E. & P. A. van der Laan, 1981. Revised 
and translated by P. A. van der Laan with cooperation of 
G. H. L. Rotschild. Pests of crops in Indonesia. 720 pp. 
Jakarta, Indonesia.

Kuroko, H. & A. Lewvanich, 1993. Lepidopterous Pest 
of Tropical Fruit Trees in Thailand. 132 pp., Japan 
International Cooperation Agency, Tokyo.

Nafus, D., 1991. Biological control of Penicillaria jocosatrix 
(Lepidoptera: Noctuidae) on mango on Guam with notes 
on the biology of its parasitoids. Environ. Entomol. 20: 
1725-1731.

仲宗根福則・比嘉良次・長嶺将昭・金城美恵子，1996．
沖縄県で発生したマンゴーの害虫．九州病害虫研究会
報 42: 122-124.

Peng, R. K. & K. Christian, 2003. Integrated pest 

management in mango orchards in the Northern Territory 
Australia, using the weaver ant, Oecophylla smaragdina, 
(Hymenoptera: Formicidae) as a key element. Int. J. Pest 
Manage. 51: 149-155.

Robinson, G. S., P. R. Ackery, I. J. Kitching, G. W. 
Beccaloni & L. M. Hernández, 2001. Host plants of the 
moth and butterfly caterpillars of the Oriental Region. 744 
pp., Natural Histry Museum, London.

Soumya, B. R., V. Abraham & P. D. Kamala Jayanthi, 2017. 
Diversity and economic status of Lepidopteran insect-
pest on two major varieties of mango. J. Entomol. Zool. 
Stud. 5: 838-843.

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．

富永　智，2002．沖縄本島でハゼノキにつく数種の蛾類
幼虫．誘蛾燈 170: 133-135.

富永　智，2018．沖縄島におけるナカジロフサヤガの寄
主植物．誘蛾燈 231: 21-22.

綿引大祐・吉松慎一，2017．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．蛾類
通信 282: 197-198.

Summary  The mango tip borer, Penicillaria jocosatrix 
(Guenée) is widely distributed from the Indo-Australian 
sub-tropic and tropic regions to some pacific islands 
and known as a major pest of mango, Mangifera indica 
Linnaeus in India (Soumya et al., 2017), Thailand (Kuroko 
& Lewvanich, 1993), Indonesia (Kalshoven & Laan, 
1981), Australia (Peng & Christian, 2005) and Guam 
island (Nafus, 1991) etc. In this paper, we record Rhus 
javanica L. as a new host plant of this pest under rearing 
condition. We collected a female adult of P. jocosatrix at 
Yakushima Island, Japan and obtained some eggs from 
the female successfully. After then, most of eggs hatched 
and some larvae fed on the young leaves of Rhus javanica 
under rearing condition. One of the larva pupated after 15 
days from hatching. Larvae of all stages and a pupa were 
fixed and preserved in 80 % ethanol for further study of the 
morphology. An egg and first, third, last instar larvae and a 
pupa are shown in Figs 1-5.
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清水一氏が最近大阪府から採集したハマキガ科2種を
検討する機会があった．いずれも今まで我が国から記録
が少なかった種であり，大阪府初記録でもあった．しか
も，そのうちの1種の雌ははじめて採集されたものであ
る．このため，これら2種の成虫と雌雄交尾器を図示し
報告する．今回検討した標本は大阪府立大学昆虫学研究
室に保管される．
標本の検討許可および寄贈いただいた清水一氏に感謝

申し上げる．

Semnostola trisignifera Kuznetzov, 1970
ツマアカクロヒメハマキ (Figs 1, 3)
所検標本：1雄，大阪府，東大阪市六万寺町，2017年

6月20日採集．採集地はコナラやクヌギ，クマノミズキ
が優占する山裾の二次林内で，昼間のスウィーピングで
採集された．
分布：本州 (岩手県，大阪府 )，ロシア沿海州．大阪

府初記録．
寄主植物：不明．
本種は，ロシア沿海州の標本に基づいて記載された種

である (Kuznetzov, 1970)．我が国では今まで岩手県から
の記録があるだけで，成虫は日中に樹陰を極めて活発に
飛行し採集困難，まれに灯火に飛来すると記録されてい
る (奥ら，1997；奥，2003)．しかし，採集者の清水氏
は同採集地で何回も昼間スウィーピング法で採集してい
るが，本種のこのような飛行を見たことはないという．
清水氏によれば今回の個体は外灯付近の静止中の個体を

採集したものと思われるとのことである．
我が国では奥ら (1997)により本種の白黒写真と雌雄

交尾器の線画が示され，成虫のカラー写真が那須ら編 
(2013)に掲載されている．雄交尾器の写真は図示された
ことはないので，今回図示する．
雄交尾器 (Fig. 4):ウンクスは未発達．ソキウスは小さ

い．グナトスは細長い．バルバは細長い三角形状で，先
端にいくにつれ細くなり，先端は腹方にやや突出し，硬
化した鉤状の1突起をもつ．エデアグスは細長く，ほぼ
真っ直ぐ，数本の細長いコルヌティをもつ．

Heleanna tokyoensis Nasu, 2007
ウスズミクロモンヒメハマキ (Figs 2, 4)
所検標本：1雌，大阪府，東大阪市六万寺町，2017年

5月18日採集，1雌，同所，2017年6月20日採集；1雌，
千早赤阪村，水越峠，2017年8月27日採集．東大阪市
の採集地はコナラやクヌギ，クマノミズキが優占する山
裾の二次林で，昼間のスウィーピングで，千早赤阪村の
採集地周辺はほとんどがスギとヒノキの植林地である
が，渓流沿いはクマノミズキとウツギが優占する二次林
であり，灯火採集により得られた．
分布：本州 (東京都，大阪府 )．大阪府初記録．
寄主植物：不明．
本種は東京都の皇居内で採集された1雄に基づいて

2007年に記載された種で，雌は未知であった (Nasu & 
Byun, 2007; 那須ら編，2013)ので，ここで雌交尾器を図
示するとともに記載する．

日本での記録が少ないハマキガ科 2種
那　須　義　次
599-8531　大阪府堺市中区学園町 1-1　大阪府立大学昆虫学研究室
Two tortricid moths little recorded from Japan
Yoshitsugu Nasu
Japan Heterocerists’ J. 287: 294-295. September 2018.

Figs 1-2. Adults. 1. Semnostola trisignifera Kuznetzov. 2. Heleanna tokyoensis Nasu.

1 2
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雌成虫の外部表徴は雄に類似する (Fig. 3)．雌の前縁
中央部の半円形紋は雄に比べてやや小さいが，所検標本
が少ないので，性差か個体変異かは不明である．
雌交尾器 (Fig. 5):パピラ・アナリスは扁平で，細長い．

アポフィシス・ポステリオリスとアポフィシス・アンテ
リオリスはほぼ同長．腹部第8節の腹板は長方形，やや
膜状で，中央部に小さな窪みがあり，多数の小さい針状
突起をもつ．交尾口は円く，腹部第7節腹板の後端の切
れ目内に位置する．7節腹板は長方形で，交尾口の両側
面の後端が後方に盛り上がる．ドゥクツス・ブルサエは
ほとんど硬化する．コルプス・ブルサエは球状で内面は
針状，2個の刃状のシグナをもつ．

引用文献
Kuznetzov, V. I. ,  1970. New peculiar leaf-rollers 

(Lepidoptera, Tortricidae) from the Far-East of  USSR. 
Ent. Obozr. 49: 434-451.

Nasu, Y. and B. K. Byun, 2007. First report of the 
genus Heleanna Clarke (Lepidoptera, Tortricidae, 
Olethreutinae) from the Palaearctic region, with 
descriptions of two new species from Japan and Korea. 
Trans. lepid. Soc. Japan 58: 379-386.

那須義次・広渡俊哉・岸田泰則 (編 )，2013．日本産蛾
類標準図鑑4．552 pp., 69 pls. 学研教育出版，東京．

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

奥　俊夫・土井信夫・小川五郎，1997．東北地方のハマ
キガ相に関する知見及び関連する他地方からの記録．
岩手虫の會會報特別号1: 145-152．

Summary Two tortricid moths, Semnostola trisignifera 
Kuznetzov, 1970 and Heleanna tokyoensis Nasu, 2007, 
which were little recorded from Japan, were reported and 
illustrated. The two species were collected from Osaka 
Prefecture by Mr. Hajime Shimizu for the first time. 

The color photograph of male genitalia of S. trisignifera 
are illustrated. 

Female of H. tokyoensis were illustrated and described for 
the first time. The female is superficially similar to male. 
Female genitalia: Papilla analis, flat, slender. Apophysis 
posterioris as long as apophysis anterioris. Eighth sternite 
trapezoid, slightly membranous, spinulose, with a pit in 
the middle. Ostium bursae circular, located in the incision 
on posterior edge of seventh sternite. Seventh sternite 
trapezoid, with protrusions on both the sides of ostium 
bursae in the posterior edge of the sternite. Ductus bursae 
wholly sclerotized. Corpus bursae globular, spinulose on 
the internal surface; signa two blade-like sclerites.

Figs 3-4. Genitalia, ventral view. 3. Semnostola trisignifera 
Kuznetzov, male. 4. Heleanna tokyoensis Nasu, female.

3
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筆者は，北海道にて大型のボクトウガの一種を採集し
た．その蛾は，一見オオボクトウCossus cossus (Linnaeus, 
1758) に似ているが，頭部，頸部が黄褐色を呈さないこ
とから明らかに日本から未記録の別種と判断した．イン
ターネットで調べてみたところ，Acossus terebra (Denis 
& Schiffermüller)という種ではないかと思われた．そこ
で，東京の岸田泰則氏に標本を渡して確認をしていただ
いたところ，この種で間違いないとの返事をいただいた
ので，ここに報告する．本種の図は岸田氏によるとザイ
ツ II巻 (Seitz, 1912) やde Freina & Witt (1990) に載って
いるとのことである．
この報告にあたり，いろいろご教示いただいた岸田泰

則氏にお礼申し上げる．

Acossus terebrus (Denis & Schiffermüller, 1775)　
スミイロオオボクトウ (新称 ) 
Bombyx terebra Denis & Schiffermüller, 1775, Ankundung 

syst. Werkes Schmett. Wienergegend: 60.

被検標本　北海道網走市美岬 (Abashiri, Misaki)，2♂ , 
4. viii. 2016, 筆者採集 (Fig. 1)．

開張67-70mm．オオボクトウ Cossus cossus (Linnaeus) 
に似ているが，頭部，頸部が灰黒色であること，前翅は
より細長いこと，前翅のほぼ中央から内側が広く黒色を
おびること，亜外部の横線がより顕著であることなどで
容易に区別できる．
本種のタイプ産地はオーストリアで，ヨーロッパから

中東，モンゴル，ロシア，中国北部，朝鮮半島などユー
ラシア大陸北部に広く分布していることが知られる．食
樹はヤマナラシPopulus tremulaが知られている．
このような大型の未記録種が発見されたことは驚嘆に

値するが，日本に分布していてもおかしくはない種であ
る．今までオオボクトウと混同されていて発見が遅れた
のかもしれない．
なお，本種をタイプ種として属Lamellocossus Daniel, 

1956が創設されているが，この名は北アメリカに産す
るCossus undosus Lintener, 1878をタイプ種として創設
された属Acossus Dyar, 1905のシノニムとされている 

(Yakovlev, 2007)．

引用文献
de Freina J. J. & T. J. Witt, 1990. Die Bombyces und 

Sphinges der Westpalaearktis (Insecta, Lepidoptera), Band 
2 Cossoidea - Zygaenoidea. Forschung & Wissenschaft 
Verlag GmbH, München.

Seitz, A., 1912. Cossidae. In Seitz, A. (Ed.), Die Gross-
Schmetterlinge der Erde 2: 420, 53d. Alfred Kernen, 
Stuttgart.

Yakovlev, R.V., 2007. Taxonomic notes on Acossus Dyar 
and Parahypopta Daniel (Cossidae). Nota lipid. 30: 415-
421.

Summary  Acossus terebrus (Denis & Schiffermüller, 1775) 
was recorded from Japan for the first time, based on two 
male specimens taken from Hokkaido. This species has 
been known to be widely distributed in Eurasia.

北海道で得られた日本未記録のボクトウガの一種
前　田　大　輔
065-8589　北海道札幌市北区北 9条西 9　北海道大学農学院昆虫体系学研究室
Acossus terebrus (Denis & Schiffermüller), new to Japan from Hokkaido
Daisuke Maeda
Japan Heterocerists’ J. 287: 296. September 2018.

Fig. 1. Acossus terebrus (Denis & Schiffermuller), ♂ 
(Misaki, Abashiri, Hokkaido).

1
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はじめに
2016年10月，長田・吉武 (2017) は昆虫類の非意図的

な移動の実態を明らかにする目的で，フェリーとしま鹿
児島発便の船上 (鹿児島－口之島間 )で蛾類の調査を行
い，広域に分布する害虫6種の飛来を確認し，船舶移動
に伴う非意図的な害虫種の侵入・定着リスクを示唆し
た．その後，2017年3月5日にフェリーとしま名瀬発便
(奄美大島－宝島間 )でも鱗翅目昆虫の採集調査を行った
ので，以下にその記録を報告する．なお，他の昆虫群の
記録等を含む既報の詳細については，石川・吉武 (2017) 
を参照していただきたい．検視標本は全て大阪市立自然
史博物館に保管されている．

採集記録
Noctuidaeヤガ科

Ophiusa tirhaca (Cramer, 1777) クロモンシタバ，1♂
本種は国内では本州，伊豆諸島 (御蔵島 )，四国，九

州，トカラ列島，沖縄島，石垣島，小笠原諸島で記録が
あり (九州以北では偶産と思われる )，国外ではヨーロッ
パ南部からアフリカやインドからオーストラリアにかけ
て広域に分布し，国内での寄主は不明である (岸田ほか，
2011)．

Callopistria maillardi (Guenée, 1862) 
ナカウスツマキリヨトウ，1♂
本種は国内では四国，九州南部，南西諸島，小笠原

諸島に広く分布し，国外では東南アジアからアフリカま
で広域に分布し，寄主はシダ植物のMicrolepia strigosa 
(Thunb.) C. Preslイシカグマ，Blechnum orientale L.ヒ
リュウシダ，Woodwardia orientalis Sw.ハチジョウカグマ，
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schottホウビカンジュが知ら
れる (枝，2011)．

Orthosia fausta Leech, [1889] クロテンキリガ，1♂
本種は日本固有種で，本州，伊豆諸島 (八丈島 )，四

国，九州，奄美大島，沖縄島，西表島に分布し，Celtis 
sinensis Pers.エ ノ キ やQuercus acerifolia (E.J.Palmer) 
Stoynoff & Hessウバメガシが寄主として知られ，成虫
は早春に発生する (吉松，2011)．

Avitta puncta Wileman, 1911ウスグロクチバ，1♂
本種は日本固有種で，本州，伊豆諸島 (神津島，御蔵

島 )，四国，九州，対馬，トカラ列島，奄美大島，沖縄
島に分布し，Lauraceaeクスノキ科植物が寄主として知
られる (岸田ほか，2011)．

Arctiidaeヒトリガ科
Creatonotos transiens koni Miyake, 1909 
ハイイロヒトリ，2♂
本種は国内では屋久島以南の南西諸島に広く分布し，

国外では東南アジアに広域に分布し，Dioscorea japonica 
Thunb.ヤマノイモやCayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
ヤブガラシが寄主として知られる (岸田，2011)．

Crambidaeツトガ科
Cangetta rectilinea Moore, 1886
シロオビナカボカシノメイガ，1♂
本種は国内では本州西南部，四国，九州，屋久島，奄

美大島，沖縄島，石垣島，西表島に，国外では台湾，中
国，スリランカに分布し，Psychotria serpens L.シラタマ
カズラの花と果実が寄主として知られる (山中・佐々木，
2013)．

まとめ
今回の奄美大島－宝島間における調査で採集された6

種には，日本応用動物昆虫学会編 (2006) に害虫種とし
て掲載された種は含まれていない．また，過去に吉松
(1991)および吉松・中村 (1992)による東シナ海上で採集
された鱗翅目昆虫の記録に含まれているのは，クロモン
シタバの1種のみである．

奄美大島からトカラ列島宝島に向かう船上で採集された蛾類 6種の記録
長　田　庸　平 吉　武　　啓
546-0034　大阪府大阪市東住吉区長居公園 1-23 305-8604　茨城県つくば市観音台 3-1-3
大阪市立自然史博物館 国立研究開発法人農研機構・農業環境変動研究センター 

Records of six moths collected on a passenger and cargo ship between Kagoshima proper and Amami-oshima 
Is., the Amami Islands in the boarding section from Amami-oshima Is. to Takara-jima Is., the Tokara Islands
Yohei Osada and Hiraku Yoshitake
Japan Heterocerists’ J. 287: 297-298. September 2018.
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クロモンシタバは南西諸島以南には定着し，本土では
偶産とされており，移動性は強いと思われることから，
船舶で確認されたのは移動中のものと思われる．ナカウ
スツマキリヨトウ，ハイイロヒトリ，シロオビナカボカ
シノメイガは日本西南部から東南アジアに広域に分布す
る種であるが，過去に海上での採集例がないため，出港
前の船舶に飛来したか海上を飛翔していたかは不明であ
る．また，日本固有のクロテンキリガやウスグロクチバ
は移動性が強いとは考え難く，奄美大島で出港前の船舶
に飛来してきた可能性が高い．
いずれも奄美大島ではすでに記録されている．トカラ

列島宝島においては，ハイイロヒトリとナカウスツマキ
リヨトウの2種は記録されているが (Owada et al., 1994)，
他4種は金井・守山 (2014) による調査では記録されな
かった．今回の記録は，蛾類の海洋上での移動や非意図
的な島嶼間の移動の実態のみならず，トカラ列島の蛾類
相を解明する上でも有用なものと思われる．
なお，海洋上の船舶で採集された鱗翅目昆虫について

は，過去に断片的な情報があるだけで，鱗翅目昆虫の海
洋上での移動や船舶移動に伴う人為的分布拡大の実態を
解明するためには，今後は年間を通した包括的な調査が
望まれる．

謝　辞
本稿を草するに当たり，ヤガ科の一部の種同定にご協

力いただいた枝恵太郎・四方圭一郎両氏とトカラ列島宝
島の蛾類に関する文献をご教示いただいた福田輝彦氏に
記して厚くお礼申し上げる．また，英文校閲の労を賜っ
たSteve R. Davis博士 (アメリカ自然史博物館 )に感謝す
る．

引用文献
枝恵太郎，2011．ツマキリヨトウ亜科．岸田泰則 (編 )，
日本産蛾類標準図鑑2: 317-320. 学研教育出版，東京．

石川　忠・吉武　啓，2017．“フェリーとしま”の船上で
採集された半翅類 (カメムシ亜目・頸吻亜目 )．Rostria 
(61): 34-36.

金井賢一・守山泰司，2014．2012 年4 月および10 月の
トカラ列島宝島の昆虫記録．鹿児島県立博物館研究報
告 (33): 39-44.

岸田泰則，2011．ヒトリガ科．岸田泰則 (編 )，日本産
蛾類標準図鑑2: 148-167. 学研教育出版，東京．

岸田泰則・柳田慶浩・清野昭夫・石塚勝己，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．

日本応用動物昆虫学会 (編 )，2006. 農林有害動物・昆虫
名鑑増補改訂版．387 pp. 日本植物防疫協会，東京．

長田庸平・吉武　啓，2017．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．蛾類通
信 (282): 187-188.

Owada, M., Sato, R. and M. Kimura, 1994. Moths of the 
Tokara Group of the Ryukyu Islands. Results of the 
research project on the Tokara Group, WWF Japan. WWF 
Japan Science Report 2: 199-250.

山中　浩・佐々木明夫，2013．ノメイガ亜科．那須義
次・広渡俊哉・岸田泰則 (編 )，日本産蛾類標準図鑑4: 
415-478. 学研教育出版，東京．

吉松慎一，1991．東シナ海定点において1981年から
1987年にかけて採集された鱗翅目昆虫．昆蟲 59 (4): 
811-820.

吉松慎一，2011．ヨトウガ亜科．岸田泰則 (編 )，日本
産蛾類標準図鑑2: 368-384. 学研教育出版，東京．

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.

Summary In order to gather fundamental information on 
unintentional migration and/or invasive moth species, 
the lepidopteran fauna was surveyed on March 5th, 2017 
on the “Ferry Toshima”, which is a regular passenger and 
cargo ship between Kagoshima proper and Amami-oshima 
Is. The moths were collected in the boarding section from 
Amami-oshima Is. to Takara-jima Is., the Tokara Islands. 
As a result, six species were collected on the ship, most of 
which seemed to be attracted by the ship’s lights at night. 
Among them, four species, Ophiusa tirhaca, Callopistria 
maillardi, Creatonotos transiens and Cangetta rectiline, are 
distributed widely in East and Southeast Asia, whereas the 
remaining two species, Orthosia fausta and Avitta puncta, 
are endemic to Japan. These records are important in 
discussing unintentional migration and/or invasive moths 
with vessels, as well as composition of the moth fauna of 
the Tokara Islands.
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筆者らのうち，船越が岐阜県岐阜市達
だちぼくぼら

目洞で得た幼虫
から羽化させたアオシャク亜科の標本について，金子が
詳細な検討を進めた結果，新種であるという結論に達し
た．本報にあたり，日頃から種々ご教示くださり，原稿
を校閲いただいた佐藤力夫氏に厚くお礼申し上げる．

Pamphlebia rotunda sp. nov. 
マルバネヘリアカトガリアオシャク (新称 ) (Figs 1-3)
♂ (Fig. 1)．開張15 mm．頭部は緑褐色，触角は両櫛

歯状，背面側の付け根から2/3までは黄白色だが，先端
側1/3は褐色．翅表は緑黄色，細く不鮮明な白色の外横
線が前後翅に，内横線が前翅に認められる．外縁部は
赤褐色，縁毛は白色，前縁は翅表と同色の縁毛と外縁
部と同色の縁毛が混じる．後翅M3は突起する．触角の
形態や外縁，縁毛の色彩は本属の特徴 (井上 , 1961: 65; 
Holloway, 1996: 270) とよく一致する．前後翅とも外縁
はやや丸みを帯び，直線的なP. rubrolimbraria (Guenée) 
ヘリアカトガリアオシャクとは翅形が異なる．♀は未知．

♂交尾器 (Fig. 2)．Uncusはよく骨化し細く，先端は
鋭い．Sociusは骨化が弱く，uncusよりやや短い．Valva
は先端に向かってやや細くなり，鈍頭．ヘリアカトガリ
アオシャクで認められるcostaからの細長い突起 (井上，
1961:65, fig. 150; Holloway, 1996: 270, fig. 345) は認めら
れない．

Holotype, ♂ (reared), Dachibokubora, Gifu-shi, Gifu 
Prefecture, Japan, 27 May 2012 emerged. Genitalia silde 
No. SF1681. 国立科学博物館所蔵．
分布．本州 (岐阜県 )．
種小名および和名は，前後翅の外縁が丸みを帯びるこ

とから命名した．
生態．幼虫はツブラジイCastanopsis cuspidata (ブナ

科 ) につく．船越による幼虫採集，飼育経過は以下のと
おり．岐阜市達目洞，27. III. 2012 ツブラジイより幼虫
採集 (Fig. 3)，13. V. 2012 蛹化，27. V. 2012 羽化．幼虫
の体色は頭部ともに茶褐色．顕著な突起は見られないが，
表面は滑らかでない．日本には同属にヘリアカトガリア

オシャク1種だけが知られる．ヘリアカトガリアオシャ
クの分布は本州及び奄美大島以南の南西諸島で，本州
では神奈川県や愛知県以南で採れている (中島，2011)．
本種も寄主から岐阜県の一部にしか分布していないとは
考えにくく，今後本州以南の温暖な地域で追加個体が見
つかる可能性が高い．

引用文献
Holloway, J.D., 1996. The Moths of Borneo: Family 

G e o m e t r i d a e ,  S u b f a m i l i e s  O e n o c h r o m i n a e , 
Desmobathrinae and Geometrinae. Malayan Nature 
Journal 49: 147-326.

Inoue, H. (井上　寛 ), 1961. Geometridae. Insecta Japonica 

岐阜県で得られたアオシャク亜科の 1新種の記載
金　子　岳　夫 船　越　進 太 郎
440-0042　愛知県豊橋市栄町 144-3 501-0222　岐阜県瑞穂市別府 222-2

A new species of the Geometrinae (Geometridae) from Gifu Prefecture, Japan
Takeo Kaneko and Shintaro Funakoshi
Japan Heterocerists’ J. 287: 299-300. September 2018.

Figs 1-2. Pamphlebia rotunda sp. nov. 1. Emerged adult, 
holotype. 2. Male genitalia, Slide No. SF1681. 
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(鱗翅目・シャクガ科〔I〕．日本昆虫分類圖説 ), Series 
1 Part 4, 2+106 pp., 7 pls. Hokuryukan, Tokyo. (In 
Japanese, with English summary)

中島秀雄，2011．アオシャク亜科．岸田泰則 (編 )，日
本産蛾類標準図鑑 1: 205-224. 学研教育出版，東京．

Summary  A new species of the Geometrinae is described 
from Gifu Prefecture, Honshu, Japan. Holotype will be 
deposited in the National Museum of Nature and Science, 
Tsukuba.

Pamphlebia rotunda sp. nov. (Figs 1-3). 
Male. Wing span 15 mm. Antennae bipectinate, yellowish 

white dorsally on basal two thirds and apical third brown. 
Both wings greenish yellow, terminal line reddish brown 
and fringes white. Forewing: termen rounded; costa 
checked with greenish yellow and brown; antemedial line 
narrow and unclear; postmedial line with white shade. 
Hindwing: similar to forewing; protruded on vein M3; 
antemedial line lacking. Female unknown.

Male genitalia (Fig. 2). Uncus well sclerotized, apex 
pointed. Socius weakly sclerotized, shorter than uncus. 
Valva slender, apex rounded; costa without process, while a 
thorn-like process projecting from costa in P. rubrolimbraria 
(Guenée) (Inoue, 1961: 65, fig. 150; Holloway, 1996: 270, 
fig. 345).

Holotype. Gifu-shi, Gifu Prefecture, 27 May 2012 
emerged, S. Funakoshi leg. (Slide: SF1681). 

Etymology. The specific name rotunda is derived from 
the rounded terminal margin of both wings.

Distribution. Japan (Honshu).
Biology. Larval hostplant is Castanopsis cuspidata 

(Fagaceae). The larva (Fig. 3) was collected on the 
hostplant on 27 March 2012 by S. Funakoshi. Pupated on 
13 May, emerged on 27 May.

Fig. 3. Pamphlebia rotunda sp. nov. Larva.

筆 者 は 岐 阜 市 の 金 華 山 (329m)で ツ ブ ラ ジ イ
Castanopsis cuspidata (Thunb.) Schottkyにつく蛾類64種
を報告した (船越 , 2011, 2012, 2013, 2014, 2017)．その
後も倒木の枯葉を含めたツブラジイ葉での探索を行い，
採集した幼虫の飼育を行った．ここでは，23種の記録
を示す．この中でMelanaema venata venata Butler オオ
ベニヘリコケガ，Adrapsa notigera (Butler) フジロアツ
バ，Tamba corealis (Leech) チョウセンツマキリアツバ，
Oruza brunnea (Leech) ウスキコヤガは，ツブラジイから
新たな追加であり，ウスキコヤガの幼虫期は，その記録
を見ない．これまでの報告と併せてツブラジイから得た
幼虫は，68種となる． 

Scythropiodes lividula (Meyrick)　ムモンハビロキバガ
採集・飼育経過．生葉から幼虫1，2016. V. 8. 同年

5月23日蛹化，6月6日羽化 (1♀ )；生葉から幼虫1，
2016. VI. 2. 同年6月4日蛹化，6月18日羽化 (1♂ )；生
葉から幼虫1，2017. V. 19. 同年6月4日蛹化，6月16日
羽化 (1♂ )． 
生態・既記録．すでに当地のツブラジイから報告して

いる (船越 2012，2013，2017)．

Scythropiodes leucostola (Meyrick)  ゴマフシロハビロキバガ　　
採集・飼育経過．枯葉から幼虫1，2015. V. 17. 同年

6月中旬繭形成，6月27日羽化 (1♀ )；枯葉から幼虫1，
2016. V. 22. 同年6月18日繭形成，6月28日羽化 (1♀ )．

ツブラジイから得た幼虫 (VI)　ウスキコヤガの幼生期の記録
船　越　進 太 郎
501-0222　岐阜県瑞穂市別府 222-2

Moth larvae feeding Castanopsis cuspidate (VI); the first records of larvae of Oruza brunnea (Leech) (Noctuidae)
Shintaro Funakoshi
Japan Heterocerists’ J. 287: 300-304. September 2018.
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Figs 1-3. Melanaema venata venata Butler. 1. Last instar larva, dorsal view. 2. Ditto, lateral view. 3. Pupa and emerged adult. 
Fig. 4. Lophonycta confusa (Leech). Pupa and emerged adult. Figs 5-7. Oruza brunnea (Leech). 5. Pupa and emerged adult. 6. 
Last instar larva, dorsal view. 7. Ditto. lateral view. Fig. 8. Adrapsa notigera (Butler). Pupa and emerged adult. 
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生態・既記録．すでに当地のツブラジイより幼虫を得
ている (船越，2013，2014，2017)．

Jodis urosticta Prout　ウスキヒメアオシャク　　
採集・飼育経過．生葉から幼虫1，2016. VIII. 31. 同

年9月10日蛹化，9月21日羽化 (1♂ )；生葉から幼虫1，
2017. V. 27. 同年6月13日蛹化，6月23日羽化 (1♀ )．
生態・既記録．すでに当地のツブラジイで発表済みで

ある (船越，2011，2012，2013，2014，2017)． 

Maxates protrusa (Butler) 　ヒメツバメアオシャク　
採集・飼育経過．生葉から幼虫1，2017. VI. 9. 同年6

月16日蛹化，6月27日羽化 (1♀ )．
生態・既記録．すでに当地のツブラジイで幼虫を得て

いる (船越，2011，2012，2013, 2017)． 

Peratostega deletaria hypotaenia (Prout)　ヤマトエダシャク　
採集・飼育経過．生葉から幼虫1, 2017. III. 20. 同年4

月22日蛹化 , 5月3日羽化 (1♂ )．
生態・既記録．すでにツブラジイで発表済みである (船

越 , 2011，2012，2013，2014)

Melanaema venata venata Butler　
オオベニヘリコケガ (Figs 1-3)
採集・飼育経過．生葉から幼虫1，2016. VIII. 31. 同

年9月6日繭形成，9月15日羽化 (1♀ )．
生態・既記録．地衣を食するという．ツブラジイから

は初めて得た．

Lophonycta confusa (Leech)　アミメケンモン (Fig. 4)
採集・飼育経過．生葉から蛹1，2016. XII. 2. 翌年5月

2日羽化 (1♂ )．
生態・既記録．これまで幼虫を得ていない．ここでは

ツブラジイ食いとしてカウントしないこととするが，そ
の可能性も否定できない．生活史の記録はないようであ
る．

Euplexidia angusta Yoshimoto　ホソバミドリヨトウ　　　
採集・飼育経過．幼虫1, 2014. XII. 24. 翌年2月9日死．
生態・既記録．当地のツブラジイで発表済みである (船

越，2013)，前回の記録などから幼虫越冬と思われる．

Autoba tristalis (Leech)　ツマトビコヤガ　
採集・飼育経過．枯葉から幼虫1，2016. IV. 19. 同年

5月11日蛹化，5月23日羽化 (1♂ )；枯葉から幼虫1，
2016. VIII. 31. 同年9月4日蛹化，9月14日羽化 (1♀ )；
枯葉から幼虫1，2017. XI. 12. 翌年1月25日死；枯葉か
ら幼虫1，2017. XI. 28. 翌年1月20日死． 
生態・既記録．すでに当地のツブラジイ枯葉より採集

した幼虫を報告した (船越，2013，2014，2017)．

Figs 9-12. Adrapsa notigera (Butler). 9. Last instar larva, dorsal view. 10. Ditto, lateral view. 11. The nest piled up a leaf. 12. 
Pupa in the nest.
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Arasada ornata (Wileman)　 ヤマトコヤガ　
採集・飼育経過．枯葉から幼虫1，2015. X. 25. 翌年

1月5日巣形成，3月20日羽化 (1♀ )；枯葉から幼虫3，
2015. X. 3. 翌年3月25日巣形成，羽化したものの脱出失
敗，羽化日不明 (1♂ )，4月19日巣形成，5月6日羽化 (1
♂ )，5月11日巣形成，5月27日羽化 (1♂ )．
生態・既記録．すでにツブラジイの枯葉から幼虫を報

告した (船越，2014，2017)．

Oruza yoshinoensis (Wileman)　 ヨシノクルマコヤガ　
採集・飼育経過．枯葉から幼虫1，2015. X. 25. 同年

10月25日巣形成，翌年3月22日羽化 (1♂ )；枯葉から
巣1，2016. I. 5. 同年4月1日寄生バチ羽化；枯葉から幼
虫36，2016. V. 22. 同年5月25日～ 6月6日にかけて巣
形成34，6月4日～ 13日にかけて羽化 (21♂12♀ )，5月
29日，30日寄生バチ羽化，6月9日寄生バエ羽化；枯葉
から巣8，2016. VI. 10. 同年6月18日羽化 (1♂ )，6月19
日羽化 (1♀ )，6月14日 , 15日寄生バエ蛹化，6月22日
23日ハエ羽化，6月22日寄生バチ羽化，他は羽化殻，寄
生痕，病死；枯葉から幼虫8，2016. V. 30. 同年6月1日
3，2日2，3日2，6日1巣 形 成，6月11日2♂1♀，12
日1♂1♀，16日1♂羽化 ,他の2は寄生6月上旬ハチ羽
化，6月16日ハエ羽化；枯葉から巣8，2016. VI. 10．同
年6月18日羽化 (1♂ )，6月19日羽化 (1♀ )，6月14日，
15日寄生バエ蛹化，6月22日23日ハエ羽化，6月22日
寄生バチ羽化，他は羽化殻，寄生痕，病死；枯葉から巣3，
2016. VI. 14．同年6月18日 (1♂ )，21日 (1♀ )，22日 (1
♂ )羽化；枯葉から幼虫1，2016. VIII. 31. 同年9月1日
寄生バチ繭，9月6日バチ羽化；枯葉から幼虫1，2016. 
IX. 4. 同年10月15日繭形成；枯葉から幼虫1，2016. X. 
16. 同年11月5日寄生バチ繭 ,11月15日ハチ羽化；枯葉
から巣1，2018. III. 6. 同年3月28日羽化 (1♀ )．
生態・既記録．すでに当地のツブラジイで発表済みで

ある (船越，2012，2013，2014，2017)．Oruzaの中で本
種はツブラジイに最も多い． 

Oruza glaucotorna Hampson　モンシロクルマコヤガ
採集・飼育経過． 枯葉から幼虫1，2018. III. 6. 同年3

月下旬死． 
生態・既記録．サカキの枯葉に多いが，すでにツブラ

ジイの枯葉からも得ている (船越，2017)．

Oruza brunnea (Leech)　ウスキコヤガ　(Figs 5-7)
採集・飼育経過． 生葉から幼虫1，2011. V. 15. 同年5

月27日死；枯葉から幼虫1，2015. VIII. 23. 同年8月28
日死；枯葉から幼虫1，2015. X. 12. 同年10月20日死；
幼虫1，2016. V. 8. 同年5月15日蛹化，5月29日羽化 (1

♂ )；枯葉から幼虫1，2017. V. 6. 同年5月25日死；枯葉
から幼虫1，2017. XI. 12. 翌年12月20日死；生葉から幼
虫1，2017. XI. 28. 翌年1月20日死．
生態・既記録．これまでツブラジイの生葉・枯葉から

何頭かの幼虫を採集していたが羽化させることができず
にいた．葉を丸めた中で蛹化した．ArasadaおよびOruza
の一部で蛹化時にみられる複雑な巣造り (Funakoshi, 
2016) は，本種では見られなかった．未知幼虫としてい
た以前の記録も載せた．幼虫越冬と思われる．幼虫期の
記録を見ていない．

Adrapsa notigera (Butler)　フジロアツバ　(Figs 8-12)
採集・飼育経過． 枯葉から幼虫1，2015. 1X. 5. 同年

10月17日前蛹，翌年4月20日蛹化，5月8日羽化 (1♂ )．
生態・既記録．枯葉食いが知られる (大和田，1982)，

当地のツブラジイの枯葉からは，初めての記録となる .枯
葉を切って重ねるように蓋をして中で蛹化した．

Tamba igniflua (Wileman & South)  カザリツマキリアツバ　
採集・飼育経過．生葉から幼虫1，2017. I. 4. 同年5月

23日蛹化，6月3日羽化 (1♂ )． 
生態・既記録．すでにツブラジイから得ている (船越，

2012)．幼虫越冬と思われる． 

Tamba corealis (Leech)　チョウセンツマキリアツバ
採集・飼育経過．生葉から幼虫1，2010. IV. 24. 同年

5月27日蛹化，羽化せず；生葉から幼虫1，2011. X. 29. 
同年11月16日死；生葉から幼虫1，2012. IX. 1. 同年9
月14日蛹化，羽化せず；生葉から幼虫1，2012. X. 5. 同
年10月10日死；生葉から幼虫1，2014. VII. 5. 同年7月
21日蛹化，羽化せず；生葉から幼虫3，2015. I. 25. 同年
2月15日までに死；枯葉から幼虫1，2017. V. 6. 同年5
月10日死；生葉から幼虫1，2017. II. 7. 同年4月21日蛹
化，5月12日羽化 (1♂ )． 
生態・既記録．ブナ科ではアラカシから得ている (船

越，2008)．ツブラジイから幼虫を採集したがこれまで
羽化させることができずにいた．生葉だけでなく枯葉か
らも幼虫を得ている．この種の若齢幼虫は，カザリツマ
キリアツバとの区別が困難なため，これまで発表をして
いなかった．終齢まで成長したものなど区別が明らかに
なった以前の記録を併せて報告した．

Olulis ayumiae Sugi　ウスモモイロアツバ　
採集・飼育経過．幼虫1，2015. IV. 25. 同年5月1日蛹

化，羽化せず．
生態・既記録．すでに当地のツブラジイで発表済みで

ある (船越，2011，2012，2013，2014，2017)． 



304 蛾　類　通　信　 No. 287,   2018304 蛾　類　通　信　 No. 287,   2018

Sarcopteron fasciatum (Wileman & South)　
ソトウスベニアツバ　
採集・飼育経過． 幼虫1，2016. VI. 2. 同年9月1日終

齢，蛹化・羽化日不明 (1♂ );生葉から幼虫1，2017. IX. 
21. 同年10月10日死．
生態・既記録．すでにツブラジイで発表済みである (船

越 , 2011，2012，2013，2014)． 

Hepatica nakatanii Sugi　ナンキシマアツバ　
採集・飼育経過．生葉から幼虫2，2016. VI. 2. 同年6

月10日蛹化，6月26日羽化 (1♀ )，6月17日蛹化，6月
29日羽化 (1♀ )；生葉から幼虫3，2017. VI. 9. 同年6月
14日蛹化2，7月6日羽化 (1♂ )，羽化日不明 (1♀ )，6
月23日蛹化，6月27日寄生バチ羽化． 
生態・既記録．すでにツブラジイで発表済みである (船

越，2011，2012，2013，2014，2017)． 

Homodes vivida Guenée　ニジオビベニアツバ　
採集・飼育経過．枯葉から幼虫1，2017. IX. 29. 同年

12月18日死；枯葉から幼虫1，2017. XI. 12. 同年12月
20日死；生葉から幼虫3，2018. I. 12. 同年3月7日まで
に全個体死．
生態・既記録．すでにツブラジイより幼虫を得ている 

(船越，2013, 2017)，枯葉・生葉いずれにも付き幼虫越冬，
蛹化に至っていない．

Hadennia nakatanii Owada　ヒメハナマガリアツバ　　
採集・飼育経過．枯葉から幼虫1，2016. III. 13. 同

年5月1日蛹化，5月15日羽化 (1♀ )；枯葉から幼虫1，
2016. VI. 10. 同年7月5日蛹化，7月13日羽化 (1♂ )． 
生態・既記録．すでに当地のツブラジイで発表済みで

ある (船越，2011，2012，2013，2014，2017)． 

Paracolax fentoni (Butler)　 ホソナミアツバ　
採集・飼育経過．枯葉から幼虫1，2017. V. 19. 同年5

月21日寄生バチ繭，寄生バチ羽化． 
生態・既記録．ツブラジイからすでに記録した (船越，

2017)．

Zanclognatha tarsipennalis (Treitschke)  ヒメコブヒゲアツバ　
採集・飼育経過．枯樹に来ていた母蛾1，2015. V. 17. 

同年5月18-19産卵，5月22-23孵化，7月上旬蛹化，下
旬羽化 (2♂3♀ )；枯葉から幼虫1，2017. VI. 9. 同年6
月23日蛹化，7月2日羽化 (1♀ )． 
生態・既記録．すでにツブラジイの枯葉から幼虫を得

ている (船越，2014，2017)．

謝辞および訂正
前回の報告 (船越，2017) において，ホソナミアツバ

をこれまで記録を見ず，初めての報告と思われるとした
が，すでにツクバネガシから報告がされていた (宮野，
2015)．誤りのご指摘をいただいた宮野昭彦氏にお礼を
申し上げるとともに前回の報告を訂正する．
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Summary　As the sixth part of this reports on larvae 
feeding on Castanopsis cuspidata (Thunb.) Schottky, 
an evergreen fagaceous species, larvae of 23 species 
are reported from Mt Kinka, Gifu, central Japan, with 
breeding records．The early stage of Oruza brunnea 
(Leech) is reported for the first time.  Four species of them, 
Melanaema venata venata Butler, Adrapsa notigera (Butler), 
Tamba corealis (Leech) and Oruza brunnea (Leech), were 
added as new host records from Castanopsis cuspidata. 
Through the series of this report, a total of 68 species 
feeding this tree species have been recorded from this area. 
A pupa of Lophonycta confusa (Leech) was obtained and 
then an adult emerged. Though Castanopsis cuspidata could 
be considered as its possible host plant, I do not include this 
record in the total list of moths feeding on this tree species.
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Taleporia amariensis Saigusa, 1961アマリチビミノガ
は，山梨県甘利山山麓で採集されたミノから羽化した
成虫によって記載された当地を模式産地とするミノガ科
Taleporia属の種である．本州における正式な記録は，中
部地方を中心とし，新潟県でも得られている (三枝・杉本 , 
2013; 佐藤ら，2015)．
筆者は，東京都小金井市在住の大橋田鶴子氏から，チ

ビミノガ類と思われる断面が三角形の，小さくて細長い
ミノムシが都立野川公園内に多数いることをご教示いた
だくと共に，ミノの生態写真を提供いただいた (Fig. 1)．
そのミノはアマリチビミノガのミノに極似していたた
め，中部地方での成虫羽化時期である6月より少し早い
5月中旬に大橋氏に当地を案内いただき，複数のミノを
採集した．その後，6月に入り有翅のオス成虫が羽化し
たので標本作成し，日本産蛾類標準図鑑3で同定したと
ころ，開張，前翅先端部が丸みを帯びていることから，
日本産Taleporia属である他の3種と容易に区別でき，ア
マリチビミノガと同定した (Fig. 2)．後日無翅のメスも
羽化した (Fig. 3)．本種のミノは，野川公園に近い都立
武蔵野公園，多摩霊園でも発見されており，公園内にお
いて偶産的な発生ではないことは確実と思われる．東京
都におけるミノガ科は，未記載種3種を含む8種が報告
されている (東京都本土部の蛾類，2014)．関東地方の

平野部におけるアマリチビミノガの採集報告は今回が初
めてとなる．末筆ながら，本種の生息に関する情報と，
ミノの生態写真を提供いただいた大橋田鶴子氏に厚く御
礼申し上げる．

採集データ：2♂，21. May. 2018 (採集 ), 5. Jun. 2018 (羽
化 ); ♀，21. May. 2018 (採集 ), 7. Jun.2 018 (羽化 )．東
京都三鷹市都立野川公園内．筆者所蔵・採集．

引用文献
三枝豊平・杉本美華，2013．ミノガ科．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: 
136-155.

佐藤力夫・清野昭夫・内藤恒夫，2015．新潟県蛾類目録 . 
越佐昆虫同好会特別報告 5. 546 pp. 越佐昆虫同好会，
新潟．

東京都本土部昆虫目録作成プロジェクト鱗翅目 (蛾 )，
2014. URL http://tkm.na.coocan.jp/page070.html

Summary Taleporia amariensis was first collected 
and identified at Nogawa-kouen in Mitaka-shi, Tokyo 
Metropol i tan .  This  species  was  found in  Tokyo 
Metropolitan for the first time. 

東京都で初めて見つかったアマリチビミノガ
新　津　修　平
183-0011 東京都府中市白糸台 4丁目 13-1-206

First record of Taleporia amariensis Saigusa, 1961 (Psychidae) from Tokyo Met.
Shuhei Niitsu
Japan Heterocerists’ J.  287: 305.  September 2018.

Figs 1-3. Taleporia amariensis Saigusa. 1. A mature larval case. 2. Male emerged in June 5, 2018. 3. Female emerged in June 
7, 2018.

1
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3
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Acidon sugii Watabiki and Yoshimatsu シマイスノキア
ツバは小笠原諸島父島，母島および兄島に分布するトモ
エガ科アツバ亜科の固有種で，本属は日本で初めて記録
された (Watabiki et al., 2017)．
筆者は1996年1月，父島のシマイスノキから未知の

幼虫を複数採集後，飼育して成虫を羽化させた．杉繁郎
氏に同定を依頼したところ新属新種が示唆された (杉繁
郎氏私信，1996年2月13, 18日 )が，帰属等の詳細につ
いては不明のままクルマアツバ亜科の属・種名未決定種
として記録された (竹内ら，2006)．ここでは，1996年
に確認した幼虫と食草などについて報告する．なお，こ
れら採集した幼虫から羽化させた成虫は，本種記載の際
のホロタイプを含むタイプ標本の一部となっている． 

報告にあたり，小笠原の蛾類調査に長きにわたりご助
言，ご指導をいただいた故杉繁郎氏への深謝を申し上げ
る．杉氏は本種が未知種であることを当初より示唆し，
いつも気を配られていた．その杉氏の示唆から21年後
の昨年，本種を新種として記載した綿引大祐氏には本報
告の機会をいただき厚く感謝申し上げる．また，食草に
関してご教示いただいた安井隆弥氏 (小笠原野生生物研
究会 )，幼虫の発見および採集に協力いただいた三ヶ部
由紀 (現在，竹内由紀 )氏に御礼申し上げる．

幼　虫
若齢幼虫 (Fig. 1)，中齢，老齢幼虫 (Figs 2- 4)を図示

した．終齢幼虫の体長は最大30mmに達した．若齢幼

シマイスノキアツバの幼虫と食草について
竹　内　浩　二 大　林　隆　司
133-0073　東京都江戸川区鹿骨 1-15-22 190-0013　東京都立川市富士見町 3-8-1
東京都農林総合研究センター江戸川分場 東京都農林総合研究センター生産環境科
On the larva and host plant of Acidon sugii Watabiki and Yoshimatsu, (Erebidae, Hypeninae)
Koji Takeuchi and Takashi Ohbayashi
Japan Heterocerists’ J.  287: 306-307.  September 2018.

Figs 1-4. Larvae of Acidon sugii Watabiki and Yoshimatsu on leaves of Distylium lepidotum. Chichijima Is., Bonin Islands, 
Japan (Feb. 1996). 1. Young instar. 2A. Middle instar with red dosal patches on T1- A9. 2B. Mature larva with red dosal 
patches on T2 (Scale bar: 1cm). 3. Same as 2A. 4. Same as 2B. 5. Cocoon.

1

2

3

4 5
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虫 (Fig. 1)の体色は緑色で成長するに従い，淡緑～淡黄
緑色と薄くなる傾向があった．胸部～腹部の背域に赤斑
を持つが，赤斑は中胸背面にのみ持つタイプ (Figs 1, 2B, 
4)，中胸～第9腹節まで帯状に入るタイプがあり (Figs 
2A, 3)，濃淡がある．また，胸部背面と頭部P1，P2刺
毛の刺毛基板が発達し，融合して黒帯となる場合がある 
(Fig. 2B)．頭部は黄緑～暗黄緑色．黄白色の亜背線はど
の個体もはっきりとしているが，背線は途切れがちで背
域に赤斑が発達するタイプの幼虫でははっきりしない．
気門上線，気門線は途切れがちに点々とあるように見え
る．刺毛は細く，刺毛基板は黒褐色で，頭部のそれは胴
部に比較して大きい．なお，腹部末端節の肛上板が黒い
個体もみられた (Figs 2A, 3)．A3からA6の腹脚はA5と
6が同程度に発達しているが，A3は小さくA4はA3と
A5およびA6の中間程度の大きさである．
また，幼虫はシマイスノキの葉上で人が近づくなどの

気配を感じると，腹脚と尾脚を固定したまま胸脚を離し，
頭部から体半分程を勢いよく左右に数回振る行動を見せ
ることがある．激しく体を振って葉から落下することも
しばしば見られる．蛹化は樹上で行われ，葉を綴り薄い
繭を作る (Fig. 5)．
幼虫は1996年1，2，3，4, 8月にシマイスノキの葉か

ら採集した．なお，これまで成虫は1，2，8，9，10月
に野外から採集されている (Watabiki et al, 2017)．

食　草
マンサク科 Hamamelidaceae イスノキ属 Distylium の

シマイスノキ Distylium lepidotum Nakai. シマイスノキは
小笠原の乾性低木林を構成する主要な常緑低木で固有種
である．西日本から台湾，中国南部に分布するイスノキ 

D. racemosum と近縁である (小野・奥富，1985)．

採集・飼育例
東京都小笠原村父島中央山，1. I. 1996 幼虫採集 (シマ

イスノキ )，7. I. 1996 蛹化，23. I. 1996 1♀羽化；東京
都小笠原村父島中央山，11. II. 1996 幼虫採集 (シマイス
ノキ )，18. II. 1996 蛹化，6. III. 1996 1♂羽化；東京都
小笠原村父島中央山，2. III. 1996 幼虫採集 (シマイスノ
キ )，13. V. 1996 蛹化，21. X. 1996 1♀羽化；東京都小
笠原村父島傘山，5. VIII. 1996 幼虫採集 (シマイスノキ )，
10. VIII. 1996 蛹化，10. IX. 1996 1♀羽化．

引用文献
小野幹雄・奥富　清 (編 )，1985. 小笠原の固有植物と植
生 . アボック社

竹内浩二・大林隆司，2006. 小笠原諸島産蛾類リスト (幼
虫食草を含む )と文献目録．蛾類通信 237: 215-225.

Watabiki, D., S. Yoshimatsu, K. Takeuchi and H. Nagano, 
2017. Description of a new species, Acidon sugii from 
Ogasawara (Bonin) Islands, Japan with its standard DNA 
barcode information (Erebidae, Hypeninae). Lepid. Sci. 
68: 53-60.

Summary  The larva of Acidon sugii Watabiki and 
Yoshimatsu was taken from Distylium lepidotum in January 
to April and August 1996, at Chichijima Is. of the Bonin 
Islands, Japan. Acidon sugii is endemic to Ogasawara 
Islands. This is the first report on the morphology of early 
stages for this species.

■2018年秋の例会のご案内
秋の例会を下記の要領で開催する予定です．会員外でも

参加可能です．ふるってご参加ください．
日　時 ：2018年9月29日 ( 土 )   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．

参 加 費 ： 会場費は300 円．入園料は別途310 円となります 
(65 歳以上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

■研究発表プログラム
〈特別講演〉
神保 宇嗣「国立科学博物館附属自然教育園の蛾類調査」
〈一般講演〉
新津修平「カバシタムクゲエダシャクの翅退化について」
中尾健一郎「ミャンマー Kennedy Peak山塊で採集された蛾」
前田大輔「北海道で得られた日本未記録のボクトウガの一種」
四方圭一郎・枝恵太郎・金子岳夫・飯森政宏　「2018年夏
の南アルプス高山蛾調査報告」

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 
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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。
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〒 142-0051　東京都品川区平塚 2-5-8　 電話 5858- 6
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■蛾類通信をお届けします
蛾類通信287号とTinea24(3)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8月31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．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．
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
○新入会員
神山敬 / 市村檜文


