
筆者の一人，西澤は長崎県佐世保市世知原町太田にお
いて，2010年7月4日にエダシャク亜科に属する未知種
1♀を得て佐藤に同定を依頼した．日本から記録のない
種であることは明らかであったが，♂の発見を待って所
属を確定後に発表するという段取りを考えていた．しか
し，既に9年が経過し，その後の西澤の精査にもかかわ
らず♂はもちろんのこと追加個体が全く得られず，かな
りの稀種と見なされることから，現段階で佐藤と共著で
新種として記載することとした．本報がきっかけとなっ
て，♂の発見はもちろんのこと，新産地が追報されるこ
とを期待している．
本報の作成にあたりお世話になった金子岳夫氏 (愛知

県 ) に厚くお礼申し上げる．

Chiasmia arcadia Sato & Nishizawa, sp. nov. 
ワモクメオエダシャク (新称 ) (Figs 1-2) 
♀．開張20mm，前翅長12mm．触角は糸状．前後翅

の外縁はわずかに突出する．頭部，胸部，腹部は灰褐色．
前後翅ともごく薄い黄褐色で褐色の短線を密布し，地色
より濃い黄褐色の横線を備える．前翅：横脈紋は認めら
れない．内横線は細く中室の下縁で外方に曲がり，直線
状に内縁に至る．帯状の中横線と外横線が直線状に走る．
外横線は中横線より幅広く，内側は明瞭な線で縁取られ
る．外縁線は細いが各脈間で小斑を形成する．縁毛は褐
色．後翅：前翅に似るがやや異なる．黒色の横脈紋が小
さいが明瞭に認められる．内横線を欠く．中横線はより
細い．外横線は前翅と同様だが，内縁の線はより強く屈
強している．裏面：色彩斑紋は表面とほとんど同じ．♂
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Figs 1-2. Chiasmia arcadia Sato & Nishizawa, sp. nov. Holotype. Japan, Nagasaki. 1. Upperside. 2. Underside.
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は未知．
♀交尾器 (Fig. 3)．Lamella postvaginalisは骨化した

細い縁取りを持つ丸い突出部と，前縁の骨化した1対の
三角形の突起から成る．Corpus bursaeは後方約３分の1
がやや骨化し多くの筋 (rib) が発達し，残りの部分は膜
状でやや膨らみ，明瞭な歯状構造を備えた1個の大型の
signumを備える．

Lamella postvaginalisの形状は，台湾産のChiasmia 
kansireiensis (Wileman, 1914) (Fig. 4) とC. perfusaria 
(Walker, 1866) (Fig. 5) に似るが，この両種では，後
方に伸びる丸味を帯びた突出部の骨化した縁はより
幅広く，前方の1対の三角形はより細長い．なお，C. 
kansireiensisは本種に比してcorpus bursaeの後方の骨化
が弱く ribがほとんど認められずsignumがはるかに小さ
い．またC. perfusariaでは，corpus bursaeの後方はより
幅広く発達している．

Holotype. ♀．長崎県佐世保市世知原町太田 , 4. VII. 
2010，交尾器スライド RS8387，西澤正隆採集．農研機
構農業環境変動研究センター昆虫標本館 (茨城県つくば
市 ) 所蔵．
分布．九州 (長崎県 )．現時点でholotype以外に得ら

れていない．

タイプ産地は西澤の自宅の庭 (標高89m) である．佐々
川中流を挟み対岸の岩及びタブノキ，アラカシ等が混
じる照葉樹林を見晴らせる場にある．そこに転居した
2007年11月からほぼ毎晩，水銀灯などにより灯火採集
を行っている．転居して初めて飛来したのがウスタビガ
で，ヒエホソメイガ，シロホソバ，また偶産のムラサキ
シタバ，ヒメナカジロシタバ等も飛来したことがある．

種小名と和名の由来
本種は，西澤にとって憧れの田舎暮らし，退役後の趣

味三昧の暮らしなど最も理想的な生活の場を得て，たま
たま出会えた未知の蛾であることから種小名を決めた．
また，和名については，翅の斑紋のイメージから「輪木
目」とした．

日本産のエダシャク亜科のうち，本種に近縁な種は，
従来Semiothisa属として扱われてきた (井上，1982など ) 
本種もSemiothisa属の1種であることは明らかであっ
た．しかし，Scoble & Krüger (2002) は，Semiothisaを

Figs 3-5. Female genitalia of Chiasmia spp. 3. C. arcadia Sato & Nishizawa, sp. nov. Genitalia slide No. RS8387. 4. C. 
kanshireiensis (Wileman, 1914). Taiwan. RS7636. 5. C. perfusaria (Walker, 1866). Taiwan. RS7634.
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含む世界のMacariini族の再検討をおこない，Semiothisa
属を新熱帯区の19種に限定するとともに，新しい分類
体系を示した．その際，♂交尾器を各属の特徴をよく
表すものとして重視したが，♀交尾器は少数の属以外
では，同属内での種による差異が大き過ぎるため，属
の特徴とはなりえないとした．この分類体系は，井上 
(2003) によって紹介され，「日本産蛾類標準図鑑1」 (佐
藤 , 2011) はそれに従い，日本産のSemiothisa属14種
は，♂交尾器の特徴から，Chiasmia属5種，Macaria属
6種とOxymacaria属3種に細分された．その後，佐藤・
真鍋 (2012) は，与那国島からChiasmia kanshireiensis 
(Wileman, 1914) カバイロオエダシャクを1♀に基づい
て日本から初めて記録した．この種は台湾から記載され
たもので，現時点ではこの記録が台湾以外の唯一のもの
である．
前述したように私達の見出した個体は♀であったこと

から，所属の決定に躊躇していたが，台湾産のChiasmia 
kanshireiensis (Wileman, 1914) とC. perfusaria (Walker, 
1866) の♀交尾器と比較検討することにより，lamella 
postvaginalisの形状などよく似ていることから，本種を
Chiasmia属の一員と考えた．日本産のkanshireiensis 以
外のChiasmia属5種の中には，類似する形状の♀交尾器
を有する種は認められなかった．

引用文献
井上　寛 , 1982. シャクガ科エダシャク亜科．井上寛ほ
か，日本産蛾類大図鑑 1: 519-573. 講談社，東京．

井上　寛 , 2003. 紹介 世界のオエダシャク族の分類．蛾
類通信 224: 466-467.

佐藤力夫，2011. シャクガ科エダシャク亜科．岸田泰則 
(編 )，日本産蛾類標準図鑑 1: 132-200, pls 8-38.　学研
教育出版，東京．

佐藤力夫・真鍋泰彦，2012．与那国島で採集された日本
初記録のエダシャク．蛾類通信 265: 374-375.

Scoble, M. & Krüger, M., 2002. A review of the genera 
of Macariini with a revised classification of the tribe 

(Geometridae: Ennominae). Zool. J. Linn. Soc. 134: 257-
315.

Summary  A new species of the genus Chiasmia Hübner 
is described on the basis of a single female specimen taken 
from Nagasaki Prefecture, Kyushu, Japan by Masataka 
Nishizawa. 

Chiasmia arcadia Sato & Nishizawa, sp. nov. (Figs 1-2) 
Female. Wingspan 20 mm, length of forewing 12mm. 

Both wings pale yellowish brown with brown lines. 
Forewing: discal spot lacking; antemedial line slender; 
medial band straight; postmedial band straight, with well 
defined inner margin. Hindwing: differing from forewing 
as follows; discal spot recognizable as a small black dot; 
antemedial line absent; medial band slenderer; inner margin 
of postmedial band more clearly dentate. Male unknown.

Female genitalia (Fig. 3). Lamella postvaginalis with 
posterior sclerotized slender margin and a pair of small 
triangular projections. Posterior third part of corpus bursae 
cylindrical, ribbed and weakly sclerotized; anterior part 
globular and membranous with a single large stellate 
signum. Similar to C. kansireiensis (Wileman) (Fig. 4) and 
C. perfusaria (Walker) (Fig. 5) in lamella postvaginalis.

Holotype. ♀ . Japan, Kyushu, Nagasaki Prefecture, 
Sasebo City, Sechibaru Cho, Ohta, 4. VII. 2010, genitalia 
slide No. RS8387, M. Nishizawa leg. In the National 
Institute for Agro-Environmental Sciences, NARO, 
Tsukuba, Japan. 

Geographical range. Kyushu (Nagasaki Prefecture).
Etymology. The specific name is derived from Latin 

word ‘arcadia’, meaning ‘utopia’. Nishizawa moved to 
the present place surrounded by nature, where he called a 
“utopia”, after his retirement from busy municipal works in 
2007, and took the holotype in the garden.
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Asymmetrarcha xenopa は Diakonoff (1973) により，
インドのアッサムで採集された1♂に基づいて記載され
た．その後，Kawabe et al. (1992) により，台湾での記録
が追加された．今回筆者は，本種の簡単な記載を行うと
ともに，♂♀交尾器と腹部の背板を図示した．

Asymmetrarcha 属は今回報告するA. xenopaをタイプ
種として創設されたハマキガ科ヒメハマキガ亜科クラー
クヒメハマキガ族の属で，5種を含む (Brown, 2005)．属
名が示すように，左右非対称の♂♀交尾器を持つ．
駒井古実氏に，交尾器標本の作製と写真撮影をして

いただき，種を同定していただいた．本種の原記載論文 
(Diakonoff, 1973) の複写もいただいた．駒井氏に深く感
謝申し上げる．

Asymmetrarcha xenopa Diakonoff, 1973 
カンナヒメハマキ (新称 ) 
Asymmetrarcha xenopa Diakonoff, 1973: 20-21, fig. 30.

♂ (Figs 1-2)：開張13.5mm．胸部および背面部は暗っ

ぽいあずき色．前翅は横長．前縁は適度にカーブを描き，
翅頂部はほぼ直角，外縁はほぼ直線状．後角部で丸まり，
後縁はわずかに凹となる．地色はあずき色，濃色の紋が
3か所みられる．斑紋の中で一番目立つものは，後角部
から翅頂方向へ伸びるオパール色の長円紋．基部からは，
やや赤みがかったクリーム色の濃淡帯が基部から前縁に
沿って伸びて行くが，前縁の，基部から5分の3あたり
と翅頂傍の2か所にある三角の黒褐色紋を避ける．後翅
は淡灰褐色．裏面で青白く輝く．
♂交尾器 (Figs 6-7)：同属の A. iograpta (Meyrick) と

類似するが，Diakonoff (1973) が図示した交尾器と比較
すると，本種の方がククルスがより広く，ククルスに生
えている毛は長くない．ククルスの基部付近の外縁に突
出部を生じ，その先に長い剛毛が6～ 7本つく．一方，A. 
iograpta では突出部がこん棒状に細く伸長する．サック
ルスは，左右とも大変大きな複雑な形をした突起をなし，
左右非対称で，左は1本，右は二叉する．エデアグスは
先が角化してやや尖る．ベシカにコルヌティはみられな
い．

沖縄島から，左右非対称の雄交尾器を持つ Asymmetrarcha 属蛾類 (ヒメハマキガ亜科 ) の本邦初記録
冨　永　　　智 
901-0401　沖縄県八重瀬町東風平 251-3

Asymmetrarcha xenopa Diakonoff, 1973 (Olethreutinae, Tortricidae), new to Japan from Okinawa Island, 
the Ryukyus, an olethreutine moth with asymmetric male genitalia.
Satoru Tominaga
Japan Heterocerists’ J.   291: 404-406.  November 2019.

Figs 1-5. Asymmetrarcha xenopa Diakonoff collected from Okinawa Is. 1-2. Male. 3-4. Female. 5. Last instar larva. 
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♀ (Figs 3-4)：開張15.5mm．♂に類似する．♂でみら
れた後翅裏面の青白い輝きはみられない．
♀交尾器 (Fig. 8)：ステリグマは三角形で第7腹節腹

板下に形成された膜状ポケットに収容されている．ドゥ
クツス・ブルサエ (db) はほぼ一定幅で，後方3/4で折れ
曲がり，それより後方部は硬化する．シグヌムは１個で，
板状に硬化する．
第1～ 3腹節 (Fig. 9)：第2腹節背板に背孔がみられる 

(矢印 )．
終齢幼虫 (Fig. 5)：頭部は明褐色．
所検標本：沖縄島 (宜野座村漢那ダム湖畔公園 )，1♂，

[駒井所蔵：1♂1♀ ] 2012年4月8日羽化；1♀，同年4
月9日羽化 (2012年3月17日，ギーマから幼虫2頭を採
集 )．
寄主植物：ギーマ Vaccinium wrightii A.Gray (ツツジ

科 Ericaceae)． 
分布：沖縄島，台湾，アッサム (インド )． 
生活史・習性・化性：幼虫はギーマの新葉を乱雑に綴っ

て巣を造っていた．飼育下では食草の硬い葉に切れ目を
入れて折り曲げ，前蛹巣を造った．飼育下では4月と8

月に羽化したので，沖縄島では少なくとも2化発生する．
備考：ギーマは沖縄島中北部で普通に見かける．多く

の図鑑類，例えば大川・林 (2016) では高さ1～ 3mとあ
るが，筆者が知る限り，高さはせいぜい50cmまでである．
高さ20cmくらいでも実をつけている．しかも枝葉が少
ない．ギーマの実や枝葉は沖縄の野生動物に好んで摂食
されると考えられる．リュウキュウイノシシも食べるは
ずで，漢那でも複数頭目撃し，泥浴の痕も確認した (富
永，2012)．本種を採集した現場のギーマは高さ1.2mく
らいで，筆者が今まで見た中で最も枝葉が多く生い茂っ
ている．この木からはシャシャンボツバメスガ幼虫も得
ている (富永，2013)．湿地帯の縁に，垂直に近いくらい
ぬっと10m程突き出た丘の頂上に生えているため，リュ
ウキュウイノシシに荒らされずにすみ，貴重な2種の蛾
が守られているのではないかと想像している．

引用文献
Brown, J.W., 2005. Tortricidae (Lepidoptera). World 

Catalogue of Insects 5. 741 pp. Apollo Books．
Diakonoff, A., 1973. The South Asiatic Olethreutini 

Figs 6-9. Asymmetrarcha xenopa Diakonoff. 6. Male genitalia. 7. Aedeagus. 8. Female genitalia. 9. 1st-3rd abdominal sternite. 
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(Lepidoptera, Tortricidae). Zool. Monogr. Rijksmus. nat. 
Hist. 1: i-xxi, 1-699.

Kawabe, A., Komai, F. & Razowski, J., 1992. Tortricidae. 
In Heppner, J. B. & Inoue, H. (Eds), Lepidoptera of 
Taiwan. Volume 1 (2): checklist: 103-109. Association 
for Tropical Lepidoptera & Scientific Publishers. 
Gainesville.

大川智史・林　将之，2016．琉球の樹木－奄美・沖縄～
八重山の亜熱帯植物図鑑．文一総合出版，東京．

富永　智 , 2012. キハラモンシロモドキの生態記録．誘
蛾燈 208: 38-42．

富永　智 , 2013. 沖縄島，石垣島における小蛾類の寄主

植物と過去の報告における食草名の訂正．蛾類通信 
266: 402-406．

Summary  Asymmetrarcha xenopa Diakonoff, 1973, a 
tropical olethreutine moths belongs to Gatesclarkeanini, 
is recorded in Ginoza-mura, Okinawa-jima Is., the 
Ryukyus. This is the first record from Japan. This genus 
is characterized by the male genitalia having asymmetric 
valvae. The larvae, making a nest roughly tied young 
leaves, were found on Vaccinium wrightii A.Gray. Rearing 
individuals are emerged in April and August.

筆者のひとり富沢は，石川県内で採集したツトガ亜
科の標本を精査したところ，既知のCatoptria属および
Japonicrabus属の交尾器とは明らかに異なる複数の個体
が，白山周辺のブナ帯で採集されていることに気付いた．
これらの個体の一部については，過去にJaponicrabus 
bilineatus (Okano, 1957) フタスジミヤマツトガと同定し
報告してきた経緯がある (富沢 ,1987)．今回の調査の結
果，これらの個体はCatoptria属の新種であることが判
明したので記載するとともに，前述の報告の中からフタ
スジミヤマツトガの記録を削除する．

Catoptria hakusanensis sp. nov. 
ヒメシラユキツトガ (新称 ) (Figs 1-5) 
開張♂：17-19mm，♀：19-21mm．触角は♂♀とも

糸状．前翅：地色は乳白色，黒褐色鱗を疎らに散布する．
中横線は褐色で細く明瞭，横脈付近で鋭く屈折して直線
状に後縁に達する．脈CuA1付近に1-2個の暗色影を持
つ．外横線は褐色で細く明瞭，滑らかに外方に湾曲し，
脈1A+2A付近から直線状に後縁に到る．外横線の内側
は幅広く淡褐色を帯びることがある．外横線の外側に淡
褐色の楕円形紋列が並ぶ．外縁の前半は細く黒褐色，外
縁後角に近く3個の微小な黒褐色紋がある．後翅：淡黒

石川県白山と乗鞍岳周辺から採集された Catoptria属 (ツトガ科，ツトガ亜科 ) の１新種
富　沢　　　章 佐 々 木　明　夫
923-0911　石川県小松市大川町 3-71 010-1424　秋田県秋田市御野場 5丁目 11-5

A new species of the genus Catoptria Hübner (Crambidae, Crambinae), collected from around Mt. 
Hakusan and Mt. Norikura, central Honshu, Japan
Akira Tomisawa & Akio Sasaki 
Japan Heterocerists’ J.   291: 406-408.  November 2019.

Figs 1-2. Catoptria hakusanensis sp. nov. 1. Holotype. ♂ , Hakusan City. Betto-deai. 2. Paratype. ♀ , Hakusan City. 
Rokumanzan. 
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褐色，外縁部はやや淡色．

交尾器：♂ (Figs 3- 4)，uncusとgnathosの長さはほぼ
同長；uncus の先端は鋭く尖る；valvaは細長い三角状，
sacculus は弱く骨化して発達する； costal fold は大きな
長方形，長さはvalvaの2/3に達し，後部背方はやや骨
化して塊状に発達する；aedeagusはやや湾曲し，先端
に近い部分に骨化した突起をもつ：cornutusは強く骨化
した鈎状物でaedeagusの先端部から突出する．♀ (Fig. 
5)，antrumはロート状で強く骨化する；antrumの左右に
顕著な腕状の突起を持ち，先端は直線状に切取られる；
ductus bursaeは膜質，corpus bursaeは楕円球形：signum
はない．
なお，近似のCatoptria viridiana Bleszynski, 1965 シラ

ユキツトガの交尾器は，♂は原記載のほか佐々木 (2013) 
に，♀は船越ほか (2014) に図示されている．

Holotype ♂ : Ishikawa Pref., Mt. Hakusan, Betto-deai, 
Hakusan City, 12 Aug. 2015, (A. Tomisawa leg.), in the 
collection of the National Museum of Nature and Science, 
Tsukuba, Japan. Paratypes: Ishikawa Pref., Mt. Hakusan: 
Rokumanzan, 14 Aug. 1982, 5♀ ; 16 Aug. 2007, 1♂2
♀ ; Hakusan-rindo, 7 Aug. 2016, 1♀ ; Betto-deai, 12 Aug. 
2015, 1♀ ; 21 Aug. 2017, 2♀ ; Shin-iwama Spa., 17 Aug. 
1985 1♀ (A. Tomisawa leg.). Nagano Pref., Mt. Norikura: 
Bandoko, 4 Aug. 1994, 1♂ (U. Jinbo leg.). Gifu Pref., 
Abo-daira, 12 Aug. 2016, 1♀ (A. Miyano leg.). 

北半球に広い分布域を持つ属 Catoptria Hübner, 
1825 は，北米大陸にはわずか数種が分布するのに対
し，日本を含む旧大陸には80余種を擁する大属である 
(Bleszynski, 1965; Sinev, 2008; Slamka, 2008)．属のタイ
プ種はC. speculalis Hübner, 1825 である．しかしこの属
には，斑紋や交尾器の形態など多様な種が含まれていて，
将来は属の分割など再検討されるべきであろう．ヨー
ロッパなどでmyella groupといわれているものが属のタ
イプ種に近い種群と考えられる．
日本のCatoptria属は，Bleszynski (1965) が旧北区

のツトガ亜科を集大成した時点で14種が知られていた 
(Inoue, 1982)．その後hokusaii Bleszynski, 1965がnana 
Okano, 1959シロモンツトガのsynonymとされたので 
(亀田 , 1997)，日本産のこの属はこれまで13種となっ
ていた．このうち7種が日本固有種，3種は極東にも分
布，あとの3種はヨーロッパとの共通種である (佐々木 , 
2013, 2014)．この中で，C. satakei (Okano, 1962) ダイ
セツチビツトガ，C. verella (Zincken, 1817) ナカオビチ
ビツトガ (= persephone Bleszynski, 1965; Slamka, 2008)，
C. viridianaシラユキツトガを除く10種がmyella group
にあたるものであろう．

Bleszynski (1965) がC. viridiana シラユキツトガの新
種記載の折に，“この種はCatoptria属の中で完全に隔離
された位置を占めている．交尾器は，ほかのCatoptria
属の種とは全く異なっており，この種をCatoptria属に
分類することが正しいかどうかという疑念を持っている 
(要訳 )”と書いている．今回記載したC. hakusanensisも，

Figs 3-5. Genitalia of Catoptria hakusanensis sp. nov. 3. Male genitalia (Slide No. AT 6424). 4. Aedeagus. 5. Female (Slide No. 
AT 6426).
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myella groupとされる種群とは斑紋，交尾器とも乖離し
ている部分が多く，C. viridianaに近い種と考えられる．
採集個体はすべて灯火採集で得られたもので，寄主植

物は不明である．石川県の生息地は標高880m～ 1,430m
の範囲で ,加賀白山のブナやミズナラが主体の落葉広葉
樹林に限られる．長野県の産地も同様であるが ,岐阜県
の産地は標高1,600mの亜高山帯下部の樹林地である．
C. viridianaシラユキツトガは1,700m以上の亜高山帯や
高山帯で得られていて (佐々木 , 2013; 船越ほか , 2009, 
2014, 2019; 富沢 , 2019)，本種よりも高標高地に生息し，
本種と垂直分布域が重ならないものと思われる．成虫は
どの地域でも7月下旬から8月中旬に得られていて，年
1化が推定される．今回，本種は加賀白山と乗鞍岳周辺
から記録されたが，飛騨山脈の落葉広葉樹林帯上部には
比較的広く分布している可能性が高い．
報告にあたり，ご助言をいただき文献を恵与された山

中浩氏，標本や資料をご提供くださった神保宇嗣博士，
宮野昭彦氏に厚くお礼申し上げる．　
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Summary  Describe a new species of genus Catoptria 
Hübner 1825, found from the around of Mt. Hakusan and 
Mt. Norikura, Japan. 
Catoptria hakusanensis sp. nov. (Figs 1, 2) 

Expanse ♂ : 17-19mm, ♀：19-21mm. Antenna filiform. 
Forewing: ground colour milky white, thinly scattered with 
fuscous scales; median line brownish, narrow and distinct; 
refracted at near discocelular cell, then straightish to inner 
margin; 1-2 dark specks at near vein CuA1; postmedial 
line brownish, narrow and distinct, gently bend outword, 
its inside area light brownish, often obscure; a row of 
brownish spots along outside of postmedial line; apical half 
of outer margin thinly blackish; 3 blackish dots at near anal 
angle. Hind wing: light blackish brown, outer part lighter.

Male genitalia (Figs 3, 4). Uncus almost as long as 
gnathos, with pointed tip; valva slender, triangular; sacculus 
developed and narrowly sclerotized; costal fold broad, 
rectangular, its length about 2/3 times of valva, dorsal and 
posterior part lump-shaped; aedeagus slightly bent, with a 
sclerotized projection at near top; cornutus hook-shaped, 
protruded from the top of aedeagus when vesica uneverted. 

Female genitalia (Fig. 5), antrum funnel-shaped, strongly 
sclerotized, with a pair of remarkable lateral arms a pair of 
remarkable lateral arms each with a flat end; ductus bursae 
membranous; corpus bursae ovally; signum absent.

The data of holotype and paratype are described in the 
main text, with their depository information.

The habitat of this species is temperate forests, lower 
than the subalpine zones in both mountains, while the 
closely related species C.viridiana inhabits subalpine and 
alpine shrubs. Thus, it is suggested that the two species 
prefer different environments and hence they inhabit 
separately.
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Canephora pungelerii (Heylaerts) キタクロミノガを飼
育する機会があったので以下に報告する．
キタクロミノガは北海道に産する最も普通のミノガ

で，住宅の壁などにミノが付着している様子がよくみら
れる．

1. ミノの採集
筆者は2010年4月から2014年3月まで北海道十勝管

内中札内村に在住し，2011年から2013年までキタクロ
ミノガを飼育していた．

2011年6月26日，筆者は住んでいた一戸建ての公宅
の壁からミノ6個を採集した．ガラス製の飼育ケース 
(元々水槽として市販されていたもの ) の底に厚紙を敷
き，その上にミノを置いた．羽化を待って標本にする目
論見であった．飼育ケースの中には湿度調整のつもりで
水を入れた小さいビーカーを入れておいた．
この飼育ケースには手製の金網の蓋があるのだが，こ

のときは蓋をするのを忘れていた．

2. 思いがけない孵化
ミノを採集したこと自体を忘れてしまい，そのまま放

置していた．しばらくたって，ふと飼育ケースを覗いた
とき思わぬ光景を目にした． 
飼育ケースの中の小ビーカーの縁を1mmほどの円錐

形の物体が列をなして時計回りに行進していた (Fig. 1)．
飼育ケースの中をよく見ると，ケースの底や壁面にも数
多くの動く円錐体が確認された．それは7月11日，ミノ
の採集から26日目のことである．
長く放置していたため，キタクロミノガが羽化し，交

尾し，産卵し，そして孵化したものと推察された．この
とき飼育ケース内に雄の姿はなく，雌が3頭，ミノから
出た状態で飼育ケースの底に半死の状態で転がってい
た．雄はケースに蓋をしていなかったため交尾後に飛び
去ったのだろう．

キタクロミノガの飼育記録
林　　肇 
006-0042　北海道札幌市手稲区金山 2条 1-2-41

A breeding note on Canephora pungelerii (Heylaerts) (Psychidae)
Hajime Hayashi 
Japan Heterocerists’ J.   291: 409-412.  November 2019.

Figs 1-3. Canephora pungelerii (Heylaerts). 1. Hatching. 2. Last 
instar larva. 3. Emerged adult. 

1 2

3
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3. ミノを作る (その1) 
飼育ケースにはビーカーと厚紙しか置いていなかった

のだから，幼虫の最初のミノの材料は親のミノと思われ
る．
初期のミノはずんぐりした円錐形で，高さ1ｍｍ，底

面の直径0.3mｍ程度で，移動するときはミノを縦にし
てヤドカリのようにひょこひょこと動いていた．ミノは
触るとフェルトのような質感で，見た目よりずっと柔ら
かくまた強靭である．

4. 食草 (その１) 
餌を与えなければならないが，食草が分からない．取

り急ぎ野外で手近にあったアカザChenopodium album 
var. centrorubrum (アカザ科 ) とエノコログサSetaria 
viridis (イネ科 ) を採取して飼育ケースに入れた．この
ほか冷蔵庫にあったレタスも入れてみた．幸い幼虫はど
の葉もよく食べた．

5. ミノの成長
最初1mmほどだったミノも5日目には2～ 3mmにな

り，ミノの上部には植物繊維を利用した「飾り」をつけ
る個体が多くなった．これら飾りの付け方には個体差が
多く，この時点でまだつけていないもの，1～ 2本つけ
ているものや3本以上つけているものが見られた．また
多くは細長い物をつけているが，2mm角程度に噛み取っ
た葉をうろこ状に付けている個体もいた．
飼育ケースで幼虫を飼育し始めてからも，湿度調整用

のビーカーはそのまま入れておいた．その際ミノムシが
水に落ちないように，ガーゼでビーカーの口を覆うこと
にした．ほどなく数頭の幼虫はこのガーゼの端のほつれ
糸を噛み取ってミノの飾りに採用していた．

6. 食草 (その２) 
孵化発見後10日目を過ぎたころから，いろいろな植

物を食草に試してみた．
当時，筆者は中札内村の住宅で単身生活をしていたの

だが，この住宅には10畳ほどの面積の畑が付いていた．
その年はトウモロコシ，ミニトマト，インゲンなどを植
えていた．それで野草と冷蔵庫の野菜のほか，これら園
芸植物も食草の候補リストに入れて試してみた．Table 1

がその結果である．
意外にも，キャベツの芯やニンジンが人気が高く，多

くの幼虫が群がって食いついていた．因みにニンジンを
食った幼虫は赤い糞をしていた．逆にヤマブドウなどは
葉が枯れてからも入れたままにしていたが，やはり食わ
れなかった．トウモロコシの「ひげ」も入れてみた．こ
れはあまり食べられはしなかったがミノの飾りによく採
用されていた．上記の他，庭の隅に咲いていたハマナス
Rosa rugose (バラ科 ) の花も入れてみた．幼虫たちは結
構よく食べ，ミノの飾りにもしていた．このため飾りの
花びらが茶色くなるまで，妙に派手なミノムシが数頭，
ケース内をうろうろしていた．

7. 個体数調べ
2011年8月13日，孵化から既に1か月以上が経過した

この日，懸案となっていた幼虫の個体数の確認をするこ
とにした．まず部屋に大きな白い紙を敷いておき，草の
茎や葉っぱなどにくっついているミノムシを片端から引
きはがし，紙の上に十頭ずつ並べていった．紙の上のミ
ノムシは，すぐにも動き出すのでなるべく手早く作業す
る必要があった．
この作業の結果，約90頭を確認した．なぜ「約」か

というと，生きているか死んでいるか，また，カラなの
かどうか判別のつかないミノが若干数あったからであ
る．
この作業中にアクシデントを起こしてしまった．ミノ

が脱げて裸になった幼虫が2頭出てきたのである．

8. ミノを作る (その２) 
キタクロミノガの幼虫は頭から胸節までは黒と褐色の

縦縞で精悍な印象だが，普段ミノの中に納まっている腹
部は無地の乳白色の体色で細く弱々しく見える．
今回ミノを除かれた幼虫はまだ生きていたので，飼育

ケースには戻さず，2頭一緒にシャーレに入れて隔離し
た．シャーレには新鮮なアカザの葉を入れておいた．こ
のうち1頭は，かなりの勢いで葉を噛み取っては糸を吐
きながら葉を綴り，首の周りにリング状の襟巻のような
ものを作った．これがミノの基礎となるようだ．更にミ
ノムシは葉を綴り続け，見る見るミノができて行く．ミ
ノは頭の方向に成長して行くが，あたかも尻の方へ伸び

　よく食べたもの 　アカザ　　エノコログサ　　クワ　　キャベツ（葉及び芯）　　ニンジン（根）　　レタス

　少し食べたもの 　クマイザサ　　トウモロコシ（葉及び包葉）

　食べなかったもの 　ヤマブドウ　　カラマツ　　インゲン（葉）　　ミニトマト（葉）

Table.1. Hostplants of Canephora pungelerii (Heylaerts).  
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てゆくように見える．このときシャーレに入れたのが新
鮮なアカザの葉だったので緑色のミノとなった．やがて
ミノは緑色から褐色に変色し，頭の近くが緑で尻の方が
褐色のミノができあがった．
こうして約丸1日で，1頭の幼虫は新しいミノを作り

上げた．もう1頭の方は，片方に比べやたら動きが鈍い
ので，弱って死にかけているものと思っていた．ところ
がゆっくりとミノを作り始め，3日ほどでミノを作りあ
げた．やはり緑と褐色のグラデーションのミノである．
両者ともミノの飾りはなく，のっぺりとしている．ここ
で2頭をシャーレから飼育ケースに戻した．この頃の幼
虫は，ミノの下地が見えないくらい飾りを付けている．
色々な植物を入れていたせいか，飾りのバリエーション
はかなり豊富になった．ケースに戻したミノムシも少し
の間は確認できたのだが，やがて他と区別が付かなく
なった．
ミノムシが糸で空中にぶらさがっている図を見たこと

があるが，飼育下で見ることができた．そのときは頭を
下にしてぶら下がっていた．どうするのか見ていたら頭
を引っ込めて，やがて元の尻の方 (つまり上部 ) から頭
を出し，自ら糸を切って下に落ちたのである．ミノの中
の幼虫の体は意外と小さいので，中で反転することは容
易なのだ．

9. 越冬
9月も半ばを過ぎると，北海道は急速に涼しさを増し，

9月末の特に冷え込んだ朝などにはストーブに火を入れ
ることさえある．中札内村は内陸なのでその傾向が強
い．ただし日中は気温が上がり暑く感じることもあるの
だが．
ミノムシたちは9月中旬から動きが少なくなり，餌も

ほとんど摂取しなくなった．これは越冬態勢に入ったと
見るべきであろう．

10月8日，より自然状態に近づけるため，飼育ケース
を居間から物置に移動することにした．このころでは，
朝夕は日常的に暖房を入れている．
物置に飼育ケースを移してからも，ときどき様子を見

ていた．10月中は一部の幼虫が多少動いていたが，11
月以降は全く動きを止めたようであった．
この地方の初雪は10月半ばくらいであったろうか．

根雪になるのは，大概もう少し先なのだが，地面が冷え
ていると少ない雪でも解けないので，初雪がそのまま根
雪になることもある．長い，雪に閉ざされた季節の到来
である．
中札内村は特に雪が多い地方ではないが，4月だとあ

ちこちに雪が残っている．それでもそのころは気温が氷
点下に下がることはめったにない．

このころから，物置の飼育ケースの様子を気にしてい
たのだが，4月12日にケース内のキタクロミノガに動き
があるのを確認した．
それから二日後の2012年4月14日，半年以上物置に

あった飼育ケースを室内に持ち込んだ．居間は暖房して
いるので，暖房のない北側の部屋に飼育ケースを置いた．
室温は概ね10度前後だったが，それでも多くの個体が
飼育ケース内を動き回る様子が見られた (Fig. 2)．

10. 羽化
5月10日前後から，糸を吐いて飼育ケースの壁面にミ

ノを固定する個体が現れ始めた．蛹化の準備と思われた．
キャベツやニンジンを飼育ケースに入れてみるが，ほ

とんど摂食した様子は見られなかった．
6月になると動きを止めてミノを固定する個体が多く

なった．そして6月6日に3♂1♀の羽化を確認した (Fig. 
3)．雄は飼育ケースの狭い空間を飛び回り，やがて交尾
も確認できた．

9日から次々と羽化し，20日までの間に計43頭の羽
化を確認した．その内訳は雄が32頭，雌が11頭であった．
割合にすると雄が約75%を占めた．また羽化できなかっ
たミノが51あったので，全体の羽化の成功率は46％に
なる．
羽化した成虫のうち雄は一部を野外に放ち，雌はその

まま飼育ケース内に放置した．

11. 次世代と結末
2012年6月30日に新たに孵化した小さいミノを確認

した．数は30～ 40頭ほどであった．
ところで，この年は本業が非常に忙しく，腰を痛めた

上に胃と肺に異常が見つかり，治療や検査の連続で，公
私ともに大変な状況になっていた．
そもそもこの報告の元になる記録は日記に記載してい

たのだが，このころからキタクロミノガの記録が希薄に
なっている．
孵化の確認後は2か月ほど空白がある．おそらく孵化

を確認して以降，前年の経験をもとに，適当に何かしら
の植物を与えていたのだろう．
記録が復活したのは9月9日で「キタクロミノガが越

冬態勢に入った模様」とある．
9月の上旬だと北海道でもさすがに気温はまだ高い．

越冬態勢への移行には日照時間も関係しているかもしれ
ない．
この後も，キタクロミノガの飼育記録は乏しい．
前年同様，2012年10月初旬に飼育ケースを物置に移

動したはずである．
そして翌2013年の春にはケースを居室に戻している．
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私の記憶によれば20頭程度のキタクロミノガが越冬
に成功している．うち何頭かは羽化に成功し交尾もでき
た模様で，その後7月4日には，次世代の孵化を確認し
ている．
ただし孵化の頭数は記録がない．結果的にはキタクロ

ミノガたちは2013年末から2014年の越冬に失敗し，3
年続いた累代飼育は途絶える．2014年4月に転勤があり
札幌へ引っ越したことが，何か悪影響を与えたかもしれ
ない．

引用文献
堀　繁久・桜井正俊，2015．昆虫図鑑 北海道の蝶と蛾．

北海道新聞社，札幌市．
鮫島惇一郎・辻井達一・梅沢　俊，1993．新版 北海道の花．
北海道大学図書刊行会，札幌市．

Summary  Breeding records of Canephora pungelerii 
(Heylaerts) (Psychidae) in Hokkaido are reported. Larvae 
hatched in July 2011, and fed on vegetables such as lettuce, 
cabbage core and carrots, as well as other plants such as 
Chenopodium album var. centrorubrum, Setaria viridis and 
Rosa rugose. After hibernation, they pupated in May, and 
32 males and 11 females, emerged from 6th to 20th June 
2012.

筆者は北海道の小木広行氏のご好意で，同氏が採集さ
れた北海道産コケガ類の異常型を検することができた．
それらの異常型は，今まで報告されたことが無いような
ものであったのでここに報告しておく．この報告にあた
り，標本を調べる機会を与えていただいだ小木広行氏に
深謝する．

Melanaema venata Butler, 1877 
オオベニヘリコケガの黒化個体 (Figs 1-2) 
被検標本：♀，北海道浅茅野猿払，11. ix. 1998，小木

広行採集；♂，北海道浅茅野猿払，28. vii. 1997，小木
広行採集．
体，前後翅の赤色部が黒灰色に変わった個体．全体的

に薄黒い状態になっている．このような異常型は，他の
地域では検したことがない．今回，同様な個体を2個体
検することができた．鱗翅目の黒化型の出現は低温が影
響するのではないかという意見もあるが，北海道での低
温がこのような異常を出現させたのだろうか．

Miltochrista miniata rosaria Butler, 1877 
ベニヘリコケガの斑紋異常個体 (Fig. 3) 

被検標本：♀，北海道根室昆布盛，22. vii. 2009，小
木広行採集．
前翅の内横線と外横線が太くない融合した個体．

Milthochrista calamine Butler, 1877 
ハガタキコケガの斑紋異常個体 (Fig. 4) 
被検標本：♂，北海道幌延町音類，5. viii. 1995，小木

広行採集．
前翅の外横線が異常に発達し黒色帯になった個体．基

部付近の翅底に黒条を有する．一見別種のような感じが
する．

Barsine aberrans askoldensis (Oberthür, 1880) 
ハガタベニコケガの黄色型 (Fig. 5) 
被検標本：♂，北海道胆振新冠町，15. vii. 2010，小

木広行採集．
前後の赤色部がすべて黄色に置き換わった個体．ヒト

リガ科ヒトリガ亜科の種類では極めて稀に赤色部が黄色
に置き換わる異常型の個体が得られているが，コケガ亜
科では初めてである．

北海道産コケガ類の異常型数種
岸　田　泰　則 
155-0031　東京都世田谷区北沢 5-20-1-103

Some aberrant specimens of lithosiine moths from Hokkaido, Japan
Yasunori Kishida
Japan Heterocerists’ J.   291: 412-413.  November 2019.
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Barsine pulchra (Butler, 1877) 
ゴマダラべニコケガの黄色型 (Figs 6-8) 
被検標本：♂，北海道岩見沢上志文，3. vii. 1991，小

木広行採集；♀，北海道小樽銭函，16. viii. 2015，小木
広行採集；♂，北海道鹿追町北瓜幕，23. vi. 2012，小木
広行採集．
両翅の赤色が黄色に置き換わった個体．複数 (3頭 ) 得

られていることから，北海道での出現率は高いのかもし
れない．他の地域の標本で同様な個体は見たことがない．

Barsine pulchra (Butler, 1877) 
ゴマダラベニコケガの斑紋異常個体 (Fig. 9) 
被検標本：♂，北海道稚内市恵北，30. vii. 1994，小

木広行採集．
前翅の黒点列からなる各横線がすべて消失し，淡色帯

になっている．

Barsine pulchra (Butler, 1877) 
ゴマダラベニコケガの斑紋異常個体 (Fig. 10) 
被検標本：♂，北海道胆振市コタン，28. vii. 2012，

小木広行採集．
前の個体と同様の変異だと思われるが，本個体は，前

翅の黒点列からなる中横線のみが消失している． 

Summary  Following specimens of lithosiine moths 
with aberrant wing patterns are recorded from Hokkaido; 
melanic form of Melanaema venata (Figs 1-2), Miltochrista 
miniata rosaria with aberrant basal and postmedian fasciae 
fused to each other (Fig. 3), Milthochrista calamine with 
the irregularly developed postmedian fascia (Fig. 4), 
yellowish aberrant forms of Barsine aberrans askoldensis 
(Fig. 5) and Barsine pulchra (Fig. 6–8), and Barsine 
pulchra lacking blackish dots of all fasciae (Fig. 9) or the 
median fascia (Fig. 10).

Figs 1-10. Aberrant specimens of lithosiine moths from Hokkaido. 1-2. Melanaema venata Butler, 1877 オオベニヘリコケ
ガ . 3. Miltochrista miniata rosaria Butler ベニヘリコケガ . 4. Milthochrista calamine Butler ハガタキコケガ . 5. Barsine 
aberrans askoldensis (Oberthür) ハガタベニコケガ . 6-10. Barsine pulchra (Butler) ゴマダラべニコケガ .
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今回は5種の幼虫について報告する．報告の中の幼虫
は Fig. 5 だけが中齢で他は全て終齢である． 

Nepticulidae モグリチビガ科
Stigmella dentatae Puplesis カシワモグリチビガ (Figs 1-2) 
採集飼育．2017年10月1日，北海道石狩市志美にて，

線状に食痕を残す幼虫の入った葉を多数採集する．8日，
幼虫が葉から出てきてゴマ状のまゆを作る．2018年5月
15日，1♂羽化．
年2化，成虫は6月と8月に現れる．幼虫は葉に潜り

その内部を食べて線状に糞を残す．成熟すると，葉から
出てきて地上に降り茶色のゴマ状のまゆを作る．秋に作
られたまゆからはそのまま越冬し，6月になって1化目
の成虫が出てくる．
本種の葉に作られた線状の食痕，成虫の発生期等いず

れも同所的に生息するS. aladina Puplesis クヌギクロモ
グリチビガと非常に良く似ていて，幼虫期の葉に作られ
た痕跡だけでは両種の判別は困難である．

Thyrididae マドガ科
Pyrinioides aureus Butler ハスオビマドガ (Fig. 3) 
採集飼育．2016年9月5日，北海道石狩市古潭にて，

葉を巻いて中にいる17mm程の幼虫を1頭採集する．7
日，19mmとなる．11日，土を綴ってまゆを作る．20日，
蛹化している．2017年6月8日，1♂羽化する．
年1化，成虫は7月に現れる．幼虫は葉を表に巻き中

にいる．成熟すると18mm程．9月後半に土を綴り楕円
形のまゆを作って蛹化する．蛹で越冬し翌年6月後半頃
より成虫が出始める．

Lasiocampidae カレハガ科
Kunugia undans (Walker) クヌギカレハ (Fig. 4)  
採集飼育．2018年6月10日，石狩市知津狩にて21mm

程の幼虫を1頭採集する．7月13日，終齢72mm．8月7日，
何枚かの葉を寄せ集め簡単なまゆを作る．19日，蛹化
している．9月2日，1♀羽化する．
年1化，成虫は8月から9月にかけて現れる．幼虫は

よく葉表に見られる．若い幼虫は青みを帯びた黒っぽい
色をしており，亜背線辺りに黄色の斑紋列を持つ．成長
するにしたがい，その黄色の斑紋列はオレンジ色に変わ

る．成長した幼虫に強く触れると，頭部を中にして丸ま
り背部の黒色の毛束をみせつける姿勢をとる．まゆは葉
の間に自分の体毛を混ぜ薄いまゆを作る．越冬態は卵と
思われる．

Nolidae コブガ科
Eronima mandschuriana (Oberthür) リンゴコブガ (Figs 5-6)
採集飼育．2018年6月10日，北海道小樽市銭函にて

7mm程の幼虫1頭を得る．21日，脱皮し終齢となる．
28日，土の上にごろんと蛹化している．7月4日，1♀
羽化する．
年1化，成虫は7月に現れる．幼虫は脱皮後，頭部殻

を積み重ねた独特な姿となる．その姿はなかなかに格好
が良い．ところが終齢に達し最後の脱皮をするときには，
今までの頭部殻を全部落としてしまう．頭部殻を失った
その姿は (Fig. 6) は実にみすぼらしい．2018年に飼育し
た個体はまゆを作ることなく土の上にごろんと蛹化した
が，それまでに飼育した個体は，皆，周りの葉のくずな
どを集め山型のまゆを作っていた．この山型のまゆが一
般的なものと思われる．越冬態は確認できなかった．

Noctuidae ヤガ科
Acronicta carbonaria (Graeser) ウスズミケンモン (Figs 7-8)
採集飼育．2005年7月30日，北海道鹿追町瓜幕にて

30mm程の幼虫を1頭得る．8月4日，終齢となる．7日，
土にわずかに糸をかけ前蛹になる．16日，蛹化している．
2006年6月20日，1♂羽化する．
年1化，成虫は7月に現れる．北海道での本種は局地

的に発生し，その数は少なく報告例も少ない．筆者もこ
の1頭を得たのみである．越冬態は蛹である．

参考文献
平野長男，2013．モグリチビガ科．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: 14-
16, 80-96. 学研教育出版，東京．

杉繁郎・中島秀雄，1987．カレハガ科．杉繁郎 (編 )，
日本産蛾類生態図鑑，講談社，東京．

Summary  As the 40th part of reports on moths bled on 
Quercus dentata in Hokkaido, following five species are 
recorded.

カシワを食草とする蛾 40
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 40
Hiroyuki Kogi
Japan Heterocerists’ J.   291: 414-416.  November 2019.
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Figs 1-2. Stigmella dentatae Puplesis. 1. Emerged adult. 2. Larval mine. Fig. 3. Last instar larva of Pyrinioides aureus Butler. 
Fig. 4. Last instar larva of Kunugia undans (Walker). Figs 5-6. Eronima mandschuriana (Oberthür). 5. Middle instar larva. 6. 
Last instar larva. Figs 7-8. Acronicta carbonaria (Graeser). 7. Emerged adult. 8. Last instar larva. 
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Nepticulidae: Stigmella dentatae Puplesis (Figs 1-2).  A 
larva mined this plant was collected at Ishikari-shi, on 1 
October 2017. It makes a brown cocoon on the ground, and 
a male emerged on 15 May 2018.

Thyrididae: Pyrinioides aureus Butler (Fig. 3). A larva 
was collected at Ishikari-shi, on 5 September 2016. The 
larva makes a nest rolling up leaves, and then make a soil 
cocoon underground on 11 Sept. A male was emerged 8 
June 2017.

Lasiocampidae: Kunugia undans (Walker) (Fig. 4). A 
larva was collected at Ishikari-shi, in 10 June 2018. After 
maturation (the body length reached to 72 mm), it makes a 

cocoon covered by some leaves. A female was emerged on 
2 September 2018.

Nolidae: Eronima mandschuriana (Oberthür) (Fig 5-6). 
An immature larva was collected from Otaru-shi, on 10 
June 2018. It pupated until 28 June and a female was 
emerged on 4 July. The larva is popular by the remarkable 
appearance with a pile of head capsules (Fig. 5), but the 
larva removed all the capsules when matured (Fig. 6).

Noctuidae: Acronicta carbonaria (Graeser) (Figs 7-8). A 
larva is found at Shikaoi-cho, on 30 July 2015. It matured 
on 4 August and pupated until 16 Aug. A male emerged 20 
July in the next year. A rare species.

筆者のうち，知念は2018年7月28日に与那国島 (沖
縄県八重山郡与那国町 ) で，Serrodes campanus (Guenée, 
1852) ネジロフトクチバ (Fig.1) を採集しているので報
告する．
採集場所は宇良部岳 (与那国町字与那国宇良部 ) の頂

上手前で，登山路傍に設置したバナナトラップに飛来し
た．

1♂，28. VII. 2018 (21:00) 知念凌羽採集 .
晴れで風は殆ど無かった．

本種は非常に飛翔力が強く，日本本土では偶産蛾とし
て得られているが，南西諸島では定着しているようであ
る．当該諸島の最西端に位置する与那国島で得られても
おかしくないが，これまでに採集記録はなかった．日本
では北海道，本州，小笠原諸島，四国，九州，対馬，種子島，
屋久島，奄美大島，沖縄本島，石垣島，西表島に，外国
では朝鮮半島，中国，インドからオーストラリアにかけ
て東洋熱帯に広く分布しているとされており (東，2002・
岸田，2011)，今回の採集例は与那国島初記録となる．

引用文献
東　清二 (監修 )，屋富祖昌子・金城政勝・林　正美・

小濱継雄・佐々木健志・木村正明・河村　太 (編 )，
2002. 琉球列島産昆虫目録 増補改訂版 . 570 pp. 沖縄生
物学会，榕樹書林，沖縄．

岸田泰則 (編 )，2011．日本産蛾類標準図鑑2．416pp. 学
研教育出版，東京．

Summary  Serrodes campanus (Guenée, 1852) was firstly 
recorded from Yonaguni-jima Island, the Ryukyus, Japan. 
This specimen was collected on 28. Jul., 2018.

与那国島でネジロフトクチバを採集
円　谷　悦　造 知　念　凌　羽 
907-0453　沖縄県石垣市川平 852-2  907-0004　沖縄県石垣市登野城 889-7

A record of Serrodes campanus (Guenée) (Noctuidae) from Yonaguni-jima Island, the Ryukyus
Etsuzo Entani and Ryo Chinen
Japan Heterocerists’ J.   291: 416.  November 2019.

Fig. 1. Serrodes campanus (Guenée), ♂ , Yonaguni-jima 
Island.

1
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Protegira songi (Chen & Zhang) トチュウウスクモヨト
ウは，長野県で初めて確認された中国を原産とする外来
種と推定されている蛾である (四方ほか，2017)．その後，
福岡県 (小藤，2016)，静岡県 (岸田ほか，2017) と各地
で確認され，分布を拡大しているものと思われる．筆者
は本種を東京都で採集しているため，ここに報告する．

標本データ
東京都東大和市多摩湖周辺 21. IV. 2019. 筆者採集・保

管 (Fig. 1).

街灯に誘引されたものを採集した (Fig. 2)．当日は曇
天で気温は16℃，ほぼ満月であったが雲で隠れ，無風
であった．本種は19時半頃に飛来した．その後20時半
頃までいたが追加は得られなかった．周辺はクヌギやコ
ナラなどの落葉広葉樹が多い林内で，歩道はアスファル
トで舗装されている． 
本種は中国にのみ自生するトチュウ (杜仲 ) の害虫と

して知られているが，中国以外の国でも栽培されてお
り，日本では本種が報告されている長野県や福井県をは
じめ，広島県，秋田県などでも栽培されている． 

今回，都内で本種が見つかったわけだが，トチュウは

東大和市に隣接する都立薬用植物園に植栽があり，目黒
区などでも栽培されている．今後，都内での採集例が増
加すると思われる．報告にあたり，本種の指摘・本文の
添削指導をして下さった飯森政宏氏に厚く御礼申し上げ
る．

引用・参考文献
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，2018．2017年，環境省の静岡
県朝霧高原の調査で得られた蛾． 蛾類通信 285: 241-
246.

小藤佳紀，2018．福岡市油山でトチュウウスクモヨトウ
を採集． 蛾類通信 284: 219.

四方圭一郎・枝恵太郎・田島　尚，2017．本州中部で採
集された日本未記録のProtegira songi (Chen &Zhang) 
トチュウウスクモヨトウ (新称 )． 蛾類通信 282: 173-
175.

Summary  Protegira songi (Chen & Zhang) was collected 
in Higashi-yamato-shi, Tokyo. The author collected one 
female of this species on 21. April 2019. This is the first 
record of this species from Tokyo.        

トチュウウスクモヨトウの東京都における採集記録
山　谷　　　遼 
135-0015　東京都江東区千石 3-1-24-1017

A record of Protegira songi (Chen & Zhang) (Noctuidae, Hadeninae) from Tokyo
Ryo Yamaya 
Japan Heterocerists’ J.   291: 417.  November 2019.

Figs 1-2. Protegira songi (Chen & Zhang), ♀ , Higashi-yamato City, Tokyo.
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シャクガ科ヒメシャク亜科のPerixera absconditaria 
absconditaria (Walker, 1863) クロモンウスチャヒメシャ
クは，国内では本州，四国，九州，対馬，屋久島に分布
するが，本州では少なく，千葉県，神奈川県，新潟県，
石川県，大阪府，広島県，山口県で記録があるにすぎな
い (金子 , 2011)．
筆者は大阪府堺市の市街地で本種を採集した．朝方に

地下鉄御堂筋線のなかもず駅の出入り口付近の壁に静止
していた個体を捕獲した．新鮮な雄個体であった．本州
における一例として報告する．大阪府では北摂の箕面市
で数例の記録があるだけで (山本 , 1989, 1990)，府南部
の泉北地域では初記録と思われる．標本は大阪市立自然
史博物館に所蔵されている．

データ
1♂，大阪府堺市北区中百舌鳥町，16. VI. 2019. 筆者

採集・保管

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．

山本義丸，1989．大阪箕面公園で得られた注目すべき蛾
類 (V)．誘蛾燈 115: 3-6.

山本義丸，1990．大阪箕面公園で得られた注目すべき蛾
類 (VI)．誘蛾燈 119: 39-42.

Summary   In June of 2019, Perixera absconditaria 
absconditaria (Walker) was recorded from Sakai-shi, Osaka 
Pref., Japan. This species is a little known from Honshu. And 
in Osaka, it has been recorded from only Minoo-shi. It is 
considered to be first a record of this species from south Osaka.

大阪府堺市でクロモンウスチャヒメシャクを採集
長　田　庸　平 
564-0034　大阪府大阪市東住吉区長居公園 1–23　大阪市立自然史博物館
A record of Perixera absconditaria absconditaria (Walker) (Geometridae) from Sakai-shi, Osaka Pref., Japan
Yohei Osada
Japan Heterocerists’ J.   291: 418.  November 2019.

Fig. 1. An adult of Perixera absconditaria absconditaria 
(Walker) from Osaka Prefecture.

ホッカイセダカモクメ Cucullia umbratica (Linnaeus) の
新産地
田　部　達　也
A new record of Cucullia umbratica (Linnaeus) (Noctuidae) 
from Japan

Tatsuya Tanabe

Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758) ホッカイセダカモ
クメはNoguchi & Ochiai (2019) および櫻井 (2019) にお
いてあいついで日本初記録として報告された種である
が，筆者は下記のように本種を得ているので報告する．
北海道天塩郡豊富町サロベツ湿原，1♂，14. vii. 2017.
今回の報告により，宗谷地方の東西両海岸から得られ

たことになり，北海道北部では広く分布する可能性が示

唆された．
報告に当たっては岸田泰則氏，枝恵太郎氏に同定の確

認や文献のお世話をいただいた．深く感謝する次第であ
る．

引用文献
Noguchi, S. & T. Ochiai, 2019. The first record of Cucullia 

umbratica (Lepidoptera: Noctuidae) from Japan. 
Biodivers. Data J. 7: e34197. https://doi.org/10.3897/
BDJ.7.e34197

櫻井正俊，2019. 北海道から発見された日本初記録の
Cucullia umbratica (Linnaeus) ホッカイセダカモクメ 
(新称 ) について．蛾類通信 289: 337-338.
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Glaucolepis oishiella (Matsumura, 1931) オオイシモグ
リチビガは1930年に福島県から得られた雌に基づいて，
松村松年によって新種記載された (松村 , 1931)．オウト
ウの害虫として報告された種で，1930年代に福島県で
発生し，以後青森県にも被害があったが，近年は報告
がない (奥 , 2003)．ホロタイプ (1♀ ) は北海道大学総合
博物館に所蔵されており，その標本の成虫写真は日本
産蛾類標準図鑑3で，はじめて図示された．国外では，
Yang (1989) によって中国から新属新種として記載され
たSinopticula sinicaが，のちに本種の異名とされた (van 
Nieukerken et al., 2016)．日本からは記載されて以後，
正確な採集記録はなかったが，日本では未知であった雄
を含めて北海道，本州，九州で得られているので，新産
地を記録すると共に，成虫と雌雄交尾器写真を添えて報
告する．寄主植物の学名は，米倉・梶田 (2003–) に従った．

Glaucolepis oishiella (Matsumura, 1931) 
オオイシモグリチビガ
Trifurcula oishiella Matsumura, 1931: 1114; Kuroko, 1982: 

155; Hirano, 2013: 91, pl. 5, fig. 5.
Sinopticula sinica Yang, 1989: 79-82, figs 1-4.
Glaucolepis oishiella: van Nieukerken et al., 2016: 133.

本種は raikhonae 種群に属し，本種群は他に西アジア

からヨーロッパにかけて分布するG. melonoptera (van 
Nieukerken & Puplesis, 1991) と，中央アジアに分布す
るG. raikhonae Puplesis, 1985を含む．本種はモグリチ
ビガ科の中でも開張が大きく，前後翅の幅が広いので
日本産他種との判別は容易である．一方で，raikhonae 
種群の3種の形態は非常に似ており，特にG. oishiella
とG. raikhonaeは同一種であると疑われることもあった 
(Nieukerken & Puplesis, 1991)．しかし，G. oishiellaの雄
交尾器はcornutusの近くにある骨片がより幅広いことで
G. raikhonaeと，cornutusの基部が2叉でないことで，G. 
melonopteraと判別できる．

開張：♂，6.8-7.8mm．♀，8.2-9.0mm (Figs 1-2)．頭
毛と襟毛は淡黄色～橙褐色．眼帽は白黄色～淡黄褐色．
前翅，胸背，腹部背面は暗茶褐色で，暗青紫色をおびる．
前翅縁毛は暗茶褐色．後翅と後翅縁毛は茶褐色．

雄交尾器 (Figs 3-5)：Uncusは細長く突出し，先端は
裁断状．Tegumenは丸みをおび，十数本の長い刺毛を
そなえる．Gnathosの中央突起は丸みをおびて突出す
る．Vinculumは丸みをおびて大きい．Valvaはgenitalia 
capsuleの先方に位置し，幅広く先端部は細長く突出す
る．Transtillaの側方突起は細長い．Phallusは太く，長
さは幅の約2.4倍．Cornutusは細長く，幾分曲がり，そ

Glaucolepis oishiella (Matsumura, 1931) オオイシモグリチビガ (モグリチビガ科 ) の再記載と新産地
平　野　長　男　 屋　宜　禎　央
390-1401　長野県松本市波田下島 9955-3   819-0395　福岡県福岡市西区元岡 744

 九州大学大学院生物資源環境科学府昆虫学分野
Redescription and new records of Glaucolepis oishiella (Matsumura, 1931) 
Nagao Hirano and Sadahisa Yagi
Japan Heterocerists’ J.   291: 419-422.  November 2019.

Figs 1-2. Adults of Glaucolepis oishiella (Matsumura, 1931). 1. Female, holotype. 2. Male. Scale bar: 2.0mm.
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の近くに短くやや幅広い骨片があり，その先端は繊維束
状や，2叉し，片方が小さな突起状になる個体もある．

雌交尾器 (Figs 6-7)：尾方先端部は丸みをおびる．T8
は1対の毛束が見られ，それぞれ30本程度の刺毛から
なる．Anal papilaeはそれぞれ20本程度の刺毛で構成
される． Anterior apophysesは細長く伸び，posterior 
apophysesとほぼ同程度の長さ．Corpus bursaeは尾方
が細くなった楕円状で長く，signaは認められない．

Ductus spermathecaeの中心部は細く，その外側を膜状物
が取りまいて太くなり8-9回転巻く．

所検標本：[Hokkaido] 1♂，Asahiyama Asahikawa-shi, 
12-vii-2004, Y. Kusunoki leg., genitalia slide NH-953, 平野
所蔵 ; 1♀ , Sapporo, Hokkaido, 14. VII. 1972, K. Kawauti, 
Host: Prunus gall of stem., 北海道大学所蔵．

[Honshu] 1♀ (Holotype), Japan, Fukushima, 1930, T. 
Oishi, “櫻桃の害虫 (= the pest of the cherry)”, genitalia 

Figs 3-5. Male genitalia of Glaucolepis oishiella (Matsumura, 1931). Genitalia slide SY574. 3. Male genitalia except phallus. 
4. Ditto. gn: gnathos. 5. phallus. Scale bar: 200μm. Figs 6-7. Female genitalia of Glaucolepis oishiella (Matsumura, 1931). 6. 
Holotype, Genitalia slide EvN 2916. 7. Genitalia slide SY579. Scale bar: 200μm.
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slide EvN 2916, 北海道大学所蔵 . 1♂ , Ohkuchizawa 
Toyoshina-machi (現 在Azumino-shi), Nagano-pref. 30-
vi-1981, genitalia slide NH-953; 1♀ , Shimashimadani  
Azumi-mura (現 在Matsumoto-shi) Nagano-pref. 28-vii-
1990, N. Hirano leg., genitalia slide NH-296; 1♀ , Hirai 
Kozakawa-cho Wakayama Pref., 14-vi-2006, B.W. Lee 
leg., 以上平野所蔵．

[Kyushu] 1♀ , Mt. Hiko, Soeda, Tagawa Fukuoka Pref., 
27-vii-2015, S. Yagi leg., genitalia slide SY151; 2♂ , 
Hikosan Soeda-machi Fukuoka Pref. (440m), 1-vii-2016, S. 
Yagi leg., genitalia slide SY558, 574, 九州大学所蔵．

[分布 ] 北海道，本州 (青森県，福島県，長野県，和歌
山県 )，九州 (福岡県 )．国外では中国 (陝西省 )．

[寄主植物 ] Cerasus avium (L.) Moench セイヨウミザ
クラ，Prunus sp. (バラ科 )．

[生態 ] 北海道旭山で夕方林縁のスイーピングで採集
された個体とPrunus sp. から飼育羽化された個体以外
は，全て燈火採集で得られたもので，6月下旬から7月
下旬に採集されている．
奥 (2003) によると，産卵後，約2週間で孵化した幼

虫は枝の皮下に食い入ってこぶを生じ，翌年もその中
を加害し続けてこぶを肥大させ，再度越冬する．3年目
の春まで食害を続けた幼虫は6月中下旬に羽化する．こ
ういった長い幼虫期は，その多くが潜葉性である本科
にとって珍しいが，樹皮下に潜るZimmermannia属は同
様に長い幼虫期を持つ種が知られる (Nieukerken, 1985; 
Nieukerken et al., 2010)．

[中国での寄主植物 ] Prunus cerasifera Ehrh. ミロバ
ランスモモ ; Amygdalus amygdalus Brtsch L. ヘントウ ; 
Amygdalus persica L. モモ (バラ科 )．

[中国での生態 ]これらの1～ 2年生枝に虫癭を作っ
て中を食害する．室内条件下で，3月1日に幼虫は虫癭
から出て繭を作り，1985年4月24-30日に羽化している 
(Yang, 1989)．

謝辞
本種の同定と一部文献でお世話になったErik van 

Nieukerken博士，様々な助言をいただいた広渡俊哉博士
に厚くお礼申し上げる．標本の恵与と採集時の状況をご
教示いただいた楠祐一博士，北海道大学総合博物館所蔵
のモグリチビガ科の閲覧と調査で便宜をはかっていただ
いた大原昌宏博士，久万田敏夫博士に心より感謝申し上
げる．

引用文献
平野長男 , 2013. モグリチビガ科 . 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: 80-
96, pls 3-5. 学研教育出版 , 東京 .

黒子　浩 , 1982. モグリチビガ科 . 井上寛ほか , 日本産蛾
類大図鑑 2: 155. 講談社 , 東京 .

松村松年 , 1931. 日本昆虫大図鑑 : 1114. 刀江書院 , 東京 .
van Nieukerken, E.J., 1985. A taxonomic revision of 

the western Palaearctic species of the subgenera 
Zimmermannia Hering and Ectoedemia Busck s. 
str. (Lepidoptera, Nepticulidae), with notes on their 
phylogeny. Tijdschr. Entomol. 128: 1-164.
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distribution of the Trifurcula (Glaucolepis) raikhonae 
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Western Palaearctic Ectoedemia (Zimmermannia) Hering 
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of global Nepticulidae and Opostegidae (Lepidoptera, 
Nepticulidae). ZooKeys 628: 65-246.

奥　俊夫 , 2003. オオイシチビガ . 梅谷献二・岡田利承 
(編 ), 日本農業害虫大事典 : 370. 全国農村教育協会 , 東
京 .

Puplesis, R.K., 1985. New species of the nepticulid moths 
(Lepidoptera, Nepticulidae) from Southern Far East and 
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Entomotaxonomia 11: 79-82.
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Summary Glaucolepis oishiella (Matsumura, 1931) 
had been described using a female specimen collected 
in Fukushima Pref., Japan. In China, Sinopticula sinica 
Yang, 1989 was described, but it was synonymized with 
G. oishiella by van Nieukerken et al. (2016). The record of 
this species in Japan had been limited only in the original 
description and Oku (2003). In this paper, redescription and 
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additional records in Japan are shown including male and 
female genitalia. 

This species belongs to the raikhonae group. This 
species can be identified by the broad width of wings and 
the shape of sclerite on vesica, male genitalia (cornutus 
distally bifurcated in G. melanoptera and the sclerite near 
cornutus narrow in G. raikhonae).

Adult. Wingspan ♂ , 6.8-6.9mm. ♀ , 8.2-9.0mm. 
Head: frontal tuft and collar yellowish orange. scape light 
yellowish cream. Forewing, thorax and abdomen dorsally 
dark brown with dark bluish purple sheen; cilia of forewing 
dark grayish brown. Hindwing and its cilia brown. Male 
genitalia: uncus slender, tip truncated. Tegumen developed 
roundly. Central element of gnathos broad and roundish. 

Vinculum very large. Valva broad; apically sharp. Sublateral 
process of transtilla slender. Phallus broad. Vesica with an 
elongated cornutus and a short and broad lobe-like sclerite. 
Female genitalia: terminal segment rounded. T8 with two 
lateral patches of scales and ca. 30 setae on each side. Anal 
papillae with ca. 20 setae on each side. Anterior apophyses 
slender, almost same length as posterior apophyses. Corpus 
bursae anteriorly slender. Signa inconspicuous. Ductus 
spermathecae broad with ca. 8 convolutions.

Distribution: Japan (Hokkaido, Honshu, Kyushu); China 
(Shaanxi Province).

Host plant: Cerasus avium (L.) Moench, Prunus 
cerasifera Ehrh., Amygdalus amygdalus Brtsch L., 
Amygdalus persica L.

長田 (2017) が波照間島での記録として報告した
“Earias roseoviridis Sugi, 1982オオベニモンアオリンガ
♂”はEarias cupreoviridis (Walker, 1862) ワタリンガ♂の
誤同定だったので訂正したい．Watabiki & Yoshimatsu 
(2018) が指摘しているように，長田 (2017) が示した
個体は前翅がオオベニモンアオリンガよりも細く，杉 
(1982) が示すように紫褐色の前翅外縁はM2とCuA2で
内側に突出しているというワタリンガの特徴を確認でき
る．この個体は鱗粉が脱落しており，ワタリンガの特徴
的な斑紋が不明瞭なため，筆者は個体変異のあるオオベ
ニモンアオリンガと誤同定した．訂正種のワタリンガは
南西諸島では池間島，石垣島，南大東島に分布し (岸田，
2011)，波照間島では初記録と思われる．オオベニモン
アオリンガの波照間島の記録は削除する．ご指摘いただ
いた，綿引大祐博士 (北海道栗山町教育委員会 ) および
吉松慎一博士 (国立研究開発法人農研機構農業環境変動

研究センター ) にお礼申し上げる．

引用文献
岸田泰則，2011．ワタリンガ亜科．岸田泰則 (編 )，日
本産蛾類標準図鑑2: 186-187．学研教育出版，東京．

長田庸平，2017．八重山諸島波照間島における蛾類2種
の新分布記録．蛾類通信 282: 189.

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: 669-
913．講談社，東京．

Watabiki,  D. & S. Yoshimatsu, 2018. Taxonomic 
relationship between Earias roseifera Butler and Earias 
roseoviridis Sugi (Lepidoptera: Nolidae: Eariadinae) with 
reference to their distributions mainly in Japan. Lepid. 
Sci. 69: 11-18.

波照間島から記録したオオベニモンアオリンガをワタリンガに訂正
長　田　庸　平
564-0034　大阪府大阪市東住吉区長居公園 1–23　大阪市立自然史博物館
Correction: a record of Earias roseoviridis Sugi from Hateruma-jima Is. in Osada (2017) is a 
misidentification of Earias cupreoviridis (Walker)
Yohei Osada
Japan Heterocerists’ J.  291: 422.  November 2019.
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標記のアツバは2016年10月に著者の1人，福田が鹿
児島県霧島市塩浸温泉で採集した♂及び鹿児島県指宿市
魚見岳で採集した♀である．

Anoratha paritalis (Walker, 1858)
ミナミトガリアツバ (新称 ) 
Hypena paritalis Walker, [1859] 1858. List Spec. lepid. 

Insects Colln. Br. Mus. 16: 65.
Anoratha paritalis Butler, 1893. Illust. typical Spec. Lepid. 

Heterocera colln Br. Mus. 9: 29; Holloway, 2008: 200.

所検標本
鹿児島県霧島市塩浸温泉， 1♂ , 6. X. 2016 (福田輝彦採
集 ) (Figs 1, 7). 鹿児島県指宿市魚見岳，1♀ , 30, V. 2011 
(福田輝彦採集 ) (Figs 2, 10). 鹿児島県鹿児島市吉野町，
1♀ , 12. IV. 2012 (伊集院 吐夢採集 ).

Anoratha costalis (Moore, 1867) マエキトガリアツバ 
(Figs 5-6) に比べ♂は極めて近似するが，前翅前縁が淡
褐色，外横線外側がより明色であり，外横線の走行がや
や異なり，前翅後角に達すること，下唇鬚が密に鱗毛で
覆われていることなどの相違点が認められた．

鹿児島県本土で採集された日本未記録のアツバ亜科の 1種
福　田　 輝 　彦 中　尾　健 一 郎
892-0806　鹿児島県鹿児島市池之上町 15-22 203-0022　東京都多摩市聖ヶ丘 4-11-3

Anoratha paritalis (Walker) (Noctuidae, Hypeninae) from Kagoshima Prefecture, new to Japan
Teruhiko Fukuda and Kenichiro Nakao
Japan Heterocerists’ J.  291: 423-424.  November 2019.

Figs 1-2. Anoratha paritalis Walker, Kagoshima, Japan. 1. ♂ . 2. ♀ . Fig. 3. A. costalis (Moore). ♂ , Borneo. Fig. 4. A. 
paritalis Walker.♀ , Borneo (Figs 3-4: after Holloway, 2008). Figs 5-6. A. costalis (Moore), Kagoshima, Japan. 5. ♂ . 6. ♀ . 
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♂交尾器 (Fig. 7) では，A. costalis (Fig. 9) に比べバル
バの外側が滑らかで，外側に膨らまない，アンプラがよ
り細長く，やや屈曲する，エデアグスはより細長い，な
どの差が認められた．
♀はA. costalisに比べ，前翅は褐色であり，外横線は

淡褐色であり，一方，A. costalis ♀の外横線ははっきり
とした白色であることにより異なる．Kononenko et al. 
(2007) の♀交尾器の画像から，A. partialis のブルサがA. 
costalisに比べ細く，小さいことで識別可能である。
これらの♂♀の特徴はHolloway (2008) に記述されて

いるように性的異形はA. costalisに比較し弱いこと，A. 
partialisの♂♀の翅表の特徴，及び♂交尾器 (Fig. 8) と
ほぼ一致するが，第8腹節の構造はボルネオ産♂の画像
とやや異なる．Holloway (2008)，Kononenko et al. (2007)
に記述されている分布はスリランカ，インド，ベトナム，
韓国，日本？，マレー半島，ボルネオ，スラウェシ，ニュー
ギニア，ニューカレドニアとされているので，今回鹿児
島県で採集された個体以前に日本産の標本も既に記録さ
れていると考えられる．また，これまでの標本は2011, 
2012, 2016年と継続的に採集されており，2012年の♀は
4月に採集されていることから偶産ではなく，既に九州
本土に土着しているものと考えられる．

謝　辞
報告にあたり，岸田泰則氏には既に2011年に♀を同

定し，今回も♂の同定を確認して頂いた．深く御礼申し
上げる．

引用文献
Holloway, J.D., 2008. Anoratha paritalis. Malay. Nat. J. 

60: 200 (The Moths of Borneo, Part 17). The Malaysian 
Nature Society, Kuala Lumpur.

Kononenko, V.S. & H.L. Han, 2007. Atlas of Genitalia 
of Noctuidae in Korea (Lepidoptera). Park, K.T. (ed.), 
Insects of Korea, Series 11. Korean National Arboretum 
& Centre of Insect Systematics Seoul, Junghaeng-Sa, 
446pp.

Summary  Anoratha partialis (Walker), known throughout 
tropical Asia from India to New Caledonia, was discovered 
from Kagoshima pref., Japan. As these three specimens 
were collected for 6 years in April, May and October, the 
species seems to have already habituated in Japan.

Figs 7-9. Male genitalia of Anoratha spp. 7. A. paritalis Walker. Kagoshima, Japan. 8. Ditto. Borneo (copied from Holloway, 
2008). 9. A. costalis (Moore). Kagoshima, Japan. Figs 10-12. Female genitalia of Anoratha spp. 10. A. paritalis Walker. 
Kagoshima, Japan. 11. Ditto. Korea (copied from Kononenko et al., 2007). 9. A. costalis (Moore). Kagoshima, Japan.
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 スカシバガ科のNokona pernix (Leech, [1889]) ヒメア
トスカシバは，国内では本州，四国，九州，対馬に分布
し，アカネ科のヘクソカズラを寄主とする (有田・池田，
2000；有田，2013)．
筆者は2019年6月に京都市木津川市加茂町の雑木林

の林縁で本種を複数個体確認した．18日は湿地近くの
藪を飛び回る雌個体を採集し (Fig. 1)，その10日後の28
日には林縁で交尾をしていたところを撮影した (Fig. 2)．
近畿地方においては，近隣の大阪府 (大阪府，2000)

や奈良県 (奈良県，2017) には分布しており，大阪市鶴
見緑地からも多数の記録があるが (山崎，2007)，京都
府では記録がなかった (京都府，2015)．したがって，
本記録が本種の京都府での初記録と思われる．標本は大
阪市立自然史博物館に保管されている．

記録
1♀，京都府木津川市加茂町南下手，18. VI. 2019，筆者
採集；1♂1♀ (交尾 )，同地，28. VI. 2019，筆者撮影．

引用文献
有田　豊，2013．スカシバガ科．広渡俊哉ほか (編 )，
日本産蛾類標準図鑑3: 332-341. 学研教育出版，東京．

有田　豊・池田真澄，2000．擬態する蛾 スカシバガ．
203pp. むし社，東京．

京都府，2015．京都府レッドデータブック2015 別冊 (京
都府自然環境目録 )．415pp. 京都府自然環境保全課，
京都．

奈良県，2017．奈良県野生生物目録．422pp. 奈良県く
らし創造部景観・環境局，奈良．

大阪府，2000．大阪府野生生物目録．351pp. 環境農林
水産部緑の環境整備室，大阪．

山崎一夫，2007．大阪市内で発見された注目すべき蛾類
―とくに里山生息種と亜熱帯系種について―．大阪市
立自然史博物館研究報告 61: 1-13.

Summary  In June of 2019, Nokona pernix (Leech) was 
recorded from Kizugawa-shi, Kyoto Prefecture. This 
species have not been known from Kyoto Prefecture. Thus, 
it is considered to be the first record of this species from 
Kyoto Prefecture.

ヒメアトスカシバを京都府から記録
長　田　庸　平
564-0034　大阪府大阪市東住吉区長居公園 1–23　大阪市立自然史博物館
Discovery of Nokona pernix (Leech) (Sesiidae) from Kyoto Prefecture, Japan
Yohei Osada
Japan Heterocerists’ J.  291: 425.  November 2019.

Fig. 1. Female of Nokona pernix (Leech) from Kyoto 
Prefecture.

Fig. 2. Mating pair of Nokona pernix (Leech). Kamo-cho, 
Minamishimode, Kizugawa-shi, Kyoto Prefecture, 28. VI. 
2019.
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Biston takeuchii Matsumura タケウチエダシャクは本
州，四国，九州に分布する．関東地方及びその周辺では
栃木県，群馬県，東京都，山梨県，長野県に産し，東海
地方では愛知県，岐阜県で記録がある．山梨県では最初
に矢崎・吉本 (1979) により北杜市長坂町の中央線の日
野春駅構内で得られた個体が記録され，その後岸田・川
島 (1984) は明野町から記録した．
今回富士林道で得ることができた．高標高での採集例

は少ないと思われるので報告する．

採集データ
山梨県鳴沢村富士林道（1,850m），1♂，25. V. 2019.

当地ではライトトラップを数多く行っているが，本種
が飛来したのは初めてである．

引用文献
矢崎克己・吉本　浩，1979. タケウチエダシャクの新産
地．蝶と蛾 30: 123-124.

岸田泰則・川島保夫，1984. 山梨県明野村でタケウチエ
ダシャクを採集．蛾類通信125: 405. 

タケウチエダシャクの山地での記録
中 　島　秀　雄
A record of Biston takeuchii Matsumura (Geometridae) from mountain region
Hideo Nakajima
Japan Heterocerists’ J.  291: 426.  November 2019.

紹介／ New Book
岐阜県蛾類採集記録 II (2019年編纂 )
岐阜県の蛾を調べる会編，2019. A4，242pp.

1964年から2017年までに採集された2,185種 (ミクロ
類709種，マクロ類1,476種 ) がリストされており，種
ごとに採集地・採集日，雌雄頭数，採集者，採集地コー
ドを単位として約19,800データが記録されている．これ
には，岐阜県初記録と考えられる73種 (ミクロ類61種，
マクロ類12種 ) の記録と，注目すべき種について詳細が
含まれており，標本写真も図示されている．なお，既刊
の「岐阜県蛾類採集記録 (2013年編纂 )」では，1957年
から2012年までに採集された2312種 (ミクロレピ732
種，マクロレピ1,580種 ) のリストが掲載されている．
ただし，この「(2013年編纂 )」はすでに発刊後6年が経ち，
これに掲載されなかった未発表の調査記録が多く蓄積さ
れたため，採集記録の有効引用できる報文として，本書
が刊行された．本書は， 2,700円 (税・送料別 ) で，同 (2013
年編纂 ) も2,000円 (税・送料別 ) で， 昆虫文献六本脚に
おいて入手できる．　　　 　　　　　枝恵太郎 / K. Eda

抄録／ New Paper
日本から32種目のカトカラ，マホロバキシタバ
石塚勝己・岸田泰則，2019. 月刊むし584: 7-12.

タイトルどおり，2019年の夏に「日本から32種目の
カトカラ」が発見された．2009年に「日本から31種目
のカトカラ」として発見されたキララキシタバ以来の大
ニュースである．カトカラは移動力があるので大陸など
からの偶産種の記録は出るかもしれないが，さすがにも
う土着の新しいカトカラは発見されないだろうと考えら
れていた．奈良県の若草山と聞いてさらに驚いた．昔か
ら昆虫採集地では有名で，ルーミスシジミの産地も近く
かなり調査はされているはずだ．発見記が同じ雑誌のあ
とのページに掲載されているので，現地の状況の詳細は
そちらを読んでいただきたい．本報告ではSugi (1982)
が台湾で記載したCatocala naganoiキリタチキシタバの
亜種として，C. naganoi mahoroba マホロバキシタバが
記載された．同所的に採集されるアミメキシタバとの簡
単な見分け方も書かれているが，実物を比較するとアミ
メキシタバとは異なることがはっきりわかる．余談だが，
この号の月刊むしの表紙にはヒメヤママユとコウチスズ
メが美しく描かれており，まさに蛾類同好者のための号
となっている．　　　　　　　　　　 枝恵太郎 / K. Eda
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会  報

■日本蛾類学会2020年総会・研究発表会のお知らせ

日時：2020年2月1日 (土 ) 
　　　総会 11:00～　研究発表会 13:00～
場所：東京大学本郷キャンパス理学部2号館4階大講堂
会費：1,000 円 (会場費・要旨集費 )
懇親会：18:00～　本郷キャンパス内　医・教育研究棟

13階「カポ・ペリカーノ」
懇親会費：一般5,000 円，学生4,500 円

講演予定
【特別講演】
弘中 満太郎氏（石川県立大学）「飛蛾の火に赴くが如し：
昆虫走光性の行動メカニズム」

◯研究発表会の講演募集
2020 年研究発表会の一般講演募集をいたします．講

演は質疑時間を含めて15 分です．講演希望の方は，演題・
講演者名（所属）・住所をメール・手紙で下記担当まで
お知らせください．
※講演申込〆切は2019年12 月15日（日），要旨原稿

の〆切は2020年1月15日 (水 )です．連絡は下記に．
〒222-0001横浜市港北区樽町1-27-16　枝恵太郎宛
Email: soumu@moth.jp

◯懇親会は事前予約制（1月17日 (金 ) 〆切，先着70名）
※当日の懇親会参加受付はできません．連絡は下記に．
〒111-0022東京都台東区清川2-38-13　五島正幸宛
Email: jhs_konshinkai@amail.plala.or.jp

■2019年秋の例会の報告

2019年，秋の例会は9月28日に国立科学博物館附属
自然教育園（2階講義室）にて行われた．
特別講演の小松貴氏による「好蟻性蛾類に関する最近

の知見」では，アリによりそう奇妙な蛾の話題が提供さ
れた．これまで研究が進んでいる好蟻性の鱗翅目はシジ
ミチョウ科であり，蛾類についてはほとんど知見が得ら
れていない．好蟻性とはどのような現象なのかについて
の説明から始まり，小松氏の驚異的な観察力がきっかけ
で明らかになったフタホシキコケガの生態について述べ
られた．また，今後の研究の課題にも触れられ活発な意
見交換が行われた．
一般講演では岸田泰則氏の「日本産カトカラ属32種

目の発見について」では，今年新たに得られた日本産カ
トカラ32種目のCatocala naganoi mahoroba マホロバキ
シタバの話題が提供された．続いて中尾健一郎氏による
「東南アジア産Pindaraツマムラサキクチバ属について」
では，斑紋パターンがよく似ているツマムラサキクチバ
の分類学的研究な話題を紹介された．新津修平氏による
「東京都におけるオオミノガの生息状況」では，近年の
オオミノガの状況，東京周辺の状況，生存戦略の変化つ
いて発表された．四方圭一郎・枝恵太郎・飯森政宏氏に
よる「赤石山脈の高山蛾調査2019」では今年の調査隊

の成果について報告された．美しい高山蛾の紹介とこう
した山でのライトトラップを行うにあたり，山小屋や他
の登山客の理解を得るのはもちろんのこと法的な手続き
についても詳しく触れられた．最後の木村正明氏による
「アマミキシタバの幼生期」では，これまで幼生期や成
虫の化性が不明であったアマミキシタバを野外で得た♀
から採卵して，成虫を飼育羽化させるまでの奮闘の記録
を発表された．今後は野外で幼虫が得られるかどうか更
なる解明が期待される．
今回の秋の例会の参加者78名，懇親会参加48名と昨

年を上回る大盛況で無事終了いたしました．
ご参加いただきました皆様ありがとうございました．

(五島正幸 )

Catocala naganoi mahoroba マホロバキシタバ (奈良県産 ).
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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

佐藤力夫・西澤正隆　日本産Chiasmia 属 (シャク
ガ科エダシャク亜科 ) の1 新種 …………………… 401

冨永　智　沖縄島から，左右非対称の雄交尾器を
持つ Asymmetrarcha 属蛾類 (ヒメハマキガ亜科 ) 
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小木広行　カシワを食草とする蛾 40 ……………… 414
円谷悦造・知念凌羽　与那国島でネジロフトクチ
バを採集 …………………………………………… 416

山谷　遼　トチュウウスクモヨトウの東京都にお
ける採集記録 ……………………………………… 417

長田庸平　大阪府堺市でクロモンウスチャヒメ
シャクを採集 ……………………………………… 418

田部達也　ホッカイセダカモクメ Cucullia 
umbratica (Linnaeus) の新産地 …………………… 418

平 野 長 男・ 屋 宜 禎 央　Glaucolepis oishiella 
(Matsumura, 1931) オオイシモグリチビガ (モグ
リチビガ科 ) の再記載と新産地 …………………… 419

長田庸平　波照間島から記録したオオベニモンア
オリンガをワタリンガに訂正 …………………… 422

福田輝彦・中尾健一郎　鹿児島県本土で採集され
た日本未記録のアツバ亜科の1種 ………………… 423

長田庸平　ヒメアトスカシバを京都府から記録…… 425
中島秀雄　タケウチエダシャクの山地での記録…… 426
紹介・抄録……………………………………………… 426
会　　報………………………………………………… 427

■蛾類通信をお届けします
蛾類通信291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2019年10月25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，2019年度分
までのお振込をお願いいたします．
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
服部貴昭 /鷹野拓海 /大和田将史 /山田瑞樹 /Georges E.R.J. 

Orhant/石川順也 /長峰孝弘 /志田智義 /林光代 /小川侑真 /志賀
元 /岩井峰人 /吉原茂 /深沢勇太 /鳩村誉大 /上倉優
○退会
矢野幸夫（死去）


