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Fami ly Dytiscidae
ゲンゴロウ科

この科に- ) いては, 第二次-lu界大lilt 前に、11;1111、 (19
32, '33) i、lよび神谷 (1938) が◆ とめて;i・り, 戦後
は中根 (1959~'65) がまとめたりした。 しかしまだ
いァ) いア) な間題があ1)~ii 者は析にふれて報告してき
たが,  こ.二では原色「「1?'図鑑,  II (保 f l社) の出版
と(J)かかわりもあ-., て, -'l'、i
に処tyi しなければならない こ
とに限 ., て覚えを11 き留、し1) ':
おきた'・ 、。

auphydrm J'a n ic M
Sa ARP
ケシゲンゴロウ

ay ydras fa om'cas SHARP,
1873, T r a ns. en t. Soc.
London, 1873: 54 (Naga-
saki, Hiogo). - SHARP, 18
84, Trans ent . Soc. Lon-
don, 1884: 441. - R tGI M-

BART,1899, Ann. SOC. ent.
France, 68: 215. - JAKoB-
soN, 1905, Zuki. R oss.

zapadn. E n v : 419. -
ZIMMERMANN, 1930, K01e-
opt. Rdsch., 16 : 70. -

KAMIYA, 1938,  J.  Tokyo
Nogyo Daigaku, 5: 12. -
KAMIYA, 1938, Fauna Nip-
pon.,  10(8-11) :  36,  fig.
35. - BRINcK, 1943, Kungl.
Fysiog. Sall sk. Lund
Forhandl., 13: 6. - ZAITzEV
4(58) : 109.

Ifyjl,hydrus f rontalis SHARP, 1882, Sc i.  T rans
r.  Dubl in Soc., 2: 381 (Japan).

Hyj)hydrus pa romoet‘s
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Ent., 21: 196. - NAKANE, 1959, Shin-Konchu,
12(1) : 59.
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P roc r ent. Soc. London, 13: 129.  - HILNI -

KovsKY, 1954,  Acta E n t .

Graphoder ls adamsii (CLARK)
マル力' タケ [ンコ'  ロウ

M us. Natn.  Pragae, 29:
S7. - MoUcHAMPs, 1959,
Ent.  Medd.,  29:  3. -

NAKANE, 1959, Shin- K o n-

chu, 12(1) : 59.  - SATo,
1983, Aquat. Ins., 5: 163.
y dr gs  ori emt ah' s:  TAKI
zAwA, 1933, Ins. Mats., 7:
16 8.

分イll :  l l本 ( ll:海適, 本州,
四国,  九州)。

a fapom'casは, 二れ - t ;

BALFOUR-BROWNE  (1944)  に
る eM'miasのシノニムと一J一
る取り扱いが用いられてきた
もの-で,  SATo (1983)   もそ
の処1「iに従. ) て i)aromoeus
を後 のシノニーとした。 い
、1:t う,  BIsTRoM (1982) は

japom s と e加'mi g sの換式
標本を再検,・1し, それらは別
種であると し て jlaromoeus
を japom' のシノニ と
た。 'ii者の科i文と口1刷が前後

す ,')ことと .., たが, 彼の論文ではll 本o)文献がほ
とんど引用されていない。 そこでこれま一, の' f: 「l 上
J)取り扱いを上記の1、 うに整理して1.;いた。

HI,d fooatu8 pumi ius SHARP
チビマルケシゲンゴロウ (和名新称)
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H:ydrot,atus pumilus SHARP, 1882, Sci. Trans. 「.
Dubl in Soc., 2: 331 (Sumatra). - RtGIMBART,
1891, Ann. Mus. civ. Stor nat. Geneva, (2)
9: 5. - RtGIMBART, 1894, Ann. SOC. ent. F「anCe,
63:  339. - R tGIMBART, 1899, A nn. SOC.  ent.
France, 68: 235.  - VAzIRANI, 1969, Or ient.
Ins., 4: 100.
全体黄褐色で, 背面は一様に細かく網目状となる。
頭部は微かに点刻され, 前的背は細かく組に点刻さ
れるが,  前緑にi合って横並びの点刻若閧ｪる B  上
はやや密にはっきりと点刻される。 交尾器中央片

の先端部は下方に急角度で折れ曲る。
体長: 1. 8~1. 9 mm。
分布: 琉球列島 (西表島);  フィリピン,   スマト
ラ , ジャワ, ベ トナム,  インド。

Hydrot,atus属に含まれる種は, もともと小型で
あるが,  中でもこの種は一段と小さいので一見して
他極と区別できる。  インドからスンダ列島まで広く
分布する種であるが, 琉球で得られていた標本を新
記録としてここに報告する。
検視標本: 2 , Mitara, Ir iomote-jima, 8. viii.

1962, M. SATo e t Y. ARITA leg. (New to the
fauna of the Ryukyus) .

Eudfooatus 8ubt ili8 SHARP
マルケシゲンゴロウ

Hydrot,atus subtilis SHARP, 1882,  Sci. Trans. 「.
Dubl in Soc., 2: 329 (Siam). - SATo, 1972, Ann.
h is t. -nat . M us natn. Hung., 64: 146, fig 3.

Hydroυatus confertus, var. subtilis: RtGIMBART,
1899, Ann. Soc. ent. France, 68: 237.

Hydrooatus adachii KAMIYA, 1932, Mushi, 4: 4,
fig. 1 (Tokyo: Musashi).  - KAMIYA, 1938, J.
Tokyo Nogyo Daigaku, 5: 10, pi t, fig 3. -
KAMIYA, 1938, Fauna Nippon.,  10(8-11) :  32,
fig 32. - NAKANE, 1959, Shin-Konchu, 12(1):
61. Syn n o v .

Hydroυatus sp. SATo, 1961, Akitu, 10: 3.
分布:  目本 (本州,  四国,  九州, 琉球列島); i、
湾,  、 トナム,  タイ。
この種 は, 従来日本でadachii として知られてい
たが,  subtilis の機式標本と比較検,i、lしたところ同

-和d  と考えられるので,  上記のようにシノニ と
て取り扱いたい。  このことについては, すでに中根
(1959) が' 'シャムより記破されたH. subtilis SHARP
(印度産のH. confertus SHARPの変種とされてい
る) の記‘ ﾊに一致する ''  とだけ述べていることを付
記しておく。

Genus Guignotu8 HOULBERT
チビゲンゴロウ属

Bidessus (Guignotus) HoULBERT, 1934, Faun. Ent.
Arm., Hydr : 54.

Guignotus: GuIGNoT, 1945, Mem. M us. Nat n.
Hist. Nat., 19: 226.

H:ydrog1:yjlhus MoTscHULsKY,  1853, Hydrocanth.
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Russ. : 5 (nomen oblitum) . Type-species:
D:yt iscus geminus FABRlcIus, 1792・
最近BIsTRoM et SILFvERBERG(1983) は, (:;ui9nOtnS
を古参シノニムとしてHydroglyPhusを用いるべき
ことを指摘しているが, 約130年も使用されないま
まに放置されてきた通失名と考えるべきであろう。
Guignotusは記破以後すでに50年を経過し,  安定
した地位を確保しているので今更変える必要を認め
ないとするのが,  この類の研究者の大v;  の意見で
る。一部の研究者の間では,  命1'法国際審議会へ提
1jし, 強権発動をすべきとの動きもあり, 筆者も一一
応従来のままに扱, ) ておいた方がよいと判断してい
る。

Genus Ltode8su8 GUIGNOT
チャイロチビゲンゴロウ属

B jd essonot us (Liodessus) GuIGNOT, 1939,  Bul l-
Soc. E nt . Sci. Nat. Vaucluse: 53.

Ljodessus: GuIGNoT, 1953, Rev fr. Ent・, 20: 110・
Type_species: Bidessus affinis SAY,1825・
つぎの日本産種1は従来Bidessus属に入ると考え
られていたが, 二の属に合めた方がよい。他のBideS-
smi族に合まれる属とは, つき'の特徴によ,) て区別
できる。
画限間の後方にそれらを結ぶ横刻線があり,  l:地
側片基部はffみとならなく, 頭糖前t象は報取られな
いo

L jol le88us megacephalus (GSCHWENDTNER)
チャイロチビゲンゴロウ

Bjdessus megacej)halus GscHWENDTNER, 1931,
wjener Ent. Anz., 11: 21 (Inset Koto She)・

Ljodessus megacephalus:  BERTRAND, 1972, La「V・
Nymph. Coleopt aquat. Globe: 49 (larva)・ -
BERTRAND, 1977, Ibid. Err. Add : 6 (Ia「Va)・

Bjdessusmacu1osusGscHwENDTNER, 1931, Wiene「
Ent  Anz., 11: 422 (Amoy).

Bjdessus tokunagai KAMIYA, 1932, MuShi, 5: 5,
fjg 3 (Kii: Seto). See SATo, 1964 for 「efe「一
e n c e .

分布:  口本 (本州,  四国, 九州,  琉球列島);  紅
頭峡, 中国南部。
本j重については,  か-)てSATo (1964) が詳しく
報告したことがあり,  -JI!11 も記,1? した。  ところが
BERTRAND (1972) はその幼i、の記,1設から判断してこ
の極が Liodessus属に入ることが述べている。 その
後成o、を検;-, tしてみると,  なるほどこの属に入るの
で, 今後はこれに合めて扱うべきであン;)う。

Eudaticu8 (Guignoti tes) 9tagnali8
(FABRICIUS)
オオシマゲンゴロウ

Dytiscus stagnalis FABRlcIus, 1787, Mant.  Ins.,
1: 191 (Germaniae aquis Dom).

Hydaticus stagnal is: STEPHENS, 1828, 111.  B「it・
Ent. Mandib., 2: 85. - SATo, 1970, Bull. Jap.
ent. Acad. . 5: 14.
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Hydaticus t ransυersal is: KAMIYA, 1938, J. Tokyo
Nogyo Daigaku, 5: 50. - KAMIYA, 1938, Fauna
Nippon., 10(8-11) : 107, fig 98. - NAKANE, 1964,
Fragm. Coleopt. Japan., (3) : 9.

Hydaticus continentalis BALFOUR-BROWNE,  1944.
Ann. Mag nat. Hist.,  (11)  11:  355. Junior
syn. object n o v .

分布:  n本 (北海適, 本・用,1ヒ部) ;  神_太,   シヘリ
ア , ヨ ー ロ ソパo
この細,まl日北区のやや,lヒ方域に分布し,  日本近隣
では?l?太から記録されて:i、:lり,  日本 (北海適) から
記録されたのは比較的最近のことで,  SATo (1970)
の網走産 1 に基づいたものである。  しかし従来
t ranst,ersalis とし‘ i録されていた睡はどうも stag-
nt l is の であ-) たと考えられる。  記破を参照した
り,  ョー ロソ・、産の標本を検すると, 上 両側の縦

条紋と基部の横帶紋だけを有する個体が transt'or-
silisで,  上記の紋に加え数本の縦条紋を有する個
体がstagnalis と同定できる。 n本産の標本にその
ことだけを単に-ill、ll させて処理されてきたため,  日
木には2 a重ともに分布していることになっていたよ
うである。  それらの標本を ;ll: しく 検・、!してみると
transt,ersalisの紋に相当する個体はすへて で,
stagnalis の紋に相当する個体はすべて 9 であるこ
とが判-) た。 そこでそのP重名としては, 交尾器,
前的背後緑のIll横11,紋, 後腿・ pX節の点刻 , その
の特徴から stagnal isを充当させるへきであろう。

H t ransυersal is (PoNToPPIDAN) は, 後腿節の下
面が細かく密に点刻され, 後 節の下面は鮮明な縦
点刻列の間に細い点刻を装うことでH:ydaticus亜J,・
に入り, 前的背の後緑にi iiった「f!横・l :紋がより幅広
くなる。
いっぼう, BALFOUR-BROWNE (1944) は H. stag-

Mh's (F ) が yfisc gs  sfagMh's  FoURcRoY ,178
(=D. semisulcatus MULLER,  1776) のホモニムと
なるとして前者に continental is ''1. る置換新名を与
えた。  しかしその時点で, すでに両種ともにそれぞ
れ異なった属に含まれる譓dとして取り扱われていた
もので新名の必要はなく ,  continental is は stag-
natis (F ) の新参客観シノニムということになろう。

Genus Graphoderu8 SrEPHENS
マルガタゲンゴロウ属

Graphoderus STEPHENS, 1835, 111. B r i t. E nt .

Mandib. Append : 395.
Graphoderes THOMSON, 1860, Skand. Col : 38.
Graphothorax MoTscHuLsKY, 1853, Hydrocanth.

Russ : 9.
Type-species: Dytiscus cinereus LINN1色, 1785.
n本一:: は長く属名にGraPhoderesが使用されて

きたが, Grai)hoderus を使用すべきことを BRINcK
(1943) が指摘しているので,  後者を使-・ た方がよ
いと思う。

Graphoderus adam811 (CLARK)
マルガタゲンゴロウ

No. 66 (Dec. 1984)

Hydaticus Adamsi i CLARK,  1864,  Trans. e nt .
Soc. London, (3) 1: 211 (Coast of China).
- SHARP, 1882, Sci. Trans r. Dubl in Soc., 2:

694, pi t8, fig 216.

H::ydat i cus jape'ucus SHARP,  1873, T r a ns e n t .

Soc. London, 1873: 48 (Osaka, Hiogo).
Graphoderesadamsi: ZIMMERMANN, 1920, Coleopt.

Cata1., 71: 229.
分布:  日本 (本州, 四国, 九州) ; 朝象l-半島, 中国。
この種の学名は,  これまでadamsiが用いられて
きた。  しかし原記械を直接参照してみると adamsi i
とな,、 ているので,  この機会に'1・: 名を正して i'・きた
いo

Aci lm8 ki8hi i NAKANE,  stat n o v .

ヤシャゲンゴロウ (和名新称)
Acih'“s fapom'cas is加' i NAKANE, 1963,  Fragm.

Coleopt., (6):  26 (Imajo). - NAKANE, 1964,
Fragm. Coleopt. Japon., (3) : 11. - SAsAJI, 1981,
Bul l. Hydrobio1. Fukui., (2) : 8.
分布:  日本 (本州・ f面1 h県 )。
本極はメススジケ [ンー」゙ロウ A faPom'cas BRINcK,

1939 の fli \重として記 ,f \ されたが,   体が小さ くや
丸味を 1 0 , で 地の幅ll く1」i い満に細毛を欠く
ことなどから独立種として扱, ) た方がよいと 考え
る。 詳細は別に原構J を用意しているので, それを参
照されたい。

( l'bl8ter (Meganectes) t'ent ral i8 SHARP
ヒメフチトリゲンゴロウ (和名新称)

Cybister ・t'entrai ls SHARP, 1882,  Sci.  Trans. r .

Dubl in Soc. , 2: 742 (India: Madras) . - R tGIM-
BART, 1899, Ann. Soc. ent. France, 68: 345. -
VAzIRANI, 1968, Orient. Ins., 2: 296.

Cybister g raci li s SHARP, 1882, Sc i.  T rans. r.

Dubl in Soc., 2: 742 (India) .
Cybister c r a ss u s SHARP, 1882, Sci. T rans.  r.

Dublin Soc., 2: 743 (India: Sylhet).
後的座i板および後基節の中央部は.'1' ないし黒掲色
で国辺部および1更部は.lift神;色。 第1 節のほぼ全体お
よび第3 ~ 6 節各両側の不明H東な紋は赤掲色である
が, かなりの変異がありそれらの部分はより退化的
となる場合がある。前・ 中般の腿・ 脛節は赤褐色。
後般は'1!色で, 腿節の先端約1 /3 および脛節の外方
基部は幅狭く不明瞭に赤褐色となる。
体長: 31~32 mm。
分布: 琉球列島;  ビルマ,  インド,  スリランカ。
極名としての t'entrai ls の適用については, その
シノニムと される graci l is,  crasst‘s と もに同一印
刷物で記般されており, 先行直での記破ということ
になれば gracilisが有効名となる。 これら 3 極'の
シノニム関係を最初に扱った RtGIMBART (1899) は
υentrai ls を用いたが, それはおそらく gracaisが
一段と小さい個体であることからυent rai ls を選定
したものと推定される。  この種名の適格性にについ
ては, 最古参名および先行 f l での優先が -応通用さ
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日本未記録のコ ミズギワゴミムシ

f 本 It  介

西表島で採集した歩行 のう ちに, 本j'll未記録の
ものと思われるコミズギヮゴミムシを見出したの
で, 簡単に紹介しておく。 本文に先立ち, 愁篤なご
指導を真易,) た上野俊 一博士に心からお礼中し上げる
とともに,  文11111に関してごt要a ﾍをいただいた伊関峰
生, 稲岡 茂の画 , また有益なご助言をいただい
た等;原 fl階生氏にも深く感調iする。

Tach1'8 uunax DARLINGTON
ノコバコミズ:lf,ワゴミムシ (新称)

Tach:ys yu na 'c DARLINGTON, 1939, M e m. SOC.
c uba n a H is t na t. 13 : 87.

Elaphropt‘s yunax :ERwIN, 1974, Proc ent. Soc.
Wash 76: 137.

Tachyura (s. st r ) se r r u la t a JEANNEL, 1946,
Faune Emp f r., Par is, 6: 356.
体長 2.25 mm。 一掲色で上 n中央部にa言色の横
帶をそなえる, 付属 は淡色。 前 fi i薄は単和?, lj,i く
て幅が広い;  ド 基節には限状孔がない; 触角第2
節は第3 節とほぼ等長。 前1向背板の基緑は前緑より
幅広い; 後角の縦隆はi上't跡的。 上地側緑には鑼蘭を
そなえ,  とくに11;i部後方で明らかに,?'められる ; 条
線は内方の3 条が深くて明H東, あとは外方のものほ
どかすかになる; 第8 条は完全であるが第5 丘孔点
の前で1  くなる 端満は直線状で第8 条に接近
し, 外方を縦降_で限られる; 背部の2 孔点は第3 間
室にあり第3 条に接する; 亜端毛は地端満内側の後
端よりにある。 爪にはt靖がない。

16, 西表島 上原, 16. x. 1983, 者採集。
海岸近くに設置したブラックライ トに飛来した。
本利iは西インド,1者島ヒス, 、 ニオラ島産の標本に基
づいて記 されたコ ミズギヮコ' ミムシで, 現在ニュ
ギニア, ミクロネシアおよび中南米の各所, アフ
リカ西海r,-などに記録があり, マダガスカルおよび
マスカレン, jf,g1-の “Tachyura ' ' serrulata JEANNEL
はシノニムとされている (DE MIRE, 1979)。既知の
産i也は, 知り得た限りではいずれもi '、岸あるいは海
1 である。
近経j電にセレペス 原産の Tachys singu lar is

ANDREwEs, 1925 があり ,  より小型 (1.75mm) , 前
的背板の前 が基ﾜまより広く,  複眼はより属平で
るというが, 両者の異同に -)い一1:は疑間がもたれて
いる (LouwERENs, 1967)。 また,  検した 16 も,
二, 一の点において従来の記,l?1. (DARLINGTON, 1939,
1962)  と一致せず,  ll;ト検.・tが必要だろうと考えられ
る。 な;11、;, 下 基節に限状孔のないほかのf? 産種と
は, 上地側 nまに鑼商をそなえることにより容易に区
別できる。
本P重の分期上のf ,111については,  これ でいくつ

第 66 号 (1984年12月)

かの見解が出一されている。 ANDREwEs (1925) はT・
singularisをemratus ?flに合めたが, DARLINGTON
(1962) は_の扱いに1?対して singularis群を設け
るともに, 通端満の位l はumbrost‘s群(= Tach:yta)
との関連を示唆すると述ぺ,  また ERwIN (1978) は
yunax al:を “Elaphropus' ' の中に,.,.めている。 し
か し , -方では, ERwlN (1974) が “ElaPhroi)us' '
のもとに一括した多くのク ルー ブおよび Tach:yta
の間の系統期 関係がまだ明らかにされておらず,
しかもいわゆる “Tach:yura” の単系統性そのもの
が疑われているので,  この間題に関しては, 今後の
研究にまつと二ろが大きい。

/

追記: 後日, 't;:原氏のご好意により, 西表島産の
個体をセレベス産のT. singular is と比較したとこ
る, 両者の間に明らかな差興が‘,是められた。 ,11細に
ついては追って報告したい。 (東京都新宿区)
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0利尻島からのイタヤカミキリの記録
イタヤカミキリ Mecym'PP g “0ic m's BAT
は北海適から1し州まで広く分布する?i であるが, -利
尻島からの確実な採集例は知られていないようであ
るので,  ここに報告しておく ことにする。

1 , 利尻島 泊,  31. v ii i 973, 大fl ﾇ純採集。
上地の色彩がややilfく , 中央の白帶があざやかな個
体である。標本を惠-' j-下さ ,)た大熊 和t氏にお礼中
しあげる。 (神?、川県横浜市, 高桑正敏)
C)神提本島から新たに記録される甲虫 2 種
今年 (1984) 71] 10~15 日にヤン ルテナガー」 ガ

fの調査のため沖縄本島を方れたが, その際に採集
した甲11!の中に沖組本島未記録の2 手重 があったので
記録しておく。

1. ケーナガクシヒゲムシ oath'r r加'pis form
sanus PIc, 1912。

10, 国頭付与那, 11. vii i984, 黒沢良彦採集;
1? , 国頭付西觀1111, 11. vi i i984, 'T1:沢良彦採集。

2. タテスジハン ミ , ウ Cic indela s tr iolata IL-
LIGER, 18000

1
, 国頭付与那, 11. vi i i984, .'.I!:11'良彦採集。

いずれも燈火に飛来したものである。 両種とも現
在知られている産地は石垣島と西表島だけで, それ
以北の記録がない。 (国立科''f:tl  物館 , 黑沢良彦
0西表島のエンマムシ2 種の記録
最近公表された久松定成 による Athoius属の検
索表 (ク、.松・ 井, 1984, 越佐i t 同1l f-会 ?々'll (57) :
15-18) を用いて,  以前 ''S原須時'f生iV - ) Ii i 'j- され
た西表島産の同1要の2 ?重を‘調べてみたとこ1「)次の様
にな. ) たので報告して;t1きたい。 末11ながら資重な
標本を1｢':  'j・  された同 It  にお札中し上け  る。

1. ムナクポェンー?ムシ Athoh‘s (s. str ) def)i-
st o「 (MARSEUL)

2 fl, 西表島大原, 10. vi. 1979, 笠原採集。
本i,fの西表島からの記j1\  はない機様で る
2. Athoh‘s (Euatholus) coelestis (MARsEuL)
2期, 西表島大原, 10. vi. 1979, 笠原採集。
本河iは本月1 では同島からのみ知られるらしい。

( 神 '-、 川l'' 識部、市, 西川正明)
(-j恐山のミズギワゴミムシ ( ミズギワゴミムシ分布
資料 6)
l'1 森lll下」ヒ.平 島o、恐山を i方 れた際に採集した題類
をこ、:_に記録して;i 'く。 iiに字曾利山測の水辺で得
たものである。

l'i森県下北部恐山, 5. vii i975, 筆者採集。
1. ニツコウ ミズキ' ワコ' ミムシ Bembidion mise1-

1um HAROLD, 1 頭o
2. ヒメモンナガミズギワコ' ミムシ B thermo i-

des NAKANE, 3 期o
既にl'i森lll から知られているが現在(J)とこ;) 恐山
が.北限の記f, と思われる。

3. キモンナガミズキ' ワー」' ミムシ a scoPf加am
(KIRBY),  1 要質o

4. オソレヤマミズギヮゴミムシ B. negret HA-

No 66 (Dec. 1984)

Bu, 60頭o
字皆利山1M1 を原産地として記械された種であるが
その後の記録は無いようである。 しかし恐山では
しい種類ではなく , ifヒ水素の奥いのする温泉の水
辺で多数採集された。 また松本俊l言氏のごll.f-意で青
森県八甲田附近の温泉で採集された標本を検する事
ができた。 やはり同様な環境にみられたという。
この様な環境では他のi重 類は全くみられず本 は

生態的に特異な種素 lなのかもしれない。  ご教 , 1下さ
た松本俊l‘l l? に「'f' く ;'・札中し t:.げる。

(東京都港区, 森田誠司)
0クロナガオサムシに現われた付属肢異常の1 例
標本を整理中,  クロナガオサムシCarabus (1‘ei)-

tocarabus) oce r ul us oce r u lu s CHAuDolR の,
下唇肢 (labial palpus) に異常の現われたa i体をみ
い出したので, 記録しておきたい。

, 山製県塩山市柳沢由ﾜ ,付近 (標高 1,450 m) ,
11. vii i983, 筆者採集。

<特徴> 下1Jr'c前節 (palpiger) iJよび下 支第
1 節は, 下 (labium) 中央から始f合1 体化して生
じ, これに統く下 用変一第2 節は中央部付近で2 分し,
各分1111.先端には, 正常個体のものよりも相対的にい
くぶん小形な第3 節を f liえる。 小 a交 (maxi llary
palpus) ;i:;よび小l?外集 (ex terna l lobe) と小 内
集 (internal lobe) o)先端は, イi側ではいづれも正
常だが, ノr 側の小 理‘文は全体に発注が:lf、く小形であ
り, 外業と内集の先端はC、 ) に癒合し, 矮小化し
てい・)o

/

本例は, 速111  (1984) * のいう 「左右付属ll支??ノ1
型」 であり, 「・1識告, 図16 のアカ力' -:f、オサムシ C
gramdatus te11uris と同例の異常型であるが, 下;jく
1?第2 節先端から第3 節-、かけての分出? ・ 発、; tは1、
り明Eff -ごある。
なお, 標本は.;,山雅 ): i? に保管をお願いした。

*速!11雅夫 (1984) 甲!1、に現われた付属用 \異常
角と脚の相同部f立について。 ll干りむし (l51) : l7
-24. (埼玉県浦和市, 平山洋人)
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甲虫ニュース

C四国産ゴミムシダマシ類の記録
今年 (1984) の7 JI下句から 8 JI上日Jにかけて,
四国地方でコ' ミムシダマシ類の調査をお一な- ) た。
この時の採集品のなかに, 来記録または記録の手flな
ものがあったので報告する。

1. オオモンキゴミムシダー、, シ DiaPer is n ij)o-
nensisLEwIs, 1 頭, 愛 県面河溪谷,28. viii. l984,
四国新記録。 個体数が少ない なので発見が遅れ,
記録がなか. ) たもの思われる。

2. フ タモンッヤー」' ミム シ ダー、' シ Soap加'dema
o r na t e11um LEWIS, 1 頭,  高知県:_ f山,  1. viii.
1984。すでに本内 (1971) はより剣山からの報告が
ある。 -社i山は \可山に連なり,  T真上付近には広いブ
ナの原生林がある。

3. クロス'ハマベ一」' ミ ムシ ダマシ p ip a!o n'a
atnceps LEwIs, 33 期1, 德島l事德島市中洲海T,-, 21.
vil. 1984;  2顕, 高知県大方町1手鞭海岸,  29. vil.
1984; 9頭, 高知県上佐清水市下の加江i ﾁ ,31.  vil
1984。 海1 ﾁ性の a重で,  砂浜の後方に る海水のか
らない海岸 1 横物下に見られる。 -i i面の.'11: 色絞は変
化が多い。宮武 (l973) により德島lnl'l '-1-'市大毛島
からの報告があるが, ''?・回の記録は太平洋側では初
めてのものとなる。
参考文献

木内盛郷, l971. 剣山果民の森総合学術調査報告,!f :
171. 德島県.
宮武aft夫, 1973. 本州四国連結架橋に伴う周辺地域
の自然環境保全のための調査報告 i':  学術調査結
動物部門: 189. 国立公国協会.

(千葉Ia市川rli, 山l崎秀雄)
、長野県第盛山で採集したチビシデムシ (チビシデ
ムシ分布資料 3)
本年 ( l984 年) の81j e, 711 に 盛山一ｲ  チビシ

テ ム シの 一集を行- ) たが, 従来記f \の少いものも得
ることができたので報告しておきたい。 すべて腐内
トラップで, 1 進1間程前から標高約 1, 600~1, 900 m
の範囲に設l置されたものである。 本科甲虫が来集し
ていたのは約1,700mより上方であった。トラップ
を設置され,  ご案内をもぃただぃた藤谷美文 ,  ご
論著のコピーをいただいた中根i ?彦博士にlf:!. く i、;1L
中し上げたい。
採集地: 長野県東筑摩都朝日付算盛山
1. アルプスー」チビシデムシ Sciodrepoides al-

,
' 1 一 _            '   _ - -   - _ 、

:   昆虫の器具は「志資尾虫」へ
ll 本ではじめてで i, た有頭i,:11.針! !
1, 2, 3, 4, 5号 (各号 100本180円)
なお, 有頭針00,0号もできました。その他, 採集,
標本整理用各種器只' も取抽えてあります°
〒 150 東京都渋谷区渋谷1 丁目7 _ 6
電 ・ (03) 409 -6401 (ムシは一ばん)

:   振 替 東京 21129
志賀 .昆虫普及社

第 66 号 (1984年12月)

Pestr is JEANNEL, l :  本邦からの最初の記録は
KAMIMURA, 「、AKANE, KOYAMA (1964) による長野
県常念 fl iで, その後の報告はないようである。

2. 力パイ l二,コチビシテ'ムシ S fumatus (SPE-
NCE), 7 10

3. Sciodrepoides sp., 1? : 雄交尾器はムネグ
ロコチビシデムシに似るが, ・、 ラメラは長く , 前
節は先端に向い大きく l 'がり, 前開節の爪節は, キ
・ ウトコチビシデムシのように肥大し, 内側の爪は
,なり小さい。 未記破種と思われる。
4. ,、ラ トケーチビシデムシ CafoPs f gn'diPe%m

MANNERHEIM, 3 :  l l 本からの最初の記i f:は,
SzYMczAKowsKl (1975) による長野県中ljj,  山製Ia
広河原産で柴田.・  利氏の採集品で る

5. ミヤマチビシデムシ C. sparcePunctatus
JEANNEL, 52 t) 33

( 神素川県 J・ii間市, 西川正明)
J ミナミ カワクロモリヒラタゴミムシ富±山の記録
ミナミカワクロモリ ヒラ ター」' ミムシ Agon“m

minamikaulai HABUは,  原産地の静岡県安倍t?と
山製県二軒小屋のほかに, 山製県北岳, 同県大普ltlf,
東京都奥多摩からも記録されている。 筆者の手元に
も下記の採集品があるので報告しておく。

1 , l 県富上山富_L:林適, l8. vi. 1978, 伊藤
津 採集。

tf 重な標本をごl5:与くださ )た伊藤 淳氏にI r く
お礼中し上げる。 (神奈川u-t川崎市, 田尾美野留)

<原稿募集>  細集者多忙のため, 発行が大幅に遅れ
ましたことをお詫び中し上げます。次回より, 期l l
通りに発行させるよう努力いたしますのでご議、7承を
願い1:げます。 つきましては, 原稿がイ、足しており
ますので, なるべく多くの短料iをお寄せ下さるよう
お期い中し上げます。 (編集部)

甲虫談話会

会'「It (- -ケ年) 2000円, 次号は3 11 下句発行予定
投稿 切は2112811

発行人 .'l!.i、 il彦
発行所 中!11表,l f: 会 東,,、都-'、東区 t1野公L制
同立科''r': 博物館動物究究部内
電u「 (364) 2311, 振替東点 0-60664
印刷所 創文印刷_1: 業 、式会社

タツミの昆虫採集器具
ドイツ型標本f ii 木製大 ￥ 5,000, 相合板製、

インロー型標本常i中￥1,700, 送科一和こつ‘き都 :
内及第一地帯: 3 個以下￥1,300,  4 個以上￥8501
(以下同様), 第2 地帯￥1,500,  ￥950, 第3 地帯1￥1,700, ￥1,050, ill他, 各題器具, t\-などを製作1
販売してます。カタログを御請求下さい。 ( ￥60)  1

タ   ツ ミ   製  作  所 r

_ _

・

T i f3 東京都文 、区1場島 2-212-25
電 ◆ (03)811 -4547, 振替 6 - 113479
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