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べ トナムのヒゲナガソゥムシ*
妹 尾 俊 男

先[1 ,  上野の国立科学博物館で行われた目本輸翅
学会第3 回例会において, 神祭川県立博物館の高
桑正敏氏による多数の興味深いスライドをまじえた
講演「北ベトナム・ タムダオ見聞」があり, 同時に
タムダオ山で採集された美しい甲虫類の標本も披露
された. その折り幸連にも11者にヒゲナガソ'ウムシ
類の研究を依,Illされたが, それらは炎天下のタムダ
ォ山の山111の吹き上げで採集された4 種4 個体で
あった.  さらに, それよりも前にタムダオを,訪れ,
精力的に 調査をされた東京都の永 Jt:信二氏のご
厚意によりヒ 'ナガソ'ウムシの意与を受けていたの
で,  この機会に合わせてそれらについて紹介する.
ベトナムは,  l ] 本のヒゲナガソ'ウムシを考える上
で把提しておかなければならない重要な地域のひと
つである.  その研究の基礎を築いたのは JORDAN
(1894, 1895, l903, 1904, 1911, l912, 1913, 1916,
l923a, 1923b, l928, 1933) で, 彼は,  l893年,
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32 歳の時トリング博物館に着任して以来,  多数の
tii界のヒケ'ナガソ ウムシ科に関する論文を量いたが,
そのほとんどが同定依頼や委託標本, 著名な 集家
のコレクションの購入などで集めた標本を基にして
いるが, その中におびただしい数のベトナム産のヒ
ケナガソ°ウムシが含まれていたようである. その後,
W oLFRUM (1g48). Sl llBATA (1964), FRIESER
(1981), 味尾 (1985a, 1985b), SENoH(1991) などの
断片的な研究があるが, 全 はまだ解明されていな
い. そこで, 現在までに報告されているベトナム産
ヒケ'ナガソウムシを亜科・ 族ごとに整理したチェッ
クリストをも作成した.
報 '」1.に先、tち, たいへん資,1;な標本を意tJ- された

高桑正敏, 永井信二の画氏に深,期中し上げる.
採集品目録および解説

高桑, 永井の画氏によりタムダオ山頂で採集され
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1: Pmbathys lat‘tus(JORDAN, 1904); 2: Mecocerus a11ectus indochinenSiS JORDAN. l916; 3: MeCOCe「uS CauOSuS JORDA
1904; 4: Mecotropis t'i talis (JoRDAN. l916).

* Toshjo sENoH, Department of Biology, Chuo University High School: Anthribid Beetles of Vietnam
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たヒケ' ナガソ ウムシ標本を分類すると,  まだ研究未
「であるが12 種に整理された.
Perilbathys lautus (JORDAN, l904) (図 l )

Xenocerus tautus JORDAN, 1904, Novit. zool., l l :
230.
本種は, Mauson Mts., Tonkinから, FRuHsTo-

RFERにより採集された1 ♀に基づいて記載された
大型種である.
検視標本: 1 ﾍ,  Mt.  Tam  Da o(標高約 1,300  m)

N. Vietnam, 12. VII~2. VIII. 1990, 永井信二採集.
体長は,  約29 mm. 全体的に厚みがあり,  背面
は淡黄・色の t一で覆われ, 黒褐色の小紋を散らす.  n
吻は 短い. 複限の前縁は強く湾入する. 複限間に
深い溝が縦にはしる. 前胸背板は傅状で, 徴小顆粒
を散在する.  l :通点刻列はイ、明瞭. 尾節板は半円形
で全体的に盛り t:がるが, 先端部は強く圧せられる.
Mecocerus altectus indochinensis JoRDAN. 1916

Mecoce s aMecfus zndoc加'nensz's JORDAN, l 916,
Novit. zool., 23: 360. (図 2)

VITALlsがインドシナ地方を れた際に採集した
ヒケ'ナガソ' ウムシ類に含まれていた l 新亜種で,
ミ ャンマーに分布する M altectus macu latus
JORDAN, l894 に似ているが,  前胸背に黒色の綱目
状班紋,  1 翅全体にf理色小紋を散らす点で異なり,
区別することができる.
検視標本: lc,;''. Mt. Tam Dao (標高約1,300m),

N. Vietnam, 19. V. 1991, 高桑正敏採集.
体長は約25 mm.  表面は淡黄色の毛でおおわれ,

.'黑iii色の小紋を散らす.  l ]吻は長く, 両側に隆起線
がはしり,  大額基部で最も幅広となる. 触角は体長
の約3 fli-. 前胸順板に1 対の鋭い実起が前方に突
出し, その間に顕着な深い穴がある. 尾節板は心臓
形を ,二 し, 周囲は反る. 第5 腹板は下方へ実出する.
Mecocerus cauosus JORDAN, 1904 (図 3)

Mecocerus ca11osus JORDAN, 1904, Novit. zool.,
l l : 231.

FRuHsToRFERが Mauson Mts., Tonkinで採集
した1 e に基づいて記載された種である.
検視標本: 1 9, Mt. Tam Dao (標高約1,300 m),

N. Vietnam, 19. V. l 991, 高桑正敏採集.
体長は16.5 mm. 表面全体は黒色の毛でおおわれ,

l:翅中央前に2 対の小さい自色紋をもつ.  複限の
間に縦長の短い溝がある.  前胸背中央に1 対の顕
著な總がある.  l-地は短い.
Mecotr,opisυita11s (JORDAN, 1916) (図 4)

Mecocerusυi tal is JORDAN, 1916, Novit. zool., 23:
360.
本種は, カンポジァ (Sambor) から採集された1
に基づいて JORDAN(1916) により記載されたが,
その際“Mecocerusυttalis sp nov” と命名された
が,  近似種との比較の中では “Mecotropzs υi talis”
の名で図示されている.   1923 年の彼の論文では,
“Mecotr,0pis tlitalisi” (iが付加されている) として
いる.  ごく最近,  SENoH ( l991) によりベトナムか
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ら報告されたが, それは下記の標本に基づいている.
北ベトナムとカンポジァに分布することが分かって
いる.
検視標本: 1(1'', Mt. Tam Dao (標高約 l,300m),

N. Vietnam, 12. VII ~2. VIII. 1990, 永井信二採集.
体長は約17.5 mm. 背面は淡黄色と'ii色の毛でま
だら模様を形成する. L]吻はいくぶん長く, 中央の
縦長の溝は幅広く 深い. 尾節板は淡黄色の毛でおお
われる. 脚は細長い.
Mecofropz's cyh'ndn'cus JORDAN, l904 (図5)

Mecof p is h'ndn'C S JORDAN, 1904, Novit.
zool., l l : 230.

FRUHsToRFERが Mauson Mts., Tonkin で採集
した1 に基づいて記載された種である.  北ベトナ
ムとラオスに分布することが分かっている.
検視標本: 1 ♀, Mt. Tam Dao (標高約 l,300 m),

N. Vietnam, 12. VII ~2. VIII. l990. 永井信二採集.
体長は約20 mm. 背面は灰色と黒色の毛でまだ
ら模様を形成する.  t」吻はいくぶん長く, 中央に複
眼間からのびた深い溝をもつ. 尾節板中央に.'i'色毛
による縦帯をもつ.
Mecotfopz'sυz'efnamensis SENoH, 1991 (図6)

MecotfoPisυzefnamenszs SENoH, 1991, Elytra,
19: 2.
本種は,  永井信二氏採集の1 ♀標本を基にして~事:
者により記載されたヒケ'ナガソ'ウムシである. 図示
した個体はタイプ標本である.
検視標本: 1 ・  Mt.  Tam  Da o (標高約 1,30 0m)

N. Vietnam, 12. VII ~2. VIII. 1990, 永井信二採集.
体長は約20 mm背面は白色と照色の毛でまだら
換様を形成する.  L1吻は短く, 中央に深い溝が複限
間からのびている. 前 背中央に弱い盛り上がりが
ある. 尾節板の先端から l /4 は,里色の毛でおおわ
れる.
Xenocerus khasiamls khasiamis JORDAN, 1895

Xenocerus khasianus JORDAN, 1895, Stet tin e n t.

Ztg.. 56: 184. (図 7)
本種は,  Khasi Hill, Assamから採集された2
l ♀に基づいて JORDAN(1895) により記載された
種である.  その後, JORDAN, ( l923) により Tonkin
にも分布することが報告された. 南ベトナムには,
背面の黒色紋が狭くなる亜種 X khasianus differs
JORDAN, l923 が分布している.
検視標本: 2♀♀, Mt. Tam Dao (標高約1,300

m), N. Vietnam, 12. VII~2. VIII. l990, 永井信二
採集;  1♀, Mt. Tam Dao (標高約1,300m),  N.
Vietnam, l9. V. 1991, 高桑正敏採集.
体長は約19 mm. 背面は灰色と1f1色の毛でまだ
ら模様を形成する.  口吻は短い. 複眼前縁は強く湾
入する. 複眼間に縦長の深い窪みがある. 尾節板は
いくぶん盛り t-_がり, 灰色の毛でU字形の班紋を
つくる. 触角第4 節から末端節まで若干偏平にな
り, 第7, 8 節は白色の毛でおおわれる.
Xylinada annulipes (JORDAN, 1895) (図 8)
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Xylinades annulipes JORDAN. 1895, Stettin ent.
Ztg., 56: 255.
本 は, Assam (6(f (f 3♀ ) および Calcut ta

(1 (?;') から採集された標本に基づいて JORDAN
(1895) により記般された種である.  その後,
JORDAN  (1923)  に」、 り Tonkinにも分布すること
が報'i- された.
検視標本: l f , Mt. Tam Dao (標高約 l,300m),

N.Vietnam, 12. VII~2. VIII. 1990, 永井信二採集;
l , Mt. Tam Dao (標高約 l,300 m),  N. Viet-
nam. 19. V. 1991, 高桑正敏採集.
体長17-22 m. 背面は淡黄色の毛でおおわれ,  黒
色の小紋を散らす.  上越中央後の l 対の11、色丸紋
は量 -である. 大報は頭強で, 内歯も発達する. 触
角は数珠状で,  先端2 節は淡黄色の微毛でおおわ
れる. 複眼の前縁は湾入する. 前胸f fは[n]凹が者し
い. 前胸背横降起線はやや不明瞭.  上翅の点刻は大
きい. 尾節板は短い.
Xyiznada sp.
検視標本: 2(?' (f , Mt. Tam Dao (標高約1,300

m), N. Vietnam, 12. VII~2. VIII. 1990, 永井信二
採集.
Ozotomerus sp.
検視標本: lc?, Mt. Tam Dao (標高約1,300 m),

N. Vietnam, l2. VII~2. VIII. 1990, 永井信二採集.
ho 00zus sp.
検視標本: 1(,''', Mt. Tam Dao (標高約 l,300 m),

N. Vietnam, 12. VII~2. VIII. 1990, '](井信二採集.
MMnoman s s p.
検視標本: l(,?, Mt. Tam Dao (標r書約1,300m),

N. Vietnam. 12. VII~ 2. VIII. 1990, ノ]く.井f【;二採集.

べ トナム産ヒゲナガゾウムシ科目録

Choraginaeノ ミヒゲナガソ' ウムシ亜科
Apolectini

Apotecta metampt‘s JORDAN, 1923 (Tonkin)
Apolecta tonkiniana JORDAN, l904 (Tonkin)
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A raecer ini
Araecerus cγassicorms(FABRlcIus, l 798) (Tonkin)
Araecerus fasciculatus (DE GEER, 1775) (Tonkin,
Cochinchina)
Mis fhos imaυzn'11s JORDAN, 1928 (T onk in)
Anthribinaeヒケ'ナガソ'ウムシ亜科

Euparini
Euparius modicus (JORDAN, 1933) (Tonkin)

Basitropini
Basit r、opis a lf nis JoRDA?. 1903 (Tonkin)
Basitropis hamata JORDAN, 1903 (Tonkin)
Basitr、〔)pis mtidicutls JEKEL, 1855 (Tonkin, Coc-
hinch ina)
Basitropis rotundata JORDAN, 1903 (Tonkin)

Platystomini
Derisemias ornatus JORDAN, 1928 (Tonkin)
Ph1oeobius albescens JORDAN, l895 (Tonkin, Coc-
hinch ina)
Phtoeobtus alternans (WIEDEMANN, l 819) (Tonkin,
C-Vietnam)
Ph1oeobius glgas nlgroungutatus (GYLLENHAL,
1833) (Tonkin)
Ph1oeobius factus JORDAN, 1923 (Cochinchina)
Ph1oeobius tatifrons JORDAN, 1923 (Tonkin)

hioeoOzus fepficoms JORDA , 1912 (Tonkin)
Ph1oeobius lutosus JoRDA?, 1913 (Tonkin)
Ph1oeobius pa11ipes JoRDA , 1895 ( Tonkin, Coc-
hinch ina)
Ph1oeobius pi l ipes JORDAN, 1895 (Tonkin, Cochi-
nchina)
Ph1oeobius vicinus JORDAN, 1923 (Tonkin)

Phloeotragini
Phtoeopem0'i acutlcorms corttinentalis JORDAN,
1923 (Tonki n, A nnam)

X enocer ini
Peribathys lnouei SHIBATA, 1964 (S-Vietnam)
Peribathys lautus (JORDAN, 1904) (Tonkin)
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5: Me00jropjs h'ndn' - s JORDAN,1g04; 6: MecotroPis iefnamenSiS SENOH, l 99 1; 7: Xen e S M aSian uS M aSian uS
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Xenocerus khasianus dittos JORDAN, 1923 (Annam,
C-Vietnam)
Xenocerus ktlastanus k;iasianus JORDAN, 1895
(Tonkin)
Xenocerus salamandrinus JoRDA , 1916 (Tonkin)
Xenocerus simple JORDAN, 1894 (Cochinchina)

Mecocer ini
Mecotr〔)pis c、1indricus JORDAN, 1904 (Tonkin)
Me(、ofropis tlz'ef na menszs SE oH.  1991  (N-Viet-
na m )
Mecofropz's t'zfahs (JORDAN, 1916) (N-Vietnam)
Mecofropz's t'加icoi ils fen iman s JORDAN, l916
(Tonkin)
Mecocerus a11ectus PAscoE, 1862 (S-Vietnam)
Mecocerus a11ec tus indoch inensls JORDAN, 1916
(T onkin, A nnam)
Mecocerus asmenus hedybius JORDAN, 1928 (Ton-
kin, A nnam)
Mecocerus ca11osus JORDAN, 1904 (Tonkin)
Mecocerus principalis JoRDAl、l, 1928 (Tonkin)
Meganf11n加s 1lamandz 1lamandf (LEsNE, 1891)
(T onkin, Cochinch ina)
Phys〔)pterus aspersus JORDAN, 1923 (Tonkin)
Physopterus teucopus JORDAN, 1923 (Tonkin)
Physopterus oculatus JORDAN, 1904 (Tonkin)

Xylinadini
Stiboderes impressus (JoRDAN. 1895) (Tonkin)
Xytinada annulipes (JORDAN, 1895) (Tonkin)
X_vi inada aspencoiiz's (JORDAN, 1895) (Tonkin)
Xyl inada moles (JORDAN, 1923) (Tonkin)
Xylinada ptaglatus (JORDAN, 1895) (Tonkin, An-
nam, Cochinchina)
Xylinada strtatifrons(JORDAN, 1895) (Tonkin)

Eceloner ini
endrofrogus angusfzpe m ls JORDAN, 1895 (An-

nam, Cochinchina)
Dendrotrogusperfolicorms(FABRlclus,1801 ) (Ton-
kin, S-Vietnam)
Eucorynus cnsslcorms(FABRlclus, 1801 ) (Tonkin,
Annam, C & S-Vietnam)

aωasz'a amuiz'pes JORDAN, 1895 (Tonkin)
aωasz'a uadn'macuiata JORDAN, 1923 (Tonkin)

Raulas ia rt tsemae RoELoFs,  1880 (Tonk in, An-
nam)

Sintor in i
Asemorhz'nus nu加osus加doc加'nenszs JORDAN,
l 923 (T onk in)
Cleon'sz'nfor gfa c gs  JORDAN ,1923  (Tonkin
Stntor biplaga JORDAN, 1903 (Tonkin)
Stntor fukiensts pronotatis WoLFRUM, 1948 (Ton-
kin)

Al landr ini
t'nthena sparsus (BoHEMAN, 1833) (Tonkin)
Mycteini
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Sympaector fruhstorfiert JORDAN, 1904 (Tonkin)
Acorynini

Acorynus alti lis JORDAN, 1928 (Tonkin)
Acorynus anchis expansus JORDAN, 1928 (Tonkin)
Acorynus apatetus JORDAN, 1923 (Tonkin)
Acorynus confinis JORDAN, l928 (Tonkin)
Acorynus coomant JORDAN, 1928 (Tonkin)
Acorynus mamfestus JORDAN, l928 (Tonkin)
Acorynus mosomcus JORDAN, 1904 (Tonkin)
Acorynus salt'azaz JORDAN, 1923 (Tonkin)
Acorynus tonkinianus JORDAN, 1904 (Tonkin)
Androceras laticorms JORDAN, 1928 (Tonkin)
Androceras stratus JORDAN, 1928 (Tonkin)
Cedus diuersus JORDAN, l911 (Tonkin)
Hucus limbatus JORDAN, 1928 (Tonkin)
Litocerus alternans JORDAN, 1928 (Tonkin)
Litoceruspauiei LEsNE, 1891 (Annam, S-Vietnam)
Litocerus securus (Bol lEMAN, 1839) (Annam)
加oe s sfz'cfzc s JORDAN, 1904 (Tonkin)

Litocerusυerrucosus (JORDAN, 1895) (Tonkin)
「rcpt'deres caMz'ergus JORDAN, 1923 (Tonkin)
「rcpt'deres fapomcus (RoELoFs, 1879) (Tonkin)
Trot)1deres notabilis JORDAN, 1928 (Tonkin)
Troplderesυerrucosus KARscH, 1882 (Tonkin)
Mecocen'na coomam' JORDAN, l928 (Tonkin)
Menan' gs  daυ idz's  FAIRMAIRE ,1889  ( Tonkin
Nesstodocus anguiatus JORDAN, 1928 (Tonkin)
Nessiodocus egenus JoRDAN. 1928 (Tonkin)

Zygaenodini
Autotropis modesta conspersa JORDAN,1928 (Ton-
kin)
Exechesops antia11us(JORDAN, 1912) (Tonkin)
1ixechesops cl iuinus (JORDAN, 1928) (Tonkin)
Exechesops coomam (JORDAN, 1928) (Tonkin)
Ex:echesops leucopis (JORDAN, 1928) (Tonkin)
Nerthomma ap1ota JORDAN, 1912 (Tonkin)
Nerthomma kaszabt FRIEsER, 1981 (Ninh binh)

ap加'fropz's efusus JORDAN, 1928 (Tonkin)
Rhaphitrlopls t'i ttatus JORDAN, 1925 (Tonkin)

Co r r h ece ri n i

Habrissus fultlaster JORDAN, 1923 (Tonkin)
Habrissus tonkinianus JORDAN, 1904 (Tonkin)
Phautimia camel inus (JORDAN, 1923) (Tonkin)
Phaul imia tensor JORDAN, 1928 (Tonkin)

Ness iar ini
Apatema dimissa JORDAN, 1928 (Tonkin)
Nessiara armata JORDAN, 1904 (Tonkin)
Nessiara mosomca JORDAN, 1904 (Tonkin)
Ness iara satigutmpes fu1υaste「 (JORDAN,  1923)
(T onk in)
Nessiara tesseuata (EYDoux, 1839) (Tonkin, S-
Vietnam)
U1orhinus germanus JORDAN, 1928 (Tonkin)

( 中央大学附属高等学校生物研究室)
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0南大東島で日本初記録のマダラゲンゴロウを発見
マダラゲンゴロウ Rhantaticus congestus K LuG
は神谷 (1938) によれば,  戦前台湾,  フィリピン,
中国南部を始め, 東; f一区全域から られていたが,

i球列島からは知られておらず, 戦後目本のファウ
ナから削除されていた.  事青は1991 年3 月に南大
東島をn方れて水生_ti 't!を採集する機会を得ることが
でき, 20種ほどの水生甲虫と 10 ほどの水生ヵ
メムシ類を採集した.  この際, 島の南東部に位置す
る大東神社の池で本 \ lを採集することができたので
報 '上-する.  この他のi i や採集時の状況などについ
ては, 後l l詳しく発表することとして, 今回その
データを以1、に公表したい.

lc?, 冲細県南大東付大東神社, 9. 111. 1991, 野付
周平採集; 2 , 大東神社, 10. 面. 1991, 野付採集.

南大東島産マダラケンゴロウ (左: o', 右: '' )
来程ながら, l lヒ画より御指導いただき, 今回の南
大東島での採集に御援助a易った九州大学農学部 虫
学教室の森本性教授, 多田内修動教授, マダラゲン
ゴロウの御同定を「flき, 記録等に関して御教,J ト
さった名 f,-屋女 f一大学の佐藤正 教授, 現地での交
通機関などについておt t話いただいたJ流球大学の東
清二教授, tf:富組 '- f-先生, 、tliびに南大東付役場の
沖山t,i久産業,課長に厚く御礼中し上げる.

( JIL州大学農学部11虫学教室, 野村周平)
0関東地方におけるコガタノゲンゴロウの記録追加
中根(1965) によればコガタ / ケ'ンゴロウ  Cybis-

fer fnpmcfaf gs  Onenfaits  GscHwENDTNE は 「池
it1にふつうの種である」.   _ 重 虫談語会発行の
「藤原岳のi i虫」 ( l961) でも 「普通 l」 となってい
る.  25 年ほど前までは,  どこにでもいた普通種で
あったらしいが, 近年はこの種を採集するのがイ、可
能に近い. 沖縄から九州, 四国にかけては今でもか
なり採れるが本州では一級の珍品となってしまった.
「普通種」 であったため,  かえって,  その標本も記
録も少ない.
最近, 水生甲虫の愛好者が増え, 各地で調査がお
こなわれているが, この種が本州で採れたという話
はT-集県での一一例しか聞いていない.
そこで, 過. i-において記録のあった産地を調べて
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みた.  神谷(1938) によると本州および,  その周辺
では震ヶ浦, 東京, 八文島, 佐渡, 愛知,  大販, 岡
山,  尾適で採れている.  渡部(1990) は宮域県速田
郡小牛田町 (1943, 上田採集) という報告をしてい
る.  これは北限の記録であろう. 名古f・では港区上
古町および f山区の2 地点での記録を 積・ 佐藤
( l957) が報じている.
関東地方では, 斉藤 (1978) が埼 i、県の記録を報
告しているが, それによると秩父市ii登Ill, 浦和市
l:野田, 連田rfi 'i-浜で, 5 月から7 月にかけて採れ
たという.  ただしデータの詳細は記されていない.
明確な記録としては高桑(1987) が報 ''i- した 「1
頭,  神奈川県藤沢市11-瀬, 29. viii. 1935. Ill本 採
集,  横須賀r ｨ自然博物館所」,   および納井E 秋
(1988) の報告 「10 ,3 ? , 東京都八1 f-r有滝山 陵,
3. x. 1965, 酒井番採集」 がある.

'11 らは以トーの記録を知り得たので, 通加資料と
して報 '-する.
10', 茨城t1東茨城郡,tl-田, 6. viii . 1933, T. TAN1
採集,  国、f科学博物館所蔵:  1 .°, 東 ,、都 -;l?市)l:
の頭,  19. ix. 1936, 神谷一 採集, 国,u.科学博物
館所蔵;  I J', T一集県松J irii江1 i川,  24. ix. 1946,
大川‘、1一採集、  人E田直之所蔵;  l (,,' , 神集川県川崎
lf1向ヶ「]:, 27. viii. 1951, 中島俊一採集, 同部光典
所蔵; 10;', 東L'都l l野市fl車田,  19. 1. 1962, 中島
俊一採集, 中付俊彦所蔵; 1 ・:- , T-集l'T?鴨川市''f , 3.
1. 1989, 田直之採集 ・ 所蔵.
科t専での標本調flに際しては上野俊一t専l:にご配
連いただいた.  また文献についてはi/r藤正.;f:教授に
お世語をかけた. 記して深調したい.

参考文献
KAMIYA, K., 1938. A sys tematic s tudy of the Japanese

Dytiscidae. Jour. TokyoN,ogyoDaig,aku. (5):60.
ll'i藤良大-, 1978. 埼 l:ll-1のll ]虫, 111・fal l動物 1: 221.
納 j t, ・ 秋山截1fi,  l988. 東京都トのケ' ンコロウ科4 和1の

111・11. 甲!l、ニュース, (81):6.
佐藤正'f ,  1990. 理知県のI ll ?類 (I), 要'知11.1の地i i ( l :):

207 ~ 208.
佐藤正 他, 1961. 藤原, xの tl !' l :44
f系正敏,  1987. 神集川県産ヶ ンコ'ロウ類資科(1), 神集川
自然111.資料(8): 88.

中根 彦,  1965. 日本の甲虫(48) げんこ'ろう科 (続き),
甲虫学小ill (4): 14.

穂程?依文・ 佐藤正峯,  1957. 東海l fl i感 (3), fli f i i集,  9
(31): 1 ~10.

松井英,,]他,  l 988. 鹿児島県の水生Ill虫11.  SATSUMA,
37 (100): 85.

渡部徳. 1989. 宮域県の[P虫: 87.
(東京都大田区, 阿部光典; 同港区, 中村俊彦)

0小笠原母島産 「マツカワノコギリカミキリ」 につ
いて

竹内(1936) は 「小笠原諸島採集記行」 を2 同連
載で著わし, そこで小 原母島石門Il lから 「マツカ
ワノコギリカミキリ」 と仮称する種を報告して図 ]、
し, GREsslTT (1956) はこの記録を引用して,  これ

5 -
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がEurypoda 属の同地特産の 記載種であると し,
さ らに林 ( l959) はこの種の亜属を Eurypoda (s.
str ) と推定した.
補; t- -進久氏により父島において新たに多数採集さ
れた本属の個体辞は, Eurypoda (s. str)bomnensis
HAYAsHl et K usAMA として記載され, 同時にこれ
はl :述のf:i島のもの (竹内,  1936)  と同種とされ
た (KusAMA, NARA & Kusul, 1973). ふじた (1975)
は本種の和名をォガサワラヒラタカミキリとした.
一方画島のものが同種であることの根拠はこれま
で,J されず,  また竹内 (1936) の記録の基となった
標本の所在も明らかではなく, 母島における本種の
採集例もこれまでt1体的に報じられたことはなかっ
た.
近時, 者は横浜植物防疫所 (現国_i:JiJ:小等_原総
合' Z務所)  の川ト資氏の計らいで,  東京都町田市の
i i -十lilt 」氏のコレクションをi手見する機会を得, そ
の際その中に, 本件に関連すると思われる次の標本
を見出したので,  ここに報'l--する.

Eurypoda (s.  str )  bomnensis HAYAsHl et
KusAMAオガサワラヒラタカミキリ

1 ,小 '書原f:1島, 3. viii. 1935,'“col. Takeuchi”
( fi t li ft :標本所蔵) ('与真).
標本は, 父島産標本に基づく本種原記,較における
特徴を備えていた.  なお, 性別の決定は ( A翅長
:  (前的背板正中部長さ) ((fで4 以ト; で5 以
t:) (「1田,  本:発表) などによって行なった.
竹内(1936) の報 ':は, 採集年月Hなどの詳しい
データを合まず, 1.1頭の「肢齡Nの更」 という文字か
ら ii うじてそのおよその時期が知られるのみである
また 「マツカワノコギリカミキリ」 の図は本種の特
徴をある程度現わしてはいるものの, 前 の形態な
どは不完全で, 標本と同物とは決して断,Jできない
また1:の標本のデータも, 報 '文中にある採集地名
の「イ]-門Il l」や採集者名の「松川某」 などを一切含
まず, やや社機の印象を免れない.  しかし標本所蔵
行のfL l- 虫≠謔・  ラベル中の“ Takeuchi”が粉れ
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もなく この報文の著者である故竹内誠一氏のことで
ある旨何い, その関速を認めるに-tったものである
結論としては,  「マツカワノコキ'リカミキリ」  は
これまで恐らく は推定により Eurypoda (s. str )
com''1ens ts HAYAsHl et KUsAMA オガサワラヒラ タ
カ ミキリと同物とされてきたが,  この扱いは正しく
また前者の標本の確認によりォガサワラヒラタカミ
キリの母島における記録が '1体的に明らかとなった
末 ながら標本の検視の機会を'-i・えられた, 五齒
f :氏, 川下 資氏に御礼申し上げる次第である.

引用文献
ふじたひろし, 1975. さやばね, ( l ): l 6-34.
GREsslTT, J. L., 1956. Insects of Micronesia, Bermce P.

Bishop Muset‘m, l7 (2): 61-183.
林 「f大, l 959. 虫学評論, 10(2):63-70. pl. 15.
KusAMA, K., NARA. H. & KusuI. Y., 1973. Rep. Fac. Set..

S hizuoka Un iυ.. 8: 117 - 135.
竹内誠一,  1936. i i虫界, 4 (26): 264-272; 4 (27): 351-

353,pI. l45. ( 日本大学農獣医学部, 岩田隆太郎)
0ハガクビナガゴミムシの採集記録とナカグロキバ
ネクビナガゴミムシの 木県における記録
ハ ガ ク ビ ナ カ' ゴ ミ ム シ Odacantha hagai

NEMoTo は次城県石岡rfi霞が浦を基産地として
1989 年記載されたもので,   その後同地以外では記
録されていないようである. らは多くの地点で
採集しているので以下に,J、す通り報告し, 併せて着
l一の生態についても触れてみたい.
7 頭, 栃木県南那須町l既久保, 27. iv. 1991, 大川
秀雄採集;  5頭,  栃木県rlji;l町多田羅沼,  27. iv.
1991, 大川採集; 7頭,  栃木県室連川町上河11,  9.
v. 1991, 大川採集; 3頭, 栃木県字都宮市観田町観
田沼,  18. v. 1991, 大川採集; 2頭, 栃木県藤岡町
渡良瀬遊水池, 4. v. 1991, 大川採集, 4 頭, 須田J,
採集, 3頭, 和泉数大採集; 6頭, 栃木県足利市迫
1111湿地, 5. v. 1991, 大川採集, 4頭,  須田採集,  1
頭,  12. v. 1991, 須田採集;  1 頭,  辞馬県館林rti
多々 良l f , 3. v. 1988, 須田採集; 4 頭, 群馬県館林
rfi茂林寺沼, 6. v. 1991, 大川採集.
いずれの産地も湿地で, 本稱が最も多かったのは
スゲ類の密集した所で足を乗せると水が、w益出てくる
ような場所で, 根際に多く, 条件さえ良ければ多数
の個体を得ることも容易であった. 渡良瀬遊水池や
足利市通間湿地では, 本種のほかナカグロキバネク
ビナガゴミムシ 0. puzttot, チャバネクビナガゴミ
ムシ 0. aeg7otaの3 種を同一場所で採集すること
もできた.  3 種の生息条件はやや異なっているよう
で, それぞれの条件さえ満たされていれば同一商所
で採集することも可能であることが証明された.
また, 栃木県においては北から南までの湿地で広
範囲に得られていることから県内の湿地全域に広く
分布しているものと考えられる.
なお, 者の一人大川が著者の一人となって報告
した栃木県足利市産のゴミムシ目録 (1990, 栃木県
立t専物館研究紀要,  7: 7-41) において,  ナカグロ

6 -
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キバネクビナガゴミムシとして報'iiiしたものはデー
タ・ 図ti:.にハガクビナガゴミムシの,誤りであった.
ここに慎んで訂正させて頂き, 先に触れたように同
時にt'iのナカグロキバネクビナガゴミムシが新たに
是利市から得られたのでこの機会に併せて報告する
さらには栃木県では渡良瀬遊水池以外からは記録が
なかったと思われるのでこの場をお借りし他の一 一例
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も報上する.
ナカグロキバネクビナガゴミムシ3 頭, 是利市通
間湿地,  12. v. 1991, 大川採集; 11 頭, 字都宮市
観田町観田l l, 18. v. 1991, 大川採集.
(栃木県足利市,  大川秀雄; 群馬県伊勢崎市,  須田
亨; 東京都大田区, 和泉教夫 )

◇大会報告◇
ll本学自 学会第4 回大会が,  さる11 月17 口,

T-集県立中央t,導物館,講 rにおいて開催された.  l_野
会長の挨拶の後, 露木副会長が議長に選出され総会
が進められ, ltf lf1, 会計, 編集, 渉外, 大会, 例会,
本l曜談語会, 支部報 ':などがあり, その析り, 中根
彦t専l : と表等_.,ll、l :前副会長が名if会f.tに推蘭され,
満場一致で;f l認された. 休趣をはさみ, 大会講演に
移った.
1.  1111議演
械原 'まi (森林総合研東」ヒ支所) 「i是虫義引器に
よる効果的な採集法」 会場に1], , .'通、3台の話
引器がl lべられ, ','.池峰山, 手大学滝沢演習林で
の実験結果が発表された.  Eとしてカミキリムシの
引器の色による種および個体数の,誘引状況や,
重々の話引物質の違いによる‘誘引結果が報告された.
また, ,?引器のf目iトける高さによる連いや, fi1-色の
話引器では集まる個体数は少ないが, 自, 截色の話
引器では集まらないf重類が採れる, など興味ある発
表であった.
11.  一般語演
「;田隆太郎 ([1 大,  農歡医)  「マリァナ諸島12
月のカ ミキリムシ」
常:g 豊 (a召和女 f一大) ・近 雅博 (京大, 理)
「マレーシアのクロツヤムシ科tlJ ｶに関するィ ,- fの
知見」
平沢f、f明 (片fi t業,  生物科学研究所) 「クワガ
タコガネ類の再検. i」
m.  特別識演
藤明 f ( T-集県中央博) 「台湾中北部高山での

採集」過.11、5 年開継続している台湾高山帯の調査
の一一環で,  さる l991 年5 月に中北部高山に赴いた
際の採集記行のスライド発表であった.
大会識演にひき続き, 標本同定会が隣室の研修室
で行われた. 今同の大会会場となった千集県、t中央
t専物館は平成元年2 1」に開設された公立の機関で
あり, 使用させていただいた語 は, 設備も行き

き, 広さも本学会には適当な会場であった. 大会進
行にあたり, 多大なご協力をいただいた同博物館の
藤明 fさんをはじめ職iiの持様にi'f-くお礼申し上
げる. 交通の使が懸念されていたにもかかわらず参
加ﾒ一は 78  名と盛会で った.   大会終「後,   同t専
館内で恐親会が開催された.  l:野会長の挨拶の後,
長谷川f二氏の発声で乾MI し, ほろ酔いかげんになっ
たヒ直, J、都からの珍客塚本fl一氏の話も飛び出し,
和気あいあいのうちに解散となった.

一般講賣要旨
(1) マリァナ話島12 月のカミキリムシ

岩田降太郎 ( l l大, 建量獣医)
マリァナ諸島はミクロネシアの」ヒ端, 小、f原諸島
火山列島の南隣に11.置する列島で,  アメリカ合衆同
グァム準州 (南端のグァム島) および」ヒマリァナ連
邦 ( グァム島以外の島々 ) から成り,  グァム島を
む南部は非常に書名な観光地となっている.  l l 本南
岸~伊 諸島~小等原やミクロネシア'i '体のiヤ't1相
の解析にとって,  この地域のそれは重要であるが報
告はJM常に少ない. 演 は l 989 年 12 月に同語島

グァム島・ ロタ島,  1990年12 月にサイ、ン島・
テニァン島を,1方れ,  カミキリムシを中心とする甲虫
類の採集を試みた.  その結果ムラヤマムネコプサ
ビ・ スジダカサビなど小等原諸島との tt通?重,
Sybra (s. str ) schurmannt BREし'NINGやS. (S. St「.)
alternans (WIEDEMANN) に近似の不明 など8 ?種
のフトカミキリIIE.科が得られた.  これらl l本の開
の種を紹介し, 着「- の分類学的問題点を指摘する.
(2) マレーシアのクロツヤムシ科甲'lie、に関する着l
の知見
常,i,  豊° (a ﾚ和女 f大)  ・近 雅博 (L、大, 理)
クロツヤムシ科は, 多くの稱が熱帯林内のPi木中
で家族生活をすることでよく知られたグループであ
る. 演者らは1991 年3 月,  マレーシア、l島のキャ
メロン・ ハイランドで調査を行ったので,  これまで
北ポルネオを中心に行ってきたクロツヤムシ類の生
態調査の結果と合わせて報告する.  ・'・同新たにわ
かったことは,  ほとんどの種が倒木の樹度トで大集
団を形成するヒラタクロツヤムシ属(LePtaula:x,) の
一稱 L. cyc1otaemusで,  かなりの長期にわたって
家族生活が雑持されること,  オオクロツヤムシ属
( Aceratus) の一 lのコロニー創設初期において, 難
雄のペアがトンネルを堀り始めるらしぃこと, など
である.  また, 比較的原始的なグループである
Comacupes属とAulacocyclus属の何 かは,  キャ

メロンでは標高によってすみ分けていることも,fn表
された.
(3) クワカ タコガネ類の再検討

平沢f、l'明 (片合 I:業, 生物科学研究所)
オス大額がクヮガタムシの様に伸長する特異なコ
ガネムシの一研_であるクワガタコガネ類は,  現在2
族にまたがった2 属1 亜属22 稱1 ,IE種が知られて
いる.  このうち7 IF重が最近の数年間で記械された
ことからも, その実態は不明確なままである. 特に
種辞・ 亜属・ 属の扱いは混乱したままであり, 系統
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関係を~i検, iする必要がある. だが既知 l の 8 種

についてはfl本に標本がなく, 殊にケブカクワガタ
コ力 ネ属のものが全くないために着手できなかった.
本年になってこれら実物のいくつかを検したり,
ホロタイプ標本のlj:真を見る機会を得た. その結果.
特にオス・ ゲニタリァの詳細な比較検i fから, l[1来
の扱いはかなり変更を要することになり, まで亜

llp  とされたものの構成 i iの、 l数は独立したl  で 3
属に分けられ, 残りの旧2 属が対応する 妹辞で3
属に処理される.  さらに新種・ 新亜 とすべきもの
がいくつかあり, 合わせて紹介する.

( 大会i ll 当: 中村俊彦)
<1 例会報告◇

1991 年第2 回例会は,  tlJ例の採集。淡語会として
6 1122~2311 に福島県双集郡浪江町の高瀬川1美谷
でおこないました. ^ [ ,1 は残念ながら天候には意ま
れませんでしたが, 同武股山地特有の海近いとはお
もえぬ深い1美谷美を制券し, 夜は1111'E の・  i辺で豊
な囲,mi要焼を「 t味しながら,  深更に及ぶ虫談義に興
じることができました. ''、回も[l3有林の入林にご配
慮を「flいた森林総合研究所の線原 寛氏, ならびに
1良一江fl 林'ﾈ'tif  、」'1  区の各位,  ご寄附を順いた同武隈
調船?, TTS i是虫図t:, 株式会社環境指標生物,
使間採集の設一tにご協力くださった指標生物調査の

f lにl'f!く御礼中し l:げます.
参加 氏名 (ABC順敬称略)
制場博明,  l'f木,'12\:,  l' 1柳應之介 田直之, 離
正人, 平野 彦, 細m-1111,Jt ' i田降 郎, 等原須

解生, 高斑 行, 久保m正 , 松本1告一, 中村俊彦
新fit修、l;, 西山明, 奥島雄一, 清水高 , . i、付央
昭, 1y1根f,i 郎, 田l l美野留, f客木繁雄,  1-野俊一
渡 ,jf、, 吉田篤人. (例会ill、'1: 笠原須磨生)

、 例会報告・: ・
1991 年第 3 同例会を9 J] 2211'「後1 時より,

・ . 甲虫=ユース. の原稿送付先( _ ・
〒184 東.1、都小金j l;l lJ「iJl:,1ヒm「3 J l1 22 番1 1j

中央大'、f:附属高校生物研究室 妹l l俊
昆虫学研究器具は 「志賀昆虫」 へ
l l 本ではじめて出来たステンレス製有頭 虫
針00,0.1, 2, 3,4.5, 6 J-, 細員ダブル針も出来
ました。 その他, 採集, 製作器 f l一切豊富に取
り描jえております。
〒150 東,,i、都渋谷区渋谷1 「目 7 -6
振 様 東,i、(3) 21129
電 語 (03) 3409 - 6401 (ムシは一番)
F A X (03) 3409 - 6160

( カタログ ,' ' f_) (株)志賀昆虫普及社

第96 」- (1991 年12 月)

l:野・ 国、、T科学t専物館四階の実験識義室でおこない
ました. 識演は, 高桑正敏氏 (神 川It-1 0「_t専物館)
による 「北ベトナム・ タムダオ見聞」.  東南アジア
における好採集地として最近注目されている現地の
実情が, 多数のスライド映写によって詳しく伝えら
れ, 採集品の回覧も参会者の興味を,番いました. 小
態の後, - --人一話では多彩な語題が寄せられ, 盛況
要に午後5 時散会いたしました. 参加者35 名.

(例会担当: 笠原須磨生)
、>会計報告◇

1990年度 決算 (1990. 2. 22~ 1990. 12. 31)

収 人 f, 算 決 算 J的 減

前年度繰越金
会 賀
広 ,'i 費

出版物・, t上金
大会会場費
雑 収 入
容 付

l ,200.000円 1.790.694円
2,000,000 2,379,000

140.000 l5,000
84.0 00 297.760
50,000 75.00 0
10,000 276,906

0 16.700

590.694円
379,000
125,000
213,760
25,000

266,906
16.700

合 .十 3.484.000 4.851.060 1,367,060

支 出 「, 算 決 算- 増 減

会。11 印刷賀
l Ely tra)

(Ill虫ニュース)
会 I  送 料

通 l,, 費

事 f '

大会会 場 tli
f, 備 費
次年度繰越金

1,030.000円
4 00,000
300.000
100,0 00
150,000

50,000
100,000

l . 354,000

1.680,755円
508,306
44 0,412
109,332

90,7 34
41, l40
10.100

1.970.281

650.755円
108,306
l 40.412

9,332
- 59,266

8,860
- 89,900
616.281

合 u 3,484,000 4,851 , 060 l
, 367.060

(会計i ll 、'l : 斉藤明子)

日本鞘趣学会
会f t ( ーケ年) 5,000円, 次Jは1992年3 月F句

発行 f,定
発行人 l:野俊一
発行所 l l本学自越学会 東L,都新1言区l l人町 3-23- l

[,11 、'f_科学博物館i i '11第1 研究室
電語 (3364) 2311, 振替東 ' 8-401793

「-lJ刷所 (株)国際文献印刷;上

8 -

タ ッミの昆虫採集器具
ドイツ型標本補 木製大￥6,200, 相合板製イン

ロ ー型標本補中￥1,870,  送料一補にっき都内及
第一地帯: 3 個以 ト [￥1,300 ,4  個以 l:  ￥ 850(以
下同様),  第 2地帯￥1,500,  ￥950,  第3地;器
￥1,700, ￥1,050, H:他, 各種器[ l , 針などを製作販
売しています。 カタログを御請求トさい。 (￥60)

夕 シ ミ 製作所
〒 113 東京都文、区程,島 2-21-25

電 語(03)3811-4547, 振替6- l l 3479


