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Notes on the GenusRhagonycha (Coleoptera, Cantharidae) of Hokkaido, II
K azu h ir o TAKAHASH I

Rhagongcha kurinica WITTMER, 1971 チシマクロヒメ ジョ ウカイ (図 3, 20)
WITTMER, l971, Ann. Hist. -nat. Mus. Hungarici, 63: l 97 (R mongolica ssp) (Kuri len).

moligotica kurilica: NAKANE, 1994, Kita-Kyushu no Konchu, 41(2): 79 (Hokkaido).
体全体はほぼ黒色ないし黒掲色, 大あごおよび は茶掲色. 複眼は普通の大きさで, 複眼間幅は複眼横径の

3.3 倍. 小あごひげ末端節は幅広く , 長さは幅の2.4 倍. 触角の各節間比は1.7 :1.0 : 1.5 : 1.8 : 1.9 : 1.9 : 1.9 : 1.9 :
1.8 : 1.6 :1.7. 前胸背板はやや横長, 長さは幅の1.1-1.2 倍, 前縁角は弱く丸まり, 後縁角は鈍く角張る. 上翅
は細長く長さは幅の2.9-3.0倍. 交尾器のベントラルプロセスは比較的長く,  側面から見るやや基部よりに
最大幅のところがあり, 先端と基部に向かって細まる; 腹面から見るとほぼまっすぐ;  ドー サルプレー トの先
端は比較的深くえぐられる (図 20).
体長: 5.7-7.1 mm; 体幅: 1.4- l_7mm.
分布: 北海道, 千島列島南部
本種は,  モンゴルから記載されたR mongotica WITTMER, l971 の亜種として, 千島列島を基準産地として
記載された種であるが,  その後KAzANTsEv ( l994) によって独立種となった. 北海道からは,  中根(1993) に
よって各地から記録され, 北海道本土にも分布することが明らかとなった. 各地で比較的個体数の多い種で,
チロロ岳 (芳賀,  1995), 根室半島 (伊藤他,  1999) などの追加記録があり, 特に亜高山帯で多数の個体が採
集されており, 北海道の亜高山帯におけるRhagonycha属の優占種となっている.
Rhagon!'cha hokkaidoensis KAzANTsEv et TAKAHAsHl,2001 エソク ロヒメ ジョウカイ (和名新称) (図4,
21)
KAzANTsEv et TAKAHAsHI, 2001, Jpn. J. syst. Ent., 7: 270 (Mt. Upepesanke).
体全体はほぼ黒色ないし黒褐色; 大あごと爪は黄褐色. 複眼は小さい; 複眼間幅は複眼横径の4.3 倍. 触角の
各節間比は2.0: 1.0:1.8 : 2.3 : 2.3 :2.4 : 2.4 : 2.3 :2.2 : 1.8 :2.2. 小あごひげ末端節の長さは幅の2.7 倍. 前胸背
板はやや横長; 長さは幅の1.2 倍; 前緑角は丸まり後縁角はやや角張る. 上翅は細長く, 長さは幅の3.0倍.
交尾器のベントラルプロセスは比較的長く, 側面から見るとやや基部よりに最大幅のところがあり, 先端と基
部に向かって細まる; 腹面から見るとほぼまっすぐ; ドーサルプレー トの先端はやや浅くえぐられる (図21).
体長: 5.8-6.2 mm. 体幅: 1.4-1.5 mm.
分布: 北海道 (高山帯)
前種R kuriticaにきわめて近い種であるが, 複眼がやや小さいことと, 雄交尾器の側面からみたベントラル
プロセスの形態と,  ドー サルプレー トの中央部があまりえぐられない点で区別できる. R kur iticaは多数の個
体が採集されているが, 本種の採集された個体数は少なく, かなり少ない種と推定される.

Rhagongcha at rot'aria WITTMER, l971 リシリクロヒメジョウカイ (和名新称) (図5, 22)
WITTMER, 1971, Ann. Hist. -nat. Mus. Hungarici, 63: 198 (Mongolei).
体全体はほぼ黒色ないし黒褐色; 腿節先端部, 節,  大あごおよび爪は茶褐色; 上超は個体によっては暗褐
色を呈する. 複眼は大きい; 複眼問幅は複眼横径の2.6 倍. 触角の各節間比は 2.1 : 1.0 :1.6 : 1.9 : 2.1 : 2.3 : 2.3
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:2.3 :2. l : 1.9 :2.1 . 小あごひげ末端節は幅広く, 長さは幅の2.4 倍. 前胸背板はやや横長; 長さは幅の1 .2 倍;
前縁角は丸まり,  後縁角はやや角張る. 上翅は細長く長さは幅の3.0-3.1 倍. 交尾器のベントラルプロセス
は, 側面から見ると中央部付近が最大幅となり先端に向かってじょじょに細まり先端部はやや尖る; 腹面から
見ると中央付近で内側に向かって屈曲する (図22).
体長: 6.6-6.8 mm; 体幅: 1.6-1.7 mm.
分布: モンゴル, 沿海州, 北海道
wlTTMER(l971) によりモンゴルから記載された種である.北海道 ( 目本) からは今回が初めての報告となる
ため, 以下に採集データを記録しておく. 系統としては, R kuriticaに近い種であるが, 前方からみたときに
途中で内側に顕著に屈曲するベントラルプロセスの形態で, 容易に同定できる. 既知の採集地点は, 比較的標
高の低い場所が多いので, 低山地を中心に分布するのではないかと推定される. なお, 大陸産の個体は,  モン
ゴル産のバラタイプと沿海州産の個体を検しているが, モンゴル産と沿海州産では, 雄交尾器の形態に若干差
が認められる.  なお, 北海道産の個体は, 沿海州産のものとほぼ同様の形態を有している.
採集データ
2c,;'',c,フ', 利尻島,  14-15. vII i968, 滝沢春男採集.l f, 札幌市定山渓, 6. VII i990, 滝沢春男採集.
Rhagonl;chapac流ca KAzANTsEv, 1994 ネムロクロヒメジョウカイ (和名新称) (図6, 28)
KAzANTsEv, 1994, Zoo1. Zh., 73 (7/8): 80 (Kuri1 Is., SK. UteS).
体全体はほぼ黒色ないし黒褐色; 大あごおよび爪は茶褐色.  複眼はやや小さく,  複限間幅は複眼横径の3.7
倍. 触角の各節間比は1.9 :1.0:1.4 :1.8 :2.0:1.8 :1.8 :1.8 :1.7 :1.6 :1.9. 小あごひげ末端節は細長い, 長さは
幅の3.1 倍. 前胸背板はやや横長; 長さは幅の1.2 倍; 前縁角は丸まり, 後縁角はやや角張る. 上翅は細長く長
さは幅の3.0倍. c,'''交尾器のペントラルプロセスは, 側面から見ると比較的短く, 先端に向かって細まる; 腹面
から見るとほぼまっすぐ (図 23).
体長: 6.5-7.5 mm; 体幅: 1.6-1.8 mm.
分布: 北海道, 千島列島南部
南千島から記載された種であり, 伊藤他(1999) によって, 根室半島からも記録されたことは, 前述のとおり
である. 筆者の手元の標本では,  目高山地のチロ口岳のもの力'あり, 本種は, 北海道の高山帯にも分布するよ
うである. 本属の中では, 比較的大型の種であり, 外部形態でも他の種とある程度区別が可能である. 生態は
よくわかっていないが, チロロ岳では, ハイマツのビー ティングで採集されている.
Rttag01 - a chi rorodakensis KAzANTsEvetTAKAIiAsHI,2001 チロロクロヒメジョウカイ (和名新称) (図

7, 24)
KAzANTsEv et TAKAHAsHI, 2001, Jpn. J. syst. Ent., 7: 275 (Mt. Chi「o「odake).
体全体はほば黒色ないし黒褐色; 触角, 大あご, 小あこひけ, 日 {および爪は黄褐色;  触角は先端部力 'やや暗
色となる.  複眼は小さい; 複眼間幅は複眼横径の4.4 信.  触角の各節間比は1.5 :1.0:1.2 :1.4 :1.5 :1.5 :1.5 :
1.4 :1.3 :1.3 :1.4. 小あごひげ末端節は細長い; 長さはa系の3.2 倍. 前用・w板の長さは幅の1.1  倍;  前緑角は角
張り後縁角はやや角張る. 上翅は細長く長さは幅の3.1 倍. 交尾器のベントラルプロセスはやや短く, 側面か
ら見ると比較的幅広く基部から先端までほぼ同様の幅で,  ほぼまっすぐ; a更面からみると厚さはやや薄い (図
24).
体長: 7.3-7.9 mm. 体幅: 1.7-1.9 mm.
分布: 北海道 (高山帯)
日高山脈に属するチロ口岳の高山帯から採集された個体を基に記載された種で,  日本産本属の中では体長7

mmを超える大型の体型と, 触角のほぼ全体が黄褐色を呈することから, 外部形態で比較的容易に同定が可能
な種である. 系統的にはかなり特化した種と考えられ, 近縁な種は, 今のところ見あたらない.
Rhagonllcha takizau1ai KAzANTsEv et TAKAHAsHl, 2001 タキザワクロヒメジョウカイ (和名新称) (図8,

25)
KAzANTsEv et TAKAHAsHI, 2001, Jpn. J. syst. Ent., 7: 273 (Mt. TaiSetSu).
体全体はほぼ黒色ないし黒褐色; 大あごと爪は黄褐色. 複眼は小さい; 複限間幅は複眼横径の4.3 倍. 触角の
各節間比は2.2 : 1.0: 1.8 :2.0:2.3 :2.5 :2.5 :2.5 :2.2 :2.2 :2.3. 小あごひげ末端節は幅広い; 長さは幅の2.3
倍. 前胸背板はやや横長; 長さは幅の1.2 倍; 前縁角は丸まり, 後縁角はやや角張る. 上翅は細長く長さは幅の
3.0倍. f交尾器のベントラルプロセスは板状で比較的長く, 側面から見ると比較的幅広く基部から先端までほ
ぼ同様の幅で, わずかに上方に湾曲する; 腹面からみるとその厚さはかなり薄い (図25).
体長: 6.7-7.1 mm. 体幅: 1.6-1.7 mm.
分布: 北海道 (高山帯)
大雪山を基準産地として記載された種で, 北海道では高山帯からのみ知られている. 中根(1993) が報告した

R. slυtnca WITTMER, 1971 は, 本種の同定誤りであると考えられ, KAzANTSEV et TAKAHASHI (2001) により
訂正されたが, その後, 中根コレクションにある標本を実際に検討した結果,  この処置で間違いないことが確
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認された. 生態的な知見はほとんどないが, ハイ マツが生える高山帯の環境に出現する種と考えられる. 系統
的には, R. slυincaよりもむしろR. loden PIc, 1909 により近い種と考えられる.
Rhagongcha la tiuseula (SAHLBERG, 1885) クロヒメジョウカイ (図 9, 26)
SAHLBERG, 1885, Vega. Exped. Vet. Jakt. IV: 32 (Tschuktscha).
distinctipes Pfc, 1905, Echange, Rev. Linn., 21: 121 (Kulilen, Iturup).
caroti Pfc, l905, Echange, Rev. Linn 21: 121 (Japan, Kul ilen).
体全体はほぼ黒色ないし黒褐色; 触角第1,2 節, 腿節先端部, 座節, 大あごおよび爪は黄褐色, 上翅は茶褐
色となる個体がある. 複眼はひじょうに大きい; 複眼間幅は複眼横径の2.5 倍. 触角の各節間比は1.8 :1.0:1.6 :
1.8 : 1.9 :1.9 :1.7 : 1.7 :1.6 :1.5 : 1.9. 小あごひげ末端節は細長く, 長さは幅の3.4 倍. 前胸背板はやや横長; 長
さは幅の1.2 倍; 前縁角は丸まり, 後縁角はやや角張る. 上翅は細長く長さは幅の3.2-3.3 倍. (,'''交尾器のベン
トラルプロセスは棒状, 側面及び腹面からみて極端にその幅や厚さが変わることはない; ドーサルプレー トは,
やや幅広くえぐられ, 各ドー サルロー ブは比較的幅が狭い (図26).
体長: 6.l -6.5 mm; 体幅: 1.4-1.5mm.
分布: シペリァ, 東シベリァ,  カムチャッカ, 沿海州, 北海道 (高山帯)
R. caroli pfc として, 北海道からRhagonycha属として初めて記録された種であるが, 前述したとおり, R.

caroti は本種のシノニムとなったため,  この学名が使用されることとなった.  本種は,  北極海で実施された
Vega号による航海調査によってもたらされた標本に基づき,  SAHLBERG(1885) が,  べ一 リング海峡近くの
チェコト半島を基準産地として記載した種である. 北海道では, 大雪山などの高山帯に限って採集されており,
採集された個体数もそれほど多くはないようである. 大陸産は,  カムチャッカ半島産および沿海州産の個体を
検しているが, 北海道産と比較して交尾器の形態に若干に相違はあるものの,  ごく軽微な差であるため, 現状
では亜種等に区分する必要はないと考えている.
本種は, 保育社の甲虫図鑑 (黒澤他編, 1985) 等にも掲載された種であるため, 北海道だけでなく本州にも
産するとされたことがある.  これは, 当時,  日本のRhagonycha属がこのように多数の種からなるとは考えら
れていなかったためで, 本種の分布は, 主として北極海周辺の寒冷な地域であるため, おそらく, 本州には分
布しないであろうと推定される.
Rhagongcha kabakot1i KAzANTsEv, l994 カバコフクロヒメジョウカイ (和名新称) (図 10, 27)
KAzANTsEv, 1994, Zoo1. Zh., 73 (7/8): 81 (Kuril ls., Kunashir Id., Serebryannaya).
体全体はほぼ黒色ないし黒褐色; 触角第 l,2 節, 大あごおよび爪は茶褐色. 複眼はひじょうに大きい; 複限
間幅は複眼横径の2.3 倍. 触角の各節間比は1.6 :1.0:1.3 :1.6 :1.7 :1.7 :1.7 :1.7 :1.7 :1.4 :1.8. 小あごひげ末
端節は細長く , 長さは幅の 3.2 倍.前胸背板はやや横長; 長さは幅の1.1-12 倍; 前縁角は強く丸まり, 後縁角
はやや角張る. 上翅は細長く長さは幅の3.3 倍. cf'交尾器のベントラルブロセスは棒状でほばまっすぐ, 側面及
び順面からみて極端にその幅や厚さか変わることはない;  ドー サルプレー トは, 幅狭くかつ深くえぐられ, 各
ドー サルロー ブは比較的幅が広い (図27).
体長: 6.6-7.0mm; 体幅: 1.5-1.6 mm.
分布: 北海道 (高山帯)
KAzANTsEv(1994) によって, 国後島を基準産地として記載された種で, 北海道では, 根室半島からのみ記録
されている (伊藤他, l999). 現時点では, 千島列島南部と根室半島に産地が限定されるが, 海岸沿いにみられ
る特異な植生環境に依存する極-である可能性も考えられる.   交尾器や外部形態から判断するとR tatiuscu la
にきわめて近い種と考えられる.
Rhagon1,cha coreana Pfc, l921 チョウセンクロヒメジョウカイ (和名新称) (図 l l, 28)
Pfc, 1921, Mel exot.-ent., 33: 28 (Korea).
体全体はほぼ黒色ないし黒掲色; 前・ 中肢の腿節先端部および脛節は茶褐色; 触角第1,2 節, 大あごおよび
爪は黄掲色.  複眼は普通の大きさ; 複眼間幅は複眼横径の3.2 倍.  触角の各節間比は1.6 :1.0: 1.4 : 1.7 :1.8 :
1.8 :1.8 :1.8 :1.8 :1.6 :1.9. 小あごひげ末端節は細長く, 長さは幅の3.2 倍. 前胸背板の長さは幅の1.1 倍; 前
縁角は丸まり, 後縁角はやや角張る. 上翅はやや細長く長さは幅の2.9 倍. cl;'交尾器のベントラルプロセスは
非常に細く, 棒状でほぼまっすぐ;  ドー サルプレー トは, やや幅広くえぐられ, 各ドーサルローブは比較的幅
が狭い (図28).
体長: 6mm; 体幅: 1.5 mm.
本種は, 中根(l993) によって北海道から記録された.  しかし, 中根コレクションには, 本種以外の種はすべ
て確認できたにもかかわらず, なぜか本種の標本は発見することができなかった.  また, 筆者は, 現在までの
ところ北海道産で本種に相当する交尾器をもった個体を検する機会を有していない. 本種が本当に北海道に産
するかどうかは, 今後の調査課題となるが, 本種の大陸における分布状況をみると, 基準産地である朝鮮半島
から沿海州など大陸側に広く分布するので, 北海道に産する可能性がまったくないとは思われない.  とりあえ
ず, 今回は韓国産の個体を用いて, 図および検索表を作成した.
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分布: 朝鮮, 沿海州, 北海道?
Rhagonl,cha upepesankensis KAzANTsEv et TAKAHASHI,2001 ウペペサンケクロヒメジョウカイ (和名新
称) (図 l2, 29)

KAzANTsEv et TAKAHAsHI, 2001, Jpn.J. syst. Ent., 7: 275 (Mt. UPePeSanke)・
体全体はほば黒色ないし黒掲色; 大あごと爪は黄褐色. 複眼はやや大きい; 複眼間幅は複眼横径の3・0倍・ 触
角の各節間比は2.0:1.0:1.8 :2.2 :2.3 :2.3 :2.2 :2.2 :2.1 :1.8 :2.3.  小あごひげ末端節はやや幅広く,  長さは
幅の2.5 倍. 前胸背板の長さは幅の1.1 倍; 前緑角はやや角張り後縁角は角張る; 側緑は前縁角付近でやや内側
に湾入する. 上翅は細長く長さは幅の3.1 倍. 交尾器のベントラルプロセスは, 側面及び腹面からみて極端に
その幅や厚さが変わることはなく, 側面から見ると上方に, 腹面から見ると内側に向かって顕著に湾曲する
(図 29).
体長: 7.3 mm; 体幅: 1.6 mm.
分布: 北海道 (高山帯)
大雪山地南部のウペペサンケ岳を基準山地として記載された種で, 今のところ基準標本l 個体しか知られて
いない. 顕著に湾曲するベントラルプロセスやドー サルプレートの背面の形態など雄交尾器の形態が非常に特
異な種で, 交尾器を検すれば同定はきわめて容易である. 交尾器の形態は,  シベリァに分布するR fiaυotibia-
1is MEDvEDEv et RYvKIN,1989 に類似しており, 明らかに同じ系統に属する種と考えられる. 登山道沿いのハ
イマツのビー ティングにより採集された.
Rhagonl,cha nopporensis WITTMER, 1971 ノッポロヒメジョウカイ (図 l3, 30)
WITTMER, l971, Ann. Hist. -nat. Mus. Hungarici, 63: 199 (NoPPOro, IShi9aki)・
体全体はほぼ黒色ないし黒褐色; 腿節先端部および脛節は茶褐色; 触角第 l,2 節, 大あごおよび爪は黄褐色・
複眼は小さい; 複限間幅は複眼横径の4.0倍. 触角の各節間比は1.8 :1.0:1.5 :1.8 :1.9 : l・9 : l-8 : l・7 : l・7 :1・5 :
1.7. 小あごひげ末端節はやや細長い; 長さは幅の2.9 倍. 前胸背板はやや横長; 長さは幅の1.2 倍; 前縁角は
丸まり, 後緑角はやや角張る. 上翅は細長く長さは幅の2.9-3.0倍. 交尾器のベントラルプロセスは, 腹面か
ら見ると先端が釣状となり, 比較的細く, 基部から先端近くまでほぼ同じ太さとなる;  ドー サルプレートの先
端は浅くえぐられる (図30).
体長: 5.8-6.3 mm; 体幅: 1.4-1.5 mm.
北海道の平地および低山地を中心に分布し, 北海道産の本属の中では最も普通の種である. 原記載に記述さ
れた基準産地の問題は, 本文の冒頭に述べたとおりである. 今のところ札幌周辺と十勝平野から根室半島にか
けての標本を検しているが, 今後の調査の進展により, 北海道各地から記録されるのではないかと予想される.
雄交尾器のベントラルプロセスが細長く, その先端が内側で鈎状となるのが特徴で, KAZANTSEV e t TAKA-

HAsHl (2001) によって記載されたR hagai, R enmoensisおよびR. itelの3 種や朝鮮半島に分布するR・
transita WITTMER, l971 などと同一のグループを形成するものと考えられる.
Rhagonl,cha hagai KAzANTsEv et TAKAHAsHI, 2001 ハガクロヒメジョウカイ (和名新称) (図 l4, 31)
KAzANTsEv et TAKAHAsHI, 2001, Jpn. J. syst. Ent., 7: 272 (Mt. Chi「o「odake).
体全体はほほ黒色ないし黒掲色; 触角第1,2 節, 大あごおよび爪は黄褐色. 複眼はやや小さい; 複眼間幅は
複眼横径の比3.8 倍. 触角の各節間比は1.8 :1.0:1.4 :1.7 :1.9 :1.9 :1.9 :1.8 :1.8 :1.7 :1.9. 小あごひげ末端節
の長さは幅の2.8 倍. 前胸背板はやや横長; 長さは幅の1.2 倍; 前縁角は丸まり後緑角はやや角張る. 上翅は細
長く長さは幅の2.9 倍. 交尾器のペントラルプロセスは, 腹面から見ると先端部内側が鈎状となり, 比較的細
く, 基部から先端近くまでほぼ同じ太さ;  ドーサルプレートの先端は比較的深くえく られる (図31).
体長: 5.4 mm. 体幅: 1.3 mm.
分布: 北海道 (高山帯)
ノッポロヒメジョゥカイにきわめて近い種であるが, 深くえぐられたドーサルプレートの形態で区別でき
る.  ノッポロヒメジョゥカイは平地を中心に分布するが, 本種は高山帯のハイマツのビー ティングなどで採集
されており, 高山帯を主な生息地とする種と考えられる.
Rhagongcha ermoensis KAzANTsEv et TAKAHAsHI, 2001 エリ モクロ ヒメジ ョウカイ (和名新称) (図15,

32)
KAzANTsEv et TAKAHAsHI,2001, Jpn. J. syst. Ent.,8:272 (Sa「u「ugaWa, E「imo-Cho)・
記載
体全体はほぼ黒色ないし黒褐色; 触角第1,2 節, 大あご, 小あごひげ, 腿節先端部および爪は黄褐色. 複眼は
小さい; 複眼間幅は複眼横径の4.0倍. 触角の各節間比は1.7 :1.0:1.4 : 1.7 : 1.8 :1.8 :1.8 : l・8 : l・5 : l・5 :
1.7. 小あごひげ末端節はやや幅広い; 長さは幅の2.6 倍.
前胸背板はやや横長; 長さは幅の1.2 倍; 前縁角後縁角とも明瞭に丸まる. 上翅は細長く長さは幅の3・0倍・
交尾器のベントラルプロセスは, 順面から見ると中央部付近が顕著にふくらむがやや短く,  先端部内側は強
く鈎状となる. ;  ドー サルプレー トの先端は比較的深くえぐられる (図32).
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Fig.17-21. Male  genitalia  of Rhagonycha spp. - l7, Rhagonvcha fult,a (ScopoL1、  1763)  from German、;  18.

Rhagonycha angti1osa KAzA、'TSE、' . 199 1 fro m Hokkaido; l9,   R;lagon.、・cha pseudogentcutata
KAzA.、'TSE、- et TAKAHAsH1; 20, Rhago lyc1a kurilica WITT1、lER. l971 from Hokkaido; 21, Rhagonycha
hok kaidoensis KAzA、'TSE、' et TAKAHAsHI, 2001; pr: parameres dp: dorsal plate. 、' p: 、'entra1 processes,
a: 、,entral 、-low b: dorsal 、low, c: lateral 、-levv. (scale 0.5 mm)
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Fig 22-27.  Male geni talia of Rhagonycha spp. -22. Rhagonycha atroilana WITTMER, 1971 from Hok ka ido; 23,
Rhagonycha pacifica KAzANTsEv, l994 from Hokkaido;24, Rhagonycha chirorodakensts KAzANTsEv et
TAKAHAsHI.  2001; 25. Rhagoaycha takizaωal KAzANTsEV et  TAKAHASHI,  2001; 26, Rhagonycha
tatiuscula (SAHIBERG,  l885)  from Hokkaido; 27, Rhagonycha kabakot't  KAzANTsEv,  l 994 f rom
Hokkaido; a: ventral view b: dorsal v iew, c: lateral view. (scale 0.5 mm)

体長: 5.5-5.9 mm. 体幅: 1.3-1.4 mm.
分布: 北海道 (日高山脈山麓部)
ノッポロヒメジョウカイに近い種であるが, 雄交尾器のペントラルプロセスは, 中央部付近で最大幅となり,
先端部が強くフックする特徴のある形態となるため容易に区別できる. 今のところ日高山脈の山種部でしか採
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Fig 28-33. Male gen ital ia of Rhagonycha spp. -28, Rhagonycha co re a n a PIc, 1921 f rom South Korea; 29,
RhagOnyCha upepeSanketlsiS KAZANTSEV et TAKAHASH1, 2001; 30, Rhago:nyc1ta noPPorensts WITTMER,
19 71 fr om Hokkaido;  31, Rhagonycha hagai  KAzANTsEv et  TAKAHAsHl,  2001;  32, Rhagonycha
enmoensis KAZA、?TSEV et TAKAHASH1, 2001; 33, Rhagonycha itoi KAzA,、'TsEv et TAKAHAsHl, 2001; a:
ve n tral 、low, b: do rsal v iew, c: late ral v iew. (scale 0.5 m m1

集されておらず, かなり分布域の狭い種のようである.  しかし, 標装岬周辺では多くの個体がまとまって採集
されており,  この地域における個体密度は比較的高い.
Rhagortgcha itel KAzANTsEv e t TAKAHAsHI, 2001 イトウクロヒメジョウカイ (和名新称) (図 l6, 33)
KAzANTsEv et TAKAHAsHI, 2001, Jpn.J. syst. Ent., 7: 273 (Fushimisenkyo, Memuro-ch0).
体全体はほぼ黒色ないし黒掲色; 触角第1, 2 節, 大あご, 小あごひげ, 腿節先端部および爪は黄掲色. 複限
は小さい; 複眼問幅は複眼横径の4.3 倍. 触角の各節間比は 1.8 : 1.0 : 1.6 : 1.7 : 1.7 : 1.7 : 1.7 : 1.7 : 1.7 : 1.5 :
2.0. 小あごひげ末端節はやや幅広い; 長さは幅の2.6 倍.
前胸背板はやや横長; 長さは幅の1.2 倍; 前縁角後緑角ともやや角張る. 上翅は細長く長さは幅の2.9 倍.
交尾器のペントラルプロセスは, 腹面から見ると中央部付近がふくらみ, 比較的長く, 先端部内側は鈎状とな
る ;  ドーサルプレー トの先端は比較的深くえぐられる (図 33).
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体長: 6.0 mm. 体幅: 1.5 mm.
分布: 北海道 ( 日高山脈北部山麓)
ノッポロヒメジョウカイの系統に属する種であるが, 顕著に長くしかもやや湾曲した雄交尾器のベントラル
プロセスの形態で他種とは区別可能である. 系統的にはェリモクロヒメジョウカイに近い種と考えられるが,
ベントラルプロセスの形態は, それほど特化していない. 今のところ芽室町伏見仙境で採集された l 個体のみ
しか知られておらず, 生態的な知見もほとんどない.

今後の課題
北海道に産するRhagonycha属については, ようやくα分類が終了した段階と考えられ, 今後は, これらの
種の分布状況と生息環境の解明が課題になる. 今までは種同定の難しさからほとんど手が付けられていなかっ
た分野であるが, より詳細な調査を行えば, 新たな未記録種や未記載種が発見される可能性も十分にあり, 北
海道のRhagonycha属の全貌が明らかになる日が, 近い将来に来ることを期待したい.
さて, 今後のさらなる課題としては, 本州のRhagonycha属ということになるわけだが, 現在, 可能な限り
の標本を集め, 調査を行っている段階である.  しかし, いかんせん採集された標本の絶対数が少なく, 材料不
足が大きなネックになっている.  もし, 協力していただける方があるようでしたら, ぜひともお手元の標本を
検討させていただければ幸いである. 貴重な紙面を借りて恐縮ではあるが,  この場をお借りしてお願いする次
第である.
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アカツヤドロムシの分布とその生息環境
レッドデータ水生甲虫類の分布記録2

吉富博之・ 疋田直之・ 佐藤正孝

N o. 140 (Dec 2002)

ァカッヤ ドロムシZaitzeυiarufa Nomura et Baba は, ツヤ ドロムシ属ZaitzeυIaのなかでは特異な存在で,
体長が大きいこと, 始色の色彩, 各上 の先端が丸まるなどの特徴により, 同属他種から容易に区別すること
ができる種である. 体色や採集状況から地下水脈との関係が示唆されており, 上野(1987) は「ツヤドロムシ類
に暗所適応の進んだものがあり, 陸上の地中環境に相当するような, i美流の底の大きい石の下にすむァカッヤ
ドロムシ」 と記述している.
本種は,  1961 年に, 新潟県の河川上流部より採集された2 個体をもとに, 新種として記載された. 原記載
後, 30年以上追加個体は得られなかったが, 近年になり北関東を中心に産地がいくつか発見されるに至った.
生息地のきわめて限られた種であり, 環境庁(2000) では, 準絶減危t具種(NT) に指定されている.
本報告では, 文献記録およびに新しい採集記録の整理ならびに生態的知見等についてまとめる.

文献記録・ 採集記録

[文献記録]
l)  野村・ 馬場( l961) 原記載論文. 新潟県内, 2 個体の記録. 1美流中の大きな石の下から採集された. 基準
産地の1 っである新潟県浦佐は, 現在の南魚沼郡大和町浦佐と考えられ, 水無川と魚野川の合流部が扇状
地の 端となっており,  この周辺で採集されたのではないかと考えられる.

2)  大川(l993) 栃木県上都賀郡粟野町下永野 (l992 年7 月4 日) で l 個体採集された記録. 水生昆虫のサ
ンプル採集中に得た.

3)  佐藤・ 大桃(1995) 大田原市ム・泉蛇尾川(1994 年6 月16 日・ 同年7 月25 日) および栃木市出流町川出
流山満願寺 (湧水) (1994 年9 月5 日) の記録. いずれも湧水の砂礫下から採集された. 前者の場所では
10数個体採集され, 1996 年にも追加確認されている. ただし, この産地は, 1998 年秋の台風による增水
の影響で大量の土砂が堆横し, 河川の流路も変化したことにより消減した (吉富確認).

4)  佐藤・ 大桃(l996) 栃木県葛生町の2 面所にて採集された記録が報告されている. その後の調査では確
認されていない (佐藤光一氏私信) .

5)  佐藤・ 大桃(l997) 栃木県栗山村奥鬼怒にて採集された記録が報告されている.  しかし河川改修により
この生息地は消滅した (佐藤光一氏私信).

6)  山形県最上川最上流部で, 環境アセスメントの現況 、

調杏により採集されている. その後の追加調査でも再 -

確認されているらしい. ( ともに未公表資料)
7)  大桃(l999) 福島県西白河郡西郷村検桂 (甲子温泉)
にて7 月20日に1 個体採集された.

[採集記録]
1 頭, 山形県新庄市泉田泉田川, 11-IX- l999, 疋田直之
採集.

2 頭, 山形県最上郡金山町金山川荒屋橋, 26-V-1998,
大川あゆ子採集. (写真個体)
山形県初記録と思われる.

分布と生息地

現在のところ, 山形県から栃木県までの4 県で散在的に
生息地が見つかっているのみである.  しかし実際の分布範
囲はもう少し広い可能性が高い.
既知産地での生息状況をまとめると,
(i)現在生息していると考えられる場所
山形県新庄市泉田泉田川, 山形県最上郡金山町金山
川, 福島県西白河郡西郷村検桂 (甲子温泉)

(2)記録はあるが生息しているかどうか不明な場所
新潟県の河川上流部, 栃木県上都賀郡粟野町下永野,
栃木市出流町川出流山満願寺 (湧水), 栃木県葛生町の
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図1.  アカッヤト ロムシ ( 山形県産)
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図2.  アカッヤドロムシの既知産地

2箇所, ( 山形県最 t川最上流部)
(3?記録はあるが生息地が消失した場所
大田原市今泉蛇尾川, 栃木県栗山村奥鬼怒
となる.
また,  これまでに確認されている産地を見ると, 生息地の環境はおよそ以下の2 つに区分できる.

i)  扇状地の扇端に位置し, 比較的開放的な河川環境の伏流水の湧き出し口周辺 (山形県新庄市, 栃木県
大田原市など).

ii)  河川上流の周辺を森林に覆われた薄暗い閉鎖的な渓流環境で, 大きな石の下の伏流水の湧き出し口周
辺 (栃木県栃木市, 福島県西白河部など).

生 態

本種は伏流水の湧き出し口周辺から得られ, 同時に地下水環境に適応したメ クラョコエビ属の1 種 Pseudo-
crangonyx sp. が採集されることが多い. 体の色彩が退色傾向 (飴色) であることからも, 地下水環境との関係
が示唆される. 疋田は, 採集した個体を持ち帰り, 室内で28℃の水温の水に入れたところ1 時間半程度で死
亡したことから, 高水温に対して弱いことが考えられる.
本種は, 他のヒメドロムシ類と同時に採集されることは少ないが, 暗い環境の細流ではホソヒメッヤドロム
シZaitzeυiana gotoi Nomuraが同時に採集されることがある.

存続を書かしている原因とその時代的変化

本極の生態は断片的にしか判明していず, 存続を脅かしている原因等については, 不明である.  しかし, 元
来の生息数は少ないと考えられ, 予想される生息環境も限定されることから, 生息基盤の脆弱な種と言える.
生息地が消失した産地は, 自然災害による流れの変化 (大田原市今泉蛇尾川) および河川改修 (栃木県栗山村
奥鬼怒) が原因であった.

特記事項

吉富ほか(1999) は, ヒメドロムシ類の絵解き検索表を示したが, 本種は含まれていない. もし本種をこの絵
解き検索表で引いた場合,  ッヤドロムシ類やッブスジドロムシ辺りに落ちると考えられるが, 体色や大きさに
より容易に他種と識別することが出来る.

謝 辞

水戸葵陵高校の小野寺優教論にはメ クラョコエビの同定および生息環境等についてご教示頂き, 北海道大学
昆虫体系学研究室の大川あゆ子氏 (現阿蘇たにびと博物館) には貴重な標本を頂きデータの公表を許可いただ
いた. また, 茨城県の大桃定洋博士と宇都宮市の佐藤光一氏には, 本種の生息環境等についての知見を教えて
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いただいた.  記してお礼申し上げる.
引用文献

環境庁, 2000. 無脊維動物 (昆虫類, 貝類,  クモ類, 甲殻類等) のレッドリストの見直しについて. 環境庁報道発表資料, 自

然保護局野生生物課, 環境庁ホームページ.
NoMURA, S., & K. BABA,1961. Two new elmid-species of Niigata Prefectu「e, Japan. Akitu, (10):4-6・
野村 ・ 馬場金太郎, 1961. 新潟県のドロムシ類. l◆Lt!学評論, l3:27-34,3 Pls・
大川f j雄, 1993. ァカッヤドロムシ栃木県の記録. 月刊むし, (264):37.
佐藤光一・ 大桃定洋, 1995. 砺木県産甲虫分布資料(4). インセクト, 46( l): 14-23.
佐藤光一 ・ 大桃定洋, 1996. 栃木県産甲虫分布資料(5). インセクト, 47(1): l7-25.
佐藤光一・ 大桃定洋,  1997. 木県藤:甲虫分布資料(6). インセクト, 48(l): 24-34.
吉富t専之・ 田直之・ 白金晶子,  1999. 作川のヒメ ドロムシ. 矢作川研究, 3:95-116・
大挑定洋, 1999. ァカッヤドロムシを甲子温泉で採集. ふくしまの虫, (13):63.
上野俊一,  l987. 特殊環境と生活,  l l3-121. 原色H本甲虫甲虫図鑑ll),323 pp. 保育社, 大阪.

(株式会社環境指標生物, 吉富博之)
(水戸葵陵高校, 疋田直之)

( 名古屋女子大学, 佐藤正孝)

0三重県構田川河口からのタイワンヒゲプトェンマ
アリ、lf力ムシの記録
タイワンヒケ'ブトェ ンマアリ ッ'カムシ 「nsS-

emus implicitus JEANNELは,  これまで四国 (徳
島), 九州 (宮崎),  トカラ列島, 台湾, ベトナムに
おける分布が知られているが, 本州からの記録はま
だない. 筆者は:::' Ill県松阪市構田川河口で, 本種を
採集したのでここに記録する.
「rzssemus imphc加s JEANNELタイワンヒゲブトェ
ンマアリ ッ'カムシ

l f1 ｽ,  三重県松阪市櫛田川河口 ,29.  I V2002,  河
上康子採集.
採集環境は, 河口付近中州のョシ原地表で, 大潮
の干潮時にョシ類の根元に堆横し泥質化した結れ枝

、
一

'l、

写真1.   タイヮンヒケ' ブトェンマアリズカムシ
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写真2. タイヮンヒケプトェンマアリズカムシの難・・c
尾器.

や枯れ葉を, 干潟から高い位置へと順次めくって採
集した. 得られた38 個体の資料は野村周平博士に
より同定され, 22 個体 (1?7', 21 ・  のアシペアリッ
カムシ Prosthecarthron sautert (RAFFRAY) と l4 個

体 (5f , g早) のモモコブァリッ'カムシ hysomen-
nuspedator(SHARP) に混じって, 2 個体の本種が確
認された. 雄 (写真 l) は両触角が欠損していたた
め, 交尾器 (写真2) を精査頂き, 本種と同定され
た. 標本は国立科学博物館に収蔵されている. 野村
博士によると,  これまでの分布記録と今回の記録に
より, 本種の日本での分布は, いわゆる黒潮分布で
ある可能性が高くなったとのことである.
末筆になるが, 資料同定の労を頂き, 本種の分布
に関する多くのご教示を頂いた野村周平博士に, 厚
く御礼申しあげる.

(大阪府高観市, 河上康子)
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0高尾山およびその周辺地域の力 ッ コ ウムシ
束京都八王子市の高尾山およびその周辺地域で得
られたカッコウムシを報告する. 学名はイガラシ
カツコウムシを除き宮武(1985) に従い, 採集デー
タのうち採集者は,  川田一之= KW, 日下部良康=
KU, 小林信之= KO, 酒井香= SK, 沢田和宏= SW,
鈴木亙= SU, 松本慶一= MK と略記した. 採集デー
タを提供くださったの前記の各氏にお礼申し上げ
る.
T i1linaeホソカッコウムシ亜科
Clad iscus obet iscus LEWISホソカ ッ コウムシ
南浅川町: 1 ex., 21. VII i997, SW.

F'alsotiuus igarashii (KONo) イガラシカッコウムシ
高尾山: l ex., 4-5. VIII. 1982, KU; l ex., l4. VII.

1990, SK; 2 exs., 10. VII i 999, SK; 2 exs.,25. VII.
1999, SK; 2 exs., 21. VII 2001, SK; 1 ex., 8. VII.
1999, M K; 1 ex., 15. V I I i 999, M K; 4 exs., l 9. V II.
l 999, MK; 4 exs.,20. VII i999, MK;2 exs.,23. VIl.
l 999, MK;4 exs.,17. VII 2000, MK; 1 ex, 10. VIII.
2000, KU. 初沢町: 2 exs., 5. V. 1981, KU.
灯火採集で得られるほか,  初沢町ではキブシ結枝
より羽化脱出.  本種の属名として宮武 ( l 985) では
Ti11usを使用しているが, GERsTMEIER & KUFF
(1992) は本種をタイプ種と して F;atsotMus を創
設, 現在はこちらを使用することが多い.
Thaneroclerinaeサビカッコウムシ亜科

1soclerus pictus LEWIS ヨツ モンチ ビカ ッ コ ウム
シ (写真 l )
高尾山:  1 ex., 2. VI 2001, SK; 1 ex., 14. IX.

1998, KW. 初沢町: 2 exs., 4. V 2001, SK; 2 exs.,
12 . V 2001, SK; 2 exs., l 9. V 2001, SK; 5 exs., 26.
V 2001, SK.
カワラタケで比較的簡単に採集できる.

Nee(、torus ornatu lus LEWIS モ ンサビカ ッ コウムシ
(写真2)
高尾山: l ex., 8. VI 2000, SK.
大きな倒木に生じたサルノコシカケで得た.

写真 1. ヨ ッ モンチ ビカ ・, コウムシ

l 2

第140号 (2002 年12 月)

Clerinaeカッコウムシ亜科
Opiio mpomc gs  LEWI S�ナグロナガカッコウム
高尾山:  1 ex., 14. VII i990, SK; l ex., 8. VIl.

1999, MK; 1 ex., 24. VII i999, MK. 初沢町: 2 exs.,
5. V. 1981, KU. 南浅川町:  6exs., 23. VII i994,
S W .

Stigmattum nakanei IGAクロダンダラカッコウム
シ

高尾山:  1 ex., l2. VII i980, SK; 2 exs., 4. VII.
1999, SK. 初沢町: 1 ex., 6. VII i989, SU.
Stigmatium pi1osellum (GORHAM) ダンダラカッコ
ウム シ

高尾山:  l ex., 25. IV. 1979, SK; l ex., 27. V.
1979, SK; 1 ex., 26. V 2001, SW. 初沢町: 3 exs.,
26. V 2001, SK.
Enopliinaeノコヒケ'力ツコウムシ亜科

Tenerus hi11ert HAROLDツ マグロツツカ ッコウム
シ

高尾山: l ex., 12. VIII. 1999, MK; 1 ex., 27. VI l.
2000, KW.

'「enerus maculicoltis LEWISキムネッッカッコウ
ム シ

高尾山: 1 ex., 20-21. VII i966, SK; l ex., 2. VII.
1997, MK. 高尾町: l ex., 7. VI 2000, KO.
Corynetinaeホシカムシ亜科

Necrobia ruficouis (FABRIcIUs) アカクビホシカ
ム シ

高尾町: 1 ex., 3. X. 1986, SW.

参考文献

GERsT?.lEIER. R. & T. L. KL'FF, 1992. Re、'ision der palaark-
tischen Arten der Gat tungen Ti11us OLIVER, l790,
Ti11oidea CAsTELNAし', 1832, F,alsoti11us gen n. unci
Flabe l1otiuiodea gen n . Mitt. Mt‘nob. Ent. Ges., 82:
55 - 72.

宮武ll装.)-, 1985. カッコウムシ科. ,1?良彦・ 久松定成・
佐々 治重 編,  原色H本甲 図鑑(III): l46. l51 -161 .

2

写真2. モンサビカ・, コウムシ.
(東京都大田区, 酒井 香)
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0大隅半島南与志岳で採集されたゾウムシ上科22
種
森(1991) が大隅半島南部のカミキリムシ類につ
いて数多くの興味深い種を記録すると共に, 同地域
のカミキリ相について概観して以降, 特に薩南諸
島,  さらには琉球列島のフォウナとの関連性に対す
る興味から, 甫与志岳 (標高 967 m) を擁する肝属
山地がにわかに衆日を集めるようになった.
この地域のゾウムシ相に関しては, 同定の難しさ
の反映であろうか,  カミキリとは対照的に報告例が
いまだ少なく , その全容を知るには程違い状況にあ
る.  しかしながら, 奄美大島における分布しか知ら
れていなかったオオイカリソ'ウムシ Euthycus j、ap-
omcusが,  斉藤(1991) によって内之浦町佐牟田渓
谷から記録されたことからだけでも,  ゾウムシ類に
おける同地域の動物地理学的重要性を十分に伺い知
ることができよう.

2002 年4 月 l4 日から15 日にかけて, 筆者は大
隅半島の甫与志岳を訪れる機会に恵まれた. その
際, 高山町二股キャンプ場から甫与志林道を経て甫
与志岳山頂に至る調査ルートを採用し,  ビーティン
グおよびスィー ピング法による採集を行った結果,
3 科22 種のゾウムシ類を得ることができた.
春先にわずか1 回, のべ2 日で強行した調査で
あったため, 得られた成果も甚だ不完全なものと言
わざるを得ないが,  この地域のソ ウムシ相を知る上
での一助になれば幸いと思い,  ここに報告する次第
である.
オトシブミ科 At telabidae
1. ヒメクロオトシブミ

Apoderus (Compsapoderus) erythrogaster SNE-
LLEN VAN VOLLENHOVEN

16 exs., 二股キャンプ場~甫与志林道.
ノイバラ, キイチゴ類に多かった.

2. ウスモンオトシブミ
Apoderus(Leptapoderus) batteatus RoELoFs
l ex., 甫与志岳.

3.  ルリイクビチョッキリ
Deporaus(Caenorhinus) mannerheimi (HUMMEL)
6 exs., 二股キャンプ場.
スダジイの新梢を掬って採集した.

4.  チビイクビチョッキリ

eponaus (Caenorh加us) mt'nl'mus KONo
2 exs., 二股キャンプ場.
前種と共にスダジイの新梢から得られた.

5.  マダラケブカチョッキリ
Car torhynchites st'n lans (RoELoFS)
2 exs., 甫与志岳.

6. カラスチ ョ ッキリ

Inυofυulus(Hyporhynchites) corntx SAWADA
2 exs., 二股キャンプ場.  本州および九州,  屋久
島, 奄美大島, 沖縄本島における分布が知られおり,
鹿児島県本土では佐多岬からの記録がある (SAwA-
DA, 1993).

No. l 40 (Dec 2002)

ホソクチゾウムシ科Apionidae
7. アカクチホソクチソ'ウムシ

Microconapion paih'dt'nostne(RoELoFs)
4 exs., 二股キャンプ場.
ソウムシ科Curculionidae
8. ツヤケシヒメ ソウムシ

Pe11oba ns metanchot icus (RoELoFs)
1 ex., 甫与志林道.
キイチゴの花から得たもの.

9. ウミ ペヒメ ソウムシ

「 'dobar is man'tima (RoELoFs)
1 ex., 甫与志林道.
シダ類のビィー ティングによって:l得た.

10. ケナガサルソ'ウムシ
'

「r ichocoet iodes excatlatus (HUsTAcHE)
1 ex., 二股キャンプ場.
岐阜 (mont Kinkazan pr ｫs  Gi fu)  ・  長崎 (Naga

saki) 両県から記載された種 (HusTAcHE, l 916) で,
本州および四国, 力.州に分布する (森本, l989). こ
れまでに筆者が検した本種の産地の中では, 甫与志
岳が最南端に当たる.
今回はスダジイの花のスィー ピィングによって得
られた. 本種は成虫がクリの花に集来することが知
られている (森本,  l984; YosH!TAKE et at., 2000)
が, 和歌山県の大島においてスダジイの花から採集
されたという報告 (YosHITAKE & MATOBA, 2001)
もある.
l t. キイチゴ トゲサルソウムシ

Scteropteroides hypocrtta (HUsTAcHE)
11 exs., 二股キャンプ場~甫与志林道.
ノイバラやキイチゴ類から得られた. 場所柄, 近
縁のアマミトケ'サルソ'ウムシ S. 加su iare (奄美大
島・ 沖縄本島に分布) を期待したわけであるが, 検
鏡したところ, 間連いなくキイチゴトゲサルゾウで
あった.
l 2. トサヒシガタクモソウムシ

Lobotrachetus tosanus M oRIMOTo
1 e x.,甫与志林道.
MoRIMoT0 (1958) によ って高知県の 0kino-

shima Isl. と同高知市の Jinzenjiから得られた標本
に基づいて記載された種である.  日本産昆虫目録
(森本,  1989) では,  その分布が四国のみとなって
いるが, 最近になって, 的場(1999) が南紀からの記
録 (Species No 211, pl. I-9) を報じた. 筆者の知る
限り,  これまでに九州からの記録はないようだが,
いわゆる“黒潮型”分布パターンを考慮に入れた時,
今回本種が九州南部から得られたことは至極当然の
ことのように思われる. A後, 宮崎県や屋久島から
も本種が発見される可能性は非常に高い.
今回はノイバラのビィー ティングによって得た
が, 的場によると, 本種は南紀でヤブマオ (イラク
サ科) から採れているようである.
13. ケシクチカクシソ'ウムシ

Microc 鑵 torhynchus  m'ppom'cus  MORIMOT o

- 13 -
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第140号 (2002 年12 月)

類をはじめバラ科の・ ﾁ木,  マメ科の草本,  ブナ科や
クスノキ科の樹木など多種多様な植物上で多数の個
体が見られ, 叩けば落ちるといった印象を受けた.
なお, 今回採集したほとんどの個体が未成熟であっ
た.
22.  カッオソウムシ

ixus加pressiυentn's RoELoFS
1 ex., 甫与志岳林道.
イタドリの葉上にいたものである.
調査に同行して下さった菖蒲めぐみ (九州大学大
学院) ・ 馬田英典(九州大学農学部) 両氏に感謝の意
を表して本稿の結びとしたい.
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dea). Humans and Nature,2:1-93.

YosHITAKE, H., S. KAMITANI, & J-C. PAIK, 2000. 0CCu「-
rence of Tric1iocoetiodes ex;caυatus lColeoptera, Cur-
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(九州大学大学院,  吉武 啓)

0ヵサハラツノアリツカムシの記録
カサハラッノアリッ'カムシ Basitrodes kasaharai

NoMuRAはごく最近, 千葉県木更津市を基準産地と
して記載されたもので, 東京都大田区のものもバラ
タイプになっている. 筆者は次の標本を持っている
ので報告しておく .

ld,', 1♀, 神奈川県箱根町駒ケ岳, 21. IX. l994, 平
野幸彦採集; 1♀, 神奈川県箱根町湖尻, l3. V. l978,
平野幸彦採集; 1早, 埼玉県熊谷市, 27. V. 1979, 寺
山 守採集.
これで本種の分布は, 千葉県, 東京都, 埼玉県,
神奈川県ということになる. 神奈川県産のものは筆
者が採集したが, いずれも石の下のアリの巣 (種名

不明) から発見したものである. B osctltatorと同
様, 好蟻性のアリッ'カムシと思われる.
なお, 神奈川県産のものはジョウエツトゲァリッ
カムシB oscillator SHApとして記録したが,  本種
であったので,  ここに訂正しておく .

参考文献

平野幸彦,  l981. 神奈川県の甲虫.  神奈川県 虫調査報告

書, pp233-372. 神奈川県教育委員会.
平野幸彦, 1995. 続・ 神奈川の甲虫XV. 神奈川虫報, (112):

35 - 46.
( 神奈川県小田原市, 平野幸彦)
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宮川1登昭さ /し.(1918-2002)

宮川澄昭さんを假ぶ

森 本 桂

熱心なソウムシ同好者であった宮川澄昭さんは,
2002 年1 月27 日に脳梗塞で亡くなられました.
宮川さんの本職は歯科医で, 当時周辺は広々 とし
た畑地の拡がる新宿区百人町で開業され, 技工まで
を含めた仕事に日夜精励されたとお聞きしておりま
す. お子供様がたが結婚された頃から, 自分の時間
を趣味に贊やしたいと思われるようになり, それま
で集めていたァケ'ハチョウなど大型のチョウ類か
ら, 新たにソウムシの研究を始められたのは l960
年代になってからで, 最初はオトシブミなどに着手
されたようです.

1975 年頃日本昆虫学会事務局のあった国立予防
衛生研究所の朝比奈正二郎博士を訪ね, 「ソウムシ
がでている機関誌昆虫を全齦粕モ｢たい」  と言われた
と又聞きしたので, 別刷などをまとめてお送りしま
した. はじめてお手紙をいただき, また当時私の動
務地である熊本へ訪ねてこられたのもその頃と記憶
しています. 以降, 私が上京する度にお訪ねし, 夜
を徹して標本の同定や区別点, 問題点などの話をし
ました. 関東や東北地域, 長野などにも頻繁に採集
にでられ, また各地の同好者からの標本も加わって
お訪ねするたびに標本は急激に增加しました. ま
た, ある地域のソウムシ相を徹底して調べたいとの
意向を受けて, 伊豆諸島はどうかと申し上げたとこ
ろ, 1975 年から大熊 淳さんの助力を得て青ヶ島

石垣島]E取崎にて. 1990年5 月 (森本 性搬影)

を含む全島で採集に努力されま したので, l979 年
までの採集品115 種9169 頭について, 共著でまと
めました(1985). この中で「一緒に採集に出るとい
っも荷物持ち」 という奥様に, 天城峠採集旅行の記
念としてAnaechmura yt‘nkoaeユリコヒメクチカ
クシソウムシの名を奉献しました.
宮川さんはライッの実体顕微鏡で標本をよく調べ
ておられ, 夜になると調査結果や問題点を電話して
こられ, 30分を超える長電話もしばしばでした. 電
話内容を詳細にメモしておられたので, 私も自宅の
電話の周りに必要文献を常備して正確に回答するよ
うに努め, 次回上京の際に標本で再確認するように
したものです. 共著でまとめたカレキゾウ (1995)
やノミソウ( l996) はそのやりとりの成果です.
ここ 5 年ほどは, 日本昆虫学会編集の「日本の昆
虫」にソ'ウムシ科第1 巻としてクチブトソ'ウムシ亜
科の執筆を共著で進めており, 特にPhyuobiusヒ
ゲポソソウムシ属では標本の採集や入手, 分布の確
認などで多大の努力をしていただき, 関東地域や紀
伊半島, 四国での状態が判明しました.
石垣島や岐阜県などにも2 人で採集にでかけた
ことがありましたが, 体の具合がどうだと言われな
がら, いざ叩き網を拡げると猛烈な馬力で採集に熱
中され, 「折角ここまで来たのだから」と雨の平久保
岬で長竿を振り回してウスミドリシギソ'ウを探す姿
は強い印象として残っています.
本業の歯科医の方は, 「看板をだして置くと急患
がくるので」 と目立つ看板を取り外して予約制と
し, 自由な時間を多くしておられたようです. それ
でも, 虫屋が知合いを紹介することがあって「困る」
こともあったようです.
紅茶とおいしいケーキをいただきながら, 奥様も
交えて歓談した頃が目に浮かびます. 衷心より御冥
福をお祈りいたします. 合掌.

( 九州大学名誉教授)
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宮川澄昭さんの思い出

黒佐和義

宮川さんに初めてお目にかかったのは, 森本 桂
さんが目黒にあった林業試験場に動めておられた頃
だから, 40年も前のことになる. たしか, 東京で開
かれた何かの会で 「ソウムシの分類に熱中している
が, なかなか難しい」 という意味のことを自己紹介
で話されたように思う. それで, 私は当時既にソ'ウ
ムシの分類学者として高名だった森本さんにぜひ指
導を受けるようにとお勧めした. それ以後, 宮川さ
んは森本さんに師事して,  ソ ウムシの研究にますま
す没頭されるようになったのである. ちょうどその
頃,  佐世保出身でカメムシ大好きという青年 (大熊
純君) があらわれ,  いっ採集旅行に出かけてもかま

わぬという条件つきで, 私のダニ研究の助手と して
勤めてくれることになった. 大熊君は宮川さんと一
緒に, あるいは単独で何度も伊豆諸島に出かけ, 採
集された多数のソ ウムシに基づく研究が森本・ 宮川
共著の大著 “Weevi l fauna of the Izu Islands,
Japan”として実を結んだが,  これが出版された時
の宮川さんの喜びようはたいへんなものだった. 私
は二度ばかり, 宮川さんと一緒に採集会に参加した
ことがあるが,  ビー ティングか何かでゾウムシを見
つけると 「いた! 」 と少年のように声をあげて興奮
されるのを何度も見て, 宮川さんはよくよくソウム
シがお好きなんだなあと感じ入ったことである. 割
合お元気そうだったのに, 意外に早く亡くなられ,
残念でならない. 心から御冥福をお祈りする次第で
ある.

(東京都豊島区)

宮川造昭さんを假んで

渡辺泰明

宮川澄昭さんが亡く なられたことを知ったのは,
1 月30日の夜, 妹尾俊男編集幹事からの連絡に
よってである. 宮川さんには歯の治療のことで, 私
を含め家族ぐるみで随分とお世話をかけた.  しか
し, 宮川さんがご自身の体調や年齢のことを配慮さ
れて, 歯科医をやめられてからは歯の治療でお伺い
する折もなく ,  この所ご無沙汰続きだった.  このた
め, 宮川さんの言ト報は私にとって突然のことで, 驚
くと同時ににわかには信じ難い思いがした.
私が宮川さんと知り合ったのは, 黒佐和義博士を
通じて, 宮川さんが栃木県塩原で購入されたハネカ
クシの化石をご恵与頂いた時からである.  この化石
については, 1978 年に発行された本誌42 号で紹介
させて頂いたが,  この時以来宮川さんから親しくご
厚誼を頂くようになった. 宮川さんは甲虫,  とりわ
けソウムシ類に関心を持たれ, それらを採集するた
めに機会を作っては日本各地を歩き廻られた. 私が
歯の治療にお伺いするごとに, 治療の前の20分程
はこの時の様子や,  ソウムシに関することなどを話
されるのが恒例となっていて, 次に治療を受けるた
めに待っている人に申し訳ない思いをしたことが再
二だった.  この時の宮川さんはいかにも楽しく嬉し
げで, その思いが聞いている者にも伝わってくるよ
うだった. そのような話の中で, 沖縄の石垣島へ採
集旅行に行く折に心臓に違和感が感ぜられ, 家を出
てみたものの無事に帰宅できるかどうか心配にな
り, 何回も門口を振り返り駅に向ったと話されたこ
とが最も印象に残っている. そして, その様な体調
不良を押してでも採集に出掛けられた宮川さんの熱
意には敬服させられた.
一方, 宮川さんは自宅に高性能の撮影装置を所持
されソウムシの研究のために使用していたが,  この

装置を利用するために森本 桂博士がわざわざ九州
から上京されるのを大変楽しみにされていた. そし
て, その予定が判ると歯の治療に伺った私に例のよ
うに治療の前にそのことを話されたが, その様子は
あたかも恋人の来訪を待つかのような思い入れが感
ぜられた.
妹尾幹事から連絡を受けた_日後, 私は宮川さん
のお宅に弔問に伺った. その折, 丁度秋田から上京
されていた妹さんが居合わせて, 宮川さんの幼い頃
の話をうかがった. 長身で頑強そうな宮川さんしか
知らない私にとっては思いがけない話だったが, 宮
川さんは幼時のヒ奄ﾍ大変ひ弱な体質だったとのこと
である. 特に雨に1需れるとすぐ風邪をひくので, 雨
の日は小学校から下校すると直ちに入浴して体を暖
めることが必要だったことや, その頃住まわれてい
た青山の家の近くに日高敏隆さんの家があったこと
など, 私が初めて聞く話ばかりだった.
晩年の宮川さんは泌尿器系臓器の治療を受けられ
ていたようで, 長らくそのための薬を服用されてい
た.  しかし, 薬に関してはかなり神経質だったよう
で, それら個々 の薬の効果や副作用について調べあ
げ,  ご自身が納得できる薬だけを服用されていたと
のことだった. 但し, それらの薬から決定的な効果
をうることができず, 最終的に手術を受ける覚悟を
されて水戸の病院に入院されたとのことだった.  し
かし, そこで心不全を発症し不帰の人となられたこ
とは何としても残念なことで, 悔やんでも悔やみ切
れない思いである.
宮川さんのソ ウムシ類に関する大きな研究成果の
一つとして, 1985 年森本博士と共著で発表された
伊豆諸島のソ ウムシ相の総括があげられる.  この論
文では, 私が八丈島で採集したクチカクシソ'ウムシ
の仲間の1 雌個体を基準標本に指定した上, 種小名
を私に献名して下さった. 伊豆諸島の昆虫相解明に
力を注ぎ, 幾つかの論文を発表してきた私にとっ
て, 宮川さん等による上記論文は大変重要なもの
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で,  このことからも宮川さんとの浅からぬ緑が感ぜ ざしが浮びあがった. 心からご冥福を祈り上げる.
られてならない. 弔間の折, 位牌に向かって手を合 (東京都町田市)
わせた私の脳裏に, 温和でにこやかな宮川さんの面

宮川澄昭先生を像んで

江本健一

1月27 日夜,  ご家族の方より先生が亡くなられ
たとの連絡が入り驚きました. 昨年暮れお伺いし,
「来年は午年, 先生の年だから良い年を迎えられる
よう頑張ってね. 」「うん頑張るよ. 」が最後の会話と
なってしまいました.
先生とのお付き合いは30年ほど前, まだ私が学
生だった頃からで,  この頃ソウムシは採集しても判
らない物が多く悩んでいたところ紹介され, 始めは
気難しい人だなとの印象がありました.  しかしお付
き合するほどそうではなく優しく丁寧に教えて下さ
る人だと判りました. 先生は何ごとにもいいかげん
な事が大嫌いな人で, いっもきっちりした受け答え
をされ, 私のいいかげんさを反省させられました.

1985 年に伊豆諸島のソ' ウムシをまとめられた
後, 今度は南西諸島をと準備をされ l992 と 1993

年の2 度採集に行かれま したが, 帰って来られると
かなりお疲れの様子でした. その後はほとんど採集
には出られなかったようです.  私は1998 年会社を
退職し先生とソウムシのお話ができる時間が多くな
りましたが,  この頃より体調を崩され南西諸島のソ
ウムシ解明を諸め始め,  もっと早く行っていればと
よく話されていました.
先生は l999 年81 歳まで現役の歯科医師をされ,
「仕事をここまで頑張ってこられたのだから,  これ
からはのんびり とソウムシを調べられたら . 」 と い

うと,  「まだ2~3 年は仕事をやりたかった. 」 と話
されすごく勢力的な人だと改めて感じました.
晩年は息子の様に接していただきこれから温泉に
でも行って採集を,  と思っていた矢先でしたのでと
ても残念です. 私は先生との出合いがなければソ ウ
ムシをここまで好きになれなかったと思うし, 先生
の人柄に接することができ感謝しております. 宮川
先生安らかに, 合掌.

(東京都豊島区)

普通種を大切にした宮川さん

的場 績

「東京に宮川さんというソ' ウムシの好きな方が居
られるので, 連絡をとり, 教えてもらってはどう
か. 」 と多くの方からご教示いただいたので, 25 年
程前に, 上京する機会があったので, 早速宮川さん
に連絡を取り, お宅を訪問させていただいたのが,
おつき合いの始まりでした.
宮川さんご自慢のソウムシコレクションを拝見さ
せていただき印象深かったのは, 採集したソ' ウムシ
標本は,  どのような普通種でも総てマウント してい
ることでした. 宮川さんの言によると 「どのような

普通種でも, マウントして並べ比較することによ
り, その違いが分かり, その中から思わぬ珍種を発
見できることがある. 」 とのことでした.
コレクターは, 珍種を沢山ならべ, 自慢すること
が多いが, 研究者は普通種でも大切に扱っているの
だということを教えていただきました. 宮川さんは
数多くの新種を発見し, 森本先生との共著で報告さ
れていますが,  この普通種を大切にする観察眼が,
数多くの新種発見につながったのだと思っていま
す.
新種情報や珍種の採集法, ホストなど, 宮川さん
からたくさんのことを教えていただきました. 本当
に有り難うございました.

(和歌山県立自然博物館)

宮川澄昭先生のこと

吉原一美

宮川先生の百人町のお宅を初めてお訪ね したの
は,  l985 年春のことである.  同行は長野県の松井
幸一氏で, 当時は二人ともソウムシを本格的に勉強
したいと思っていた. 持参した宣しい採集品を同定
していただくのが目的だったが, それよりも先生ご
所蔵の膨大な標本と,  ソウムシ研究の最新情報など
の興味深いお話に魅了された.  まことに夢のような
幸福な数時間であった. それがきっかけで親しく ご
指導いただくようになり, その年の夏には扉温泉で
ご一緒に採集した.  また鞘翅学会で上京の折など,

松井氏と二人でお伺いするのが恒例になり, 時には
新宿の「双葉」 で御馳走になったりもした. 当時を
思い出すと懐かしさに堪えない. 私が日本産ヒメソ
ウムシ亜科の分類で学位論文を作ることになった
時, 先生はあらゆる協力を惜しまれなかった. 標本
のご貸与や, その撮影にビデオプリンター (当時九
大にあるものより性能が良い機械をお持ちだった)
を使用させていただいた事など. '96 年に私は学位
を授与されたが, 論文は意に満たないもので, 公刊
の際に手直しが必要だった. それがいろいろの事情
で遅れている間に先生は去って行かれ,  もう, 完成
してもお目にかけることはできない.
宮川先生, 長い間, 本当に有難うございました.

(岡山県岡山市)
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宮川澄昭先生とイゴロフ博士

妹尾俊男

l992 年の夏にロシアのウラジオストークから,
ラー フェル博士 (ゴミムシ) とク、ゾネッォフ博士
(テントウムシ) らと共に, 東アジアのソウムシ類を
研究しているイゴロフ博士が来日した.  その折に3
人の研究者を囲んで千葉県立中央博物館でにわか研
究会が催された.  コー ディネー ター の上野俊一先生
をはじめ井村有希さん, 等原須磨生さん, 森田誠司
さんらのゴミムシ関係者, 斉藤明子さん, それにソ'
ゥムシ研究者として宮川澄昭先生と私が参加した.
宮川先生はこの時を待っていたかのようにそれまで
に抱かれていた日本のソ ウムシ類の問題点などを具
体的に種名をあげられしきりにイゴロフ博士にぶつ
けておられた. またイゴロフ博士も宮川先生に問い
かけられるという国際的でレベルの高い話をそばで
うかがうことができた (写真 l). 内容は, 主に東ア
ジアに分布する種の特徴や分布論であった.
私が宮川先生と初めて出会ったのは, 甲虫談話会
の例会が上野の国立科学博物館であっていた1970
年代の半ばヒ直である. 何度となくお宅におじゃまし
ているうちに, 「ヒケ'ナガソ ウの研究をやるんだっ
たら, 九大の森本先生のところに行ってらっしゃ
い . 森本先生は林業試験場から転動されたばかり
で, たいへんご多忙の身であられるので, なかなか
機会をつくってもらえないと思うが, 私がどうにか
お願いしておくから大丈夫」ということで, 森本先
生に橋渡しをしてくださったのが, 他でもない宮川
先生である.
何もご恩返しできなかったことをお詫びしなが
ら, 心よりご冥福をお祈り申し上げます.

(中央大学附属高校)

第140号 (2002 年 l2 月)

写真1.   イコ ロフtil l一とソ ウムシ談義をされている宮
川先生.  1992 年7 月12 H,  下一葉県立中央
博物館にて.

写真2.   ロシアの研究者をお見送り される宮川先生
(右). 右から3 番目がイコロフ 上 1992
年7 月14 目, 東京駅にて.

島々 に魅せられた情熱家

堀川正美

私を初めて宮川さんに引き合わせてく れたのは,
神奈川昆虫談話会の先i最の波 弘氏である. 宮川さ
んはすでに70歳を過ぎておられたが元気でスマー
トで, ややかすれた声を響かせゾウムシのおもしろ
さが相手に伝わる快活な話し方をされていた. 60
歳の頃伊豆諸島であの画期的な採集をやったこの人
は, だが親しくなってまもなく, 与那国島を最後に
ぶっつりと採集をやめられた. 「不整脈が出てき
ちやったんです」とはっきりしていた. 74 歳まで現
役だったのは御立派というしかない.
御宅へ伺うとさっさと私を御自分の椅子に座らせ
愛用のビノキュラをゆだね, 不明種や疑問種に対し
て労をいとわずコレクションを参照させてくれた.
それがすむと 「これはどうですか」 未整理標本が箱

の隅に片寄せてあるのを見せる. 「あなたの判断で
分けてみて下さい」. だが, 私が没頭しはじめると宮
川さんは手持無沙汰で退屈し始め, 何やかやとしき
りに話しかけてきて邪魔をするのである. 結局箱を
預かって帰ることになる. 次回に返すと 「有難う.
助かった」にこにこされる. その目また新たに預か
る.  こうして彼の配慮で協力のバランスが生まれる
のである.
宮川さんのおしゃべりがかっての八丈島採集に及
んで生きいきとしたとき, 伊豆諸島をやった理由を
きいてみた. 歯科医師の仕事疲れでたまたま伊豆大
島へ静養にいった. そこで採集を始めてしまったそ
うだ. 6 年間, 難儀なこともあった. 「やめたくなっ
たことは? 」即座にﾛ、定された.  「私はね,  島が好き
なんですよ ! 」声がはずみ, 限鏡の奥で目がキラキ
ラしていた. 突然そこに島々 に魅せられた若々 しい
情熱家がいた.

(神奈川県横浜市)

- l 8 -
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宮川コレクション

小島弘昭

初めて先生にお会いしたのは10年程前の東京農
大の学生時代, 本学会の例会に参加した時のことだ
と記憶している. 以来, 何度もご自宅に招いていた
だき, 標本を見せていただくなど, 大変親切にして
頂いた. 当時,  ゾウムシの研究をはじめたばかりの
私にとって, 充実した先生のコレクションを拝見さ
せていただく ことは, 大変刺激になり, 勉強となっ
た.
先生は, 私の将来のことについても, 大変気にか
けて下さっていたようで, 森本先生をご紹介して下
さるなど, 九大へ進学しソウムシを深く研究するよ
う奨めて下さった. 九州へ移ってからは, お会いで
きる機会が少なくなったが, 上京すればご自宅へ挨
拶に寄せていただき, 研究の報告などソウムシ談義
を行った. その頃からだろうか,  ソ ウムシの話にま
じって体の不調を訴える話もされるようになってき
た. それに伴い御自身のコレクションの将来ついて
も, 心配されていたようである. その後, 私は海外

へ留学するなど, 慌ただしい時期が続き, 手紙だけ
の連絡となっていたが, 幸い九大に就職が決まり帰
国した. 先生もそのことを知ってホットされたよう
であったが, 同時に, 病状は悪化していたようだ.
これまでのお礼とともに, 海外での研究成果を報告
することを楽しみにしていた私にとって, 大変残念
なこととなった.
先生のソウムシコレクションは, 九大総合研究博
物館に寄贈して頂く ことになった. 生前より先生
は, 御自身のコレクションを, 九大に寄贈したいと
お考えになられていたようだが, 私の動務先で, 先
生のコレクションを受け取ることになるとは思いも
よらなかった. 先生が長年にわたり収集し, 研究に
貢献してこられた貴重なコレクショ ンは, 責任を
持って管理し, 研究に活用させていただき, 後世に
渡って残していきたいと考えている. そのことが私
にできる最大の先生への恩返しだと恩っている. 最
後になりますが,  ソウムシの事だけでなく, 歯科治
療の面でも大変お世話になったことに厚くお礼申し
上げるとともに, 心より御冥福をお祈り申し上げま
す.

( 1し州大学総合研究博物館 )

宮川先生の標本箱

吉 武 啓

数年前に廃刊となった 『アニマ』 という雑誌が,
ある号で標本箱の特集を組んでいたことがあった.
その中の 「わたしの標本箱」 という欄に, 数人の研
究者と共に先生が寄稿されており, 先生の標本箱の
モノクロ写真が文章と共に掲載されていた.
それを目にした当時, まだ大形昆虫の標本しか
作ったことがなかった私は,  l 個体ずつ_角台紙に
糊付けされたゾウムシ類がラベルよりもはるかに小
さいという事実にまず驚いた.  しかし, 私が何より
も大きな衝準を受けたのは, それら徴小なソウムシ
標本がぎっしりと詰め込まれた,  コルク敷のイン
ロー箱それ自体が醸し出す独特の 囲気に対してで
あった. それはたくさんの建造物が林立する複雑な
都市構造のような印象を与えるものであり, それま
でに私が作り上げたどんな標本箱よりもはるかに魅
力的だったのである. 自分もこんな標本箱を作って
みたい, そう渇望してノ゙ウムシ類を蒐集し始めた.

4年の歳月を経て東京農大に進学した私は,  日本
鞘翅学会の例会時に初めて先生とお会いしてから,
ソ ウムシ類の同定のため何度かお宅にお邪魔させて
いただいた. 憧れの標本箱を実見できるのが嬉しく
て, 胸を躍らせながら百人町の青い屋根を目指した
ことを今も思い出す. 中型の桐箱を手にしながら,
各標本に わる人や土地, 自然, 研究などの生き生
きとしたお話をお伺いするに至り, 先生の標本箱が
持つ魅力の秘密の一端を垣間見たような気がした.
その後, 先生が眼の手術をお受けになったのを境
に疎違になり, 書簡で時候のご挨拶をする以外は,
先輩ソ'ウムシ屋から消息を伺うのみとなった. そし
て, 大学院進学後しばらくして, 小島さんから先生
の訃報を伝えられることになってしまった.
現在, 私の手元には, 九大総合研究博物館から研
究用に借用した宮川コレクションの一部 (サルソ'ウ
ムシ亜科) がある.  これらの材料をでき得る限り有
効に活用させていただくことを誓いつつ, 先生のご
冥福を心よりお祈り申し上げる次第である.

(九州大学大学院生物資源環境科学府)

◇日本ゾウムシ情報ネットワークの発足◇
ソウムシ類の談話会的な組織づくりの話はずいぶ
ん前からありましたが, それが今年になり森本先生
や小島さん, 吉武さんら九大の方々の多大なるご努
力により, 「日本ソウムシ情報ネッ トワーク
(JWIN)」 なる会が立ち上がりました.
記念すべき第1 回採集会が, 2002 年6 月29 日
から 30日にかけて岐阜県白川村白山登山口付近お
よび河合村天生峠で実施されました (象鼻虫第1

号: 16-33 参照).  また年 2 回発行予定の JWIN
ニュースレター「象鼻虫」第 l 号 (A4 版40頁) が
10月 1 日に発行され,  11 月 24 日には大阪自然史
博物館での合同大会の折に第1 回例会が開催され
ました. 現在会員数は50名です. 年会費2,000円.
ホー ム ペ ージ: http:// 133.5.159.33/ index.html
問い合わせ先: 小島弘昭 ( 九大総合研究博物館)
小島弘昭メール: koj ima@museum.kyushu-u.ac.jp

(妹尾俊男)
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0山口県上関町長島および祝島で採集された:.ノウム
シ上科 l 8 種
筆者らは,  2002 年7 月15, 16 の両目および25
日に山口県上関町長島と同島に隣接する祝島 (地図
l および写真上・ 下) を訪れる機会に意まれた.  そ
の際,  ごく短時間ながら甲虫類の採集調査を行った
結果, 15 種のゾウムシ類を得ることができた. さら
に,  吉武は10月 9 日にも長島で調査を行い,  3 種
を追加した.
両島共に本土に程近い瀬戸内の小島であるため,
訪れる採集者は非常に少なく, ソウムシ類の記録は
ほとんどないようである. また, 長島では将来的に
原子力発電所の建設が計画されているにも関わら
ず, 日本生態学会中国四国地区会が, 2001 年 10月
に発行された会報の中で原発開発に係る環境影響評

第140号 (2002 年12 月)

価書の致命的な不備 (動植物リストの欠落) を指摘
していることも考慮すると, 現在の同島とその近隣
地域のファウナを把握する上で, 正確な同定に基づ
いた生物種の記録を一つでも多く残すことが非常に
有意義であると考える.
上記の如き理由により, 普通種ばかりの記録では
あるが,  ここに報告しておきたい.  なお, 一部の種
の学名が目本産昆虫総目録と異なっているが,  これ
は l999 年に出版された世界のソウムシ上科の属ま
でのカタログに従ったものである.
ヒケ'ナガソ'ウムシ科Anthribidae

1. フタモンツツヒケ'ナガソウムシ
Ozotomerus nlgromaculatus MoRIMoTo
19 頭, 祝島, 25.VII 2002, 吉武 啓採集.
午後 3 時から 4 時頃, 批杷畑の脇の木陰に積ま
れた伐採木上で交尾中のものが多く見られた.  ま
た, 樹皮上を活発に歩き廻る様子が観察された.
オトシブミ科Attelabidae

2. カシルリオトシブミ
Euops (Synaptops) splendidus Voss
l 頭, 長島, l5. VII 2002, 吉武採集; 9頭, 祝島,

l 6. V I I 2002,吉武 ・ 水沢 採集.
イタドリに多く見られた.

3. クロケシツブチョ ッキリ

Auletobius(Aletinus) unifiormis (RoELoFs)
10頭 (未成熟個体), 長島, 9. X 2002, 吉武採集.
ノイパラに多数見られた.

4. ブドウハマキチョッキリ
yctiscus(Aspt'dobycfz'sous) iacum'penm's(JEKEL)

1 頭 (未成熟個体), 長島, 9.X 2002, 吉武採集.
5. ホソチョッキリ

EugnamPtus (Eugnamptobius) aurtfrons RoELoFs
l 頭, 祝島,  l 6. VII 2002, 水沢採集.
ソ'ウムシ科Curculionidae

6. アカナガクチカクシソ'ウムシ
Rhadinomerus annutipes (RoELoFs)
l 頭, 祝島, 25. VII 2002, 吉武採集.
フタモンツツヒケナガソウムシが得られたのと
同一の伐採木の樹皮に孔を穿 っているものを採集
した.

7.  アシナガオニソ'ウムシ
Gasterocercus to:ngij)os KONo
5 頭, 祝島, 25. VII 2002, 吉武・ 水沢採集.
日中, 批把畑内に放置されたェノキ伐採木の下
面で静止または交尾中のものを得た. 同植物上に
は多数のヤノトラカミキリとョッスジトラカミキ
リが来集していた.

8. ヒラセノ ミソウムシ

Orchestes (0rcilestes) dorsoPtanatus RoELoFs
2 頭, 長島,  15. VII 2002, 吉武採集.

9. アカァシノ ミ ソ'ウムシ
()rchestes (0rchestes) sangu inipes RoELoFs
1 頭, 祝島,  l6. VII 2002, 水沢採集.

10.  カシワクチブトソ'ウムシ
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MyM e s 'sous RoELoFs
1 頭, 祝島,  16. VII 2002, 水沢採集.

l t. ヒメシロコブソウムシ
Dermatoxenus caesicouis (GYLLENHAL)
2 頭, 祝島,  16. VII 2002, 吉武採集.

12. シロコ ブゾウムシ

EPisomus turntus (GYLLENHAL)
1 頭, 祝島, 25. VII 2002, 吉武採集.
クズより得られた.

13. コフキソウムシ
Eugnathus distinctus RoELoFs
11 頭, 祝島,  l6. VII 2002, 吉武・ 水沢採集.
道脇に生育しているクズの葉上に多数見られ
た.

1 4. ミ スジマルソ'ウムシ
PhaeoPholus ornatus RoELoFs
l 頭, 祝島,  16. VII 2002, 吉武採集.
タブの梢をスィープして得た.

15.  ハスジカッオソウムシ
ixus acutipenni's RoELoFs

2 頭, 祝島, 16. VII 2002, 吉武採集; l 頭, 長島,
9. X 2002, 吉武採集.
ヨモキ'の l 種の葉上に多数見られた.

l 6. キスジァ シナガソ'ウムシ
Merus flaυosignatus (RoELoFs)
1 頭, 長島, 9. X 2002, 吉武採集.

0チビクワガタの朝鮮半島北都の記録
日本列島に分布する甲虫類の中には, 定義や実態
は別として, 俗に南方系と呼ばれる種が少なくない
が,  クワガタムシ科ではチビクワガタ Figulus bt-
:nodulus WATERHOUSE もその 1 種に含めることが
できるであろう. 本種はかって, 関東地方にも生息
していたことが, 八王子市北浅川の後期更新世 (約
35000年前) の地層から化石が産出していることか
らも明らかになっているが (相場, 1992 鞘翅学会
例会, および私信), 現在では本州北部からはまった
く得られていない. また,  日本と台湾以外では, 中
国などの大陸側での分布状況についても, 実際には
あまりよ くわかっていないよう だ.
筆者らは下記のように, 本種の分布としては従来
知られている地域よりはかなり高緯度となる, 朝鮮
半島北部で採集された本種を検することができたの
で, 記録しておきたい.

1 頭, 北朝鮮咸鏡北道吉州万塔山, 19-30. IX.
l 998.
地図上で上記の吉州を確認してみると, ちょうど
北緯41°あたりで,  これを日本列島に当てはめる
と, 青森市よりさらに北の津軽半島, 陸奥湾, 下北
半島のほぼ中心を横断するラインに相当する.
日本列島南西部や台湾でのイメージから, 南方系
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17. オジロ アシナガソ'ウムシ
O taiczdes (Mesaicidodes) fn udus(PAscoE
2 頭, 祝島, l6. VII 2002, 吉武・ 水沢採集.
道脇のクズの葉上に多数見られた.
オサソ'ウムシ科Dryophthoridae

l 8. トホシオサソ'ウムシ
AP10tes roetofsi (CHEVROLAT)
1 頭, 祝島, l6. VII 2002,71く沢採集.
末筆ながら, 上記二つの島々 へ訪れる機会を与
えて下さった水沢清行氏 (横須賀市) および10
月の採集に同行して下さった中原直子 (世田谷
区) , 文献入手の際にお世話いただいた中坪考:之
(広島大学) と安渓遊地 (山口県立大学) の各氏に
厚く御礼申し上げる.

参考文献

AL01、'S0-ZARAZAGA, M. A. & C. H. C. LYAL, l999. A World
Catalogue o f Fam il ies and Gene ra of Cu rcu lionoi -
dea (excepting Scolytidae and Platypodidae). 316
pp. Entomopraxis S. C., Barcelona.

長島の生態調 f lワーキンググループ , 2001. 長島l,)自然.
瀬1」 内海周防 東部の生物多様性.  口本生態学会中国
四[Ill地区会報, (59).64 pp.

平l鳴義宏監修, l989. 口木産 総ll録.  l767 pp. jL州大
学農学部 lp t1学教室・ 口本野生生物研究センター.

(1L州大学大学院, 吉武 啓)
(東京農業大学, 水沢 孝)

と思われている種や属が, 実は大陸側では想像以上
に北方の地域にまで分布している例がしばしば見ら
れるが, 本種もその様な種と言えるのかも知れな
い .

(鎌倉女学院, 境野広行)
(遼寧省丹東市, 李 最科)
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0フジヤマダルマアリ、:f力ムシの我が国における北
限更新記録
フジヤマダルマアリッ'カムシ Plagiophorus fuji-

yamai (KuBoTA) は藤山家徳博士により採集された
個体をもとにして1944 年に久保田政雄博士により
記載された. 本種は永年CyathigerまたはParacya-
thigerに属していたが, 両属は BURCKHARDT &
LOBL(2002) によりPlagiophorusのシノニムとさ
れた. Plagi〔)phorus属としては最も北に分布する種
で, 種の北限は北京である.  また, 我が国の北限は
茨城県那珂凌市とされていた.  この度筆者はさらに
北に位置する宮城県にて本種を採集したので, 我が
国における分布の北限記録として報告する.

lex., 宮城県牡鹿町金華山黄金山神社近く, l3.
VI. l998 (筆者採集・ 保管).
本採集個体は陽の当たらない沢沿いの落葉下より
得られた.
末筆ながら本個体を本種とご確認戴くと共に多く
のご教示を員易りました野村周平博士に厚く御礼申し
上げる.

参考文献

野村周平, 2002. フジヤマダルマアリッ' カムシ発見・ 命名
の歴史. ハネカクシ談語会一ユース, l l 8): 5-6.

( 神奈川県小田原市, 大塩一郎)

0フタホシサビカミキリを屋久島で採集
フタホシサビカ ミキリ Ropica honesta PAscoE
の分布は, 本州の中部, 関東地方のヤブッバキ帯と
琉球列島以南の中之島, 奄美大島, 喜界島, 徳之島,
沖縄本島, 宮古島, 伊良部島, 石垣島, 西表島, 波
照間島, 与那国島, 東洋熱帯, ニューギニアとされ
ている (日本鞘翅目学会編, 目本産ヵミキリ大図
鑑). 筆者は, これまでに記録のない屋久島において
下記のとおり採集しているので報告する.
採集地: 鹿児島県能毛郡屋久町麦生 ( イヌビワの
結枝より).

1

採集日と個体数: 2002. 6. 15, 1 個体; 2002. 6.
16, 2 個体; 2002. 6. 18, 2 個体; 2002. 6. 23, 3 個
体; 2002. 6. 26, 7 個体.

(鹿児島県屋久島, 久保田義則 )
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0茨城 における夕カハシトゲソゥムシの記録
タカハシトケ' ソ' ウムシ 加orhopaia ta ｽahas加

(KoNo) は, 上翅後半部に多数の円難状突起を認め
るとともに, 膨隆した腿節に鋸歯状突起を有する特
異な形態をしたソウムシである. その分布域は本
州, 四国, ナL州とされるが, 関東地方における既知
産地は東京都 (原産地), 埼玉県, 群馬県であり, 茨
城県からは記録されていなかった. 今回, 筆者は茨
城県北部において本種をミズキのスイー ピングにて
採集しているためここに報告する.

lex., 茨城県北茨城市定波 ( 小川学術保護林) , 29.
V 2001, 市川和雄採集・ 保管.
末筆ながら, 報告にあたって本種についてご教示
いただいた斎藤修司氏に厚くお礼申し上げる.

参考文献

高野 勉,  大桃定洋, 2000. 次城県産[l l虫リスト. るりぼ
し, (23): l36-144.

新井.,-保,  豊田浩二,  1998. 口高市におけるタカハシトゲ
ソウムシの採集例. 'iiせ 記, (87): 2498.

小池 更,  1974.  タカハシ トゲソウ新潟に産す. 甲
ニ ュ ース, (21/22): 9.

(東京都北区, 市川和雄)

0神奈川 におけるキポシクチカクシソゥムシの追
加記録
キポシクチカクシソ' ウムシ Rhyssematoides fla-

υomacutatus (原色目本甲虫図鑑 IV, Pl 66-18) は,
MoRIMoTo (1962) により高知県 (Mt. Tebako) お
よび福岡県 (Mt. Kumado) から得られた個体に基
づいて記載された種である.  これまでに本州および
四国, IL州における分布が確認されている ( 森本,
l989) が, 神奈川県からは箱根駒ケ岳からの1 例
(堀川, 1996) が知られるのみであった.  下記の通
り, 筆者の1 人小野が神奈川県の丹沢山地で本種を

2 2 -
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採集しているので, 同県2 例目の記録としてここに
報告する.

l 頭,  神奈川県清川村札掛,  6. VII 2002, 小野広
樹採集, 吉武 啓保管.
水銀灯2 個と白布を使ったライト トラップに飛
来したものである. 採集地点である国民宿舎の庭は
沢に面しており, 周囲の植生の多くはスギであっ
た. 富山県下では, ブナ立ち枯れとェノキらしき伐
採木上から本種が得られている (野村, 1987) こと
から, 本種は各種広葉樹の枯死体を寄主とすると推
測される. 今回の採集地である札掛周辺にはブナを
はじめとした広葉樹が少数ながら生育し, 朽ちた広
葉樹の薪横場が近くにあるため, そこから飛来した
可能性が高いと思われる.
末筆ながら, 神奈川県における本種の分布記録を
ご教示下さ った神奈川県小田原市の平野幸彦氏に厚
くお礼申し上げる.

引用文献

平野幸彦, 2000. 神奈川Inのソウムシ科. 神奈川虫報,
( l31): 1-53.

堀川正美,  1996. 神奈川l l表。i録の 'ノウムシ5 .  神 川

報, (115):35-36.
MoRIMoTo, K., l962. Descriptions of a new subfami ly,

new genera and species of the family Curculionidae
of Japan(Comparati、・e morphology, ph、1ogeny and
systematics of the superfamily Curculionoidea of
Japan. II). J. Fac. Agr.. Kyus1iuU'nit'., (11 ):375-409.

森本 t上, l989. ・ノウムシ科. 平 義広監修, n木産 総
目録 I: 498-525. jL州大学理学部 学教室, in1岡.

野付 :昭,  1987. 富山県末記録のキポシクチカクシソウム
シを採集.  月刊むし, (199):40.

(東京農業大学,  小野広樹)
(ナL州大学,  吉武 啓)
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Japon, Ann. Soc. ent. Fr., 85: 107-144.
(九州大学大学院, 吉武 啓)
(神奈川県平塚市, 野津 裕)

0北上山地五葉山でヒメク ロオサムシを採集
北上山地でのヒメクロオサムシ (Carabus opacu-

1us shirahatai) は早池i 't山に産することは知られて
いるが,  南部五葉山 (大船渡市) 4 合目(alt l,000
m) で, 採集したので報告する.

1♀, 岩手県五葉山, 7. IX 2002.
なお, 調査にご協力頂いた小野田晃治氏に感謝し
ます.

(神奈川県横浜市, 素 嘉度)

◇甲虫=ユースの原稿送付先の変更◇
l991 年の第94 号からこの第140号まで編集に
携わり, いろいろと勉強させて頂きました. 多謝.
新投稿先: l56-0053 東京都世田谷区桜3-l4-13
鈴木 亙(elater@sp.catv.ne.jp) て

(甲虫ニュース編集長 妹尾俊男)

◇会計報告◇
2001 年度決算 (2001 年1 月1 H~12 月31 目)
収 人 f 算 l 算 増 減

前年度繰越金
会賀

広告'
出版物売1二 金

雑収入

4,800,000円
3,400,000

60,000
98,000

0

,1.508.580円
3,843,000

60,000
79,000
32,64 5

-291,420円
443,000

0
- 19,000
32.6・15

合 計 8,358,000 8,523.225 l65.225

0リ ュイスサルソゥムシの追加記録および生態ノー
ト

リュイスサルソ ウムシCeutorhync1tus IeωIslは,
HusTAcHE(l916) によりNikko産の2 個体に基づ
いて記載された種である. 原記載以降, 本種に関す
る記録は一切なく, 寄主植物も不明であった. 筆者
の一人野津は, 群馬県において2 度にわたり本種を
採集し, 若干の生態情報を得る機会に恵まれた. 今
後本種の分布や生態を明らかにする上で重要な知見
と考え,  ここに報告する.

2 頭,  群馬県尾瀬戸倉西栗沢,  27. V 2002, 野津
採集, 吉武保管; 13頭, 同地,  1. VI 2002, 野津採
集 ・保管.
全てェソ'イラクサUrtica plat'yPhyua WEDDELL
から得られたもので, 葉上や茎上を活発に歩き回る
姿が観察された. また, 茎上で前脚を突っ張り, 口
吻を前方に伸ばした状態で静止中の個体もいた. 本
種の成虫は人の気配に対して大変敏感で, 不用意に
手を伸ばすと植物体上から即座に落下してしまうこ
とも付記しておく .

引用文献

HUsTAcHE, A., 1916. Synopsis dos CeuthorrhynChini du

支 出 -f,  算 決 算 增 減

会,誌印刷資
(El y tra)

会,誌、 印刷「i
(甲虫ニュース)
会誌送料

通信ft
事務till
大会助成費
f・備!!t
次年度繰越金

2,200,000円 2,614,610円 414,610円

800,000
600.00 0
150,000
150,000
100,000
50,000

4.308.000

911,350
676.724
24,580
92,335

100,000
15,750

4.087.876

111 ,350
76.724

- l 25,420
- 57,665

0
- 34,250

- 22 0,124

合 計 8,35 8.000 8,523,225 165,225

2.  特別会計2001 年度決算

収 入 支  出

前年度繰越金
,講談社ヵ ミキリ
大図鑑複刻版印税
利息

1,696,277 円

1,148,320 次年度 2.845,502 円

繰越金
90 5

一

合 2.845,502 合 計 2,845.502 円

- 23 -

(会計担当, 斉藤明子)
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昆虫学研究器具は「志資昆虫」へ
日本ではじめて出来たステンレス製有頭昆虫
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