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COLEOPTERISTS' NEWS

台湾産ハナ力 ミキリ亜科Pidonia 属の生活と訪花植物

窪 木 幹 夫
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pidoma属は, ハナカ ミキリ亜科に属し, 約 l50種が北半球の温帯から亜寒帯地域に分布する. アジア大陸
や北アメリカ大陸の内陸部は, 乾燥気候のため森林が発達せず, Pidoma の分布域も両大陸の東部と西部の4
地域に限定される. これらのうち, 東アジア地域には95% 以上の種が分布する. 中でも, 日本列島には56 種,
台湾には33 種ものPldomaが生息する. 両地域はァジァ大陸の東に位置する島である点で共通している.
台湾島は面積35,872 km2, 最高峰は玉山の3,950 m, 平均勾配14 度40分, 標高1,000 mを超える地域が
全島の30.9% を占める.台湾中部では, 低地から森林限界まで基本的に常緑樹林に覆われ, 標高2,500 m付近
まで照業樹林が発達している.  1,000 mを境にして, 下部はタカサゴシイ群団, 上部はックバネガシ群団に分
けられる. ただし, やや乾燥した土地や南向きの斜面では, 針葉樹や落葉樹が生育する. たとえば, l,800 m~
2,600m付近では, べニヒChamaecypansformosensts, タイワンヒノキC taiωanensisなどの檜木林が発達
し,  l,500~2,000 m付近では,  カェデ属Acer, オニグルミ属Juglans, ニレ属Ulmus, クマシデ属CarPinus,
ノグルミ属Ptatycaryaなどの落葉樹が混生する.
羽化したpidoma 成虫は, 森林に咲く各種の花に集まり, 花粉や花蜜を摂食する. 花粉は性成熟や卵巣発育
に,  花蜜は活動のエネルギー源として重要である. また,  花は雌雄の出会いと交尾の場でもある.  周(2004)
は, 台湾産ヵミキリムシ科の図鑑の中で各種 Pidomaの訪花植物をあげている.  しかしながら, 台湾各地の
pidomaが, どのような開花植物を組み合わせてこれらを利用し, どのような生活を営んでいるのか, ほとん
ど調査されていない.
この報文では, 台湾のpidoma成虫の訪花植物の利用状況を明らかにし,  日本のPidomaの生活と比較し
て, 台湾の pidomaの生活の特徴について考えた. 本文に先立ち, Pidoma の訪花植物の情報を下さった奈良
- , 鈴木和利の両氏, 樹木の同定や文献でお世話になった台北市の許番木博士にお礼申し上げる.

調査地域と調査方法

調査は台湾各地の60ヶ所で, 1974 年から2004 年の, 原則として4 月下旬から5 月上旬に行った (図1).
ただし, l976 年は4 月下旬から6 月上旬に, 1978 年は4 月下旬から6 月下旬に, 1980年は5 月下旬から6
月上旬に, l986 年は3 月上旬から4 月上旬に, 1993 年は3 月中旬から4 月中旬に, 2003 年は3 月下旬から
4 月上旬に行った.
長さ7.2 m (補助器具を付けて10.5 m) の繁ぎ羊に直径60cmの網をっけ,  “かぶせ' ゆすり網”法で, 訪
花中のpidoma成虫を採集した. この時, 訪花植物と採集地点の標高, さらに天候, 他の開花植物を記録した.
採集は, 林道や山道沿いの林縁や林内で行った. 12 mを超える枝や林冠の花の採集はしていない. ただし, 急

傾斜地の谷側に生育する樹木の場合には, 林冠や高所の枝を調べることができた.
台湾の地理的気候区分 (蘇,  1992) を参考に, Pidoma の採集地点を中央山脈の西側地域を南から西南区

(sw), 西中区(cw), 西北区(Nw) に, 東側を南から東南区(SE), 東部区南段(ES), 東部区北段(EN), 東北区
(NE) に分けて示した(図l ). 台湾中部の植生の垂直分布(Su, l984) を参考に, 台湾を山麓帯(500 m以下), 山
地下層帯(500~1,500 m), 山地帯下部(1,500~2,000 m), 山地帯上部(2,000~2,500 m), 山地上層帯(2,500~
3,100m), 亜高山帯(3,100~3,600 m), 高山帯 (3,600 m以上) に分け, Pidomaの採集地点を示した. ただし,
上記した標高は, 台湾中部(CW) での数値である.
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台湾産Pidonia 属の訪花植物

pjdomaの訪花植物 l6 科25 属63 種を確認した.  ( ) 内に採集地域, 垂直分布帯, 採集月を示した・
pjdomaの採集個体数を, 多い (◎), 普通 (口), 少ない (△) に分けて表示した. これは定量的な区分ではない

Bet u laceae 力パノキ科
△ carpmus kaωakamu アリ サンシデ (CW,  山地帯下
部, 4月 ).

Fagaceae ブナ科
口 Quercusstenophy11a (SW, 山地帯下部, 4 月), (CW, 山
地帯下部, 4~5 月 ).

△ Q acu ta アカガシ (CW, 山地帯下部~上部, 4 月).
口 Q gtauca アラカシ (CW, NW, 山地帯下部, 4 月).
口 Q. υariabilis アベマキ (CW, NW, 山地帯下部, 4 月).
△ castanopsisborneensis オオクリガシ (CW, 山地帯下

部, 4月).
△ C. formosana タイワンクリガシ (SW, 山地帯下部, 4
月).

△ C eyrei (CW, 山地帯下部, 3~4 月).
△ c. cartesu (CW,   山地下層帯~山地帯下部,   4月),

(sw, 山地帯下部, 4 月).
△ c hystnx (SW, 山地下層帯~山地帯下部, 4~5 月).
口 Lithocarpusamygdaulfotius アミガシ (SW, 山地帯下
部, 4月), (cw, 山地帯上部, 4月), (NW, 山地帯下
部~上部, 5 月), (NE, 山地帯上部, 5 月).

口 L. castanopstsifotius オニガシ (CW, EN, 山地帯上部,
5月).

△ L ternaticupula (CW, 山地帯下部, 4 月).
△ L. lepidocarpus (CW, 山地帯下部, 4 月).
△ L kaωakami i カワカ ミガシ (CW,  山地帯下部,  4
月).

△ L komshii コニシガシ (SW, 山地下層帯, 4 月 ).

図1.  台湾の気候区と月domaの採集地点.
等高線はl,500 mを示す. 気候区は本
文参照.

Tr ochodendr aceae ヤマグルマ科
◎ T rochodendron ara lioides ヤマグルマ (NE, 山地帯下部~上部, 5~6 月), (NW, 山地帯下部, 5 月),

(sw, c w, ES, 山地帯上部, 5 月).

Lau raceae クスノキ科
口 Machi lus 2m hoensts ズイホー タブ (CW, 山地下層帯, 3 月),  (NW, NE, 山地下層帯, 3~4 月)
△ M sp. (CW, 山地下層帯, 3 月).
△ M thunbergi i タブノキ (CW, 山地下層帯, 3 月),  (SW, 山地帯上部, 4 月).

Saxif ragaceae ユキノシタ科

口 Hydnngeachinensis カラコンテリギ (CW, 山地帯上部, 4 月), (NW, 山地帯下部, 4 月), (NE, 山
地帯下部, 4~5 月), (SW, 山地帯上部, 5 月).

口 H anomala タイワンツルアジサイ (CW, 山地帯下部, 4 月), (NW, 山地帯下部, 4~5 月), (SW, 山
地帯上部, 5 月).

△ H anguslipetala キダチノコアジサイ (NW, 山地帯上部, 4 月).
△ H t:nυotucrata (CW, 山地帯上部, 5 月).
口 H mtegrifotia (NE, 山地下層帯, 4月), (CW, 山地帯上部, 5 月).
△ Pileostegiaυtburnoides (CW, 山地帯上部, 5 月).

Rosaceae バラ科
◎ prunusphaeosticta クロポシイヌザクラ (ES, 山地帯下部, 4 月), (NE, 山地帯下部, 4~5 月), (CW,
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山地帯下部~上部, 4~6 月), (SW, NW, 山地帯上部, 5 月), (EN, 山地帯上部, 5~6 月)
△ Rosa ta iωanens is タイワンノイバラ (CW, 山地帯上部, 5 月), (NW, 山地帯上部, 6 月).
△ R. sambucma ヤマイバラ (NW, 山地帯上部, 6月).
△ Stranυaesia mitakayamensis (SW, CW, EN, 山地帯上部, 5 月).
口 Photin ia ser ru lata ナガバカナメモチ (SW, CW, 山地帯上部, 5 月).
△ P. sp. (CW, 山地帯下部, 5 月).
口 P. beauυerdiana (CW, EN, NE, 山地帯上部, 5 月).
口 P. lucida (CW, 山地帯下部, 4月), (EN, 山地帯上部, 5月).
△ Eriobolryadeflen タイワンビワ (CW, SE, NE, 山地帯上部, 5 月).
口 Sorbus randaiensts ランダイナナカマド (CW, NE, 山地帯上部, 5 月).
口 S. sp. (ES, 山地帯下部, 4月).

△

口

Euphorbiaceae トウダイグサ科
Maltotus japomcusアカメガシワ (CW, 山地下層帯, 4 月), (CW, 山地帯下部, 5 月)

Celast r aceae =シキギ科
Per rot tetta ansanensis アリ サン ミジンコザクラ (NE, 山地下層帯, 4 月), (CW, 山地帯下部, 4 月),
(NW, 山地帯上部, 4~5 月).

Staphyleaceae ミツパウツギ科
△ TurPima fo:mosana タイワンショウペンノキ (CW, NE, 山地帯上部, 5 月)

Acer aceae 力エデ科
口 Acerbuergenanum (NW, 山地帯下部~上部, 5 月), (EN, 山地帯上部, 5 月)
口 A. patmatum イロハモ ミ ジ (CW, 山地帯上部, 5月).
口 A. serrutatum (SW, 山地帯上部, 5月).
△ A albopurpurascens (CW, 山地帯下部, 4月), (SW, 山地帯上部, 5 月 ).

△

口

口

△
口

△

Act in id iaceae マタタビ科
Act tmd ia ch inensis オニサルナシ (CW, SE, 山地帯下部~上部, 5 月),  (NW, 山地帯上部, 5 月)

Cornaceae ミズキ科
Co mus controυersa ミズキ (NW, EN, NE, 山地帯下部, 5 月)

Er icaceae ツツジ科
Rhododendroneliipticum セイシカ (EN, NE, 山地帯下部~上部, 5 月), (SW, CW, 山地帯下部, 5 月),
(ES, 山地帯下部, 4~5 月).
R moni  モリシャクナゲ (CW, 山地帯下部~上部, 5 月).
R. formosanum タイワンシャクナゲ (NW, 山地帯下部, 4 月), (NE, 山地帯下部, 4~5 月), (SW, cw
山地帯下部, 5 月).
R. otdhamii (EN, 山地帯下部, 5 月).

Symplococeae ハイノキ科
口 Symp1ooos caudata (NW, NE, 山地帯下部, 4 月).
口 S ansanens is アリサンハイノキ (NW, CW, 山地帯下部, 4 月).
△ S komshi i  コニシハイノキ (NW, 山地帯下部, 4 月).
△ S formosana タイワンハイノキ (CW, 山地帯下部, 4 月).
△ S no koenst s ノー コーハイノキ (NE, 山地帯下部, 5 月).
△ S momsomcola (SW, 山地帯下部~上部, 4~5 月),  (NW, 山地帯下部~上部, 5 月)

△

口

Styracaceae エゴノキ科
Styrax formosana タイワンエゴノキ (NE, 山地帯下部, 5 月), (CW, 山地帯上部, 5 月)

Capr ifoliaceae スイカズラ科
Vibumum luzomcum (CW, 山地帯下部, 4 月), (NW, 山地帯下部,
5~6 月), (SE, 山地帯上部, 5 月).
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4~ 5 月 ), (EN, 山地帯下部~上部,
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口 v. parυi foLium コミヤガマズミ  (CW, NE, EN, 山地帯上部, 5 月)
△ v furcatum オオカメノキ (NW, 山地帯下部, 4 月).
口 V betutifiolium (CW, NE, 山地帯上部, 5 月).
△ v. u rceolatum ヤマシグレ (CW, 山地帯上部, 5 月).
口 V. integnfoLium (CW, EN, NE, 山地帯上部, 5 月).

考 察

第 150号 (2005 年 6 月 )

台湾の pidoma は, 標高600~2,800 mから採集された. 気候帯からみると亜熱帯から温帯を, 植生帯から
みると楠儲林帯Machilus-castanopsts zoneや操林帯Quercus zoneに代表される照葉樹林をPidomaは生活
の場としている. 特に, 照業樹林にべニヒ,  タイワンヒノキなどが混生する山地針葉樹混交林や落葉樹が混生
する山地落葉潤:要i林に多くの種が生息する. これらの森林の中で, 台湾のPidomaは, おもに照葉樹, 一部の

落葉樹の花を利用している. それらは,  コナラ属Quercus, クリガシ属CastanoPsis, マテバシイ属LithOCa-
ャマグルマ属Trochodendron, サクラ属Prunus, カナメモチ属Photinia, カェデ属Acerなど林冠開花rpus,

性樹種の花である. 林内開花性樹種では, ッッジ属Rhododendron, アジサイ属Hydrangeaなど, つる' 着生
植物種では, ォニサルナシなどへの訪花が確認された. 森林環境の利用からみると, 台湾のPidomaは, おも
に森林の高木層や亜高木層を構成する樹木の花を利用している.

pidoma成虫は, 3 月山地下層帯に出現し, 6 月山地帯上部に及ぶ. 3 月から4 月上旬, 山地下層帯では,  タ
ブノキ属MachiLus, 山地帯下部では, コナラ属, クリガシ属, マテバシイ属がPidoniaの訪花植物になってい
る.  しかし, 3 月から4 月上旬のPidomaの発生量は, 年によって大きく異なっている.この現象は, Pidonia
の発生だけでなく, pidomaの訪花植物の開花とも関係している. 少雨による乾燥が植物の開花やPidoma の
羽化や脱出に影響を与えると推定される. 台湾の中央山脈の西側地域は, 冬季の少雨による乾燥気候に支配さ
れている. 山地下層帯では, cwの全域とSWやNWの内陸地域, 山地帯下部では, SWやCWがこれに該当
する (蘇, 1992). 少雨による乾燥がPidomaの羽化や脱出に及ぼす具体的な影響については, 十分な調査は行
われていない.
高木層や亜高木層の花は, 太陽の幅射熱の影響を受けやすい. 直射目光のあたる林冠部には大形ハナカミキ
リ類が, 直射日光の当たらないより下層の技の花にはPidomaが集っている(窪木, l984). 台中縣鞍馬山(標
高2,200 m) での調査では, 快晴の日の日中, アミガシへのPidomaの訪花個体数が少なかったが, 夕方にその
個体数が増加した (窪木,  1993).  このように, Pidomaは高木層や亜高木層を形成する樹木の花を利用する
が,  日中の強い光環境の下での活動を避ける性質を持つため, 結果として森林内での活動の場や時刻が制限さ
れる傾向がある.
日本の中部山岳地域で盛夏に出現するPidomaは, 山地帯落葉広葉樹林の低木層の樹木の花, たとえば, ニ
シキゥッギwejg、cta decoraや林内のゴトウッ'ルHydrangea petiotarisのような木本類や林床に咲くャグルマ
ソウRodgersjapodophyua, 渓谷沿いのオニシモッケFilipendulakamtschaticaやシラネセンキュウAn9eliCa
potymorphaのような草本類の花に成虫が集まる (窪木, 1980). 照葉樹林を基本とする台湾では, Pidomaの
活動期に, 成虫が利用できるような花を林床に見つけることはできない.  これは照葉樹林の林床に, 年間を通
して光がほとんど入り込まないためで, 台湾のPidomaが, 林冠開花性樹種の花を基本的に利用する理由であ
ろう. ただし, 林道沿いや伐採地の縁では, アリサンミジンコザクラ, アカメガシワ, タイワンエゴノキなどの
低木層の花の利用が確認されている.

pidomaの訪花植物に地理的な差異が認められたが,  垂直的な植生帯による訪花植物の違いの方が大きかっ
た.  台湾中部の南投縣を例にとると,  3 月中旬~4 月中旬,  日月潭や南山渓のような山地下層帯(500~1,500
m) では, おもにコナラ属, マテバシイ属, ガマズミ属Viburnum, アカメガシワ属Ma11otus, クロボシイヌザ
クラの花にpidomaが集まった. 4 月中旬~6 月上旬, 梅峰や翠峰のような山地帯上部(2,000~2,500 m) では,
おもにコナラ属, マテバシイ属, ヤマグルマ,  クロボシイヌザクラの花にPidomaが訪花した. 低所でも高所
でも, pidomaは, 花暦の始めにコナラ属やマテバシイ属を, 終わりにクロボシイヌザクラを利用する点で共通
している.
南投縣仁愛郷梅峰で, ハナカミキリ類が利用している花暦を調べた. 例年,  ここでは4 月中旬から 6 月上旬
に, pidoma成虫が出現し, 各種の花を利用する. 前半は, コナラ属, マテバシイ属, ガマズミ属, アリサンミ
ジンコザクラ, タイヮンビワなどの花をPidoma が訪れた. これらの花には, Rhondia Lemuta,AnoPtoderaな
ど比較的小形のハナカミキリ類も訪花した. 後半,  これらの開花に続いて,  オニサルナシ, ヤマグルマ,  クロ
ボシイヌザクラの花が咲きだす. 特にクロボシイヌザクラは開花量も多く, Pidoma をはじめ各種ハナカミキ
リ類の重要な訪花植物になっていた. この頃になると, Leptura, Metastrangatis, Strangalieuaのような大形の
ハナカミキリ類も姿を現わした. 各種ハナカミキリ類は, 出現期をずらしながら, その地域の開花植物を利用
している. pidoma は, 出現期の重なる小形のハナカミキリ類とともに, 他の大形のハナカミキリより2 週間
前後早い時期に出現し, 花粉や花蜜をめぐる競争を回避している.
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樹木の花は, 開花量の変動が大きく, 年によってまったく花芽をっけない樹種もあった.  目本での観察であ
るが, pidontaの出現とこれが利用する植物の開花にずれを生じる場合がある. Pidomaの出現は, 春の地温の
上昇の影響を受ける傾向が強い.  これは越冬したPidoma幼虫が土中や地表近くの倒木や立ち枯れの中で春を
迎えるためである. 一方, 高木層の花芽の成長は, 気温, 特に日射しの影響を受ける傾向が強い. 台湾でも, 開
花の早い年と遅い年とで15 日くらいの差がある.  目本の落葉広葉樹林で,  毎年Pldomaが利用している花が
咲き出す前にpidomaが出現すると, Pidomaは普段あまり利用しない花, たとえばコナラ,  ドウダンツツジ,
フジなどの利用を確認している. 台湾は基本的に照棄樹林に被われて, 林冠開花性樹種の花が連続して咲くの
で, pldomaは出現するとその時咲いているブナ科のコナラ属やマテバシイ属,  クスノキ科のタブノキ属の花
を利用する. 梅峰付近では, Pidomaの出現が早い年にはコナラ属やマテバシイ属の開花の頃からPtdoma が
出現する. 逆に, pidomaの出現が遅れた年は, コナラ属やマテバシイ属への訪花がほとんど認められない. ク
ロボシイヌザクラが咲く頃には, Pidomaをはじめ多くのハナカミキリ類が訪花する. 台湾のPidomaが利用
する林冠開花性樹種の花は, おもに皿状や杯状の単純な花型で, Pidoma の訪花や摂食を妨げない. 日本の中部
山岳地域の山地落葉広棄樹林で生活するP,domaは, 低木層や草本層の花を利用し, 林内や林床の環境に適応
している.  ロード型の花を持つニシキゥッギには, 大形で細長い体型のPidonta亜属の各種が, 多数の小さな
花を持つゴトゥッ'ルやャグルマソウには,  小形で丸い体型のCryptopidoma亜属やMumon亜属の各種が集ま
る(窪木, lg80). このように, 日本ではPidomaと特定の開花植物との軽い契約が確認されている. 年によっ
て開花植物とpidomaの出現がずれてしまう台湾では, Pidomaと特定の開花植物との契約はみられず,  各種
は連続して咲く林冠開花性樹種の花を組み合わせて利用している. 換言すれば, 台湾のPtdoma は, 年によっ
て開花しない樹種もあるので, 特定の開花植物と形態的な契約をせず, 幅広く樹木の花を利用する能力を持つ
方が生活上有利である.
台湾のpidomaの訪花植物の中で, ブナ科植物は各地の花暦の中で最も早い時期にPidomaが利用する開花
植物である.  ブナ科植物は, その受粉様式から, 風媒花と虫媒花に分けられる. 風媒花は花蜜を分泌せず, 雄
花序が垂れ下がり, 大きな華1と太い花糸を持つ. 一方, 虫媒花は, 花蜜を分泌し, 雄花序が上を向き, 小さな
素1と細い花糸を持つ. 台湾では, 虫媒花のクリガシ属からの採集例はあるが, 雄花序が垂れ下がった風媒花の
コナラ属もpidomaの重要な訪花植物になっている. Ptdomaの訪花の目的は, ①成虫の活動のエネルギー源
となる花蜜を模食すること, ②成虫, 特に雌の卵巣発育のために花粉を摂食すること, ③花を難雄の出会いと
交尾の場とすることである. 花蜜を分泌しない風媒花に訪花しても, Ptdomaは, ①の目的を達成することはで
きない. 紀伊半島の弥山や朝鮮半島の小白山のオオヤマレンゲMa oha sieboid加 の花に集まる Ptdomaを観
察した. ォォャマレンゲは花蜜を分泌しない花なのに, それぞれの地域でPidomaの重要な訪花植物になって
いた. 訪花した成虫は, おしべとおしべの間に潜り込み, 太い花糸をかじり, 浸み出した組織液を摂食してい
た花蜜を分泌しないオオヤマレンゲに訪花したPidoma は, エネルギーとなる糖類を積極的に獲得していた.
花蜜を分泌しないコナラ属に訪花した台湾のPidomaの消化管の中から多数の花粉が見つかるが, 活動のエネ
ルギーとなる糖類の摂食については確認できていない. ともあれ, 台湾のPidomaは, 風媒花に集まり, これら
の受粉に貢献していることは間違いない. 熱帯地方では, 操子植物のソテッや多くが風媒花として知られるブ
ナ科のクリ属castanea, コナラ属,  マテバシイ属の花を甲虫類が訪れ, 虫媒受粉することが知られている
(Faegri & Pij1, 1971).
台湾島や日本列島のpidoma相は, アジア大陸のPidomaが起源となって形成された. そして,  それぞれの
地域へのpidoma の侵入は,  Pidoniaが生活する森林の移動と共におきたことは間違いない.  台湾と日本の
ptdomaは, それぞれの地域のPidomaが生活する森林やそこで利用する開花植物の違いだけでなく, 森林環
境の利用の仕方も異なっている.  このような違いは, 台湾と日本のPidomaがアジア大陸のどの地域から, い
っの時代に,  どのような森林と共にそれぞれの地域に侵入したかを考える手がかりになるであろう.

参考文献

周 文一, 2004. 台灣天牛圖鑑. 408 pp. 描頭鷹出版, 台北.
中國科学植物研究所, l991. 中國高等植物科属検索表. 731 pp. 南天書局, 台北.
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窪木幹夫, 1g80. カミキリムシ科ヒメハナカミキリ属の訪花性について. 日生態会誌, (JaP. J. coot),30:133-143・
窪木幹夫, 1984. 台湾のPidoma. .屋虫と自然, l9(4):2-8.
窪木幹夫, 1987. 日本の昆虫⑤ ヒメハナカミキリ. 171 pp. 文一総合出版, 東京.
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zones in relation to temperature gradient. Quart. J. Chin forest, l7(4): 57-73.
蘇 鴻保, 1992. 台湾之植群: 山地植群帯與地理氣候區. 中央研究院植物研究所専刊, l l:39-53・

(東京都世田谷区)
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0日本初記録のナガキクイムシ2種について
本邦産ナガキクイムシ科Platypodidaeは,  野淵

(l973) により3 属 l8 種の報告があり,  その際全種
の検索表を示している. 筆者は l997 年および
1998 年に秋田市雄物川河口部で採集した同科の個
体を検索したところ, 該当種が見当たらずタトウに
しまい込んでいた.  この度, 森林総合研究所関西支
所の衣浦晴生氏により同定していただく機会に恵ま
れ, 採集個体は南洋材に付く野外初記録の2 種であ
ることが判明したので報告する.
1.  Dinoplatypus ohoυrotati (CHAPuIs, l865)

Platypodinae
1早 (写真1), 秋田市割山, 9. IX.1997, l (写真

2),  同所,  30. VIII. 1998, 2 29 9, 同所, 1. IX.
l998, l♀, 同所, 4. IX. 1998,1♀, 同所, 5. IX. l998,
筆者採集. l f l ・ 1.  IX.1998  は衣浦氏,  他は筆者保
管.
採集個体の体長は 4.3 ~ 4.4 mm, 4.3 ~ 4.5

mm.   この種は近年WOOD (l993) によって属が
PtalypusからDinoptatypusに移された.  ニューギ
ニア, 西イリァンに棲息している.
2.  Euplatypus parauetus(FABRIcIUs, l801)

Platypodinae
2 , 同所,  1. IX. 1998, 筆者採集.  l fは衣浦
氏, 他は筆者保管 (写真3).
採集の個体の体長は 4.5 mm.  この種は近年

WOOD (1993) によって属がPtatypusから Euptaty-
pusに移された.  アジア, 南北アメリカ大陸の熱帯
地域, アフリカ, オーストラリアの他, 世界中に最
も広く分布するナガキクイムシの一種である.
採集地は河川と海岸を間近の臨む砂地の草原で2
種ともライトトラップによる採集である. 海岸線に
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Figs. 1-2. Dinoj)tatypus ohoυro lati, 1, ♀; 2,
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Fig 3.  Et‘ptatypus para11elus,

沿って約5 km北上したところに輸入港の貯木場が
ある. 衣浦氏のご指摘通り,  この港へ諸外国が輸出
する南洋材の中に2 種それぞれの棲息する国々 か
らの原木があり, 採集個体は貯木場の輸入原木から
発生, 移動したものであろうと考えた. 一方D. che-
t,rolatiが2 年続けて採集され, l998 年の採集期間
は延べ7 日間にわたっている. また同年9 月 l 目の
2 種の総飛来数が6 頭と多いことなど誘引個体が原
木から偶発的に発生, 移動したものとしては不明な
点もあり, 進入も視野に入れ今後調査したい.
末筆ながら, 上記2 種の同定をしていただき, 発
表に際し貴重なご教示をいただいた衣浦晴生氏に厚
くお礼申し上げる.
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琉球 ・ 八重山諸島産コメツキムシ類の分布記録 (l )

大 平 仁 夫

No. l50 (June 2005)

Notes on some elaterid-beetles f rom the Yaeyama Group in the
Ryukyu Islands, Japan

Hitoo OHIRA

八重山諸島は琉球列島の最南端に位置していて, 暖地系の種が豊富に分布する興味ある地域である し, この
地域の固有種も多く分布している. 筆者はこの地域のコメツキムシ類の分布の実態について調査してきたが,
若干の知見が得られたのでここに報告する.
本文を草するにあたり, 標本類を始め種々 支援を頂いた同好者の各位, 一部の種についての分類上の扱いに
ついて東京都の鈴木 亙博士のご教示も頂いた. 心から感謝の意を表する .

1.  Quasimus ishigakianus KlsHll, 1976 イシガキチビマメコメッキ (Fig. 1, A-F)
Quastmus ishigakianus: KIsHII, 1976, Bul l. Heian High School, (20):19, figs 2,100 & 106 (Is. Ishigaki-j ima).
Quastmus cordatus: KIsHII, 1970, Bull. Heian High School, (15): l3, figs 31 & 32 (Is. Ishigaki-jima) (nec.

MIwA, 1934 by KIsHn, l976).
本種はKlsHII (1976) が石垣島 (於茂登岳) においてH. HAYAsHlにより 1965 年7 月5 日に採集された l 雌
個体に基づいて新種として記載した種であるが, 原記載以降の再記録はない.  これとは別に, KIsHll (1982) は
石垣島の武田において馬場金太郎により l981 年4 月20日に採集された1 難個体に基づいてQ kintaroui
(ヤェヤマチビマメコメッキ) と命名した新種を記載している.  この種は上記のQ. ishigakianusにきわめて類
似しており, 一般形態での識別は容易ではないが, KIsHl1(1982) は「前胸背板の点刻が異なる」 と述べている.

A

Fig. 1. A- F. Some adul t struc ture of Quasimt‘s ishigakianus.
A, body length 18 mm; B, 2nd to5th segments of antenna; C, head, dorsal aspect; D, pronotum, dorsal
aspect; E, left metasterna1 carinae, ventral aspect; F. scutellum, dorsal aspect.
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このたび, 和歌山県の平松広吉氏が石垣島の前勢岳 (標高197 m) において, 同氏自身がァカメ ガシワなどの
灌木林をビィー テングして採集した本種と思われる若干個体を調査することができたので,  ここにその形態の
概要を示した.
体長は1.8 mm内外で橋円形状(Fig.1A). 体は黒色で光沢を有し, 触角は黒色で肢は暗掲色を呈し, 体毛は
灰黄色で短い. 触角の第2 節は円筒形状で幅より長く, 第3 節は第2 節の約0.7 倍の長さで倒円錐形状を呈
し, 第4 節から数珠状に近い鋸歯状である(Fig. lB). 頭部はやや深い点刻をほぼ一様に分布し, 前頭横隆線の
前縁中央部は弱く抑圧される(Fig. lC↑). 小盾板のリング状の段刻線は図示したようである (Fig. lF↑). また,
後胸腹板線の内側線は外側線より明らかに長く, 両線の幅は弱く後方に細まって伸長するが合流はしない
(Fig. 1E↑).
本種の前胸背板上と頭部の点刻の大きさや分布密度などは,  ここで調査した個体間においても若干の個体変
異が見られるので, 近似種のQ kintarout との識別については, さらに詳しい比較が必要と思われる .
調査標本: loexs., 前勢岳 (石垣島), 10-V-2003, 平松広吉採集.
分布: 石垣島.

2.  Glyphonyx tamurai tamurai KlsHIl, l985 タムラクチポソコメッキ (Fig 2, A-G)
Gtyphonyx tamura1: KlsHll, l985, Bull. Heian High School, Kyoto, (29): 24, figs 75-78 & l25 (Is. Iriomote-

jima).
Gtyphonyx tamurai: 北村,  1997, 北九州の昆虫, 44( l): 74 (石垣島).
本種は体長6~6.5 mm内外, 黒色で光沢を有し, 触角と肢は褐色~黄褐色である(Fig 2, A). 一般外形は奄
美大島に分布するG yuωancola (ユワンクチポソコメツキ) に類似している.  また, 本種はKIsHII (1986) が
沖縄本島から別亜種を記載している .
雄個体の触角は前胸背板の後角よりやや長く, 第2 節は円筒形状で, 第3 節は第2 節よりやや短く , 弱い倒
円錘形状を呈し, 第4 節は第3 節の約1.3 倍の長さである (Fig. l, B). 頭部は円形点刻をほぼ一様に分布し,
前頭横隆線はV字形状で, 末端は鈍くとがる (Fig.1, C). 雄交尾器の末端部 (背面) の外形は図示したようで,

A

Fig. 2. A- G. Some adult structure of Glyphonyx tamurat, male(except for G and F which are of a female).
A, body length 6.5 mm; B and F 2nd to 4th segments of antenna; C hea d dorsal aspec t; D, apical
portion of male genitalia, dorsal aspect; E,4th and 5th segments and ungula of hind tarsus; G apical
portion of inner sur face of one of a pai r plates in bursa copulatri x.
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中央突起の両側は平行状であるが, 末端近くで弱く くびれて細まる(Fig. l, D↑). 側突起の外緑は, 緩く外方に
湾曲して末端に細まり, 末端は鈍くとがる (Fig. 1, D).
雌の触角は雄よりやや短く, 第3 節は第2 節とほぼ等長である (Fig. l, F). また, 内部生殖器の交尾襲

(bursa copulatrix) 内のある硬板 (2 枚の相同の板が重なって存在するが,  ここではその1 枚の末端部の裏面
を示した) は, 図示したようである(Fig.1, G). その他, 原記載では肢の爪は「Each claw with three teeth,of
which two are very long and one very small」 としているが, 筆者が調査した日本産Glyphonyx 属の種の爪
の歯数は通常4 歯状で (例外的に5 歯, まれに6 歯) であり, その最も基部に生じる l 歯は常に短小で, とき
に消失したり痕跡的となる. 本種の爪の歯は図示したように4 歯状である(Fig. l , E↑). したがって, 爪の歯の
数は本属においては, 種の決め手となる特徴にはならないと思われるが, 爪の歯を含む全体の形状は, 一部の
種によっては特徴を示すことがある. 本属の種の爪の形態については別に報告したいと考えている.
調査標本: 7exs., 相良川 (西表島), 2-V-2003, 栗原 隆採集.
分布: 西表島, 石垣島.

引用文献
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KlsHn, T.,1982. New species and new records of Elateridae from Japan(Coleoptyera). Buff. Heian High School, (26):35-

55, 4 pls.
KISHIl, T., l986. Some new froms of Elateridae in Japan (XVm). Buu. Heian Hig1i School. Kyoto, (30):37-56.2 pls.
北村英忠,  1997.  八重山諸島・ 奄美大島・ 屋久島で採集したコメツキムシ. 北九州の足虫, 44(l):73-78.

(岡崎市舞木町)

0宮崎 におけるキパネキパナガミズギワゴミムシ
の採集記録
キバネキバナガミ ズギワゴミムシ Amatoci11e-

nusaestt‘ant S. UtNo & HABUは, 本州・ 四国・ 九
州の主に河口や砂浜海岸の潮間帯に生息するミズギ
ワゴミムシの一種で, 近年沿岸部における開発など
の環境破壊から各地でその生息地が失われつつあ
る.  九州においては日本海側の福岡県で l995 年に
採集記録があるものの (福岡県環境部自然保護課,
2001), 近年の九州における記録はあまりないよう
である. 筆者は宮崎県において本種を採集している
のでここに報告する.

4 exs, 11. lX 2003, 宮崎県延岡市川島町, 中島
淳採集・ 保管.
採集地点は河川感潮域の砂泥質の岸辺で, 満潮時
には水面下に没する場所である. 満潮時に魚類採集
用の地引網を引いた所, その網目にしがみついてい
たものを採集したものである. 満潮時に海面下の土
中で過ごす本種の生態が垣間見られる. また, 干潮
時には水の引いた砂泥上をカタキバナガミズギワゴ
ミムシやョドシロヘリハンミョウなどと共に走り
回っていたのが観察され, 当地での個体数は多いよ
うであった.
末筆ながら, 標本の同定をして下さり, 発表を勧
めて下さった森田誠司氏にこの場を借りてお礼申し
上げる.

参考文献

0宮崎,ｧ  におけるネクイハ �シ2 種の採集記
林(2005) において,  日本産ネクイハムシの県別
採集記録がまとめられているが, それによるとこれ
まで宮崎県下からネクイハムシ類の採集記録はない
ようである. 筆者は, 宮崎県初記録と思われる2 種
のネクイハムシ類を採集していたので,  ここに報告
する. なお, 種の同定は林 (同) に従った.
1. Donacia lenzt ScHONFELDT ガガプタネクイハ
ム シ

l f , 宮崎県宮崎市細江柳追池, 15. IX 2002, 中
島淳採集, 保管.
2.  Donaciaproυostii FAIRMAIRE イネネクイハムシ

l , 同.
今回両種を採集した場所は宮崎市南部の山間にあ
る比較的規模の大きなため池である. 水生植物とし
ては,  ヒッジグサが成育していた. 当地を訪れた時
間には陽光が水面を照らしており,  ヒッジグサ棄上
を盛んに歩行したり, 飛翔したりしているネクイハ
ムシ類を発見したので, 色の違うものを1 頭ずつ素
手で採集したところ, それぞれ上記の種であった.
宮崎市周辺にはガガブタやヒルムシロ,  ヒッジグサ
と言った水草類の豊富なため池が多数存在してい
る. したがって, さらに調査が進めば, 上記2 種の新
たな産地はまだまだ発見されるものと考えられる.
末筆ながら, 発表を勧めて下さったホシザキグ
リー ン財団の林 成多氏にこの場を借りてお礼申し
上げる.

福岡県環境部自然保護課, 2001. 福岡県の希少野生生物一
福岡県版レッ ドデータブック2001. 447 pp. 福岡県.

上野俊一 ・ 黒澤良彦・ 佐藤正孝, 1985. 原色日本甲虫図鑑 林

(II). 514 pp. 保育社.
(九州大学大学院水族生産学講座, 中島 淳)
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成多, 2005. 日本産ネクイハムシ図鑑一全種の解

説一. 月刊むし, (408):2-18.
(九州大学大学院水族生産学講座, 中島 淳)
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0西表島で採集されたコメツキムシ2 種
最近, 筆者は大阪市の石井正雄氏のご好意によ
り, 西表島で採集されたコメッキムシを調査するこ
とができた. その結果, 分布的に重要と思われる次
の2 種を認めたので, 記録しておく.
1.  Agrypnus (Colau1on) miyamotoi haterumanus

(0HIRA, 1967)  ハテルマヒメサビキコリ (Fig. l)
本種はこれまで, 宮古島, 多良間島, 石垣島, 波
照間島, 与那国島から記録されているが, 不思議な
ことに,  これまで西表島からは記録されていなかっ
た. 今回, 得られた個体が初記録である. 体長は約
8 mm, 体は黒褐色で,  触角と肢は暗赤褐色である.
石垣島の個体と比較したが, 外観上の形態には特に
差異は見られなかった.

l♀,  西表島 大原,  18-IV-1998, 石井正雄 採
集.
2. Parabetamon canmcepha加s (MIwA, 1931)
ヒメナガコメッキ (Fig 2)
本種は1911 年5 月に台湾のAnpingで採集され
た1 個体に基づき, MlwA(1931) によりNeotricop-
horus canmcephalus という種小名で命名記載され
た種である. その後, 0HIRA(1970) は本種を基準種
と して, Parabetarmon属を設立するとともに, 西
表島の大原から l fを記録した. 成虫の形態は原色
日本甲虫図鑑(m) にわかりやすく解説されている.

,・l、

i
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l
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Fig. 1. ハテルマヒメサビキコリ
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Fig 2. ヒメナガコメ ッキ

今回, 検した個体は目本産2 例目として記録してお
く .

l f , 西表島 大原, 24-V-1989, 石井正雄 採
集.
末筆ながら, 貴重な標本を恵与された石井正雄氏
にお礼申し上げる.

参考文献

MlwA. Y., 1931. H. Sauter's Formosa-Ausbeute (Elateri-
dae II). Wien. Ent. Ztg., Wien,47:205-208.

OHIRA. H., 1970. The Elateridae of the Ryukyu Archi-
pelago, VIII.  (Coleoptera). Bua. Aichi Uniυ. Educ..
Kariya, l9 (Nat. Sci ): 103-111, 2 figs. 1 pl.

OHIRA, H.,2004. Notes on the morphological structure
of Agrypnus species from Japan (III) (Coleoptera:
Elateridae, Agrypninae, Agrypm‘s, Co lau1o'i group).
Mtsc. Rep. Hiωa Mus. Nat. Hist., (43): 67-89, 1 fig,
plS. I -X V II.

大平仁夫・ 鈴木 亙,  1985.  コメッキムシ科. 黒澤良彦・
久松定成・ 佐々 冶'更之共編: 原色日本甲虫図鑑 (m), 保

育社,  52-92.
(大阪市住吉区,  有本久之)
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大阪湾近郊沿岸部におけるナギサハネカクシ属2 種と
アリヅカムシ亜科2 種の採集記録

河 上 康 子

筆者はl996 年から大阪湾とその近郊沿岸部における,  海浜と河口汽水域の甲虫相調査を共同で行っている
(河上ほか, 2000;2004). 海浜や河口に特異的に生息している海浜性甲虫種の中でも特に, 潮間帯に生息して
いるハネカクシ科は, いずれも体長が2 mm前後と小さく同定も困難であったことから, これまでの調査が遅
れているグループである. 本稿ではこれら報告例の少ない潮間帯性のハネカクシ科のうちゥスアカナギサハネ
ヵクシBryoth加usaatgarum K. SAwADA(図l ), ナカネナギサハネカクシBryothinuSa nakanei(K. SAWADA)
(図2), ッヤマルムネァリッ'カムシ「n'0mt'e s simplex SHARP (図3), アシベアリッカムシP「0StheCa「th「On
sauterj RAFFRAY(図4) について, 筆者の既報に含まれる既知産地と新たな採集記録, 及び得られた若干の知
見を報告する.

4 種の採集記録 (下記) とその分布図 (図5) を示す. なお, 記録には筆者が標本を頂いた山口県, 香川県,
徳島県, 三重県の採集例も含めた. 標本の採取地点は図5 の数字で示し, 対応する採集地名を後述した. 採集
者は記録のあるものを除きすべて河上,  また標本は収蔵表記(cou) のあるものを除き, すべて大阪市立自然史

図 l_4.   l, ゥスアカナキ'サハネカクシ;  2, ナカネナギサハネカクシ;  3, ツヤマルムネァリ' \カ �シ;   4 , アシペアリ'
カム シ

ー 11 -
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図5. 採集地点
●, ウスアカナギサハネカクシ; ■, ナカネナギサ
'ゾカムシ

1.  山口県山口市相原 (權野川河口)
3. 徳島県徳島市藍住町 (吉野川汽水域)
5.  兵庫県拇保郡御津町苅谷 (揖保川河口)
7.  兵庫県加古川市尾上町 (加古川河口中州)
9.  兵庫県西宮市甲子園浜

11.  大販府大販市西淀川区姫島 (淀川河口)
13. 大販府大阪市淀川区十三 (淀川汽水域)
15.  大販府大阪市住之江区南港野鳥園
17.  和歌山県和歌山市城北 (紀ノ川河口)
19.  和歌山県有田市宮崎町 (有田川河口)

ネカクシ;  0, ツヤマルムネァリ、ゾカムシ;  口, アシベアリ

2.  香川県丸亀市富士見町 (土器川河口)
4.  三重県松販市松名瀬町 (構田川河ロ)
6.  兵庫県高砂市高砂町 (加古川河口)
8. 兵庫県西宮市御前浜

10.  大販府大販市西淀川区福町 (淀川河口)
12. 大販府大販市西淀川区花川 (淀川汽水域)
l4.  大販府大販市淀川区西中島 (淀川汽水域)
16.  大阪府泉南郡●甲町多奈川 (東川河口)
18.  和歌山県和歌山市有本 (紀ノ川汽水域)
20.  和歌山県御坊市塩屋町 (日高川河口)

博物館に収蔵されている.
4 種のうちナギサハネカクシ属の2 種はいずれも, 河口や前浜で干潮時に現れる干潟の転石や泥板の下, 打
ち上げられた海藻の下に同所的に生息していた.  ウスアカナギサは千葉県から九州, ナカネナギサは神奈川県
からトカラ列島のいずれも太平洋側に分布しており (丸山, 私信), 大阪湾近郊の沿岸部においては, ウスアカ
ナギサの採集地点数 ( l 4 地点) がナカネナギサ (7 地点) よりも多く , 生息数も多く見られた. アシベアリッ
カムシは, NoMuRA(1998) により千葉, 広島, 香川, 佐賀, 大分, 宮崎の各県から, 新井 (2002) により神奈川
県から記録されている. 本種は千潮時に河口千潟のョシ原の地表面で, 枯れて堆積し泥質化したョシの下から
採集した. ッヤマルムネァリッカムシはァシべよりもやや高い位置での, 同様なョシ原地表面から採集した.

- l 2 -
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図6.  大阪市淀川区十三の淀川汽水域

No. l50 (June 2005)

ッヤマルムネは4 地点から, アシベアリッ' カは5 地点から確認された.
大阪府下においては, ナギサハネカクシ属2 種が淀川 (図6) の河口から汽水域まで広範囲で採集できたに
もかかわらず, 上記のアリッカムシ2 種はいずれもこれまでの調査で確認できなかった. 淀川以外に大きな河
口干潟を持つ河川のない大阪府下では, 両種の生息の可能性は低いと思われる. 2 種ともに今回の調査地点の
うち筆者が多くの生息数を観察したのは, いずれも広い河口干潟をもつ和歌山県有田川河口,  日高川河口と三
重県櫛田川河口であり, 両種は関西においては, ナギサハネカクシ属2 種よりも千潟面積が広くョシ原の規模
が大きい, より自然度の高い河口干潟を好むことが考えられる.
末筆になるが, 標本同定の労を頂き,  これらの種に関するご教示と本稿への助言を頂いた野村周平博士 (国
立科学博物館) と丸山宗利博士 (国立科学博物館) に深謝申しあげる. また, 標本採集に協力を頂いた和田岳
氏 (大阪市立自然史博物館) と渡部哲也氏 (熊本大学) に心より御礼申しあげる.

ウスアカナギサハネカクシ Bryothinusa algarum K. SAwADA
1. (河上,  投稿中); 2. lex.,27. V 2003, 渡部 leg., 丸山det et coll ; 4. (河上,  2003c); 5. 4exs.,5.X.

2002, 丸山dot etco1l;2 exs., 同所, 5. X2002; 6. (河上ほか, 2004) ; 3 exs., 同所, 25. IX2000;26 eXS.,
同所,  27. Ix 2004; 8. 6 exs., 11. IV 2002, 丸山det et coll; 10exs., 同所,  11. IV 2002; 9・1 ex., 29・ IV・
2003, 丸山det etcoll; 10.2 exs.,25. IV2002, 丸山det etcol1; 11. 3 exs.,12. IV2002, 丸山det et Coll;
2 exs., 同所,  l2. Iv 2002; l2. lex.,27. 111.2002;1 ex., 同所,  28.111.2002;13.2 exs., l7. IV2003,  丸山
det et coll;2 exs., 同所, 28. 111.2002;12 exs., 同所,  12. IV2002;5 exs., 同所, 25. IV 2002;1 ex., 同所,
l7. Iv 2003; l4. 2 exs.,18. IV2003, 丸山det et coll;2 exs., 同所,  l8. IV2003; l5. (河上,  2003b); 6
exs., 同所, 27. 111.2002;18exs., 同所,  13. X 2004;16.5 exs.,22. IV2004;17. (河上ほか, 2004) ; l ex.,
同所,  10. vI 2002, 丸山det et coll;1 ex., 同所,  10. X 2002, 丸山det et colL;2 exs., 同所,  10. VI 2002;
l8. 2 exs., 26. Iv 2001, 丸山det et coll; l9. 2 exs., 28. V 2002, 丸山det et coll; 20. 6 exs., 29. Vm.
2003, 和田 leg.; 11 exs., 同所,  23. V 2004.

ナカネナギサハネカクシ Bryothinusa nakanei (K. SAwADA)
g 3 exs.,2g. Iv 2003,  丸山det et coll;3 exs., 同所, 29. IV 2003; l t.2 exs., l2. IV2002,  丸山det et

coll; l2.5 exs.,27. 111.2002,  丸山det et coll;4 exs., 同所, 28. 111.2002;3 exs., 同所,  l2. IV2002; lex.,
同所, 25. lv.2002;2 exs., 同所, 30. m2003; l6. 3 exs.,22. IV2004; 17. 2 exs.,10. X2002,  丸山det et
coll ; 18. 3 exs., 10. X 2002; l9. 1 ex.,28. V 2002,  丸山det et coll.

ッヤマルムネァリ、:fガムシ Triomicrus simple:x1 SHARP
4. (河上, 2003c); 7. (河上ほか, 2004); 17. (河上, 2003a); 4exs., 同所,  10. X2002;4exs., 同所,

24. x 2002: l9. (河上, 2003a); 2 exs., 同所, 28. V 2002; 6 exs., 同所, 22. X 2002.

アシベアリ、lfガムシ Prosthecarthron sauten RAFFRAY
3. 1 ex., 3. v. lg99, 和田 leg.; 4. (河上,  2003c); 8exs., 同所,  28. IV 2002;4 exs., 同所,  29. IV 2002;

5.7 exs.,5. x 2002; 7. (河上ほか, 2004);19. (河上, 2003a) ; 2 exs., 同所, 28. V 2002;5 exs., 同所, 22.
x 2002; 20. 3 exs., 29. VIII 2003, 和田 leg.; 15 exs., 同所,  23. V 2004.

- 1 3 -
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新井志保, 2002. 多摩川河口付近で採集されたァシベアリ、ゾカムシ. 神奈川虫報, (138):64・
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河上康子・ 大橋和典・ 稲畑意昭, 2004. 兵庫県播磨識沿岸と和歌山県紀伊水適沿岸の海浜性甲虫相および種構成と海浜環境の
関係に関する検討. 大阪市立自然史博物館研究報告(58): 19-46.

NoMuRA, s , 1gg8 Records of a brachyglutine species, Barbieraparpatis (LOBL) (Coleoptera, Staphylinidae, PselaPhinae)
from Japan, with notes on its habitat. Elytra, Tokyo, 26( l ): 129-130.

( 高槻市寿町)

飛翔中にもにおいを出すオオシマミ ドリカミキリ

槇原 寛・ 大村和香子

ジャコウカミキリ Aromia moschata (LINNAEUS) をはじめとするァオカミキリ類は 「においを出す」 ことで
有名である. このにおいの主成分はサリチル酸エステルでl909 年にHoLLANDEにより明らかにされている.
このようなにおいは何のために分泌されるのか不明な点が多いが, 雌雄問わず分泌すること, 人間にもにおい
が感じられること, などから防御物質として分泌されると考えられている (岩淵,  1986).
ァオカミキリ類の中でもォォァオカミキリ属Genus Chtondotumの原亜属の種が特に良いにおいを出すこ
とを, 多くの人が経験的に知っている. 筆者らの一人, 槇原は奄美大島で2004 年6 月下旬, オオシマミドリカ
ミキリchtondolum(s. str) toochooanum toochooanum GREssITTを観察中, このカミキリが飛翔中にもにおい
を出していることを確認した. 場所は奄美大島湯湾岳近くの伐採跡地で, 周辺には多くの飛翔昆虫の天敵であ
るトンボ類やムシヒキァブ類が多数飛翔していた. 飛翔中のオオシマミドリカミキリを約200個体観察した
が,  これら捕食虫から襲われているのは見ることは無かった. 筆者の近くに来た個体しかにおいを感じられな
いので, 飛翔中の全個体がにおいを出しているかどうかの確認はできていない. ただし, 成虫の飼育観察から
ォォシマミドリカミキリ成虫の寿命は2 週間ほどで, 羽化直後の個体だとにおいが強いが, 羽化後1 週間も経
過するとにおいが弱まってくる.  また, 羽化直後の個体は手でつかむと, その直後は強いにおいがするが,  そ
のままっかんでいるとにおいは弱くなる.  このようなことから, 飛翔中に何か (例えばトンポやムシヒキァブ
など) が近づいてきたときにのみ,  においを出す可能性が高い.
人間に感じられるようなにおいを出すカミキリムシはァオカミキリの仲間以外では, ヒメカミキリ属Genus

cerest'urn の種 (大林他編),  ァオスジカミキリの仲間Xystrocera spp. (岩淵,  1986), Phoracantha sPP.
(M00RE and BROWN, 1972, 1976) などカミキリ亜科の種がほとんどで,  におい物質は後胸腹板にある小孔
(metasternal gland) から分泌される.  オオシマミドリカミキリも体を押さえると後脚の付け根の部分から白
い液体を分泌する.  このにおいは捕食性昆虫以外にも効力がある可能性がある. 野外での天敵を考えた場合,
ォォァオカミキリ類の天敵としてはイタチ,  タヌキなども考えられるので, 今後, 他動物に試す価値があるで
あろう. さらに, シロアリに対しても忌避効果を示すことが分かっている (大村他, 2004). 人間にとって良い
においであるため, 今後はこのにおい成分の詳しい分析により構造決定ができれば, 多方面にわたり有効な利
用ができるはずである.

引用文献

岩ﾅ' d喜久男,  1986.  カミキリ �シのにお ーブドウトラカミキリのフェロモンについて一. 昆虫と自然, 21(1):7- l l・
M00RE, B p. & BROWN, W. V., 1972. The chemistry of the metasterna1 gland secretion of the Common Eucalypt

Longjcorn phoracantha semipunctata(Coleoptera: Cerambycidae). Aust. J. Chem.,25: 591-598.
M00RE, B.p. & BROWN, W. V., 1976. The chemistry of the metasterna1 gland secretion of the Eucalypt Lon9iCO「n

phoracantha synonyma(Coleoptera: Cerambycidae). Aust. J. Chem., 29: l365-1374.
大林延大・ 佐藤正孝・ 小島圭三編, l992. 日本産ヵミキリムシ検索図説, x+696 pp., 東海大出版会, 東京.
大村和香子, 菱山正二郎, 加藤 厚, 中島忠一, 複原 直.2004. オオシマミドリカミキリの防御物質とその作用, 第54回日
本木材学会年次大会要旨集: 692.

(ill原・ 大村: (独)森林総合研究所)
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ジョ ウカイポン科5 種の採集記録

桐 山 功

No. 150 (June 2005)

筆者は, 中部地方を中心にジョウカイボン科の分布調査を行っているが, 最近, 記載後の記録があまりない
5 種を採集したので,  それらの写真を添えて報告をしたい.  なお, 標本を同定して頂いた倉敷市立自然史博物
館の奥島雄一氏と, 標本の提供をして頂いた大垣市の青木哲郎氏に厚くお礼申し上げる.
1.  Asiopodabrus hozumii (NAKANE et MAKINo, l990) ホズミ クビボソジョ ウカイ

長野県阿智村神坂峠, 16-VII-2004, l 3♀, 桐山功採集.
本種は,  podabrus hozumii としてNAKANE& MAKIN0 (l990) により長野県木曽御岳八開山と開田小屋

shintakeから新種記載された. その後, Podabrus(Asiopodabrus) hozumuとして桐山(1998) が岐阜県朝日村
秋神から, 桐山(1999) が岐阜県小坂町濁河から,  また桐山(2001 ) が岐阜県朝目村胡桃島から記録した.  これ
らの記録は全て御岳山越の標高1500m以上の地点で採集されたもので,  今まで本種は御岳周辺にのみ見られ
る亜高山性の種と考えていたが, 今回の記録は恵那山北麓であり, 比較的広い範囲に分布することが分かった.
2.  Micr、opodabnis shinboni TAKAHAsHI, 1999 シンポリヒゲナガジョウカイ (写真A)
岐阜県中津川市神坂, 12-V-2004,1 ・ l8-V-2004,6＝ ,  桐山功採
本種はTAKAHAsHl(l992) が神奈川県の山北町皆瀬川と西丹沢白石沢, 清川村経ヶ岳, 丹沢諸戸の標本をも
とにして新種記載したものであるが,  その後高橋(1995) が山梨県の富士山青木ヶ原から, 桐山(2000) が長野
県上村違山林道から記録している. 今回の記録により,  さらに分布が西に延びることになった.

3. Athemus(Andrathemus) tobiranus OKUsHIMA et IMAsAKA, 2000 トビラジョウカイ (写真B)
長野県上村違山林道,  l-VI-1999,1f1 ・ 4-VI-2001,1f1♀,  桐山功採集
岐阜県中津川市黒井沢, 31-V-1995, 1 ・  桐山功採集
岐阜県中津川市神坂, 12-V-2004, 1?; l8-V-2004, 6Q?, 桐山功採集.

・

A

. ,

ー
一i二・

写真A-B. A, Mjcfopodab s s加nOOn't TAKAHAsHI,1999 シンポリ ヒケナガジョウカイ ;  B, A t1ZemuS (Andfa lhem gS
tobiranus OKし'sHIMA et IMAsAKA,2000 トビラジョウカイ.
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写真c-D.  C, Athemt‘s(Andrathemus) matsunagai IMAsAKA et OKUsHIMA. 2000 マツナガジョウカイ;  D, AthemuS
(Andrathemus) daitoensis KINoDA et NAKANE,1993 ダイトウジョウカイ.

OKusHIMA & IMAsAKA (2000) が長野県松本市扉からの標本をもとに新種記載した種であるが,  それ以後の
記録はまだ見ていない.
4.  Athemus (Andrathemus) matsunagai IMAsAKA et OKUSHIMA, 2000 マツナガジョウカイ (写真C)
奈良県十津川村果無山脈, 19-V-2000,29'9;2-VI-2001,1早, 桐山功採集.
奈良県十津川村玉置山, 29-V- l999, 1ｽ,  桐山功採集
和歌山県龍神村護摩壇山, 17-V-2000, l(,フ'; 1-VI-2001, l f , 桐山功採集.
静岡県中川根町水川尾呂久保,  17-VI-1995,2♀早, 青木哲郎採集.
OKusHIMA& IMAsAKA(2000) が本州 (神奈川県以西), 四国, 九州, 屋久島の標本をもとに新種記載した種
である. その後の記録は桐山(2002) による三重県美杉村三重大学演習林からのみである.
5.  Athemus(Andrathemus) daitoensis KINoDA et NAKANE, 1993 ダイ トウジョウカイ (写真D)
奈良県十津川村葛川,  1-V- l988,  1♀, 桐山功採集.
和歌山県那智勝浦町那智山, 28-IV-1990, l f , 桐山功採集.
Athemus daitoensisとしてNAKANE(1993) により和歌山県大塔村から1?の標本によって新種記載された
が, その後の追加記録は知らない。 模式産地と同じ紀伊半島ではあるが, それよりも東の奈良県と和歌山県か
らの記録である.

参考文献

桐山 功, 1998. 岐阜県産ジョウカイポン科甲虫の記録(2). 啓蟄, l6(38): 8-20.
桐山 功, 1999. 岐阜県産ジョウカイポン科甲虫の記録(3). 啓蟄, l7(40):  l3-17.
桐山 功, 2000. シンポリヒゲナガジョウカイの採集記録. 甲虫ニュース, (127/128): 4.
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桐山 功,  2001.  高井泰氏所蔵の岐阜県産ジョウカイポン科. 啓蟄,  l9(42):  25-33.
桐山 功, 2002. 三重県産ジョウカイポン科の記録(2).  ひらくら, 46(3):  41-49.
NAKANE, T.,1993. Notes on some little-known beetles in Japan. 10. Ktta-Kyusht‘ no Kortchu, 40(1):6.
NAKANE T. & S. MAKIN0, 1990. A revision of the genusPodabrus WESTWOOD in Japan(III). F「a9. COteOPt., (45/48):190.
OKUsHIMA, Y. & S. IMAsAKA,2000. Three new species of the genusAthemus(Col. Canth) from Japan. Elyt「a, Tokyo, 28

(2): 373-385.
TAKAHAsHl, K.,1992. The fauna of Cantharidae(Coleopt) in Kanagawa Pref. Japan. Kana9aωa-Chah6 (100):71-124.
高橋和弘,  1995.  「神奈川県のジョウカイポン科」の追補について.  神奈川虫報 (113):19-37.

(岐阜市吹上町6-29)

0千葉 におけるスゲヒメソゥムシ属の記録
スゲヒメゾウムシ属 Limnobansは,  湿地に生え
るスゲ属などの花穂や葉から採集される小型のソウ
ムシ類である. 森本・ 山崎(1999) によると, 千葉県
からはババスゲヒメソ' ウムシ imnoba ns baha i
CHoJ0 et MoRIMoToが八日市場市から記録されて
いる. 筆者はこのほかの2 種を採集しているので,
報告しておきたい.  なお, 同定は, YosHIHARA &
M oRIMoT0 (1994) に,  和名は,  KOJIMA & MORI-
MoTo (2004) によった.
スゲノ ハラジロヒメ ゾウムシ imnobans faPomca

YosHIHARA et MORIMOT0(F i9. 1)
2 exs., 千葉県印痛村山田印痛沼,  19. IV 2003.
ョシとスゲ類が混じる湿地をスウィー ピングして
採集した.  同時に, apiomaiac加us 加harm や

ジュウサンホシテントウなどが見られた.
スケヒ メ ゾウムシ 加 n00an's ai00sParsa REIT-

TER(Fig 2)
5 exs., 千葉県小見川町常陸利根川右岸,  16. IV.

2004.
スゲ類が生える湿地をスウィー ピングして採集し
た. 同時にハガクビナガゴミムシなどが見られた.
いずれの採集地点も, 古い池沼や大河のほとりの
自然度の高い湿地であり,  カサスゲ等の開花期であ
る 4 月に得られている. 平野部での本属の出現時期

Fig. l .   スケ' ノハラジロヒメソ ウムシ

l 7

Fig. 2. スケ' ヒメ ソ' ウムシ

は,  意外に早いのかもしれない.
なお, 佐藤・ 大川( l995) により, 栃木県ではこの
属の分布が詳しく調査されており, 上記3 種が各地
の湿地環境から記録されている.  千棄を含めた他の
県でも,  春季湿地を調査することにより,  この属の
分布状況が解明されることを期待したい.

参考文献

KoJIMA, H. & K. MoRIMoTo 2004. An onl ine chec klist
and database of the Japanese weevi ls (Insecta: Co-
1eoptera: Curculionoidea) (excepting Scolytidae and
Platypodidae). Bul l. Kyt‘s1iu Uniu. Museum, (2):33-
l 47.

森本 桂・ 山崎秀雄, 1999. 千葉一県のソウムシ上科. 千葉
県動物誌, 文一総合出版, 東京: 723-751.

佐藤光一 ・ 大川秀雄, 1995. スゲヒメソウムシ属の分布記
録 . インセク ト, 46(1): 10- l3.

YosHIHARA, K. & K. MoRIMoT0, 1994. A revision of the
Baridine weevils of the genus L加mobar is BEDEL
(Coleoptera, Curculionidae) from Japan and neigh-
bouring countries. Jpn. J. Ent.. 62(3):445-456.

( 神奈川県川崎市, 離ii正人)
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0与那国島で採集されたシバタッヤケシコメツキの
記録
シバタツヤケシコメッキMegapenthes shirozui

tatchiiは, 奄美大島の新村で採集された1 雄固体に
基づいて, KIsHll ( l975) により命名記載された亜種
である. 本亜種は非常に少ないらしく, 原記載以降
の記録としてはKIsHIl (l982) の宮古島があるにす
ぎない.
筆者は与那国島で採集された本亜種を検すること
ができたので記録しておく .

l f , 与那国島樽舞, 29.V 2003, 観智之採集.

.、・、.、
、 ・

体長約7 mm, 体は暗褐色, 頭部は黒色~黒褐色,
前胸背板後縁角と肢は黄褐色である. 基準産地の奄
美大島産の個体との比較はできなかったが, 奈良県
産の個体と比較したところ, 本亜種の方が体色はよ
り暗色で, 体幅は明らかに幅広い. また, 前胸背板
の点刻は, より大型で密に印する.  この点について
は,  原記載の 「pronota1 punctures smal ler and
sparser than those of subsp. shirozui」 という表現
とは相違するが, 交尾器の形態は原記載の写真と
よく一致したので, 現時点では本亜種と同定するの
が妥当と考えた. 今後, より広い範囲から多くの個
体を集めて, 地域間の個体差や亜種の関係について
調査したいと考えている.
末筆ながら, 貴重な標本を恵与された東京農業大
学昆虫資源研究室の観 智之氏にお礼申し上げる .

第150号 (2005 年6 月)

参考文献

KlsHl1, T., 1975. Some new forme of Elateridae in Japan
(Vm).  Buff. HleianHig1iSchoot, Kyoto, (19):1-7,2
plS.

KlsHIl, T., l982. New species and records of Elateridae
from Japan. (Coleoptera). Some new forms of Elate-
rjdae in Japan(XVI). Buff. HleianHig1i School, Kyoto,
(26): 35-55. 4 Pls.

OHIRA, H., 1968. The Elateridae of the Ryukyu Archi-
pelago, V. (Coleoptera). Kontyu, Tokyo,36: 134-143,
19 figs.

(大阪市住吉区,  有本久之)

0ムラサキッヤニジゴミムシダマシ伊平屋島の記録
ムラサキッヤニジゴミムシダマシAddia tatior

NAKANEの分布は黒澤ほか(1985) には琉球 (奄美
大島, 沖縄本島). となっているが, 筆者は伊平屋島
で採集しているので報告する.

l ex., 沖縄県島尻郡伊平屋島腰岳, 1. VIL2003,
筆者採集.

腰岳林道のガードレール付近で発電機を回しての
ナイターで得た.
おわりに安藤清志氏には色々 ご教示をいただい
た,  ここに改めてお礼を申し上げる.

引用文献

黒澤良彦・ 久松定成・ 佐々 治寛之, l985. 原色日本甲虫図
鑑(m).500 pp. 保育社, 大販.

(兵庫県西宮市, 田中 稔)
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ホウオウコメ ツキ雄の形態について

有 本 久 之

Notes on the male structure of Houωau alPicola
(Coleoptera, Elateridae) from Japan

Hisayuk i ARIMoTo

No. 150 (June 2005)

ホウオウコメ ッキHot‘ωau alpicota KIsHIIは, 山梨県風凰山風凰小屋(2,500 m) で採集された1 雌個体に基
づいてK1sHII (l993) が新属新種として記載した種である. 原記載以降, 本種が採集された記録はないが, 今
回, 長野県在住の石川豊氏のご好意により, 同氏が長野県で採集した本種を調査することができたので,  これ
まで未知であった雄の形態の概要をここに報告する. 長野県からはこれが最初の記録である.
本文を草するにあたり, 貴重な標本を提供いただいた石川豊氏に心からお礼申し上げる.
調査標本

1f1ｽ,  長野県上伊那郡長谷村北沢峠 (2,100m) ,19-VII -l986,1♀ ,4-VII -1987,  石川豊採集 .1♀,  長野県
南佐久郡八千穂村麦草峠(2,100m), l2-VII-2002, l f,29-VI-2003, 石川豊採集.
形態の概要
体長5.7 mm; 幅1.3 mm. 体は細長く, 両側は平行状(Fig. l), 黒~暗黒褐色で光沢を有し, 小顎枝, 触角,
肢は黄橙色で, 口器と腹板末端節の末端部は黄褐色である. 体背面の体毛は黄白色, 腹面は灰黄白色の徴毛で
覆われる.
頭部は複眼間でやや膨隆し, 前頭部は抑圧されて扁平状, 円形の深い点刻をやや密に分布し, 点刻間の表面
は平滑で光沢を放つ. 前頭横隆線は弱く縁取られ, 前縁中央部は切断状である. 小顎枝の先端節(Fi9・2) は斧
状で, 長さは幅の約2 倍である. 触角(Fig 3) は短く, 末端は前胸背板の後角に届かない. 第2 節は棍棒状,
第3 節は細長い倒円錐状, 第2 節は第3 節よりわずかに長く約1.l 倍の長さ, 第4 節から第10節まで鋸歯状
を呈する, 第4 節は第3 節の約1.4 倍で第5 節の約1.2 倍の長さである.
前胸背板は四角形状で幅よりわずかに長く, 両側は平行状である. 背面は膨隆し, 点刻は一様に印するが,

Fjg. 1. ホウオウコメ ッキ Hot‘ωatt alpicola KIsHII, , from Mugikusa-tOge, Cent「al Japan

- l g -
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Fig 2_5. ホウオゥコメッキ Houωau alj:ljcota KlsH1l, c,フ'. 2, maxi llary palpus; 3, right antenna; 4, male genital ia,
dorsal view; 5, apical potion of paramere, dorsa l view.

頭部よりまばらで, 点刻間の表面は平滑で光沢を放つ. 後角はやや後外方に突出して鈍く尖り, 各背面には1
隆起線を有する. 前胸腹板突起は側面から見たとき, 細長く, 真っ直ぐ後方に伸張し, 末端は細まって尖る.
小盾板は舌状でやや膨隆し, 組雑に点刻される. 上翅は細長く肩部幅の約2.8 倍. 基部2/3 は平行状, そこか
ら先端に向かって湾曲して細まる. 条線は明瞭に印され, 円形状点刻を備える. 間室部は膨隆し, 表面は不規
則なat状で光沢は鈍い.
交尾器(Fig4) の中央突起は末端に向かって漸次細まり, 表面には小点刻を散布する. 先端部は内方へ湾曲
して鈍く尖る. 側突起は細長く, 末端部(Fig 5) の外縁は湾曲して細まり, 先端は鈍く尖る.

引用文献

KlsHll, T , lg93. A new Megapenthini in the generic and specific status(Coleoptera, Elateridae). Some new fo「mS of
Elateridae in Japan(XXIX). Ent. Reυ. Japan,Osaka, 48(2):87-91.

(大阪市住吉区)

0神奈川 川崎市から採集されたイチハシチビサビ
キコ リ

イチハシチビサビキコリ Ade1ocera (Brachy1-
acon) ichihashiiは,  1972 年5 月16 目に三重県の
紀伊長島で採集された l 雌個体に基づいて 0HIRA
(1978) により命名記載されたコメッキムシである.
その後, 各地から記録があるが, 採集例は少ないよ
うである. 平野(2004) によると, 本種は広棄樹林に
見られ, 神奈川県が分布の東限にあたるという. 神
奈川県からは,  これまでに厚木市荻野, 大磯町鷹取
山, 秦野市湯ノ沢の3 カ所の記録があるが, 今回,
川崎市の広葉樹林内において本種の生息を確認する
ことができたので,  ここに報告しておく.

3 , 神奈川県川崎市生田緑地, 29. IV ~7. V.
2005, 鈴木 亙・ 小林邦彦採集; 1 ・ 15.  V~22.  V
2005, 鈴木 亙採集 (鈴木保管).
なお, 公園での調査は許可を得ておこなったもの
である.

引用文献

平野幸彦, 2004. コウチュウ目Coleotpera. 神奈川県昆虫
誌 II:  335-835.

OHIRA, H., 1978. New or li t tle-known Elater idae (Cole-
optera) from Japan, XXI. Trans. Shikoku ent. Soc.,
Matsuyama. l4: 31-34.

(東京都世田谷区, 鈴木 亙;
東京都多摩市, 小林邦彦)
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C0LEOPTERISTS' NEWS

0ミゾムネチビサビキコ リを奈良県で採集
ミ ゾムネチビサビキコ リ A de1ocera (Brachyt-

acon) brunneusは, G. LEWISが0yama (神奈川県)
で採集した1 個体に基づき新種として記載された
種で, 本州, 四国, 九州, 屋久島, 奄美大島から記
録されている. 筆者は,  これまで記録のなかった奈
良県から本種を採集しているので,  ここに記録して
おく .

1ｽ,  奈良県吉野郡川上村伯母ヶ峰,  8-VII-2002
筆者 採集.

今回,  得られた個体は,  体長約7 mm, 体は暗褐
色で前胸背後角部は黄褐色, 背面には黄褐色毛を生
じ, 所々 に乳白色毛からなる小白斑が認められた.
採集した環境は, 標高約1,200 m,20年ほど前に原
生林が伐採され, その後にスギが植林されている
が, 幅, 約20 mにわたって, 尾根から谷底まで帯
状に切残された場所で,  ブナ,  ミズナラ, モミ等が
残っている. 本個体は,  カシ類の生木のビー ティン
グで採集した.

参考文献

LEWIS, G., l894. On the Elateridaeof Japan. Ann. Ma9.
Nat. Hist., (6)18:26-48.

大平仁夫, 1997. 日本産チビサビキコリ類について. 月刊
むし, (311): 9- 13.

(大阪市住吉区, 有本久之)
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0ツルギッヤムネハネカクシ (甲虫目ハネカクシ
科) の新産地
前報において筆者(2004) は,  ツルギッヤムネハ
ネカク シ Quedius (Microsaurus) tsurugiensis Y.
WATANABE et M. YosHIDAは徳島と高知両県にま
たがる剣山地一帯に生息していることを指摘した
が, その後, 吉田(2005) は新たな産地を加えて, 本
種の四国内の分布地を取りまとめ報告している。 し
かし, 筆者はこれら以外の産地から採集された個体
を保有しているので, それらを記録し標本のご恵与
にあずかった伊東善之氏のご厚意に報いたい.

1 c,?, 香川県三豊郡大野原町雲辺寺山, 沢入口付
近, 12. vI 2004, 伊藤善之採集. 採集個体は雲辺寺
山北斜面の標高 500 mの地点に設置したべイトト
ラップによって得られた.
本種は前述の様に,  これまで剣山地帯から記録さ
れてきたが, 吉野川を越えた剣山地以外の地域から
採集されたことは極めて興味深い.

2 , 徳島県三好郡東祖谷村名頃町, 三嶺登山口
付近,  19. Ix~1. x 2004, 伊東善之採集. 採集個体
は標高 1,080 m の林道沿いに設置した地中埋没式
のべイドトラップによって得られた.
なお, 前報で採集者名を伊藤善之と記したが, 正
しくは伊東善之で訂正すると共に伊東氏にお詫び申
し上げる.

引用文献

渡辺泰明, 2004. 四国産ミヤマヒラタハネカクシ種群 ( 甲
虫目ハネカクシ科) 3 種の採集記録. 甲虫ニュース,
( l48): 24.

吉田正隆,  2005.  ハネカクシノート (VIII)一徳島県産ミヤ
マヒラタハネカクシ2 種の分布記録一. 徳島民虫,
(15): 11- l4. 徳島民虫同好会.

(東京都町田市,  渡辺泰明)

0ホソヒメクロオサムシ静岡 中川根町の記録
静岡県におけるホソヒメクロオサムシPentacara-

bus harmandi(LApouGE) の記録は静岡市二軒小屋,
井川峠, 山伏, 水窪町白倉川上流などが知られるが,
筆者は本種を中川根町審麦粒山で採集したので報告
する.

l早, 静岡県中川根町審麦粒山, 9-10. IV 2004,
筆者採集.

参考文献

j t村有希・ 平井克男, 2003. 赤石山脈南端部のホソヒメク
ロオサムシ. 月刊むし (388):45-46.

(神奈川県棄野市, 舘野 鴻)
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0キタミヤママグソコガネを十勝支庁上士幌町で採
集
キタミヤママグソコガネAphodius setchan MAsU-

MoToは, 上川支庁“Taisetsu-zan2,000 m”を模式
産地として記載され2), その後堀ll によって網走支庁
白滝村平山(1,500 m) から記録されたが,  現在まで
に採集された個体数は少なく, 十勝支庁管内からの
記録はないようである. 筆者は本種を上士幌町の東
大雪山系で採集しているが, 十勝支庁管内で最初か
つこれまでで最も低い標高での採集例にあたると思
われるので, 記録しておきたい.

3 exs., 8. VII 2004, 北海道河東郡上士幌町三股4
の沢源頭, 約 l,400m (環境省メッシュ番号6543-
20-88) , 芳賀 馨採集, 芳賀 馨 ・ 真野俊作保管.

キタミヤママグソコガネの採集環境

採集地点は, 国道273 号「こまくさ橋」からュニ
石狩岳と三国山の間の稜線 (標高約1,680 m) に突
き上げる沢の途中で, 周辺の植生はェソマツ・ トド
マツ群集の上層に位置するササ・ ダケカンバ群落
(亜高山帯自然植生) にあたる. 上記の個体は, 沢が
ササ類・ ナナカマド等の雪崩ヤブの中に消える直前
の, 有機物の多い黒土に覆われ流水のない溝状地形
の側方斜面上にあった, エソ シカの糞から得られ
た.  この糞は, 普通に見られる固い黒色の粒状のも
のではなく , 稀にしか見られない緑褐色の軟らかい
粘着性のあるもので, 本種は葉粒の間ではなく中心
部に潜っていた. 装の状態と本種の発見された位置
は, 堀の記録と一致する.  この糞からは, 本種以外

第 150号 (2005 年 6 月 )

に種名不明の小型のハネカ ク シが数頭得られたが,
他の食英性コガネムシは採集されなかった.

参考文献

1)  堀 繁久, 1997. 白滝付平山のキタミヤママグソコガ
ネについて. Lame11icornia, (12): 1-2.

2) MAsUMoTo, K.1984. NewcoprophagousLame1licor-
nia from Japan and Formosa(II). Ent. Reυ. Japan,
39: 167 - 173.

(埼玉県さいたま市,  芳資 基)

0ヵクモンチビオオキノ コの採集記録
カクモンチビオオキノコ Tritoma discatoidesは
鹿児島県産の標本を基に l986 年に記載されたオオ
キノコムシであるが, あまり採集例の多くない種の
ようである. 記載後に九州各地から追加の報告がさ
れており, 関東地方では茨城県と埼玉県から記録さ
れている.
筆者は, いずれも古い採集例であるが, 関東地方
などで本種を採集しているので分布資料として報告
しておきたい.

l ex., 東京都八王子市南浅川町,  5. VII i 981; 1
ex., 同高尾山, 30. VI. 1984; l ex., 山梨県塩山市大
菩薩,  19. vn. l981; 2 exs., 群馬県片品村武尊山,
16. VIII. 1981.
上記武尊山の2 頭のうち1 頭は上趣の黒色紋を
欠いた個体であった.
末尾ではあるが, 上記個体の同定をお願いした三
重県鈴鹿市の生川展行氏に厚く 御礼申し上げる.

(東京都世田谷区, 沢田和宏)
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