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昆 蟲 學 評 論

THE ENTOM[lLOGIGAL REVIEW OF」APAN

V OL. Vl l, N o 2 . DEC., 1 9 5 6

A New Species of
(Ciidae,

Japanese Xy1,ographus
Coleoptera)

By AKIRA NoBUcHI and YosHIT0 WADA

yZogMa zes sc/2eerpeftzz n. sp
Body stout, rather shor tly cyl indrical, sl ightly widened posteriorly ; shining blac k to

dark brown, with mouth-parts (excepting mandibles blac k or blac kish brown),  anten-
nae a nd legs brown ; covered w ith rather long yellowish setae.

Frons coarsely punctured, minutely wrinkled behind eyes, in male not concave, but
a t each si de with a protuberance bearing setae at  apex wh ich are not so long as in

Xy1ograf)hus bostrychotdes; clypeus narrowly marginate,  not denticulate. A n ten nae 10-

segmented, 1st segmen t  stout and spher ical,  2nd moderatel y s tuot, 3rd to 7th narrow,
3rd remarkably longer than 4th, distal three widened and closely ar ticulated to each other.
Pr ono t u m w it h base nearly as wide as long, narrowing
anteriorly,  front margin r ou nde d an d not or feebly
rimmed, lateral margins entirely invisible f rom above,
moderately r o u nde d a n d narrowly marginate,  basal
margin very narrowly rimmed and sl ightly repand, f ront
and basal angles rounded ; disk strongly convex  and
co ve r ed w it h distinct punctures, interspace of punc tures
longer than d iameter of a punc tu re and not asperate.
Scutel lum ver y much small, triangular ; upper sur face
almost smooth. Elytra nearly equal in width to pronotum
at base, about five-sixths as wide as long; lateral sides
n o t o r sl ightly broadened posteriorly ;  upper sur face
strongly convex, the punctuation of which ir regular and
not so close as in pronotum, but stronger in basal por-
tion, with a r o w of punctuation along each side of ely-
tra1  sutu re. Prosternum ve r y shor t before the coxae,
not car inate a t middle and finely reticula te; presternal
process narrowly produced and upheaved underwards ;

Fig. 1. Dorsal aspect

propleuron fnely reticulate and ve r y indistinctly punctured. Meso- and m e a s t e r n u m

coarsely and shal lowly punctured and finely reticulate. A b do me n finely punctured an (1

ve r y minutely reticulate, in male 1st abdominal segment with a smal l craterifrom fovea
wi th hai rs. T ib iae wi th a ro w of about 15 spines on outside and ape x.
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Male genitalia fiat, parallel-sided, becoming narrow gradually towards the front and
rather sharply i n t he rear portion. Median lobe closely at tached to lateral  lobe ; the
posterior por tion to about a thi rd from the front less ch it i nized in the middle. Latera l
lobe bending inward on sides excepting the poster ior par t. Basal piece sub-trian9ula「,
less c h it i nized.

Length: about 2.5 mm.
Host fungus: Fomes fomentanus

(L ) ER.
ectypes:3 (s o、, Mt. Kisokoma, Na-

gano Pref., Aug 4 to 5, 1946, Mr.S.
OSA、、'A leg ; 2 o 、 & 1 _ , Near Mt.
Iwasuge, Nagano Pref., July 20, 1948,
Mr. N. HAYAsliI leg ; 1 ♀, Futamata-
zawa,  Yumoto V., Fukushima Prof.,
July 7,1949, Mr. K. HINo leg ; 2 (_) 1 ,
t he s a m e locality, Aug. 15, 1950, K.
NAGAYAMA leg ; 2 (1、 & 4 11、 -o , S0-
unkyo, Daisetsu National Park, Hok-
kaido, June 10, 1955, A. NoBIJcHI leg ;
4 o

、 & 9 o_, Pyuka, Hokkaido,
Aug. 10, 1955, A. NoBIJICHI leg.

T his species is closely allied to

X ogra s tomz'co ides REITTER from
K habarovs k in Amur, but may be
separated by the fol lowing points ;

Fig. 2.  a. Antenna ; b. The tibia and tarsus of
proleg; c. Male genitalia, ventral aspect.

(1) body larger and (2) in male weak protuberances of frons with setae at thei「 tips・
The type specimens are preserved in collection of M r. T. NAKANE and authO「S・
The name is dedicated to Prof. Dr. 0. Scl ll,ll n1)Iir,T of Naturhistorisches Museum of

wlen, who kjndly supplied the specimens of Xy1ograPhus bostrychoides for compa「isOn・
Acknowledgment

The fol1owjng publications have been rece ived f r om the various organs to our society
1jbrary, since the first report of our society library was noted in page 8 of volume VI
(1g52). we are very much i ndebted for the i r ki nd ness a nd friendship sending o u r

society the valuable literature.
American Museum Novitates, New York, (1953) ~ (1955)
Anneles du Musee du Congo Berge, Tervuren, Ser 8,10:1951), 41 (1955), 42~44(1956)
A n nal i de l M useo Civico di Storia Na turale, Giacomo Doria,  Geneva,  LXVI (1952~

1954) ~LXVII (1955)
Beitrag zur Entomo1ogie, Berlin, I (1952) ~VI (1956)
Bo11etino dell' Istituto di Entomo1ogia delta Universita di Bologna, XX (1954)
Bo11etino delta Societa Entomo1ogica Italiana, Geneva, LXXXII「 (1953) ~LXXXIV (1954)
B ulle t in e t A n nates do Ia Socie te (Royale) Entomologic Belgique, Bruxel les, 88

(1952) ~92 (1956)
Bulletin, British Museum (Natural History) Entomology, London, 3 (1953)~4 (1956)

(To be continued to page 38)



A New Species of Melandryidae from Japan (Col )
By MASA0 HAYAsHI1) and AKIRA KAT02)

z aeomorp a trza ofascz'ata sp n o v

0 ; Body slender,oblong ovate; black, basal half of prothorax, scutellum a nd br eas t

dark red ;  an oblique,  zigzag band,  and two transverse ba nds o n elytra pale yellow ;
four basal joints of antennae, coxae, bases of hind femora and apical few joints of tarsi
red d is h. T he three bands on each ely tron arranged as follows ;- the fi rs t sta rts jus t
behind scutellum, obliquely runs backward and arrives at basal one-fifth of lateral bor-
der ; the second at basa l t wo-fi f ths, broadened laterally and not prolongs to suture; the
th i rd at apical  one-fourth,  weakly na r r owe d laterally and touches suture and lateral
margin.  Body general ly covered with very fine, pale yellowish white pubescence, partly
denser on pronotum a nd ba nds on elytra than the remainings.

Head rather small, sur face minutely punctured, frons
retreated, vertex shal lowly and broadly concave at middle,
with a short impression a t ce n te r. A ntennae ve r y short,
rather slender, scarcely ar r ive at base of prothorax, fi r st

joint longer than second, third the longest and nearly twice
a s long as  second,  each joints of  third to tenth weakly
di la te d apical ly a n d gradual ly shortened,  eleventh oval,
slightly longer than tenth.   Maxillary palpi small, the ter-
minal joint longer than precedent,  weakly broadened to
a pex w h ic h distinctly an d obli(1uely t r unca te. Pr o t ho ra x

nearly as long as its basal width, broadest at base, being
si n ua te a n d finely margined ; strongly na r r owed t o a pex,
being roundly expanded ahead at middle; sides weakly ex-
panded; disc broadly canariculate along middle, and trans-
versely foveo late at sides before middle and also obl iquely
so at sides of base ; pronotum punctured as on head. Scutel-
lum shor t, tongue-shaped, and concave along middle. Elytra
long and slender, nearly parallel-sided at basal half, and
gradual ly narrowed to apex, being dull triangular ; disc somewhat convex, accompanied
w i th three weak and sinuate costae on each elytron ;  the ou ter one starts from shoul-
der, straightly runs backward to apex, forming lateral dull-edge; the central one starts
from shoulder, curving inward, and the inner one sta rts from a central point of basal
w idth of elytron, straightly runs backward, the latter two combine behind middle, arriv-
ing at a point near suture be」fore apex ; surface sparsely and weakly punctured. Legs
slender ; femora moderately clavate ;  mid- and h ind tibiae long and slender,  and t he

apices obl iquely truncate ; front tarsi dilated lateroapica11y, mid-and hind tarsi slender,
a n d scarcel y longer than thei r ti biae.

1) 71, 3-chemo, Sumie-Nishi, Sumiyoshi, Osaka.
2) 523, Yoyogi-Hatsudai, Shibuya, Tokyo.
」LEntom. Rev. Japan, Vol . V I I, No 2, pp 37 ~ 38, Dec., 1956〕
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Length ; 9 ~10 mm. Width ; 2.1~2.5 mm.
Holotype ; ,

M t. Amagi, Shizuoka-Pref., May 26, 1954, H. HATToliI leg. (Nat. Sci.
Mus); Al1otopotype;  _F, Paratopotype; 1 , Mt. Amagi, May 24, 1954, H. HA'l Toll [ leg.
(S. NoMuRA& A. KATo).  Paratypes, 2 exs., Hirayu, Gifu-Pref., July 18, 1954, H. ToRIGAI
1eg. (T. NAKANE & H. Toff[GAI ).

T his new species is somewhat al lied to Dircaeomorphaυali diconris LEI、'.[s f rom Hon-
shu and Shikoku, but may easily be separated f rom the latter by slender body,  short
a nd slender antennae, elongate legs, and colourat ion and fasciae on body. W e w ish t o

point out this new species is not fully congeneric to Dircaeomort)ha FAIliMAIRu by the
up-mentioned characters.

We are very much indebted to Mr. H. HA'l、'l、clu', Mr. T. NAI ANu and Mr. Y. KultosA、、A
for their kindness enabling us to study.

Bulletin of California Inse_t Survey, Berkeley, 1 (1:1150~1952)~2 (1953~1954)
Casopis Ceskos1ovenske Spolecnosti Entomo1ogicke, Praha, LXIX (1952)
Casopis Slezskeho Musea v. 0pave (Acta Musei Silesiae), I (1951)~V (1956)
“Dor ia na " - Supplemento agl i Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Geneva,

1 (31) (1952) ~2 (62) (1954)
“Eos'', Revista Espaiiola de Entomologia, Madrid, XXIX (1953)~XXXI (1955)
Entomo1ogische Arbeiten aus clem Museum G. Frey, Tutzing bei Miinchen, I (1951)~

VI (1955)
Entomological News, Philadelphia, LXIII (1953)~LXVII (1956)
Entomo1ogisk Tidskrift, Stockholm, 73 (1952)~74 (1953)
Fragmenta Entomo1ogica, Roma, I (1951) ~I I (1956)
Insects of M icronesia, I, Introduction, Bernice P. Bishop Museum, IIonolulu (1954)
Lloyd Library Bulletin, Cincinati, 4 (1924), 28 (1928), 34 (1936)
Lloydia, Cincinati, 16 (1953) ~18 (1955)
M emo i re de la S ociete Royale d'Entomo1ogique  Belgique,  Bruxelles, XXVI (1953),

XXVII (1955)
Memoire delta Societa Entomo1ogica Ital iana, Geneva, XXXI (1952) ~XXXIII (1954)
Mitteilungen der Miinchener Entomo1ogische Gese11schaft, Miinchen, XXXXII (1952)~

XXXXIV/XXXXV (1954/1955)
Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomo1ogen, 1 (1952) ~4 (1955)
Noturae Entomo1ogicae, Helsingfors, XXXII (1952)~ XXXV (1955) ; ditto, Index, vol.

I ~XXV (1949)
Opuscula Entomologica, Lund, XVIII (1953) ~ XX (1955)
Plant Protection, Beograd, 18 (1953) ~26(1954)
Proceedings of California Academy of Sciences,  San Francisco,  XXVI (11) (1950)~

XXVIII (5) (1954)
Proceedings of the Hawaiian Entomological Society for i955, Honolulu, XVI (1)(1955)
Psyche, Cambridge, 59 (1952)~62 (1955)
Senckenbergiana, Biologica, Frankfur t a. Main,30 (1949) ~37(1956) ; Gesamt-Vcrzcich-

nis der Senckenberg-Schriften, Zwofjahres-Verzeichnis flir t941~1952 (1952)
Statens Jordbruksforsok, Meddelande, Uppsala (1953)~(1956)
T ijd?chrif t veer Entomologic, Amsterdam, 96 .(1953) ~99 (1956)
Tulane Studies in Zoology, New Orleans, 1 (1951)~6 (1956)
University California, Publication in Entomology, Berkeley, 9 (1953)~10 (195!l)
Vergleichende・ Sttldie1、, Upl)sala (19」8)
The Wasmann Journal of Iiio1ogy, Sall Ilrancisco, 11 (1953)~14 (1956)
Zoo1ogicke a. Entomologicke Listy, Brno, 1 (1952)~4 (1955)

The Kinki Coleopterological Society



Studies on Cerambycidae from Japan
and its Adjacent Regions (V)

By MASA0 HAYAsHI

71, 3-Chome, Sumie-Nishi, Sumiyoshi, Osaka

In the P「eSent 「ePort, one new species and one new subspecies are descrjbed, and
the new 「coo「ds on 9eo9raphica1 distribution of four species, and a n e w synonymy are
also noted.

The Specimens examined in this study are preserved in the co1lectjons of The Na_
t iOna1 Inst i tute of Agricultural  Science in Tokyo,  The Osaka Munjcjpa1  Museum of
Natu「al HiStO「y, M「. K. KUSAMA, Mr. K. SA;KAMoT0 and M. HAYAsE[I.

I am Ve「y much g「atefu1 tO M「. T. NAKANE, Mr 0. M[zoGl[JoHI, Mr. K. SA、uDA, Mr. I.
HI[JltA, M「・ K・ SAKAMOTo and Mr. K. K[JsAMA for their kindness lending me the jnter_
eStin9 Specimens. And also I am greatly indebted to Dr. J. L. GREssrM、 for hjs kjnd
help Sending me the valuable literature of his recen t studies.

Cerambycinae
CalIidiopsini

1.   Ctt「tome「us fiaυus (FABRIcIUs) (Pl 9, f ig. 1 )
Ca1fldz g aυ gm  FA I Mo Ics,  Syst.  Ent.,  p .191  (1775)
Cylinde「a .fiaυa, Aun[vILL「[Is, Col. Cat.,39, p.120 (1912) ; BLAni, Bull. B. p. Bjshop

Mus., 114, p 273 (1934) ; GUESS[l l, Ann. Ent. Soc. America, 44 (1), p ie (1g51).
Ce「eS1 g Slml fe, KANO (nee GAHAN), Bull. Biogeogr. Soc. Japan, I (3), p 242, pl.

15, f 2 (1930).
T「i'tot)hylumbOninenSe MATSllMtRA et MATstlsl-lITA, Ins. Mats., VII (1/2), p 72, f 5

(1932).
T「inof)hylum barbatum MAlsusl-lI rA et OouA、'AsHI,  Trans,  Sapporo Nat. Hist. Soc.,

15 (3), p. 197, f. (1938).
Curtomertts faυus, Glir?ssl:'n, Ins. Micronesia, 17 (2), p 77, f 3c (1956).
This widely distributed species ha,s h i ther to been reported from Izu_Hachijo Isl.,

Bonins, Marquesas, Raiatea, Tahiti, Hawaii, Mexico, Ant通es, Florida, Guiana and Eng_
land. I could examine the following four Japanese specimens ;- 1 ex., Kamitsuki, Izu-
Miyake Isl., Ju1. 14, 1939, K. I-IA、'As1lI leg. (Nat. Inst. Agr. Sci ) ; 1 ex., 0kazaki, Aichi_
Pref., Jul 21, 1953, H. 0HniA leg. (K. KI'SAMA) ; 1 ex., Daisen,  Tottori-Pref., JuI. 17,
1946, Y. K[JltoDA leg. (M. HAYAsH[); 1 ex., 0kinoshima, off S. W. coast of Kochi-Pref.,
Jul 23, 1952, M. I(,A leg. (Osaka Munic. Mus. N. H ).

There are some d if ferences in body colour f rom dusty yellow to piceous reddish
brown in our examples.

It arouse my attention for generic synonymy did not extend to the genus Trinophylum
BATES, in Dr. GltI?ss m 's work (1956),  because, so far as my examination shows, our
specimens are wel l congeneric to Tri;;zof)hylum which is shown in the studies of GAliAN

〔Entom. Rev. Japan, Vol. VII, No 2, pp 39~41, pl 9, Dec., 1956〕
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(1906) and GIrMo[n (1948)
Mo1orch in i

2. Mo1orchus (Mototch・us) mi'for (LINNE)
Necydal is minor LINNE, Syst. Nat., ed. X, p 421 (1758).
Through the courtesy o f M r . K . SA AMoTo, I could examine one male example col-

lec ted f rom thesemiseasoning trunk of Shiia sp. in Shiroyama, Kagoshima City on Apr.
3, 1941 by Mr. H. SAsAK1:. The example is easily separated f rom forma fuscus HAYAslu:

1955 ),  and a lso c a n not be distinguished from eu ropean and saghal ien examples of
M. (M) minor (LINN1).

3. Me zo'1oeda (Merz'o oeda) zeMaze'1szs KANO

KANO, Ins. Mats., V (1/2), p 43, f.1 (1933) ; Gluss]:TT, Philip. Journ. Sci., 61 (1),
p 94 (1936).

Men'onoeda formosana MATslJsHrTA (nee HEr.r,E[i), Zool. Mag. Tokyo,  XLIV (522),
p.146 (1932); Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ., XXXIV (2), p 229 (1933); Mrl、oNo
Mushi, 8 (1), p 53 (1935); Cat. Col. Japon., 8 94 Ceramb. p 63 (1940) (partim).

Men'onoeda (s. str ) uraienst's, GREss.rT'', Longicornia, II, p. 178 (1951).
M r. K. SA AMoTo kindly sent me one female example of this species which wa s

col lec ted f ro m Takeoka, Kagoshima-Prof., on May 14, 1941 by himse lf . This species is
distinctly separa ted f rom M (0cytast'a) for,nosana H IM,1,l1lR i n having m o r e pale yel-
low ish brown body,  less clavate femora,  not greatly di lated mid-tarsus in male, and
i nclined t ibial spines, as Dr. Glu'ss rL、T formerly pointed out .  And a lso I wish to add
more strongly punctured elytra of this species in the differences against to the lat ter.
Th is is the fi rs t record from Japan.

4. Pama se1temt1'zo'zafzs HAYAsm
HAYAsHI, Entom. Rev. Japan, V (1), p 3, f.1 (1950).
I collected o n e female example at the mounta inside of about 1,000m. in alt., of

Mt. 0bakodake, Nara-Prof., on Aug 3,1956, accompanied w加1 nine examples of Rosal ia
batest HA no r.D. The fema le was just ovipositing in to t he space un de r ba r k of a big
fi re-wood. This is the first record besides the original type.

Pyrestini
5. py「eSteS haematlcuS pASCOE f. cot'eamts (OKAMOTO)

Lej)toxenus coreanus OKAMoto, Ins. Mats., II (2), p 66 (1927).
py「estes Ca「binaliS pAS00E, MATSl:lSHn'A (十coreanlls 0;KAMoT0), Ins. World, Gjfu, XL

(11), p 7 (1936) (erro. pro. cardinalt's).
Py「estes haematicus PASooE, f munekuro FIJIMntA, Kontyu,24(1), p3 (1956)(syn, nov).
As I have examined the type of L. coreanusOKAMoTo through the k indness of M r.

K・ 0111;AYASlf「, forma munekuro F[JJIMmA is fairly synonym to the former.
Cleomenini

6. A rfzm aza setigeMa (ScHwARzER) subsp m om'ca subsp n o v .

A r f im aza soft'gera, HAyAsHI (nec SoM、、,AHznli),  Col. 111. Ins. Japan,  I, col.  ed. 1,
P・ 52, Pl. 19, f・212 (1955) ; ditto, ed 2, p. 165, pl 51, f. 1154 (1955); Entom. Rev. Ja_
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pan, VIi (1), p. 15 (1956) ; Lupe, 14, p 63 (1956).
This new subspecies is very closely al lied to the original species, but is easjIy

separated f rom i t by the following points ; -
Body is more darker ; prothorax is almost black except dark red dish basal portjon,

and elytra are also almost black, in sometimes a pair of short and n a r ro w ye11owjsh
b「own v it tae is found at basal portion on d isc. There are very sparsely punctate or
almost imPunctate areas at lateroapica1  por tions of prothorax,  instead of very closely
Punc tate areas in the original one. And the punctures on elytral disc are more closely
and deeply impressed than in the original one.

Holotype, o, SataCape, 0sumi, Kagoshima-Prof., May30, 1g53, 1. HnluA leg; para_
types, 1 Q- , the Same data as hOlotype ; 1 -, Sata, May 29, 1952, T. NAKANE leg., 1 ex.,
Sata, May 23, 1955, K. SA、'、ADA leg. (M. HAYAs;E[I).

The specimen f rom Kuroson, Shikoku may belong to this subspecjes.

Lami inae
Apomecynini

7. o1zca m'zogzechz'z' sp nov.  (Pl 9, f ig 2.)
Body small, oblong oval, rather convex ; reddish brown, partly piceous, shjnjng ; an_

tennae,  bases o f femora and tibiae light brown. Body surface covered  wjth yel low
Pubescence, the pubescence generally thin, and partly dense forming fascjae and ma r k_
in9S Which a「e frequently interrupted by punctures and costae, on pronotum and elytra ;
P「onOtum covered wi th the pubescence leaving a pair of unpubescent ova l areas at
middle beside center ; on elytra the following pubescent bands or markjngs are found,
a n a 「「 o W t「ansverse band at base, a rectangular marking o n center between base and
middle, a Pair of distinct, short transverse bands just behind the lateroapica1 border of
the P「ecedin9 one, and two broad t ransverse bands, one of which beh ind middle and
anothe「 before apex. Body beneath and legs covered with very thin pubescence.

Head n a 「「 e w e r than prothorax,  between antenna l  tubercles has a 1ongitudjna1
f u「「oW at the center of broad concavity ; frons broader than high ; under eye_lobes slj_
ghtly deepe「 than the remaining genal areas; sur face rather closely punc tured. A ntennae
longer than body,  first joint weakly and gradually clavate apically,  distjnctly shorter
than third and nearly equal to fifth, third equal to fourth, fifth and followings gradually
sh o r t. Prothorax wider than long, sides rounded, strongly and more deeply punctured
than on head. Scutellum small and broad rectangular, entirely covered wi th pubescence.
El ytra broader than prothorax,  sides somewh at expanded be hi nd middle,  and ape x
narrowly,  obl iquely a n d dul ly truncate ; d isc strongly, deepl y an d semj-s tr iatel y
Punctured and accompanied w i th two pairs of strongly ra ised costae,  and narrowly
impunctured just along s u tu r e. Breast punctured as on prothorax ; abdomen very mi-
nutely and weakly punctured.  Femora moderately clavate, mid-tibiae weakly dilated at
outer preapical border.

Length ; 6 mm., width ; 2 mm.
Holotype; , Tajiri-Minami, Sata, 0sumi, Kagoshima-Pref., May 15, 1954, 0. MIzo_

(11-0」-II leg. (M. HAYAS.HI ).
I t d i ffers f rom R formosana BATES (1877) in having small body, strong a n d close

punctures on body surface, and different colour pattern of body.
This oriental genus is firstly recorded f rom Japan p r o pe r .



The New Species of the Genus Paraleaster CAMERON
from Japan

(Coleoptera: Staphylinidae)
By KOHEI SAWADA

(Biological Laboratory, Saikyo University, Kyoto)

Paraleaster japonlcus, sp n o v

Piceous, moderately shining,  the elytra and abdomen with reddish tinge,  legs and
antennae tes taceous, the lat ter paler at base.

I;ody elongate, narrow and subpara11e1-sided. Head suborbicular, considerably nar-
rower than pronotum (1 : 1.25) a t eyes, which are medium i n size and not prominent,
a t thei r diameter f ro m base,  genae beh ind eyes gently rounded and rather  abruptly
constr ic ted to base, the slender mandible is porrect, sharply pointed and edentate, lab-
r u m distinctly emarginate in f r on t and remarkably spinulose,  with the anter ior ha lf
apparently menbranous, the deplanate epicranium bears a pair of broad but superficial
depression,  surface finely,  densely and partially rugosely punctured,  pubescence no t

consp icuous except for the genae finely pi lose. A ntennae usually elongate,  nearly
reaching the f ront of the elytra and not tapered distal ly, with the2nd segment about a
hal f shorter than 3rd (1 : 1.6), 3rd to 6th subequal in length, 10th feebly broader and
shorter than 11th (1:1.05).

Pronotum subconvex above, feebly broader than long (1.08:1), the sides are broad-
ly rounded and definitely expanded at anterior two- thirds, suddenly constricted at pos-
terior one-third and very gradually na rrowed towards base,  the front angles not and
the basal scarcely visible from above, with the disk feebly, par tly obsoletely canaliculate
along the midline and indefinitely foveolate in fron t, surface finely, densely, of ten m o re

obsoletely punctured throughout.
I、lytra being parallel bilaterally, slightly broader (1.24:1) and nearly a half longer

t ha n pronotum (1.4 : 1) at suture, on ei ther side of sutu re weakly though broadly de-
pressed longitudinally, surface moderately densely,  apparently coa rsel y and r a the r

asperately punctured over, pubescence similar to that of pronotum but longer and sparser.
Abdomen of cylindrical, invisibly na r rowed towards apex, w ith t he bases o f fi rs t 4

tergites usual ly depressed and broadly marginate bilateral ly, the longest at visibly 4th,
the apical segments with 10 black and long hairs, beneath the visible 5th a n d 6t h ste r n ites

deeply, triangularly excised and furnished with 5 black but shor t setae, surface densely
and finel y punctulate and pubescent over. Legs slender, with the femora more or less
incrassate,  protarsi slightly di lated i n both sexes a n d t he me ta ta rs i  s le nde r an d shor t,
only one-third as long as the metatibiae (1:2.8).

In the female the slightly broader abdomen with the visible 5th segment distinctly
deepl y an d broadly emarginate on dorsal and ventral surfaces, but the emargination of

〔Entom. Rev. Japan, Vol. VII, No 2, pp 42~44, Dec., 1956〕
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the sternjte surface being smaller with 5 or 61ong and yellow Spines・
Di ffers from p. 1ongtpennis CAMlnoN i n the body coloration, the slightly na「「owe「

pronotum wjthout djstinct depression i n the middle and shor te「 elyt「a, etc・
Body length: 4.5-5.0 mm.
Hole_( ) and allotypes: Mt. Hike, Kyushu,18. V. 1955, K. SA、、'ADA le9・
paratypes: 1 , Kagoshima, Kyushu, 22. VI. 1952, T. NA ANE leg 2 2 , Senbutsu-

do cave,  Hiraodai  Karst, Fukuoka, 3. IV. 1955,  S. UI・・、'o leg. (in coll. T. NAKANE, S.
U NO & K. SA、、'ADA)

Remarks: The examples from the l i mes to ne c a v e are qui te ident ical w ith the ex-
amples from the field.

3 2

Pa;aleaster kasug,aensls, sp n o v .

Closely al lied to P. jaf)omcus b u t the antennae are th icker and less eton9ate, the
elytra1  punctuation is distinctly finer and denser, and the fused paramere of the aede-
agus are broadly rounded at apex, etc.

pjceous, less shining, legs testaceous, antennae brownish and sl ightly Pale「 P「oXi-
mally. Head feebly broader than that of P. j aponicus a n d m or e distinctly  flattened
above, eyes larger and slightly prominent, at less than their diameter from base (1・2:1),
sur face more finel y, densel y and rather obsoletely punctured o v e r . Antennae Sli9htly
thjcker and shorter, reaching the posterior one-fourth of the elytra, with the i st Se9ment
robuster, 10th moderately shorter than 11th (1:1.25).

pronotum more evenly convex above, and more distinctly broader than Ion9 (1・1 :
1), wjth the side rather gen tly rounded and moderately expanded at the anterio「 th「ee-
fourths, not so suddenly cons tr ic ted beh ind, the med ian cana liculat ion is quite s uPe「一

ficia1 and disappeared at anterior half,  without depressions, on each s ide of the basal
fovea with a smal l callus, surface minutely, distinctly densely punctured and pubescent.

Elytra the same a s i n P. japomcus,  though the punctuation a nd pubescence are
ent j rel y fi ne a nd dense throughout. A bdomen w i th the visible 5th tergite finely but
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apparent ly notched in front and similarly excised below as in P. jaPomcus, surface very
ely and densely punctured and pubescent throughout.

Body length: 4.5 mm.
Ho1o-( ) and paratypes: 2 3、, Mt. Kasuga, Nara, 16. V. 1954, K. SA、、'ADA leg. (in

cOil. T. NA:KANE & K. SAWADA)
Remarks: These beetles always occur in the vicinity of water.
I a m indebted to M r. S. UI, No for materia l from the cave.

1
2

3

Explanation of f igures

Paraleaster kasugaensis, sp nov., labium and maxi lla.
Paraleaster kasugaenst's, sp nov., aedeagus, upper view
Paraleaster jaf)omcus, sp nov., aedeagus, upper view.

三重県に i。、けるオオセンチコ力 ネ2 型の分布について

11;i 、 類 雑 記 (3)

後 藤 光

オオセンチコガ、ネ Geotruj)os (Phe1olruj)os) auratus MoTscnorLslKY, 1857 は目本(北・ 本
四・ 九) ・ 千島・ 朝無fl ・ シベリヤに分布し,  背面金赤色に輝く美しい種で山地のll ﾌ装より
採集されるが, この極の中で金緑色(下面は?線色)のものはミドリセンチコガネ, 藍緑色(下
面は藍紫色) のものはルリセンチコガネと呼ばれているが,  1952 年に中根猛彦氏によって前

者は forma t)i ridiaurea NAKANE, 後者は forma run NAKANEと夫 命々名された.  この2型
の産地としてミ ドリセンチコガネは?l::尾山(J、部) ・ ﾒ・ t鹿山脈 (三重・  賀) が , ルリセンチ
ガネは奈良春日Ill ・ 鈴鹿l L1脈南部・ 紀伊山脈が知られていて,  これ等の産地では原型及び2
型が混在することはなく, 夫 限々定された地J或に分布している.  筆者が分布調査をしている

三重県の本種は, 原型は藤原 1(鈴座山所l(北部) 以北で, ミ ドリセンチコガネは湯の山・ 11111在
所岳より野登山にかけ (鈴鹿山脈中央~南部),  ルリセンチコガネは三重大学平倉演習林あた

りより以南紀伊山脈と明瞭にその分布の状態が分れていて,  同一県内で原型,  2 型とも分;flj
しているのは誠に興味のあることである.  2 型の産地は上記以外あまり知られていないが,
筆者の所蔵標本中に次のものがあるのでここに付記しておく.
f tliridiaurea, 札幌円山, 1 ''、, 8. VIII. 1955 (豊田氏採集).
f rurt, i:y1・elf白?「1111, 1°, 23. VI. 1940 ; 1_、J:11.1(九州),  1 o- , ?. VIII. 1941(共にfij
集者不明). 三宅義一氏は原久島を報 '・ (北九州」1虫趣味の会会誌,  No 5, pp.15 ~ 16,
1956) されている.



日本及び台湾産のキノコゴミムシについて

中 根 猛 :彦* ・ 大 倉 正 文**

On the Species of the Genus Coptodertna in Japan and Formosa
(Coleoptera, Caraboidea, Coptoderinae)

By TAKEHIK0 NAKANE* and MASAFUMI OHKURA**

こ こにあげる種は従来凡てCol)fedora属に合められていたものであるが, JEANNEL(1949) は

アフリカ及び東洋のこの属の種がアメリカ大陸のものと異なるとして分離しCoPtoderinaと命
名した. 従って本邦及び台湾に産するものはCoi)todertnaに属することになる.
日本からの極は C. st‘0a1zcafls PuTzl3Ys及びC. japomca BATESの記載以後, 殆ど記録が

なかったが, 最近に至ってC.0sakana NAKANE, 0frKoRA et S. Ua?;[0及びC esakii NAKANE
が追加された.  一方台湾からも Do,、u[sがC formosanaを記1成し同時に var. marginata
及び var. mattlataを区別して以来, CsIK[ (1932) がeluta ANDlaEWES, flexuosa SOHMIDT-
GoEBELを, 又三輪が interruPta SoMMIDT-GoEl;ELを記録している位なもののようである.
我 は々我 自々身の標本に加えて,  例比''-、・:正二.国SI、Z  士の採集品,  国立科学1'、l l物館の鹿野忠

l? 上採集品等の研究を許され,  7 極を識別することができたので,  之らについて右干知見を
述べることにしたい. はじめに 1り,  1111比 f ill士, :,?1沢良彦,  土生 中, 上野俊一の4 氏は

じめ標本・ 文献等に関しi要助を与えられた方々 に対し深い感11ﾊ iを f率げる
なお本研究の一齦狽ﾍ中根の受けた文部省科学研究助成補助金の i表助によるもので る

Genus Coptodertna JEANNEL,  1949 キノコゴミムシ属
Coptodenna, JEANNEL, Coleopt. Carab. Malgache, 3. p 924, 925 & 933・

Generotype: Coptodera equestris Bo'fEMAN (アフリカ産 )
この属のものは一見して明かな体形を持っているが, Coptoderinae の他属のものとは, 限

が大きくて強く実出し,  側頭が.是だ短いこと,  前胸が著しく横長で側系≠ｪ前角より広く円ま
り, 中央で角ばらぬこと,  上 は強く条刻され,  間室・ 頭部等はせいせい疎に点刻を散布す

ること, 限の系剴・狽ﾉ歯実起を有しないこと,  順部も始ど平滑で,  せいぜい微毛を疎生する
こと, 等で区別できる. 又, 上面は横条等の微細印ノl」を具え, 上,1'?に4 紋(基部後方及び過端
前)をもつものが多い.

目本及び台湾産Coi)toder,na属の極の検索
1 (2)  上一会含部先端には尖った小l cを具える;  前紋は縮小して第4  間室上の小長形紋とな
* 西京大学生物学教室 Biological Laboratory, Saikyo University, Kyoto
* * 神戸市東灘区御影町天;jill山46 46, Tenjinyama, Mikage, Kobe.
〔 虫学評論, 第7巻, 第2号, 45~50頁, 第10図版, 1956年, 12月〕
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っている ; 後紋は第2 ~
3 間室は 4 孔点を具える

2(1) 上 会合部先端は鈍く円まる.
3 (4) 上 は前紋を欠く ; 上面は緑光沢をおび, 第3 間室の孔点は3 -subaPicalis PoTzEYs
4 (3) 上 は前紋を具える .
5 (6) 上面は緑~銅光沢をおびる ; 前紋は第4 間室に於て後方に長くのびる ; 第3 間室の孔

点は 2 ~ 3
a (b) 第3 間室の孔点は2
b(a) 第3 間室の孔点は3

発達し, 後;!lJ;紋も太し

4 ~ 6 - 7 ~ 8 間室にわたる各2 ~ 3 紋に分離する ;
eluta reductemaculata subsp.  nov

subsp

第

,)

es a t t NA mNE
es a zz NA N E

subsp.  taz'ωa a NA N E

6 (5) 上面は緑~銅光沢をおびない.
7 (14)上 第3 間室の孔点は3 ; 上翅の微細印刻は横の刻条による; 上期端外角は鈍く円まる・
8 (9) 上一の後紋は第4 間室より前方に移り,  その後縁は第3 間室に於けるよりはるかに前

m acu la t a DIJPo [S

Osakana NAIKANE, 0111KURA et S. UltN0

方にある ; 後f?fは通常会合緑に達する
9(8) 上一冾ﾌ後紋は第4  間室より前方にのびるが,  その後縁は第3  間室のそれとほぼ同位又

はより後方にある.
10(13)前胸背は黒掲色, 平圧された両側部が広く黄赤褐色を呈し, 前的側片も同色 ; 上期前

紋は前縁外半が著しく斜に 入し (又は第6 ~ 7 間室に於て斑紋が退化的となる),  内

半とほぼ直角をなす ; 後紋は強く屈Imする ; 体下中央部は日青赤 ; 11ぱ黄・' f~赤
で外縁に沿い暗色.

11(12)E支は大部分黄褐色, 1]i'1節外緑は多少ともn,」色, 腿節の中央部も1111色をおびる ; 上 前

紋は第6 ~ 7 間室に於て多く退化的, 後;出:紋は細し

12(11) 肢は赤 s島色で月 ｮ節外線はll青色 , 11111節は先端にll:I a いu高色とな  前紋は多くはよく

argz'Mta D u I s

13(10) 前胸背は黒色で平圧された両側の縁部のみ狭く赤褐色,  前E I側片も同じ  ;  上 前紋は

円みをおび,  前後外半は少しく斜になるが内半とは鈍く角をなす ; 後紋は屈山するが

余り角ばらない ; 体下中央部は殆ど外方と同色 ; 腿・ 月 ｮ節は大部分黒褐 ~暗赤褐色一

1) Coptoderina eluta reductemaculata subsp nov.  Dif fers from the nominate form in the
fol lowing points: Body above piceous black with faint greenish tinges (dark brown in
the latter) ; sides of prothorax, patches and lateral margins of elytra yellowish tes tace-

ous; anterior patch of each elytron reduced to a small oblong spot on4th interval, and pos-
terior one divided into 3 separate spots, the inner (on2nd and3rd intervals) at about apical
fifth, the median (on 4th to 6th) at about two-fifths from apex, and the outer (on 7th
and 8th) somewhat obscure and a l i t tle beh ind the median ; antennae red d is h brown,
w ith 4 basal joints and the media n ax is of 7 apical more or less i nfuscate. Length:
7 ~ 7.5mm.

Holotype: Mt. Ar i (Karapin) , Formosa, 4. XII. 1937, Y. YANo leg. (in coll. NA ANli )
Allotype: Mokuriryo near Mt. Ari, Formosa, 20. IV. 1938, Y. YANo leg. (in coll. 0」:nioRA)



は多少とも角ばる subsp fa1omca BATES
b(a) 上 後紋は屈fillがより弱い; 前紋前緑は円まり, 後緑の 入は弱し

subsp formosana DcpuIs

14(7) 上過第3 間室の孔点は4 ; 上i建1の微細印刻は横位の微点刻からなる ; 上 端外角は鈍

く角ばる transυersa angulipennis subsp.  nov 2'1
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fa 0mca BATES

a(b) 上ila後紋はほぼ直角に屈1111する ; 前紋後緑は第5 間室に方Sて明かに彎人する,  前緑

Coj)todenna eluta reductemaculata subsp n o v .

ANDRE、、,EsはCHAuDoIR(1869) がC. intemiPta SOHM.-GOEB. と同定記 したものが実は別

極であるとして, 之にelutaと命名した(Trans. Ent. Soc. London,1923, P・30). 今回記if? し
たものは両者の記述に大体一致するが, 色彩の点, 斑紋(前紋のj ｯ化したものはCHAuDOIRも
みている. 後紋がきれて違く離れている点は記述にないから,  もっと接近していると思われ
る), f^ l角 (' f色で基部3 節 色) の色などが異なるので分離しておいた.

Cop toderz'na s a t'caffs (PUTZEYS)
Coj)fedora subaj)tcalis Ptrl,z., Deutsche Ent. Zeitschr., XXI, 1877, P 84・

最も普通なキノコゴミムシである.  上 の後紋は変化があり,  外方の部分が屋久島などの
個体ではよ く発達している .

Co1 toden 'I a esa zz NAKANE

Coptodertna esakit NAK. 十 subsp taiωana NAK., Akitu, V, 4, 1956, P・104, fl9・
之は従来c flexuosa SoHM.-GolB.  とされているものであるが, 孔点の数が異なり,  また

JEANNEL (1949) が図示した(S、交尾器の図は上記の種と異なっている. 上 の紋が著しく '' ll」I
であること,  小形で緑~銅光沢をおびることで顕著である.  jL州佐多山甲附近で中根が江崎先
生と共にみつけた伐木に集まっていたので上記のように命名された.  なおC・ fleXuOSaの上
第3 間室の孔点は4 である(ANDRImI,lS, 1923).

2) coptodertna t r ansυer sa angulipennis subsp n o v . Very closely al lied to the nomi-

nate subspecjes, but may be separated from i t as follows: Piceous black, With antennae,
clypeus,  labrum and lower mouth-parts redd ish testaceous,  and sides of P「othO「ax,
patches and lateral margins of elytra yellowish testaceous; median longitudinal fu「「oW
becoming deeper and w ider towards base f rom middle, without median 「ound imP「eS-
slon ; hind margjn of each elytron transverse near outer angle, oblique on i nne「 hal f

and agajn shor tly t r ansve rse near sutural angle ;  anterior patch obliquely quad「ate,
situated between 2nd and 7th st riae, and posterior one produced pesto「iO「ly on 3「d and
4 th Intervals and anterjorly o n 5th ; 2 basal pores of 3rd into「Val  not Closely Set, but
rather apart; mjcrosculpture of elytra consists of very thick t「anSVe「Se 「oWS of minute

transverse punctures. Length: 7 mm.
Holotype: 1 , Mt. Karapin (1,125m) near Mt. Ari, Formosa, 10. XII・1937, Y・ YANo

leg. (in coll. NAKA )
Allotype:1 j) , Takesaki near Mt. Ari, Formosa, XII.1937, Y. YANole9. (in Coll・0HKL'RA)
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Coj)todenna macldata (DupuIs)
CoPtodera formosana DuptJIs, var. mactdata DopuIs, Ann. Soc. Ent. Belg. LVI,1912, p328.
DoPuIsは C formosanaを記載した際,  3 つの型があることを認め,  最も小形のものを

maculataと命名した. 之に関しての識別は触角の基部2 節の後方に暗色紋があり, 第3 節に

同色の幅広い環紋があるという以外みあたらないが, 我々 の検した4 標本は之に当るものと思

われ, 明かでないが, 触角の基部3 節に多少暗色の部分がみられる.  しかし,  この4 頭がよ
り大形のものと同種ではないことが上:建l斑紋及び 交尾器から判定できるので一応独立極と

みなすことにした.  極名の取扱いには些か疑間があるがこの点は後日に讓ることにしたい.
産地はHoozan(DupuIs), Ural(鹿野), Funkiko(矢野), Tyokakurai(1j,ｶJ比奈 )で る

COptOdenna OSakana NAKANE, 0HKURA et S. UEN0
Coi)toderina osakana, NA'K., OH:K et S. U., Coloured Illust. Ins. Japan, Coleopt., 1955,

p ie6~107, pl 39, f. 135.
本種はC. jaPontcaと比べると, 前胸がより幅広く, 側縁はより広く円まり, 平たく, 且広
く黄赤褐色を呈し, 上 斑紋は細く退化的で特長的である.  しかし実際の構造は甚だよく似
て区別点を明かにあげることが難しい. 記載の際には我々 は台湾産のCoi)todertna の標本が
少なく, よく検討する機会がなかったが,  鹿野忠雄氏の採集品を検するに及び, 少なくも本
種と同種と思われる9 頭の標本をみ出だした.  之については次にのべる.  なお本種は九州で
も発見された.

CoPtoderz''aa 'margt''aafa (DupuIs)
CoPtodera formosana DoplJIs, var. marginata DopuIs, 1. c. 1912, p 328.
DIJ「'o「Sはformosanaの3型中, 中形のものをmarginataと命名しているが, 之がmaculata
と共に原型(最大形) から区別される点として,  前胸側緑が広く赤褐を呈し, 部中央が赤

で周囲よ り淡色である点が記されて

ある. 前項に述べた9 頭の台湾産の

個体は大小があって必らずしも中形
ではないが, 上記の2 点ではmargt-
nataに当るものと思われる. 台湾産
はosakanaに比べるとむしろ j.apont-
caに似て前1 ・ ｪ幾分幅狭く,  両側の
円みが少なく , 上:' nの斑紋の発達が
一般によいし, 肢の色も く , 腿節

が先端に向ってi @色となるから,  亜
種としては区別できるであろうが,
別種ではない.  ここに一応別種とし

て扱ったのは命名規約. lの問題があ
るためで将来両者を同種としてi及う
ことが必要である. 産地はUral,
Masuhokuru, Taikozanである.

Elytra1 pat tern:
1.  Coi)todertna eluta t'eductemacu lata s s p . no v.,
2.  C maculata Di:JPiJIs, 3.  C t ransυersa anguli-

e m zs ssp.  nov.
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Coptode「z'za fapomca (BATES)
Coj)fedora j'apontca, BATES, Trans. Ent. Soc. London, 1883, p 281, pi t 3, f 4.
この極は南九州では.l;1較的いるが,  本州ではJｿ、品で る.   1程一,みの強いことと , の斑紋
が一般に円みをおびること,  1 gが11t、いこと,  前月@が中央から後方に余闍ｷ-  まらないことな
でosakanaとは容易にみ分けられる. 座野ド.5:士採集のMasuhokuru産の1 頭は明かに本種に

属するものと思われるが同時にDし'i、し'IsのC formosana(1. c. 1912, p 328)の原型に当るもの
と考えられる.  之では斑紋は更に円みをおび,  後紋のIll曲も緩やかで亜極として残してもよ
いであろう. ANDliE、、rEs(1923) はC. japomcaがC. interruj)ta SOHM.-GOEB. の「aceであろ
うと述べているが, 記載による限りでは同一極であるとは考えられない.

Co toden'ma transυersa a'1gteh'Pemz's subsp n o v .

この極はここに扱った種の中で上:111の徴細構造が他と異なる唯一の極である. C transυersa
Sc.tIM.-GoEB. (Faunula Col. Birm., 1846, p54)の記l成とは極 の々点で甚だよく一致し, AND-
RE、、rEs(1923) の補足的記述にも合っている.  ただ前胸背中央の円い国み, その他の点で異な
ると考えられるので一応上記のように命名した.  将来印度方面の標本と比較する機会がえら
れれば明確な位置が決定できるであろう.

Key to the species of the genus CoPtodertna in Japan and Formosa
1(2)  Apex of elytra1 suture with a small tooth;3rd interval with4 pores (Formosa)
2(1) Apex of elytral suture obtusely rounded, without a tooth.
3(4)  Elytra lacking anterior patches; body above with greenish tinges;  3rd interval

with 3 pores (Japan)

e luta reductemaculata subsp n o v

aOa lCa 1 ls (pUTZEYS)
4(3)  Elytra with anterior patches.
5(6)  Body above with greenish or bronzy tinges;3rd interval with 2 (ssp tyP.,Japan)

o r 3 (ssp tatωana NAK., Formosa) pores es a zt NA A N E

6(5) Body above without greenish or bronzy tinges.
7(14) Thjrd j nterva1 w ith 3 pores; elytra1 microsculpture consists of transve「se lineS・
8(g) posterjor patch of elytra reaching sutural margin, yellow colour on 3r d inte「Val

much beh ind that on 4th (Formosa) mactdata (D[JPUIS)
g(8) poster jor patch not reaching su tural margin,  yellowish colo u r on 4th inte「Val

elongate with its posterior margin nearly in same level as that on 3rd or extend-
ing fur ther towards apex.

10(13) pronotum pjceous black, with epipleura and explanate side margin broadly 「ed-
djsh testaceous ;  anterior patch of elytra with o u ter ha lf of front ma「g in Ve「y

oblique.
11112) Legs testaceous,  with outer margin of tibiae infuscate; anterior patch of elyt「a

ve r y o f ten r ed uce d to a spot on 4th and 5th interval, posterior one usually ve「y
kana NAKANE, 0.HKl:JltA et S. Uli'NO*

12111) Legs reddish brown,  wi th ou te r margin o「 t ibiae and femora towards apex i n -

* c . osakana and marginata (original ly formosana var. :margtnata) are considered to

be conspecific, but we treat them as two species at present for convenience・



50

fuscate; patches of elytra usually well developed (Formosa) -marginata (DuMIs)*
13(10) Pronotum pitchy black, with extreme outer margin of prothorax reddish ; ante-

rior patch of elytra rounded (ssp formosana Dcp., Formosa) or obtusely angulate
in front (ssp typ., Japan), posterior one more (ssp typ ) or less (ssp f ormosana)
strongly winding; legs blackish or dark reddish - - - - - - - jafiomca (BATES)

14(7 ) Third interval with 4 pores ; elytra1 microsculpture consists of transverse punc-
tures (Formosa) t r a sυer s a a g g emls subsp.  nov

Explanation of Plate 10.
Male genitalia (l : lateral aspect, v: ventral aspect, d, d': dorsal aspect of apex of penis)
1.  Coptoderina japontca; 2. C.osakana, d'-C marginata; 3. C maculata; 4. C esakii,
d' -ssp taiωana; 5. C eluta reductemacu lata.

オ ビモンナガハムシ三重県に分布する

(三重県の甲虫類に関する報告,3 )
後 藤 光 .男

オビモンナガハムシZeugoPhora unifasctata (JACOBY, 1885)は本州特産極で本邦のハムシ
科の中でも非常に珍らしい極で現在までに JAcolly による日光と, 筆者が原色日本1 図av
上 (保育社) に用いた一l一和田湖以外にその記録はないようであるが,  ここにその新産地として

三重大学平倉演習林を追加する.  同演習林は現在までJill々 珍 な甲虫類が数多く採集されて

いて,  甲虫愛好家の注目の地であり今後の調査に期特が持たれる.  本標本は市橋南君採集の

甲虫類中に見出したもので筆者が所蔵している.
2exs. 三重大学平倉演習イ1イ、, 11.V. 1956, ilJ橋lit採集.

アカジマト ラカミキリ岩湧山に産する

二j l- 上 」,、1. 信

昭和31年8 )119 日( 日), 山田義.?;民はill'からn青大の,岩1り山1??の上ノ組バス停車場前で午後1
時50分頃, 附11jの雄?f.L上にll?来したAnagiyjltus (A'taglyjltus)be11us MATst:MuliA et MA'l、s、l1-
sHn、Aの新鮮な1 を採集された.  附近にはケヤキの木が2 本認められた. 関西では:111.常に
珍しい記録と思うので報告する. なお標本は私が所J一程  している
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ヒメマルクビミツギリゾゥムシについて

宮 武 睦 夫

On a Little known Brenthid-beetle, Higontus otic LEWIS
By MUTSU0 MIYATAKE

Hi9onius cite LEWIS ヒメマルクビミ ツギリゾゥムシは1883年属名に用いられた 'Higo' から

新属新種として記頼されたもので,  その後台湾・ フィリピン等の南方諸地域からも記録され
ているが,  国内では何l改か採集家の注意を1ﾀ・かなかったものとみえ,  1953年面河漢から報告
されるまで新しい産地は付け加えられなかった.  四国地方でも面河漢以外からはまだ得られ

ないが, 該地にはかなり普通に産する. LuwIs も記1較のあとで, “It occurs not uncommonly
under bark in the forests of Higo" と書いており, 接息場所さえ見つければ案外珍らしく
ないものと思われる.  ''ﾝ・者はこれまでに面河溪産の 21  頭の標本を検することが出来たが,  こ
の機会に簡単に記 し, 従来知られていなかった_二次性徴等も併せて系fl介しておきたい.

l9omas属はミッギリソ'ウムシ科の中で比較的小形のものを合み, 頭部の降起, It |,M搶繧
縦隆・ 1111等で特異なもので,  これまでに約8 種記1成され, 本 の分イ11が口本にイ中びているの
を除けば, すべて束洋区に分布しており, 従って本極はCylindrocaulus f)atalis LEWISオニツ
ノクロツヤムシ等と同様,  わが国 に四国・ 九州の山地に分;fl」するjhL型的な束洋区系甲虫の
ユ種と云えよう.

zgomas czZo LEWIS  ヒメマルクビミ ツギリゾゥムシ(第11 図版)
Higomus cite LEw◆s, Journ. Linn. Soc. London, Zoo1., 17: 300, pl. 12, ff 9 & 10, 1883
〔Japan: Higo〕 ; SoHoNFEr」DT, Junk's Col. Cat., pars 7, Brenthidae, 17, 19」LO; WINK-
LER, Cat. Col. Pal., pars 11, 1374, 1930 ; M[、、'A, Syst. Cat. Formosan Col., 240, 1931
〔Japan, Formosa, Phil ippines, Burma, India〕; MI、、'A et CHuJo, Ca t. Col. Jap., pars 7,
Brenthidae, 1939 〔Japan (Kyushu), Formosa, Philippines〕 ; IsliIIIARA et al., Trans.
Sh ik ok u Ent. Soc., 3, Supplementum: 104, 1953 〔Japan: 0mogokei-Shikoku〕.

Specimens examined: 1 , 21. vii i 949, M. M [YATA M leg ; 1 (、' , 26. vi. 1951, M. MI nTAKE
leg ; 1 t、, 14. vi. 1953, K. SAsAK[ leg.; 1 'i , 2. v. 1954, M. M[YATAKE leg ; 8 个,
6 .- ♀, 12-13. vi. 1954, S. H[sAMATsし' leg; 211; 个 , 1_F_  ,26.  vi .1955,  S.  HIsAMAl、sし leg
A ll the spec imens were col lec ted at Omogokei, Shikoku, Japan.
体は細長く, IMf ｹ乃至赤 色,  l:llｨ  ・  角j1角・  拱部及び1uu部を除いて光沢なく 背r1-'央両
側, 1' 搶消のJ司緑部及びほぼ中央に る斑系文は暗色,   体下面は上面より幾分11.是' 色で部分的に':
色を呈する.  頭部はrl '央に深い正rl' 満を装い,  頭頂及びf@l角間の両側はそれぞれ隆起し,  特
に頭頂の隆起は顕著で, 後方に実出する.  背面は極く徴細な毛をf東布し,  両隆起上は幾分系I
毛様を呈する. 複眼は半球状.  その後方はよく膨出し,  頸部は短<111,沢.  fit'l角は珠数状, 先

端3 節は膨大し, 狭い球早部をなし,  その末端部はほぼ卵形で最大.  全而に黄色の細長毛を
装う.  口l ｫは短大.  前1可背は幅より少し長 ｭ,   基方 ]:のところで最も幅広 ｭ ,  前方によ

〔民虫学評論, 第7 ;巻, 第2 号, 51~52頁, 第11図版, 1956年, 12月〕
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く狭まる. 背面はよく膨隆し, 極めて微細な点刻と毛を疎布し,  深い正中滿を装う. 各; \^
上には8 条満を具え, その間室は強く降起し, 特に会合部 (第1 ), 第3 及び第71,」室は先端
に近くより強く隆起するが, 第2 間室は低く, 最も幅狭い.  各条、ll?f及び開室には r:・ うじて認
めうる点刻と微細毛を1 列あて疎に装う.  各腿節は膨大し, 前腿節は最も大きく, 各先端;'i゙
の下側にやや顕著な鈍歯を具え, 全面に小点刻と細 をやや疎に装う. 各 節内側先端近く
は 大し, 幾分彎的し, 小点刻と細毛をやや密に装い, 大部には密毛を生ずる. , 前ll:11節先
端外方は鋭く刺状に突出し,  内方は細葉状に仲びて1 距剌を装い,  中11 先゚端内方は僅かに

突出して2 距剌を具え, 後用 ]節先端内方は強く鈎状に突出して1  距剌を装う.  各附節は強壮
で, やや長い毛を疎生し, 第3 節下面に白色の密毛を生ずる.  前・ 中基節は明らかに分離す

る. 体下面には不明瞭な小点刻と細毛を極く疎に装う.
雌雄の形態的差異(第1図): LEWISは属の記1成にあたり, “There is apparently no difference

in the form of the sexes”  と述べているが, 背面より見る時は確に出ll雄差を認めることが
出来ない. しかしこれを側方又は腹面から見れば寧ろ容易に雌雄を区別出来ることが判った.
1 ) 側面から見た場合,  1l |端 では下方にほぼ三角形状に突出し,  後方から見れば深く
られたように見えるが, ではそのように突出することはなく , ほぼ直線状で, 後方から

見た場合も特に;夸ll られることはない.  2 ) 順面から見た場合, 腹部第2 節は第1 節と共によ

く発達して, 中央は幅広く台状に膨出し

ているが, ではその後辺中央に顕著な

突起(第1図, aのt)をもっており, 後方

は垂直に截取られる . - では後辺に突起
、:) )

を欠き, 後方は緩やかに傾斜する. この
, ・ -

っ

-
-特徴は側方からよく認められ0. 3) f独

C 角球押一部はの方が♀に比して幾分幅広

い

体長(口吻を含む) : 21頭(612, -
,

の測定の結果は次のようであった. (単
・1

d 位はmm・)
最大 最小 平均

5 . 5 4. 0 4. 75
Fig. 1. Sexual d if ferences of l'gem'as ez fo

a( ) and b ( o- ), posterior part of body
in lateral view ; c ( ) and d (-  ) , elytr
apices in postero-1atera1 v iew.

_ 6.0 4.1 4.95
体長によって雌雄の区別は出来ないが,
概して が幾分大きいと思われる.
本極の生態については殆・ど知られてい

ないが, 久松定成氏及び筆者の観察では, LE、vIsの云うように“under bark”ではなく, 伐
り出された木材に発生したキクイムシ類の孔適の口に頭部から入っていることが多く ,  キク

イムシ類の天敵ということも考えられる.
おわりに, 標本・ 文献等にっき援動下さった久松定成, 森本桂の両氏に厚くお礼Fit上げる.
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日 本 の こ が ね む し ( IV)
中 根 流 :彦

(西京大学 生物学教室)
On the Scarabaeidae of Japan (IV)

By TAKEHIK0 NAKANE
Biological Laboratory, Saikyo University, Kyoto.

Genus OnthoPhagus LATl ili Ir.r」E えんまこがね属

本邦よりの本属既知種は次にみられる13 種である.  このイ也に 美大島から未記録の3 種が

採集されているが今回はふれないことにする.
1・  前胸背は粗い果質粒を般肌状に密布し, 前部中央直上に尖った1突起を有する.  黒色, 大

形(14~18mm). 頭楯は前縁中央が歯状に突出し, 眼より前方には横波̀を密に具える.  前頭
rl-'央には1 瘤起が, 又頭頂には板状で両端が単直な角突起となった横隆起がある. 前胸背

前面はlにni l圧され,  前角は f,t  く三角に実出し,  後 i家は緑取られる.  上期は条刻を具え
間室は平たく , 細かく fl'表月几状で光沢鈍く , i目状小点刻をやや密に装う.  尾節板は密に強

く点刻される.  本州・ 四国・ 1し州 ; 支那・ 印度支那・ マライ ・ ジャワ.  Zool. Mag., II,
1823, p ie. (Syn. C「aSSus SHAliP, rectiCorms FAIttMAIHE)

オオミ ツ ノ ェンマコガネ t neorms W IEDEMANN
- 前胸背は点刻を装い, 前方中央に尖った突起を具えない. 頭相前縁は歯突起を有しない

上一間室は平たいか, 僅に隆まる

ツヤマルエンマコガネ n i ti dus WATEREoUs1

2.  体は 沢で光沢が著しい. 前ll I背の点刻は単系il lで強く,  両側で粗く密で るが , 背部
は小さく疎で上期間室の点刻とよく似る . 間室は明かに凸隆する. 5.5~ 8 mm. 黒色, 頭

は前方半円形, 頭幅は密に横' ｮ t状の顆粒を装 ､ ; 前頭はやや密に点刻さ ・   頭頂に短
い横隆起がある. 前胸背は後半中央に浅い縦満を具え, 側緑は円まり, 前角は鈍く円まり,
前縁は深く弧状に彎入し, 後緑は両側が斜に直線状,  山形に後方に突出する. 上 の条刻

は弱く点刻され, 間室は疎に点刻される. 尾節板はかなり凸隆し,  粗くかなり密に点刻を

装う. 前胸両側・ 上, ｨの点刻は淡色短毛を,  体下の点刻は黄褐の長毛を具える.  本州・  四
国・ 九州・ 琉球 ; 台湾・ 満州・ 支那. Trans. Ent. Soc. London, 1875, p 78. - - - - - -

- 体は光沢が著しくなく, 多くは鈍い. 前胸背の点刻は上理間室のそれと形状を異にする

3.  小形 (約4 mm). 頭4'后前縁中央は明かに彎入し, 前頭に横隆起を欠き, 頭頂に横位の隆

起, 又は細長い角突起(; 6 )を具える. 前1胸背は | i起がなく一様に凸隆する.  黒色で太短く
光沢は鈍い. 頭は平たく強く搬状に点刻される.  前胸背両側は円まり, 前角は突出して尖
り, やや外方に開き,  後縁は弧状 ; 背面の点刻は各前端に顆粒を含む眼状で密である. 上

〔 虫学評論, 第7 1き., 第2 号, 53~57頁, 1956年, 12月〕
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背に癌起を具えるか, はるかに大きし

MATS =broυicornus Y0'[ENA)

アラメェンマコガネoce11atOpunctatus WATEfu 「0lJSE
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は密な点刻列を合んだ条刻を具え, '間室は疎に半ば列状の發種目状顆粒を装う . 尾節板
眼状点刻をかなり手lfにン・える.  上面の点支りは明かな刺毛を件う.  ;lヒ海道・  本州 (沿海域)  

体は少なくも5 mm より大きい. 9質幅前緑は時に彎入するが, 前頭に横隆起を有し前胸

4.   IS - 共に孤状の前頭横隆起と頭頂に板状~ 漏柱状の角突起を有する.  5 ~ 7 mm・ 黒色で

太短く肥厚し, 光沢は鈍い. 頭4后'前線中央は軽く者,剴・ｵ,  表面はやや横に流れた点刻を装
い, 頭頂の角突起先端は では2 又状,  9-では3 歯を具える. 前胸背前部はほぼ垂直に圧

せられ, その直上に鈍い4瘤起を横列する.  背面はll度肌状, 眼状の大点刻を密布する. 前
角はやや突出し鈍く円まり,  後縁は両側で斜に直線状をなす. 上 の条刻は明かで丘状の

点刻を含み,  間室はf目状顆粒を ii來に具える.  尾節仮は順状点刻をやや疎に装い光沢が
る. 上面の点刻は期毛を直生する. 下面は光沢がある. 本州(信州) ; 束シベリヤ・ 満州・ 1リ1
鮮・ 北支. Bull. Soc. Ent. France,1924,p it4. (Syn. j)ent'ct11atus OLS0oF[EV, Ann. MuS・
Zool. Petersb., XI, 1906, p. 191 ; kandai MATslJMuRA, uedanus MATS)

ウェダェンマコガネ olsoufie B ouooMoNT

-  e  _ ・共に頭頂に角突起を有しないか のみ有するが, その時には体はより大きく前頭

横隆起は直線状か中央で降まり孤状を呈しなし

5.  前胸背の点刻は大きく特' で, 明かに後方が開く. 上l翻は明かにi \度肌状で光沢を欠き
部の間室は 、目状顆粒を装う一一・・

-  前胸背の点刻は後方が殆・ど開かず 密なときは小さい.  上 側縁部の間室は点刻を具え

5

側6

6.  頭の前縁は円まり, 前頭隆起は不明l瞭に隆まるか,  弱くてやや弧状, の頭頂隆起は両

端がのびて角突起となり間部は多く板状となる. 前胸背の点刻は互に合着しない.  前用整節
は3、♀共に正常.  6 ~10mm.  黒褐で長め, 光沢は0,Eく,  時に上 は暗褐色. 頭幅は横に

融合した点刻を密に装い,  前頭の点刻も密,   ♀及び小形の の頭頂横隆起は波Im しやや

,,~一、 状, では大形になるにつれ両端が実出し遂には牛角状となる.  前胸背の点刻は眼

状, 大形の では前部が横にe'lilts  し沿沢,  前角は, 直 く円ま ・   上理間ｺは動起 i目状の果
点刻を疎布する. 尾節板の点刻は疎で強くない. 上面の点xlJは短毛を装う.  北海道・  本州
; 朝鮮・ 満州・ 北支・ 束シベリヤ. Deutsche Ent. Zeitschr., XXXI, 1887, p 302. (Syn
mz'me ｼ jams MATsUMUlu , sit加a%e%sl's MATS., ftozmoms MATS.,0me S MATS., y011enai

シナノェンマコガネ*blυerteit HEn)EN

*大陸産(北解)のものは個体の大きさに比して角突起の発達が悪いようである・ HEYDENの記
i成 したものも恐らくこの型であると思われるから,  或は松村 士の命名にかかる本邦産のも

のを亜種として認めた方がよいかも知れない. その場合には minokuchianusが優先するが,
之は小形で角を欠く で記1成' されたものである. shinanens,sが最も角の発;l望 したものに当り,
他の3 つは中間の型である.



et Yeti )

55

点刻は浅くて大きくなく 中心に眼点を有する

-  頭は八角形で前緑はほぼ切断状,  前頭横降起は中央で強く陸まり単直, 共に角実起

を有せず, 頭頂横隆起は'11純.  前11 J背の点刻は互に合着し , 眼点は果fl粒状で前部に偏る
の前月i'1節は長くて内端は指状に延長する. 7.5~10 mm. '、」色で光沢を欠き, 各上 基部

に沿い1 ~3 (第6 ・4 ・2 間室), 期端外方に1 ~2 の小黄紋を具える.  頭幅は強い横諶_を
装い, 緑部は上反し, 前頭はやや義酸状に点刻される. 前胸側縁は弧状,  前角は鈍く, 後線

もほぼ弧状. 上; ｨは軽く条刻され,  間室は111量1  目状果ｪ粒をやや列状にf lM,する.   尾節板は
端部のみ光沢があり, 弱い点刻を装う.  上面の点刻は短毛を具える.  下面は光沢がある.
本州CアIS ・ l)  ;  朝解・  束シベリヤ.  Deutsche  Ent.  Zeitschr.,  XXX ,1886,  p290.  - - - -

キモンエンマコガネ (新称) sellυagus HAnoLD
7.  前胸背は 共に単和tlで 起を有せず,  点刻は浅いが大きく, 微小な眼点を各後端に具

える. 頭は八角形, 前線は上反し前縁は切断状.  前用ぱ では長くて内端は指状にのび

る.  6 ~8.5 mm. 黒色で光沢はやや鈍い. 頭は細点刻を散布し時に頭幅は横 を伴う. 前

頭横降起は中央で隆まり, 両端は少しく前方に反る. 前胸側縁は弧状, 前角は鈍く円まる・

上 は条刻され間室は2 ~ 3 列の・  日状 粒を疎布する. 尾節板は弱い点刻を装い,  点刻

は上' \ |のそれと共に短毛を具える . 体下は光沢がある . 本州 ; 南支 .  Nippo n n o Kochu ,  
1,  1939,  p 35,  f ig

- 前E I背は では通常凹Pf､  又は 起を具え,
か強くて密である. 前月ぱ ♀共に正常

ナガスネェンマコガネ ohbayashi i NoMIJRA

8.  頭の後方の横隆起は直線状か又は両端が前方に反っている. 頭の点刻は小さ く, 前胸背
のそれは小さく浅い(亜属 GibbonthoPhagus BALTHAsAll)

-  頭の後方の横隆起は両端が後方に反るか, 中断し, 又は之を欠く.  頭の点刻は細かくな
10

9.   頭の後方(又は中央) の横隆起は両眼の前縁( ♀) 又は後縁( ﾈ  )  を結ぶ間に る E 6~  9 m
黒~黒褐, 時に微に鋼光沢をおびる.  頭幅前縁は軽く円まり,  前方の横隆起は両眼の僅に

前( 3 )又はかなり前( 9- ) にあり軽く弧状を呈し前方にはり出す.  前E I背はやや密に点刻さ
れ, は前方中央に円く大きい凹陥を具え,  その後縁両側に鈍い側方にはる隆起を有する
が小形個体では共に殆んど消失する . も前方に微弱な小[' liftをもつ.  上 間室は細かい

1目状点刻を疎布する.  尾節板は弱い点刻をやや密に具える.  点刻は短毛をイ半う. 北海道
・ 本州・ 四国・ 九州・ 対馬・ 美・ 琉球; ,;明鮮・ 満州・ 支' ・.  Abh.  Nat.  Ver.  Bremen,  IV
1874,p291. (Syn aequtPerus MATs1[lMU.RA et YoHENA, chibamisMATS et Yeti., futSuka-
ic z'ams MATS., fly ga s MATS., todo'Isl's MATS et YoH., XomaOe S MATS., mfaol MATS・
et Y0直., misafiams MATS., mz'yazah1'a s MATS.,oishi i MATS., 0 s1nr la s MATS., sit gri
a m s M ATS et YoH., spun' gs  MATS.,  ta ｽaOayas11i i  MATS. , 1' “ mga t am s  MATS. ,  chose%s
M ATS.. a en t s MATS., mfceff gs  MATS.,  Caccobi omoms MATS., Mrash加crusts MA' Y

a.  上:' 搖﨣萩yび 端前に小黄点紋を具える

a'. 尾節板及び 節側系表に小黄点系文を具える

マルエンマコガネυtduus HAROLD
- - ・・ a b rubromaculatus K oLBE

- - ・・ ab fiaυonotatus D'0RBIGNr
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a.  上期基部及び 端前に黄赤紋を具える

コブマルエンマコガネ atripennts WATERHOUSE

- 頭の後方の横隆起は両眼のほぼ中央を結ぶ間にあり,  中央はやや後方にはり, では板

状となり上縁が弧状に ・  られ2  角状を呈する.  6  ~10mm.  黒 ~黒褐,  特に頭胸部はやや
紫銅光沢をおびる. 前頭横陸起はほぼ直線状. 頭の点刻は細かい.  前胸はやや密に点刻さ
れ, 発達した では前方中央が国 し,  その後端両側から前方へのびる屋根状の2 隆起に

j・央まれ, では前方に2 つの近接した鈍 ii起を横列する. 上 は光沢が少しく鈍く,  間室

は平たくて小さい種、目状点刻を疎布する . 尾節板は小点刻を装う.   上面の点刻は短毛をイ平
ぅ. 本州・ 四国・ 九州・ 対馬; 朝fill ・ 満州・ 支那.  Trans. Ent. Soc. London, 1875,p 77.

(Syn aki rat MATs1_Mu , ibom‘s MArs., kogatanus MATS., shi9eoi MATS ) - - - - -

a bb apicetinctus D'0aBIGNY, rubrottnctus D'0RliIGNY
10. 尾節板は光沢が鈍く, 点刻は甚だ弱くて小さい. -  共 は前縁が広く円まり,  2 条
の横隆起を具え, 前方のは頭幅前緑からより後方のに近い.  前胸の点刻は平たく, 余り常
でない (亜属Strandius BAL'l、.lfASAli)

-  尾節板は光沢があり, 点刻は明かでかなり密である.  頭はほぼ六角形, はせいぜい頭

頂に横隆起を具えるのみ,  -9-の前頭隆起は頭頂のからよりも頭ll ﾒ前緑に近い.  前胸背中央
の点刻は強くて密 (亜属 PhanaeomorPhus BALTMASAn)

11

12

n . 上 は黒~ l褐一色か, せいせ-い基部と 咊[前に小黄赤点を有するのみ.  8  ~12mm・  黒
~, ﾆ、褐,  かなり光沢が る . 頭 に点刻され,  頭幅では強く横搬状を呈し, 横降起は孤

状で前方にはり, 互に近く平行し, 前方のは細く弱い.  前胸背は小さくてやや密な点刻を
装い, 両側後方は 圧され, その各上方にやや後方に開く校線をなす( 个 の方が長くてより

斜に走る). 小形個体ではは鈍い厲ﾒ起になる.  前角は実出し,  先端はやや fi tいがほぼ直角
側縁は前後で各ほぼ直線状, 上 の条刻は細く,  間室の点刻は小さく弱い. 北海道 ' 本州

・ 四国・ 九州・ 対馬 ; 朝鮮・ 満州・ 支那・ 台湾? Abh. Nat. Ver. Bremen, IV,1874, P 290.
カ ドマルエンマコガネ lenzt t HAliOL]_)

a . 上ク?基部と 端前に小黄点紋を日. える…一 - - - - - var. basicruentatus GoIDANIOM
- 上 は黄色で, 黒色の斑紋を具える.  9 ~11 mm. 黒色で光沢がある. 頭は' oに強く点ﾜ1
され頭幅では時にやや苳g状,  横隆起は孤状で前方にはり,  後方の方が強く手 lIl l]し前方の
頭幅前緑と後方のとの中間より少しく後にある. 前胸背は明かに印する点刻を装うが密で
ない, 両側後方は通常'0 では強く国圧され,  その上方は校線をなし前端が実起状に側方に
はり出すが,  小形のものや° では鈍い 起状となり又は消失する.  前角は突出するが先端

は円まり, 側緑は中央部で孤状をなす.  上 は明かに条刻され,  間室はやや 1目状の点刻
を装う. 上 ;ﾆ一紋は中央後の横 ;出 fとその前方両側の黒紋等からなり,  基緑・  会合緑も .ﾆ、い
本州 ; l洲tiTi・ 支那. Abh. Nat. Ver. Bremen, IV, 1874, p 290

ヤマ トェン マコガネ j apomcus HAlioI l

12. 前胸背の前角附近の点刻は密で,  背面部と余り変らない. 上,'搖ﾔ室の点刻はやや強く内
方の間室では縦に強く械条を装い組造, 般月几印刻は一部にみられるのみ. は次 l と同じ



MATSOMURA, sobosanus MATS., ushiodai MATS. , :yugt'anus MATS. )

ミヤマタイ コクコガネ武平峠で採集される

英 類 雑 tLi (l)

後 藤 光
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く前胸後方が広く菱形に降まり, 両側が前fiiに向い斜に傾斜し,  前部中央は前縁まで屋根
状の隆起をなすが,  この降起は上緑の幅細く,  小形個体になるにつれ・ｼ くなる の前頭
横陸起は頭頂のそれからよりはるかに頭4后前緑に い.  7 ~10 mm.  '?色で光沢はやや鈍
く, 頭はほぼ六角形, 強く密に点刻され, 頭幅より前頭にかけ横翻度を具える. 、は前頭横

降起をJ'、、き, 通常要i買頂の隆起もiii化する.  °- は孤状の前頭隆起と渡曲し又は中断し, 両端
が後方へ走る頭頂陸起をもつ. 尾節41又 ・ 上 ・ 前胸背側部等の点刻は短毛を生ずる. 北海
道・ 本州・ 四国・ 九州 ; 台湾・ !;fllllfi ・ 支那・ ウスリー.  Trans. Ent. Soc. London, 1875,
p・ 76・ (Syn ee「 hyZ  BALlllASAH,  g「 anMflpemtS  FMVALDSzfY,  c ﾍMemf i am s  MATs UMm
/taωanms MATS) クロマルエンマコガネ ate「 WATERHOUSE

- 前胸背前角hl、」近の点刻は で背面部よ りはるかに浅い. 上,'匇ﾔ室の点刻は弱くて 目状,
内方間室基面のf咬1?L状印ノ、、iは明かで時に弱く縦 を伴う. 。 の前用的前部降起は上緑が幅が

あり, ♀の前頭横隆起は頭l:1lf前緑と頭頂 陸起の中間に近く位置する. 頭頂横陸起は孤状か

又は中央がとき-れ又は低まることが多い.7~11mm. 前極に極めてよく似る. 本州・ 四国・

九州 ; 済州島・ 朝1.1?t ・ 満州・ 支那. Trans. Ent. Soc. London, 1875. p 75. (Syn hikosanus

フ トカ ドェンマコガネ fodiens WATERliolJSn

ミヤマダイコクコガネ Cot,ris f)ecuarius L'EwIs, 1884 は本州に分布し, 局地的に多産する

こともあるが概して少い種である.  近識地方では戦前に貴船(京都) で採れた記録があり, 戦

後では中根 彦 が比良山(滋賀) で111.年8 月採集された以外記録がない様である.  四日市市
在住の中根敏勝 は三重県で始めての本種を武平11 で採集されたのでここに報 lする.  武平

l:ll、は湯の山・ fall在所 1 に通く , クロオビマグソコガネ Ajlhodius (Acrossus) unit:asciattis
NoM RA et NAKANE, 1951 ・ トケ'クロツヤマグソコガネ Aj)hodius (Acrossus) sui)e「at「atttS
NoM1::rRA et NAKANE, 1951の原産地であり, ミ ドリセンチコガネ GeotruPes (Phe1ot「uileS)
auratus MoTscHIJLsKY for maυi r i diaurea NAliANE, 1952 も採集されている. なお標本は筆

者が所蔵している.
1 , 武平山f , 22.VII i956 (中根敏勝採集).



三重県産の長朽木虫科甲虫

林 匡 夫

Melandryidae from Mie-Prefecture, Cent ral
Honshu, Japan (Col ). By MAsA0 HAYAsHI

四日市市の後藤光男氏の好意によ り 多くの三重県下産の長朽木虫科甲虫の標本を検するこ
とが出来たが,  ここにその同定結果を報告する. 極類としては18極 (他に1 不明極)にすき-な
いが, 中には珍らしいものも含まれていて, 今後更に注意して採集を重ねられ, 又未踏査の

地域に調査を進められることによって, まだまだ多くの種の発見も期待できると思っている.
本稿を作製する機会を与えられた後藤氏及び採集者,  中根敏勝・ 市橋市・ 成瀬善一郎の諸氏
の好意に対し深く感謝する.

Melandryidae  長朽木虫科

1. Synchroa melanototdes LEWIS ヒメコメツキガタナガクチキ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, p 263 (1895)

藤原岳, VII/10 '54(後藤・ 中根), VII/24 '54(市橋).
2. Synstroph1,ts macrophthalmus REITTER カッオガタナガクチキ

Deutsche Ent. Zeitschr., XXXI, p383 (1883) (E:ustrophus)
野登山, VII/4 '54(成瀬).
3. Hlo1ostr()Ph1,ts ortentalis LEWISアヤモンヒメナガクチキ

Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, p 259 (1895)
美杉村, Vill i7~18 '54 (後藤・ 市橋・ 成瀬), VIII/14 '55 (後藤・ 成瀬).
4. OZOStMo s eωzsz CsIKI ヨツボシヒメナガクチキ

H.quadrimaculatus LEWIS, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, p260(1895) (nec. MELsn)
H. IeωIsl CsIKr, Junk's Col. Cat., 77, p ie (1924)

美杉村, IV/30,  V/21 '55 (後藤・ 市橋).
5. 0 uCaesla  zmifans  LEWI Sアカオビニセハナノミ

Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, p261 (1895)
美杉村,  V /25 '55 (後藤) ; 藤原Iii, VI/5 '55 (成瀬).
6. O eSZa OCZeZa「ts LEWIS カバイロニセハーJ- ノミ

Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, p 261 (1895)
美杉村, VIII/7 '54, VI /21 '55 (成瀬).

〔.毘虫学評論, 第7 巻, 第2 号, 58~60頁, 1956年, 12月〕
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7. Ph1oeol「ya be11icosa LEWIS オオクロホソナガクチキ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, p 266 (1895)

石薬師, VIII/16 '52 (市橋) ; 美杉村, VI/20 '54 (成瀬), VII/2 '55 (市橋).
8. y24oeOt「ya 「agzcoZhs MARsEUL クロホソナガクチキ

Ann. Soc. Ent. France, (5) VI, p 334 (1876)
野登山, V/30 '54 (市4需) ;美杉村, VI/20~21 '55 (成瀬), V/21 '55 (中根), VI/5 '55,

Vill i7 '55 (後藤) ; 藤原岳, V/28 '55 (f、j1橋).
9. oeOf「ya fZaυzfa rszs LEWISキオビナガクチキ

Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, p 266, pl 8, f 3 (1895) (Dircaea)
美杉村, IV/30 '55(成瀬, 市橋), V/21 '55 (後藤).

10. Zoeofrya eZotyZoz'dos LEWISキノコヨツモンナガクチキ(新称)
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, p 267 (1895) (Dircaea)

美杉村, VIII/14 '55 (中根), VIII/15 '55 (後藤).
本種は一見Me9a1odacne属のオオキノコムシを細長く, より円簡形に近くしたような形態
をもつ珍らしい;題一で, 原産地は日光・ 中禅寺及び清水山Pに近い武能であるが,  発表後岸井尚

氏(1956) が青森県酸ケ湯温泉で1952年 採集されたという外殆・んど記録を見ない.
11. Ph1oeolrya femoralis LEWISモモキクロナガクチキ(新称)

Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV,p 268 (1895) (Di rcaea)
美杉村, V/21, '55 (後藤) ; 藤原 ., VI/5 '55 (後藤).
小形 (体長; 7 ~10mm.,  タイプは9 ~9 '/,mm. )で細長く光沢のない黒色, f?1角基部2 節
及び腿節端部の大半とlf ]節端は黄褐色,  口器・  前肢・  .附節端は赤褐色をおびる.  頭都は頭頂
ずっと後方頸部背面中央がくぼみ, 前胸は長さより幅広く,  前側方に丸く膨れ, 背板中央に

は鈍く細い縦満をもつがこの後端で小さく強くくぼむ. ,f,f1は基部及び小幅板側方にそい弧
状にくぼみ,  背面には、・ tい2  双の長い縦陸が る.   本極は九州ﾌ2場山及び熊本から若干個
で記1成発表以来,  全く記録がなく ,  この2 頭の採集例が其後の初めての再報告で,  もちろん

本州からは新記録, 和名もないので上述のように新称しておく.
12. SerroPafPz's m om'ctes LEWISキイロホソガタナガクチキ

Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, p 263 (1895)
美杉村, VII/ 26 '55 (中根).

13. Mz Xado%z%s  graczfzs  LEWI Sキスジナガクチキ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, p 264, pl 8, f 2 (1895)

美杉村, V/21 '55 (中根), VI /20 '55 (成瀬).
14. Hypulus acutangulus LEWIS  トゲムネッッナガクチキ

Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, p 270 (1895)
藤原岳, V /16 '54 (後藤).



60

本種は一見ドイカミキリ のような感じの' の縦隆と毛斑をもった珍らしい種である. 原

産地は相模大山及び日光であり, 上高地産の標本も検したことがある.
15. Hypuhts ctngulatus LEWISアカネッッナガクチキ(新称)

Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, p 269 (1895)
美杉村, V i i i '56(市橋).
体は小さく (6~8 mm) 細長く, 黒色であまり光沢はない. @l角及び a支は n音赤褐色,  更目学高の基
部約%は赤く,  中央後に2 本の白い横帶を飾る美しい極である.  原産地はオヤヤマ・ 相根及

び日光であるが, 其後 Pie (1933) が1910年5 月8 日熊ノ平産のものを記録した以外全く報告

がなく,  これが第3 番目の記録であろう. 本県下では大杉谷で採集されたことがあるが未発

表である.  LEWISは5 月にブナの朽木から採集したことを付記している.
16. Melandrya g1onosa LEWISアオバナガクチキ

Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, p 272 (1895)
美杉村, V/21 '55, VI/5 '55 (後藤).

17. MeZandrya ordz%arza LEWISへリァカナガクチキ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, p 274 (1895)

美杉村, V/21 '55 (後藤・ 中根).
本極の 革ｑ ､縁の赤色をおびた部分は個体的に変化が多く,  可成り l l Jの いものから,

LEWISが既に指描しているように全 年消に及ぶものまである. 原産地はオヤヤマ・ 柏木・ マ

エバラ及び中禅寺である.
18. fυama coccz'%ea LEWIS セアカナガクチキ

Ann. Mag, Nat. Hist. (6) XV, p271, pl 8, f 5 (1895)
美杉村, VI/20 '55 (成瀬).

第6 回(昭和29年度) 大会記録

第6 回大会を昭和29年11 月23 日,  大阪市立天王寺美術館・資室において開イ程した. まず4;1、
11」i ;、!?l'F事の開会の辞に引続き大f?正文率l'事より会務報告があり,  今回は研究発表にかえ今
の採集報告が出J,if会員より行われた.  特に中根猛彦特事の1 ヶ月余にわたる北海道における
採集談, 阪口浩平氏の佐多111「llにおける採集談をはじめ,  日光・ 八ヶ岳・ 上高地・ 乗, ﾆ岳・  大
台ク'原山 ' イ自言大山等における採集報告がそれそ'れ行われた.  終って1、目例の懇親会を美術館
地下食整にて開催し, 伊賀正汎章ｦ事の閉会の辞をもって終了した.  なお当日の出席者(  ァル
フアベット順 ' 敬称出?) は次のとおりである. 藤田国ill性・ 後藤光 ・ 本i、  111失・ 伊賀正1り、L ・
till田 亮 ' 加治木義l'll ・ 片岡イ数直・ 岸 密暗・ 森内 茂 ・ 中川宗次郎・ 中根 彦・ 大倉正文
阪口浩平 . 佐藤 納. 田井英男. 寺村周太郎. 戸沢信義. 上野 - . 驚塚 lf萬. 矢上111司
横山 創. (大 ｢-



重県の オサム  シ 類
(三重県の甲虫類に関する報告, 4)

後 藤 光 男

Carabinae (Coleoptera) from Mie Prefecture
By MITsuo GOTO

ff・者は1953年3 月動務の都合で三重県四日市市に移ったが, 現在まで機会のある毎にキ リ

シマミ ドリシジミで著名な2・21-の山 ・ 御在所岳をはじめ県内各地に出 け, 本州 、記録種や
珍らしい極を相当数多く採集している.  本県は交通の不便な上に同好者が少くその殆んどが

未開i石で好適な採集地が残されており,  今後の調査に期待が持たれる. 県下の甲 類に関す

る報告は非常に少くただ三重県生物日録1) (1951) に集録された以外は何れも断片的であり,
この目録も種名の列記だけで誤認が多く見受けられる.
今度幹事諸氏より採集品を經めて報告をしてはとのおfilsめもあり,  又筆者自身三重県の甲

類の分布調査を進めつつあったので,  調査の完了したグループから順次明かにして行く考

えである.  しかし種類も多く不明極も多い甲 類であるので筆者1 人では短日時に調査を成

し遂げることはむつかしく ,  それそ、れの推威者のi要助により1 日も早く調査が完了出来るこ

とを願っている.  今回は比較的採集が容易で地方的に変化に富んでいるオサムシ類について

報告する.
生物目録によると8 極記録されているが,  この内で2 極は極の誤認と思われ, 又産するこ

との疑わしい種が2 極含まれており,  これ等については後記する. 県下で採集出来るオサム

シ類は以下に述べるように;l重類は概して少いが,  個体数は一部を除いて非常に豐富で年中採
集することが出来る. 個体数をより多く採集する為には冬期土?'?を掘り11)iすか, 本i木を崩す
方法 (いわゆる冬期採集法) がよく, 本県では9 月中ノ可より5 月中句まで冬J明採集法が可能で
あるが,  1 月~ 3 月中句頃までは低温により土.壊がi東るのと,  処によって相当量の積雪を見

る為に採集は困難である .  これ以外の期間での採集はl91然に歩行中のものか,  描食中のもの

に限られるが, 腐肉採集によれば割合数多く採集することが出来る.  この類のものは夏季に

おいては一般に杉林やその他樹木が繁る日陰の山適や Di林内でよく見かけ,  又降雨の際には
適t liを歩行していることがあり, ill、i食中のものでは他の大形 遍やカニ ・ ミ ミズ・ トカゲ・

ヘビ等の死屍を食している場合をよく見かけるが, -、i者は三重大学平倉演習林においてコウ
モリを攻中のマイマイカプリを採集したことがある.
本報告をなすに当り常日頃親しく御指導を真易り,  又同定をお願いした中根i,-ii彦氏, 種々 御

助言下さった大倉正文・ 相ll大両氏、1&1 びに標本を提Mtされた三重甲 ｯui淡話会の方々 に厚くお
礼申上げる.

1 )  三重県生物調査委員会編. ( 甲蟲類482種が記録されている)
〔 学評論, 第7巻, 第2号, 61~64頁, 1956年, 12月〕
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Family Carabidae オサムシ科

Subfamily Carabinaeオサムシ亜科
ApOtOmOpte「tts dehaamz (CHAUDoIR, 1848) オオオサムシ

本属中最も変化の少い極で,  上期周縁部の第4 原線は他の極では全く ・靖粒列であるのに
して本極はffli線状になっている点で区別出来る.  本州における分;布は従来定光寺(愛知) ・ 谷
汲(岐阜)以西と云われているが,  筆者の所蔵する愛知・ 岐阜両県の標本中には, 本宮山・ 瑞
渡の標本があり, 既知の東限はやや束に移るようである.  県下では広く分布していて鈴鹿山
脈 ' 'lti引山脈から更に南に仲び三峰山あたりまで採集することが出来る.
産地: 御池Ei: ' 藤原岳・ 湯の山・ 刄P岳・  野登山・  安濃郡付主村・  錫杖岳・  青山高原・  三
重大学平倉演習林. 分布 : 本州・ 四国・ 九州.

A OfOmOpfe S Zm S ZCOZa (CHAUDOIR) Subsp arM0ωz'a s BREUNING, 1934
ナゴヤオサムシ

原極は大形緑色(地方によって光沢のある赤緑色) で東北地方より中部地方に広く分布し,
本亜種は体上面銅色(時に黒色のものがあるが緑色味をIrびる個体は見られない) で 節は黒

色である. 原産i也は三河(愛知) で地域によって多少の変異が見られる.  県下では中根猛彦氏
が報告された次の1 6 があるだけで,  筆者は未だ得ていないが今後の調査によって県内各地
から記録されるものと思われる.
産地 : 二見ケ浦(中根 彦氏による)2). 分?'lj : 本州(愛知・ 岐l社・ 三重).

A otOm o1 te S ZmSZefZCOZa (CHAUDOIR) subsp maz'yasan s (BATES, 1873)
マヤサ ンオサ ムシ

前亜種より少しく小形で体上面は一般に著しい光沢のある金銅色 (個体によって黒化した
ものや, 著しく緑色味をましたものもある) で月 ]節は赤褐色を呈し の前 節内緑中央は

角張ることで区別出来る.  筆者の検した標本中黑化したものは割合多いのに反し, 緑色のも
のは甚だ少なかった. 本極は富山県より兵 県に至り広く分イl,するが1目下では伊吹山(岐阜)
より鈴鹿山fiRを南にイ'llび, i置ケ,ｮ-  を南限として分布する
産地 : 御池[11 ・ 藤原 ・ -fif iケ . 分布 : 本州.

ApOtOmOpte「uSyaCOnlnus (BATES, 1873) ヤコンオサムシ

本種は大形で体上面はll日銅褐色か黒色で 節は黒色を呈し,  n普銅 色のものは比較的高lilt
帶に産し, 平地のものは11S、色であって地方によって変化が多く,  瀬戸内海沿岸に面する近畿
中国 ' 四国に分布するとされているが,  -者は県下で採集された本種を検しているので近
識では」ヒ部から系fJt半島l l:11全域に分布する と思われる.
産地 : 安 那村主付 ' 和原温泉・ 三重大学平倉演習林・ 白能山. 分布 : 本州 . 四国

2)中根 彦,: 日本の甲虫, X (新1・,11、, 6 (7), 48, 1953)
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A OtOm01 fe「%S aCOmme S(BATES)  Subsp zze'zsts NAKANE et IGA, 1953
キイオサムシ

本極は原種の大形に比べて非常に小さく細形で, 体上面は光沢のある金銅色(黑化したり,
緑色味を''ljrびる個体は見られない) で1111節は赤掲色を呈し,  マャサンオサムシに一見よく似
ているがfSの前月i'節内縁は強く角張り,  上V1對は a1平である点で区別される . 紀伊半島南_ A性
分;fl」するが, 高野山・ 三峰山を結ぶ線以北では来だ採集されていない.
産地 : 三重大学平倉演習本イ、 ・ 大杉谷. 分布 : 本州.

A 0fOmOpte「%S aCOm S (BATES) subsp. zωaωahz'an s NAKANE, lg53
イワワキオサムシ

本種は原種と前亜種との中間種で,  体上面は普通光沢のある金銅色 ( マャサンオサムシと
同様ll化したものや,  緑色味を,iJ;びるものが見られるが後者は非常に少い) で11'11節は赤掲色
か黒色を呈する.  本種は紀伊半島の基部を列ねる岩i91山・ 奈良奥山・ 湯のl」l以南に分布する
が,  県下では湯の11.1 ・ 御在所 を北限として鈴鹿山脈を南に?'ll引lll脈を経て一'-「料_島にイ中び
分布している.
産地: 湯の111 ・ 野登l[l・ till熊1.11. 分イl」 : 本州.

ApOtOmOpte「ttS alb「echti (MoRAwITz) subsp yamato NAKANE, 1953
ヤマトオサムシ

原極は小さく細形で体上面は、f'tい光沢のある金鋼色 (時に黒化したものや,  緑色味を;,'Irび
る個体も見られる) でfifi節はfz、色でるが,   本亜;l重は更に小形で体上面は明るい金鋼 F 
化型は見られず, に全く緑色光沢を l:びた個体が見られる) で11節は赤色を呈し,  静岡よ
り束海地方に沿い近機北部・ 富山にかけ分布する.  県下では鈴鹿l」1脈から;1jJ引山脈を経て三
重大学平倉演習林に至るまでf采集出来る.  ?ll者の所J蔵する標本は一般に明るい金銅色のもの
が多く, 全く緑色光沢を'fJ1びるものは見られないが,  イ整かに緑色味を lJ:びるものや, 暗金銅
色のものがある.

産地: 御池fl'l ' J?原1fi ・ 湯のIll ・ 御在所,「「:・ 野登山・ 青山高原・ 三重大学平合t, 習林.
分布 : 本州.

Ca「abttS (Eldef)tocarabtts) porrectic011is BATES, 1883
アキタクロナガオサムシ

頭部 ' 前背板 ・ 上 側縁は藍紫色の光沢を;rlrび,  上期の縦条は細く明瞭で条溝部, 第3 次
間室は顆粒状, 前背板中央は幅広く四み, 東北地方より近識地方に広く分1'llするが,  県下で
は,lit'で次の1 を検しただけである.
産」也: 藤原 ,  1 , 3. X「. 1955 ( rl'根敏 ). 分;ffi : 本州.

Ca「abuS (Let)tOCatabus) j)「0ce「ultts CHAUDoIR, 1862 クロナガオサムシ
中月的側41.･  には点刻を欠きMvi部木端3 節には明111t ﾉ111' l条線を具えていることで他の種と区
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出来る. 本種は地域的に若干の変異が認められ, 関西地方のは一般に大きく ,  中部山地帶

のものは小形でやや細形になると云われるが,  このような個体は藤原岳の八合目あたりで得

たものに見られる. 県下では全地域に分イ、iし,  山j也だけでなく平地でも採集出来て, 野登山

では杉の朽木より採集したことがある.
産地 : 御池岳・ 藤原岳・ 電ケ岳・ 鈴鹿市石薬師町・ 野登山・ 安濃郡村主村・ 青山高原・ 三

重大学平倉演習林. 分布 : 本州 ・ 四国 ・九州.

Damaster ( Damaster) bla1)totdes KoLLAR subsp blaPtotdes KoLLAR, 1836
.
マイマイカプリ

本亜属は日本列島特産で従来近機地方のものはコマイマイカブリ (var. Ieω,st RYE) とされ

ていたが, 現在では原種と平行して分布すると考えられており,  原種は体大形で肢も長く,
全く黒色で1理端も長く (地域によっては短い個体もある) 末端は拡がるが,  コマイマイカブリ

は体小形で理端は短く末端は拡がらない点で区別されており,  県下の個体を比較すると小形

のものの中には明らかにコマイマイカブリの特微を持ち,  又大形のものの中には原種の特徴
を持つものもあるが,  これ等以外の個体の中に中間的なものもあって,  原種か変種か決定し
かねるのでここでは原種名を用いた. 本亜種は福井県より以西・ 四国・ 九州に広く分布する

が, 県下では前種と同様全地域で採集することが出来る.  冬期の採集では樹木の根間に群つ

て越冬する個体が見られることが ・々 り , 又倒木の朽木中でも採集される
産地 : 御池岳・ 藤原岳・ 電ケ岳・ 湯のll.l ・ 四日市市河原田町・ 鈴鹿市石薬師間J ・ ・ ﾉ; ・

野登山・ 伊勢奥津・ 三重大学平倉演習;林. 分布 : 本州・ 四国・ 九州.

以上三重県のオサムシ類を3 属4 極6 亜種取扱ったが,  このrl, で県下全地域で採集出来る

ものは4 種3 亜種であって,  残りの3 亜種の中キイオサムシは三重大学平倉演習林以南の山
地; Irでしか採集することが出来ず,  マヤサンオサムシ・ イワワキオサムシは湯の山・ 御在所

「1一を境として前者は以北に後者は以南にだけ分布していて,  両者が混在しないのは興味ある

ことである.  さきに述べた生物目録に記録された8 極の中でェゾカタビロオサムシCa1osoma
maderae FABRIC]:lJs (現在では本種には Camf)alita chinense (KIHBY) が使用されCa1osoma
made「ae は別極である) ・ セアカオサムシ Carabus tubercu10sus DEJnAN et BoIsDuvAL (属
名は Hemtcarabus を用いるべきである) は分布から見て採集の可能性はあるが, 筆者はいま

までその記録を聞かないし, 又県内産の標本を検していない.  C t',tsulicola C1iA[JDom とあ

るのは ssP m a l y a s a sか ssp. l'ωaωaXl' am sの緑色味の強い個体で ると思われる . ホソ
サムシ C tenui formts BATESは C. Procerulus の1.常に細形の個体を1? しているのではない
だろ うか. ヒメマイマイカブリ C. oxuroides SofiA 11Mはssp. oxuroidesとssp. blaf)to dos と
の移行型で前背收の幅は広くなり ,?端はより'f lく頭E?部に,ll>jい1-1J紫色の光沢を持つssp blap-
tOideS Va「・ Paraoxurotdes BABA と称される個体ではないかと思っている.  筆者が県立博物

館所蔵の I)emasterの標本中でこのような特徴を持つ個体を検しているが,  ただ1 頭の標本
であるので今後の調査に持ちたい.



九州南端の採集記 (2)

溝 口 修

The Collecting Trip on Southern-end of Kyushu (2)
By OsAMU MIZoGUCHI

5月16日 (大泊~外之浦~竹之浦~古1[1~郡~折山~大中尾)
今日から大隅半島中央部の調査に入るのだが今日以降のコースについては殆んど報告がな

いので岸良迄15里強,  3 日の日程は果して充分か否か甚だ心配である.  8 時出発,  好天に足

も軽く砂浜から山地にかかる所でヒメヒゲナガカミキリ (南九州型) を取りつつ急坂をl11f-へ,
更に下ると行程約40分で外之浦 (Tonoura) に着く.  途中の もキ・ モンシロ・ スジグロ・

コジャノメ ・ イシガキ・ ヤマトシジミ・ チャバネセセリ位で,  ツヤァオカメムシを取逃した

のが残念だった.  外之浦から又谷に入って尾根IIE く登り少し斜面をまいてfillを越し9 時半頃

間泊 (Madomari) に下る. 又?lf1-1-の砂浜へ出, 松イ {を抜けると地図にない無名部落が り

その先は海に落込む絶壁をからんで細い道が竹之浦 (Takenoura) に下っている.  断建の道

は地図になく, 所々 板をわたし荒波のしぶきをあびるひどい道である.  部落の北の佐多小中

学校分教場を越すと海岸から離れ一略山地に入って行く. 山とｷ.1ト地の間を縫って古里 (Furu
sato) 付近で今日初めてのツマベ二を見る. ゆるやかな谷間をのぼりつめると高原状となり,
その大部分は広いltlt地となっている.  ここまで来ると又雨が降り出して来た.  高地から約

100m真下に坂元 (Sakamoto) の部落をみて急J ﾌを下る.  伊座效束北束から発し ifrl j1,  木屋
川内山塊をとりまき大隅ll-,tif?にそそく', この附近ではもっとも川らしい川をわたり郡 (Kori)
に着く . 川沿いの、、1中積地は ｭ1  ど田となり,  中心の郡小中学校の前から 11時 30分 折山に登る

約1 時間の行程で2 又点に達し左の道をたどる. 雨の中を折山 (0riyama) 部落を通過, 約

1 時間半で木屋川内に着く迄は今 に見ない立派な原始林で所々 伐採が行われていて,  雨中

だがトゲバカミキリやヒメカマキリら しい幼 などを取りながら,  中学校自治会による適標

をたどりつつ足をはこぶ. 木屋川内 (Koyagochi) から440mのflipに登り尾根づたいにカヤ原
の中を束に進むと両側に撒形花をつけた小湖整1木の1「1落が現われ,  ここでツヤケシハナカミキ

リ及び前胸背に白'手'の角IT;かな結,  黄 T i色のボカシの・; |をもつ大形の美しいムシヒキァブら
いものを採る. 歩くこと約1 時間, やがて尾根を右に下って大中尾 (0nakao) に降りる. 同
小中学校にお世話になって身体と着衣を率乙かし, 整理を終ったのは22時半であった.

5 月17 日 (大中尾~辺塚往複)
午前中先生方の依 で生 たちに簡l l:!な話をし,  午後江山奇先生の推奨- された辺塚谷を調べ

る. 大中尾部落は1920年の桜島大 発の難民を集め創設されたが発達をみず,  ランプと殆ん

ど変らぬ明るさの自家発電々 燈が教員住宅に2,3つき, 新聞購読者は部落に1 戸, ラジオも1
個という現状で,  役場の記録も 1んどなく , 住民の教育程度も低い.  海 450m の高原に

〔昆虫学評論, 第7 巻, 第2 号, 65~68頁, 1956年, 12月〕
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あるため冬は雪も時に降り霧も多いという. 11時30分出発, 木場岳 (Kobadake) 南のllｾf  (約
550m) に出る悪略をたどること30分で111に着き, やや?「-転した空をすかしてかすかに開聞1通
を望み辺塚 (Hetsuka) 側に下るとジャコウ・ モンキ・ アオスジアゲハ, クロセセリなどの

姿を見る. 湿地を過き- 谷沿いに下る道で例のオビレカミキリやサビカミキリを少々 と, は

前記の他イシガキ・ クロヒカゲ・ コジャノメや,  カモメツ'ルに産卵しているアサギマダラを
取る. 湿った路上にはサッマ・ ルリシジミやイシガキも飛来し,  高い樹上の花にアオスジに

まじってミカドアゲハが見えるが残念ながら7 mの継半でもとどかない.  クロアゲハ ' モン

シロ・ キチョウ, ツバメ・ ヤマトシジミを取って引返す.  帰途nP網でウシカメムシを取った
位で16 時半大中尾に帰着.

5 月18 日 (大中尾~辺塚~花背lilt〔仮称〕~花背~大原)
今日の行程は6 里,  6 時45分出発,  llfj天の上n'l日の道なので早く引返し点迄とばす. nil 日
以外にコミスジ程度,  8 時半辺塚部落西端の材木集積場で休む.  見上げる樹上の花に来た黒
い を苦労して取るとなんとスミナガシ.  橋の下流に林用 t道の橋がありll貝道に添って谷川
を右に見て登る. 両側に花が多くナガサキァゲハを初め多くのアゲハ,  イチモジ' ダイミョ
ウセセリなど多い. 辺塚から30分, 100~150mの高さでツマベ二を見る. やがて5,  61[T:の
家が見え営林署があった.  この先は伐採のため道が多く 日用品店の主人の親切で道を聞き苦
心しつつ約1 時間, 正午過600mの高さに着くと又急に雨, 道を急いで13時やっとIll,・に着く・
liltから1 時間,  原始林を抜け田代村瀬戸口 (Setoguchi) 迄渡物は少い., 道は急に幅7 , 8 m
の新設の開発道路となり, 半時間位で花背川に達しコンクリートの立派な橋を対岸にわたる・
ここ花背 (Hanase) は大根占(0nejime) から田代村1撞 (Fumoto), 川原 (Kawabaru) を経,
花背川沿いに最近大原迄のびたバスの便がある. 大隅に入って初めての店や映画の看板,  電
燈, 瓦書屋根にほっとした気持で雨の中を橋から左, 荒西山に向う・ 1 時間で報1.1戸野 (Utono)
の対岸を過き-大原 (0baru) に入る頃小降りの雨があがっで青空がのぞきはじめた. 小学校で
先生に挨拶したのが16時15分頃, 懇切なおもてなしに疲労をI灰復する.  この附近も大中尾同

様難民により創められたが交通の便等で非常に開発が進み大した違いであるが, やはり沫・ｫ
便所の荒い竹組みの囲い,  ちり紙代りのはり渡した繩或いは?蓮i・ 車i草の使用などを残してい
て注意をひく.

5 月19日 (大原~荒西山~万黒~岸良)
9 時過やっとll目間をみせた空を東員みに出発,  雨上りの道にモンシロ・ スジグロを追いなが
ら新田 (Shinden) を過き',  モンキァゲハに気力を持ち直し谷川沿いに細い道を山に入ると

炭焼場が多く木も盛んに切出している.  途中道を間違え時間を食いすき'たのと天候の悪化で
採集をあきらめ, クロコノマチョウを見ただけで正午前1tf二一に着く. 降りしきる雨の中を30分
程降ると原始林がとだえ初めて志布志湾が見え, 雨も又小降りになった.  多くの をネット

し13時40分頃万黒 (Mankuro) に着くが家も少く速く離れ表リ1 地も個直かなものである. ゆるや

かな降りが段 急々坂となると無名部落に達し, 後は t道沿いに進む. イシガキ,  モンキァゲ

ハ, イチモンジなどを取り, 起点から 500mおきにある距離標識を可ll一の助けにアサギマダ
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ラをネットに入れたりして進む. 左の少し橋脚の高い木橋を渡って軌道と分れ,  大隅で初め

ての小さなクヌギイ;イ、をﾜ表け,  樹液に来たスミナガシなど取りながら岸良 (Kishira) に着く .
16時頃広い田に囲まれた丘 性のク、保田川に近い学校着.  これで遂に佐多の苦しい旅に終止

符をうった訳, その夜は疲れと感慨で一杯だった.
3 都井岬及び帰路

5 月20日 (岸良一【バス】一鹿屋一【汽車】一福島仲町一【バス】一都井)
7 時岸良発三州バス鹿屋行に乗る.  3 時間余, 200円也のバスは悪路のため中々 苦しい. 内
之浦で15分停車, 志布志湾西岸沿いに進む車窓に遠く都井山甲がかすみ,  志布志市南方海上に
ビロ 一島が美しい.  9 時半頃有明を過き'高山 (Koyama) を経, 11時15分鹿屋 (Kanoya) 着・

古江線鹿屋駅構内で九州に来て初めてのカラスアゲハを見, 13時2 分発, 志布志 (Shibushi)
着14時32分, 志;布志線に乗換え15時46分発, 福島仲町着16時18分, この間運賃100円. 宮崎
交通16時30分発のバスで運賃100円を払って17時45分都井 (Tel) に着き, 初めて旅館の風昌
に疲れと.リ言を落す.

5 月21 日 (都井一【バス】一山甲)
都井部落はm]役場所在地で山甲は町の南端に当りバスで30分, n'll日と打って変った暗天に軽
装で9 時10分発のバスに乗る.  fill'を越えると一時停車, 天然記念物野生馬の木和nと立札を見
る. 間もなく地図の御崎 (Misaki) に当る終点に着く. 多くの自生のソテッに囲まれた旅館や
売店がある. 足許に畴生するカタバミの上をヤマトシジミが飛ぶ.  燈台へはIl甲の山地を一周
する道があり,  針葉樹林を抜けて海の見える地点で佐多と一緒のヒメヒゲナガカミキリ南九
州型をnp網に入れる. 横合からスイカズラの残った花にナガサキァゲハが来て,  取ると前
表面基部に赤色紋のある Paj)tile memnon thunbergii ab korasanus UMENoである. ;ll三常に
西南西の風が強くネットが不自由であるしn「]網も吹かれて虫を飛ばしてしまう.  束洋一の燈
台は大平洋をバックに真白く, ・ 事務所・ 官舎と共に塀に囲まれ浮き出して見える. 束斜面に
風を避け花を可]いてクロハナカミキリ・ トビイロカミキリ, コメツキ,  ハナムグリ, ハムシ
などを得,  11時頃からキャンプ場と矢印の示す急坂を下ると佐多と同じ白い花に例のハナノ
ミ, テントウムシなどがいる. もッマベ二だけは見られないが風に吹かれていろいろ飛ば

されて来る.  「天然記念物ソテッ自生地」の立札を見て,  高い台地の上のキャンプ場に達し
見事なソテッ林を見下すとすばらしい.  又急坂を降り最南端御崎神社に行く.  引返して御崎
に向う途中今度の旅行で初めてのアゲハやオオキンカメ,  ホシベニカミキリ,  ツマグロハナ
のi確摩型などを得て, 15時20分発のバスに乗車.  車中で野生馬の数10頭の11がいくつも通か
に望まれ, 同乘の土地の人達も珍しがる程見事だった.

5 月22 日 (都井一福島仲町一青島一南宮崎一大阪)

1央晴.  7 時20分発, 福島仲町8時25分着. 宮崎交通の急行バスで8 時40分発,  志布志線沿
いに10時過日南市 (Nichinan) 油津に着き,  日南海岸沿いに南那 郡青島村に直行する. 天

候も景色もよく美しい縞模様の確岩の侵触岩盤に波が打ちよせているのが手近に見える. 丁
度正午海彦・ 山彦神話発詳地青島着. 熱帶植物も佐多を見た目にはむしろわびしく虫も少い・
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モンシロ・ モンキ・ イシガキチョウ, ツバメ・ ヤマトシジミを見,  テントウムシなどを見つ

けただけ. 宮交鉄道で南宮11, sに15時 着 ,  22時3 分発の日豊線で帰j金についた
4  付  記

今次の採集で 類は7 科31属40種を得たが, 主目的のツマベニチョウの分;fliは現地で確認
した処では読f摩半島東南の山川湾沿岸一'出,  大隅半島西岸は伊座 ,  東岸では辺塚北方漢谷

以南の海f表' 300m以下の地域のようで (地図参照), 論現地の方々の調査が進めば私の想定

したッマベ二北限線は更に北にイ中びるだろう.   しかし個体数は伊座l 蝿ﾈ南の大降」 1半島西岸が
局地的に多く ,   4 ~11月にわたり年3 回の発生をみるようである.  又スジグロカバマダラは

各地に偶産記録があるが従来鹿児島県下からは未記録で,  時期的に5 月は新しい記録であろ

う.  この点は江崎先生が御指摘されたもので, 術1教示に対し厚くお礼中上げる.

5   図版説明

第12図版 : 1. e0oM1oza g1aM I e sh l rozm KuRosA、vA et OMoT0 ツマベニチョウ个 ; 2.
同( 要面) ; 3 & 4. Euseboides matsudai GREss m, オビレカミキ リ ; 5 & 6. Mo1orchus ( I lno-
mfas) mi'zog gcIM'l'  HAyAsH ツヤケシヒケ'ナガコバネカミキリ  ; 7.  Pferofo l'a a m a ta

C上[1 vnoLAT ワモンサビカ ミキリ ; 8. Sybra f)osttcalis baculina BAl l,o アトモンチビカミキ
リ ; 9. Lej)tura arcuata tsumagurohana 0 .1はAYAs.FiI ツマグロハナカミキリ, 左) f typ., 右)
f. satsumensts HAY. ; 10. Alcimocoris japonensis Sool、i、 ウシカメムシ(背面) ; 11. 同(腹面).
第13図版 : 1. Glenea ch1orosp11a GAt[ANリュウキュウルリポシカミキリ ; 2. Sybra punc-

fafos fn'afa BATl is ワクカ ミキリ ; 3. o 1 z' c a mi'zog c/1iz' HAYAs li I ; 4. rysame'Ia s a t、er -

dina BATES 1、ゲバカミキリ, 左)四国産, 右) 佐多産 ; 5. Cryj)tocef)halus perelegans BALY
キポシサルハムシ ; 6. Agonum (s lat ) sataense HAはlJサタヒラタゴミムシ ; 7. Coraebus
m om'e gs  LE、、 殱ニホンナカボソ タマム ; 8. Gfyeyp11aM graa'fz'sυl'rid1's SA、、'Al)A ホ ソ コ

ハナムグリ ; 9. Ctcindela anchoral is punctattsst'ma W. HonN イカリモンハンミ ョウ ; 10.
Dysdercus mega1oj)ygus B?EDDTN アカホシカメムシ (背面) ; 11. 同 (側面).
第12版図の3 ・9及び第13図版の1 ・2 ・3 ・6の左側にあるゲージの1 単f、lは0.5mmを示す.

チビコエンマコ力 ネ大阪北部に も産する

加 治 木 義 博

チビコエンマコガネ Caccobius untcorm's FA.aLIoIos が大阪南部に産することは本誌前号
で後藤光男氏が報告されたが,  本種は市内北部の域北公困及び1定川?是一;' rにも多産するので
ここに報告する. なお3 年問 (1954~ 6 年) の言T三細な観楽によっても,  その出現期は本年度

の4 月1 「_1 の1 -9- をのぞいては, すべて5 月上句~10月中・ 下Cーリで後藤氏の報告とほぼ同じ
であった. 恐らく大阪市周辺一llに分布しているものと思われる.
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編 集 を お え て

本号には新進気鋭の会員諸氏から夫々 独自の興味ある研究がよせられた外,  中根 r̂一事に
多忙の中を前号に引続き特に解説を執筆願いました.  又従来京阪神近郊や奈良などに比較し

その甲虫相の明かでなかった三重県下に, 後藤幹事が移られて以来の努力が結実, 同好者も

增加し, 調査も県下の各地に及び, その結果非常に変化に富んだfaunaをもっことが次第に
明かになって, 本号に見られるように県下在住の会貝が中心となり本会が協力して次々 とま

とまったgroupから三重の faunaが報告されることになりました. 今準備されているものの
中にはn能に1 地方の.iii虫相を明かにする以上の重要な内容をもつ報告も含まれ,  本会の目的

の一班にも合致する事業として今後継続して行く予定です.  前号で述べた本会宛交換の海外

の文献は11月中句現在760部に達しその内容を紹介しました.  日ソ複交により既に東欧から

も相次いで交換申込が到着しており Ill'速当方の出版物を送付してありますので,  次号では又

新しいタイトルのものを御紹介出来ることと思います.  なお関西」ii虫学会から引継がれた文
献の一覧表も 「ねじればね」 を利用していずれお手許にお用黷ｯする予定で,  これら文献の会
員の方々 の利用について近く便法を案出すぺく準備中です.  阪口氏の原色生態写真は同氏の
都合で少し遅れますのであしからずお許し願います.  予定より少し遅れましたがいよいよ第

7 卷を終り, 目下の予定では「り1年3 月第8 卷第1 号を出したい'と考えています.  この分の原
稿は少し紙面に余裕がありますので,  1 月中に到着するようせいぜい早いめにお送り下さい・
第7 巻はお約束したもの以上になったと思いますが,  第8 卷も会員諸賢の御支援により更に
充実したいものと希望していますので何分よろしくお願いします. (林)

編 集 幹 事

庶務・ 会計幹事

幹 事

本

林  匡夫

河野 洋・ 大倉正文
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昭和31年12月28日 発 行

会 役 員
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-Col ; Ciidae - ( 日本産ツツキノ コムシの1 新種)
HAYAsHI, M. & KATo, A. (林 匡夫・ 加藤 晃) ;

Japan. - Co1. - ( 日本産ナガクチキムシの1 新種)
A New Species of Melandryidae f rom

HAnsHI, M. (林 匡夫) ; Studies on Cerambycidae from Japan and i ts Adjacent Re
glens. (V) - Col. - (Pl. 9) ( 日本及びその近隣の天牛類の研究)

SAwADA, K. (沢田高平) ; The New Species Of the Genus Paraleaster CAMEnON f「Om Japan
-Col. ; Staphylinidae- ( 日本産ハネカクシの2 新極)

Central Honshu, Japan ) -Col. -

一-

‘-

◆

満口 修 (MIzOGUCH「, 0. ) ;
of Kyushu. (Pi t2 & 13)

後藤光男 ;
後藤光男 ;

井上貞信 ;
後藤光男 ;

加治木義1,11

九州南端の採集記 (2) (The Collecting Tr ip on Southern-end

三重県におけるオオセンチコガネ2型の分布について
オビモンナガハムシ三重県に分布する

アカジマトラカミキリ岩湧山に産する

ミ ヤマダイ コクコガネ武平山-P で採集される

; チビコエンマコガネ大阪北部にも産する
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51

中根猛彦 (NAKANE, T ) ; 日本のこがねむし (IV) (On the Scarabaeidae of Japan) - Col. -
53

林 圧夫 (HAYAs.HI, M) ; 三重県産の長朽木 科甲虫 (Melandryidae f rom Mie-Prefec ture

58

C O N TE N TS 第7 巻, 第2 号, 目次

NoBIJoHI, A. & WADA, Y. (野洲 輝・ 和田義人) ; A New Species of Japanese Xy1og「aPhuS
35

42

中根猛彦・ 大倉正文 (NAKANE, T. & OHKIJnA, M) ;  日本及び台湾産のキノコゴミムシにつ
いて (On the Species of the Genus Cot)toderina in Japan and Formosa ) -Col.,

45Harpalidae - (Pi le)
宮武陸夫 (MIvATAKE, M ) ; ヒメマルクビミツギリゾゥムシについて (On a Little known

Brenthid-beetle, Higomus cite LEWIS) -Col. - (Pl. 11)

後藤光男 (GOTO, M) ; 三重県のオサムシ類 (Carabinae from Mie Prefecture ) - Col. -
61
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