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支部長所信表明
九州大学大学院比較社会文化研究院 生物多様性講座
舘 卓司
2017 年度の九州支部長に選出されました舘 卓司です．まず，簡単に自己紹介をさせていた
だきます．私は，双翅目ヤドリバエ科の体系学的研究をおこなっています．比較形態学による分
類学的研究のほかに，DNA も用いて系統推定をおこない，その寄主選好性や寄生戦略の解明な
どを研究してきました．今後はさまざまな昆虫類を対象に研究領域を広げていければと考えてい
ます．
さて今年度，日本昆虫学会は大きな改革の年となるでしょう．ご存知の方もおられると思いま
すが，現在，昆虫学会の一般社団法人化の手続きがすすめられております．それが滞りなくおこ
なわれれば，今の日本昆虫学会九州支部は，母体としていた昆虫学会とは無関係な独立任意団体
となります．それに伴い，今年（2016 年）の福岡で開催された九州支部大会の総会において，
今までの九州支部会と同様の活動を，今後もこの任意団体として継続しておこなうことを審議し
て，承認していただきました．具体的には，例会および大会の開催と会報の発行（Pulex）です．
これから，この任意団体は九州・沖縄地区の昆虫に関心のある愛好者や研究者らを中心に活動
していくことになると私は思っております．現在の会員の皆様には，この任意団体の運営上（大
会や例会の開催，任意団体の名称や会則，代表者の選挙方法など）いろいろとご協力とご理解が
必要になってきますので，今後ともよろしくお願いいたします．
2016 年 12 月 19 日

2016 年度活動報告
日本昆虫学会九州支部第 78 回例会
日本昆虫学会九州支部の第 78 回例会は，2016 年 6 月 4 日（土）に九州大学（福岡市東区箱崎）
にて開催された．以下の 2 題の講演が行われ，参加者は 38 名であった．例会終了後には昆虫学
教室にて演者らとの交流会も行われた．
1.

天敵の探索と利用に関する研究
松尾和典（九州大学大学院比較社会文化研究院）
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2.

東南アジアの島々に，植食性テントウムシの適応放散を追う
松林 圭（九州大学基幹教育院）

日本昆虫学会九州支部第 79 回例会
日本昆虫学会九州支部の第 79 回例会は，2016 年 7 月 30 日（土）に九州昆虫セミナーとの合
同で，佐賀大学農学部（佐賀市）にて開催された．以下の 2 題の講演が行われ，参加者は 34 名
であった．例会終了後には大学構内にて演者らとの交流会も行われた．
1.
2.

天敵・景観情報の利用と農薬の生態影響評価:生態系保全型農業の実現に向けて
降幡俊介（国立環境研究所）
可愛い生き物 - アブラムシの魅力を学ぶ 松本嘉幸（芝浦工業大学柏中学高等学校）

日本昆虫学会九州支部第 80 回例会
日本昆虫学会九州支部の第 80 回例会は，2016 年 10 月 15 日（土）に九州昆虫セミナーとの合
同で，佐賀大学農学部（佐賀市）にて開催された．以下の 2 題の講演が行われ，参加者は 39 名
であった．例会終了後には大学構内にて演者らとの交流会も行われた．
1.
2.

キンカメムシの多感覚を利用した求愛コミュニケーションからみる昆虫の環世界
向井裕美（森林総合研究所森林昆虫研究領域）
となりの植物と築く多様な相互作用：種内関係から植物-アリ共生系の謎に挑む
山尾 僚（弘前大学農学生命科学部）

日本昆虫学会九州支部第 64 回大会
平成 28 年度日本昆虫学会九州支部大会は，日本鱗翅学会九州支部大会と合同で，2016 年 11
月 26 日（土）に九州大学（箱崎）にて開催され，特別講演 1 題と 11 題の一般講演および 4 題の
ポスター発表が行われた．参加者は 51 名であった．大会終了後，福岡市において懇親会が開催
された．
特別講演
離散時間モデルによるイネ南方黒すじ萎縮ウイルスの発生条件の推定
松倉啓一郎（九沖農研）
2001 年に中国で最初に発生したイネ南方黒すじ萎縮ウイルス（Southern rice black-streaked
dwarf virus，SRBSDV）はイネとトウモロコシに重篤な萎縮症状を引き起こす．このウイルスの
媒介虫であるセジロウンカ（Sogatella furcifera）は，毎年梅雨期に中国大陸から日本に飛来する．
これにより，日本国内（主に九州）においても 2010 年以降，SRBSDV が発生している．ウイル
ス病の発生予測は被害回避のための重要な情報であるが，本ウイルスが新規発生ウイルスである
こと，セジロウンカによって媒介される初のウイルスであることから，その発生条件は不明であ
った．この問題を迅速に解決するため，離散時間モデルによるセジロウンカの個体群動態予測モ
デルと既存のウイルス発生の数理モデルを融合させた SRBSDV 発生予測モデルを作成した．シ
ミュレーションの結果，SRBSDV の発生量は，ウイルスを保毒するセジロウンカの飛来量と飛
来時期に依存すると推定された．
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一般講演
OR-01 佐賀平野のトンボ相：2016 年の野外調査から見えてきた傾向
○大石寛貴・喜多章仁・野間口眞太郎・徳田 誠（佐大農）
トンボは日本に約 200 種が生息し，日本の里山原風景を象徴する昆虫として一般にもなじみ深
い．トンボは幼虫期を水中で過ごし，成虫は餌資源が豊富で，夜間や未成熟期における休息場所
となるような森林が隣接する水辺環境を好む．このことから，トンボの生息状況は水中も含めた
水辺環境の健全さを現す指標になりうるとされる．ところが近年，全国的にトンボの減少が指摘
されている．特に，水田を繁殖地として利用するアキアカネ Sympetrum frequens について，減少
の報告が多い．佐賀県においては，アキアカネだけでなく，水田周辺のため池やクリークを生息
地とする止水性のトンボや，一部の流水性のトンボでも減少の報告がある．このようなトンボの
減少の原因として，水稲栽培に用いられるフィプロニルを主成分とする浸透移行性殺虫剤の使用
が挙げられているが，過去におけるトンボの生息状況に関する定量的なデータが不足しているた
め，過去と個体数の比較を行うのが難しい状況にある．そこで，今年度は周辺の水田の有無に着
目して調査地点を設け，月 1 回トンボの種類と個体数を記録し，地点間で水平比較を行った．そ
の結果，イトトンボ類の個体数について地点間に差が見られた．
OR-02 佐賀県多布施川流域におけるトンボ相の変化 2000 年と近年との比較
○喜多章仁（佐大農）・中原正登（佐賀県立牛津高校）
佐賀平野には水田やクリーク，
河川などの豊かな水環境が存在し，
多様な生物が生息している．
しかし，2000 年代に入ってから，かつては普通に見かけることができた一部のトンボ類が激減
しているという報告が相次いでおり，生息環境の悪化や生物多様性の減少が懸念されている．
そこで本研究では，佐賀平野におけるトンボ相の変化を明らかにするため，多布施川の流域に
おいて 2015 年と 2016 年の 5 月から 9 月にかけて調査を実施し，2000 年に調査した結果と比較
した．5 月下旬から 9 月上旬にかけての 12 回ずつの調査を比較すると，2000 年は 6 科 18 種，の
べ 2,474 個体に対し，2015 年は 5 科 12 種，のべ 1,560 個体，2016 年は 7 科 18 種，のべ 1,711 個
体を確認し，種数，個体数とも後者の方が少なかった．2000 年と 2015 年の比較では，総確認個
体数がマユタテアカネなどで有意に減少し，コオニヤンマなどで有意に増加していた．これらに
加え，2016 年に同地域で実施した調査の結果や調査地における幼虫の生息状況および調査の結
果をふまえ，トンボ類の増減要因について考察する．
OR-03 塩生植物を寄主とするイソマツヒゲナガアブラムシの生活史と海水耐性（予報）
○手塚絢美（佐大農）・安達修平（鹿大院連合農学）・喜多章仁・徳田 誠（佐大農）
昆虫は主として内陸部で適応進化を遂げてきたが，海岸部や海域に適応した種もごく少数存在
する．こうした事例は昆虫の環境適応を考える上で興味深い．イソマツヒゲナガアブラムシ（以
下，本種）は二年生草本の塩生植物であるハマサジなどを寄主とする狭食性の種である．ハマサ
ジは潮間帯に生育するため，本種も海水に浸かる環境で生息している．先行研究により，本種は
周年ハマサジ上にいるが有性世代は確認されておらず，沿岸−内陸方向の空間分布を見ると，ハ
マサジ群落の中央で密度が高いことが知られている．本研究では，本種の生活史，および海水適
応戦略を明らかにするため，定期調査および海水耐性実験を試みた．定期調査の結果，本種は春
から夏にかけて一，二年生個体の葉上から二年生個体の花梗部へ，夏から秋にかけて一年生個体
の葉上への寄生場所の移動が確認された．海水耐性実験の結果，海水中で本種の体表面に気泡が
確認され，同族のキクヒメヒゲナガアブラムシよりも生存率が高い傾向があった．
OR-04 ミツボシツチカメムシにおける異なる寄主植物間の生活史形質の変異
○側垣共生（佐大院農）・工藤慎一（鳴教大学校教育）・野間口眞太郎（佐大院農）
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ミツボシツチカメムシ Adomerus triguttulus は，シソ科 Lamium 属を寄主とする亜社会性ツチカ
メムシである．メス親は卵や幼虫の防衛，幼虫への種子の随時給餌など複雑な世話を行う．さら
に栄養卵の生産も知られており，この栄養卵の投資量は異なる餌環境下で変化することが明らか
となっている．本種は複数の寄主植物を利用しており，植物種によって結実フェノロジーや種子
サイズに違いがある．このような寄主植物間の資源環境の変異に応じて，本種の繁殖形質が異な
っている可能性がある．そこで本研究では，佐賀県内のヒメオドリコソウとオドリコソウ上で繁
殖する 2 個体群から採集された個体を用いて，繁殖形質を比較した．その結果，受精卵量，受精
卵量当たりの栄養卵量，種子給餌に差が検出された．これらの繁殖形質の違いと寄主植物に由来
する環境変異の関係を考察する．
OR-05 日本産シラホシゾウムシ属 Shirahoshizo の分類学的研究
○辻 尚道（九大農）・広渡俊哉（九大院農）・森本 桂（九大）
シラホシゾウムシ属 Shirahoshizo（以下，本属）はクチカクシゾウムシ亜科に属し，主にマツ
科やクルミ科の枯木を寄主とする種から構成され，アジア地域を中心に世界から 18 種が知られ
ている．本属の構成種は互いによく似ているため，確実な種同定には雄交尾器の形態観察が必要
な場合があり，生態学的研究においても複数種が混同されて扱われてきた経緯があるとともに
（吉川，1977～86），未だに多くの隠蔽種が残されている可能性がある．本属は日本から現在
10 種が記録されているが（Stüben & Alonso-Zaraga, 2013），演者らが九州大学総合研究博物館所
蔵の乾燥標本を検した際，日本産既知種に該当しない複数の標本を確認した．そこで演者らは，
国内の研究機関や在野研究家の乾燥標本コレクションを検し，形態的特徴に基づいて日本産本属
の分類学的再検討を行った．その結果，日本産本属において 1 日本未記録種と 4 未記載種を含む
14 種を認めた．また，特筆すべきこととして，本属では初めてとなる後翅が退化した未記載種
を発見するとともに，日本産のマツカサシラホシゾウムシ S. coniferae Chao と同定されていた種
が 2 種の異なる未記載種であることが判明した．
OR-06 ケヤキ樹皮下でみられる越冬昆虫の調査
○松山詩葉（九大農）・三田敏治（九大院農）
冬場に落ち葉の下を覗いたり樹皮をはがしたりすると，越冬中の昆虫に出会うことができる．
昆虫たちは隙間に身を潜めて越冬する．例えばマツカレハ幼虫の駆除に用いられる菰巻きはこの
性質を利用したものである．昆虫は様々な場所や環境を利用して越冬するので，好適な条件を明
らかにすることは，その地域の種構成や多様さを知るために重要である．本研究では，樹皮をは
ぎやすいケヤキを対象に，冬季に樹皮下で見られる昆虫を調査した．2015 年 11 月から翌年の 2
月にかけて，福岡県内の 4 地点で植栽されたケヤキ計 27 本の樹皮をはがし，樹皮の面している
方角，昆虫の種とその個体数を記録した．
調査の結果，コウチュウ目，カメムシ目をはじめ，6 目 3,008 個体が得られた．樹皮の面積は
方角や地点で差がなかったが，コウチュウ目では西と北，カメムシ目では北で個体数が多い傾向
があり，種数は，特にコウチュウ目に関して南（14 種）で他の方角（22–28 種）より少ないこと
が分かった．従って，温度変化のより少ない北側がよい越冬場所となっていると考えられる．
OR-07 ハバチ幼虫の大発生によるカシワの葉の消失が植物の形質と植食者群集に及ぼす影響
○尋木優平・藤田将平（佐大農）・安達修平（鹿大院連合農学）・徳田 誠（佐大農）
植食者の大発生は，寄主やそれを利用する昆虫群集に多大な影響を及ぼす．2016 年 4 月に，
佐賀市内の公園のカシワ上でヒゲナガハバチ亜科の一種と思われる幼虫が大発生し，株によって
は徒長枝を含むすべての葉が食害により消失した（以下，消失株）．その後，消失株と非消失株
を対象として，植物の状態と節足動物群集を定期調査した．その結果，消失株では例外なく二次
展葉が確認され，非消失株に比べ多くのアブラムシが確認された．また，葉の固さやトリコーム
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（微毛）密度，総フェノール・縮合タンニン量を測定し，アメリカシロヒトリによる摂食試験と
種子生産量の調査を実施した．その結果，消失株では，非消失株よりも葉のトリコーム密度と総
フェノール量が有意に少なく，摂食試験でも有意差はないものの消失株の葉のほうが食べられや
すい傾向があった．また，非消失株は秋に結実したが，消失株では結実が認められなかった．以
上の結果をもとに，ハバチ幼虫の大発生が及ぼした影響について考察する．
OR-08 アリ随伴性ムラサキシジミ幼虫に対する捕食寄生蜂 Cotesia inducta の寄生戦略
○中林ゆい・望岡佑佳里・末松俊二・徳田 誠（佐賀農）
シジミチョウ科の多くは，幼虫期にアリと様々な相互作用を持つ．ムラサキシジミ（以下シジ
ミ）の幼虫は，アリに蜜を与えて，天敵から守ってもらうという相利関係を持つとされる．コマ
ユバチ科の Cotesia inducta はシジミ幼虫の主要な捕食寄生蜂であるが，その寄生戦略は未解明で
ある．そこで本研究では，寄主幼虫齢に対する C. inducta の選好性や齢ごとの寄生成功率，野外
でのシジミ幼虫のアリ随伴率などを調査した．その結果，幼虫のアリ随伴数と随伴率は齢が進む
ほど増加した．また，野外由来のシジミ幼虫を飼育した結果，C. inducta は主として 2 齢に寄生
していると推察された．さらに，齢の異なるシジミ幼虫を用いた選択実験の結果，C. inducta は
4，5 齢よりも 2 齢や 3 齢幼虫を有意に選択し，寄生成功率も若齢の方が高かった．以上から，
C. inducta にとっては 2 齢や 3 齢が適した寄主であり，野外ではアリ随伴率がより低い 2 齢に産
卵している可能性がある．
OR-09 迷蝶カワカミシロチョウの亜種分類と出発地
○矢田 脩（九大博）
2015 年はカワカミシロチョウ Appias albina が先島諸島を中心に日本各地で多数の個体が採
集・観察された．そこで，これまでの飛来記録や生態の情報を集約しながら，得られたカワカミ
シロチョウの亜種分類を検討し，出発地について推察した．これまで日本国内（おもに八重山諸
島）で記録のあるものついてはもっぱら ssp. semperi が採用されてきた．ところが，2015 年 7 月
6 日付けで青木一宰氏から先島諸島で採集された ssp. darada と考えているという１♂画像を受け
取った．この個体の亜種を確認するため，九州大学ならびに大英自然史博物館のコレクションと
比較検討した．その結果，採集された標本と一致する♂の前翅表外縁前半に細い黒帯があらわれ
る特徴は本種 albina の中では，ssp. darada など大陸系亜種だけに見られた．一方，ssp. semperi
をはじめ島嶼系亜種では，ssp. darada♂に見られる外縁黒帯の出現はほとんどなかった．このよ
うな，大陸系亜種と島嶼系亜種の相違は，♀の斑紋多型の傾向からも確認できた．日本に飛来し
たカワカミシロチョウの亜種の形態的特徴から，かなり以前から大陸由来の個体が日本に飛来し
ていた可能性が高い．
OR-10 福岡市で発見されたムシャクロツバメシジミの記録と今後の課題
○佐々木公隆・伊東竜平・福田 治（博多昆虫同好会）
2016 年 11 月 13 日に福岡市油山山麓においてチョウのトランセクト調査を実施中にムシャク
ロツバメ Tongeia filicaudis (Pryer, 1877) 1♀を採集及び撮影した．このチョウは 2013 年から愛知県
名古屋市で大発生し，ベンケイソウ科の植物を食害する，在来のクロツバメシジミと交雑をする
可能性があるなどの理由から，2014 年 4 月から大規模な駆除活動が行われている種である．今
回このチョウが福岡市で確認されたことにより，調査を 5 回ほど行ったが，その後の個体の確認
は出来なかった．そのため，今回の発生源がどこかわからなかったが，近隣のホームセンターで
は多肉植物祭りが開かれており，そこが発生源である可能性が考えられる．確認できた個体は最
初の 1 頭だけであり，単独の一時的な発生と考えるのが現状では妥当と思われる．しかしながら，
来春発生する可能性も想定し，事前の駆除準備をする必要がある．
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OR-11 ヤドリバエの安定同位体分析の基礎的研究
○舘 卓司（九大院比文）・兵藤不二夫（岡大異分野コア）
本講演では，ヤドリバエ類の寄主昆虫を推定するために炭素・窒素安定同位体比分析をおこな
い，その結果の概略を報告する．特に，室内実験による寄生者―寄主の関係の安定同位体比の比
較による結果を発表する．
近年，炭素・窒素安定同位体分析は動物の食性解析などに広く用いられている．これは，動物
の身体が餌となる生物の炭素・窒素同位体比（CN 比）に比べて，ある決まった値だけ高くなる
ことを利用している．動物の炭素同位体比（δ13C）は「食物源の情報」を示し，窒素同位体比（δ15N）
は餌よりやや高くなり（約 3‰：同位体分別），「捕食—被食の関係（栄養段階 TL）」が推定
できる．このことから，様々な寄主を利用しているヤドリバエの安定同位体比は，そのハエの寄
主データを反映していると考えられる．まず，ヤドリバエの安定同位体比に関する基礎的データ
を提供するために，捕食寄生者（ブランコヤドリバエ）に対して寄主（アワヨトウ）との関係に
ついて CN 比の分析の結果，次のことが明らかになった．1）捕食寄生者は寄主よりも δ15N 値 が
高くなる．2）両種ともステージ（幼虫，蛹および成虫）ごとに δ15N 値 が高くなる．3）成虫で
の 15N の濃縮率は幼虫に比べて大きい．
ポスター発表
P-01 ホソヘリカメムシは吸汁により寄主植物の生理状態を操作しているか
○古川直希（佐大農）・安達修平（鹿大院連合農学）・
遠藤信幸（中央農研）・徳田 誠（佐大農）
吸汁性昆虫による摂食刺激は植物の生理状態を変化させ，昆虫の利益となるアミノ酸の誘導や，
逆に不利益となる二次代謝物質の増加など，様々な影響を引き起こす．こうした現象の誘導機構
や昆虫にとっての適応的意義の解明は，吸汁性昆虫の生存戦略を考える上で興味深い．ダイズで
は，ホソヘリカメムシなどの吸汁により植物体が枯れずに残る青立ち現象が知られており，予備
調査では，花期に吸汁されると落莢が抑制され，莢数が増加する代わりに莢サイズが小さくなる
現象が認められた．本研究では，こうした現象が自然条件下でカメムシにどのような影響を及ぼ
しているのか明らかにするため，ダイズの原種であるツルマメを用いて，ホソヘリカメムシによ
る花芽吸汁の影響を調査した．その結果，花期に本種に吸汁されると，対照区に比べて結実が遅
延し，青立ち現象も確認された．以上に加え，総莢数や成熟種子数，莢サイズなどの結果を踏ま
え，吸汁による生理的変化がカメムシに及ぼす影響について考察する．
P-02 オオイヌタデの被食防御形質二型は環境不均一性で維持されているか（予報）
○松田浩輝・白濱祥平・徳田 誠（佐大農）
植物の防御形質は植食者の多様性や動態に大きく影響する．オオイヌタデには葉に繊毛をもつ
有毛型と，もたない無毛型の二型が存在し，繊毛は主要な植食者であるイチゴハムシの摂食を阻
害すること，イチゴハムシ密度が高い地域ほど有毛型率が高いことなどが判明している．本研究
では地域間の環境不均一性が二型の維持に関与しているかを検証するため，佐賀市内の無毛型が
多い音無地区と有毛型が多い本庄地区で相互移植実験を行い，バイオマスや植食者，食害率など
を比較した．その結果，バイオマスは音無では有毛型の方が大きく，本庄では二型間で有意差は
なかった．また，イチゴハムシはほとんど確認されなかった．バイオマスには分枝数が正の影響
を与えており，無毛型よりも有毛型，本庄由来よりも音無由来の方が分枝した．分枝の影響を考
慮すると音無でも二型間の差は検出されなかったため，今回の結果は単独条件で移植したことで
分枝しやすい個体のバイオマスが大きくなったためと考えられ，環境不均一性が二型の維持に影
響していないとは言い切れない．
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P-03 阿蘇火山活動の活性化と熊本地震がオオルリシジミの生息地と発生に及ぼす影響
○村田浩平（東海大農）・阿部芳久（九大院比文）・伊藤勇人（九大院地社）
オオルリシジミ九州亜種 Shijimiaeoides divinus asonis は，熊本県内の阿蘇市，南阿蘇村，高森
町，産山村の他，大分県内では，竹田市，玖珠郡，由布市などでも生息が確認されるようになっ
ている．しかしながら，熊本県内の生息地のうち阿蘇地域では，2015 年の 11 月以降の阿蘇火山
の活動による影響に加えて 2016 年 4 月 16 日（本震）の熊本地震により一部の生息地で大きな被
害を受けるに至っている．
本研究では，熊本県内の本種の生息地において火山活動と地震による被害状況と本種の発生状
況について調査を実施し，次のような結果を得た．（1）生息地における斜面の大規模崩壊は，
阿蘇市，南阿蘇村の一部の生息地とその周辺牧野でみられたが，その他の熊本県内の生息地の被
害は軽微であった．（2）被害が軽微であった生息地のうち高森町の生息地は，2012 年の九州北
部豪雨による土砂の流入や災害復旧による土砂の移動による影響を既に受け大きな回復は見ら
れなかった．（3）阿蘇市，高森町の生息地では，近年，個体数は増加傾向であったが，噴火後
に減少に転じ，火山活動の影響が懸念された．（4）産山村，竹田市の生息地では，斜面崩壊な
どの被害は軽微であったが発生は少なかった．これらの結果から，熊本県内の本種の個体群の回
復は時間を要することが示唆された．
P-04 カヤツリグサ科スゲ属を寄主とするタマバエの生活史戦略
○友澤佑斗（佐大農）・Ayman K. Elsayed（鹿大院連合農学）・
原本すみれ・徳田 誠（佐大農）
タマバエ科は虫えい形成者の中でもっとも種多様性が高く，様々な植物を寄主とすることが知
られているが，単子葉植物を寄主とする種の多様性や生態に関しては一部の害虫種を除き未解明
な点が多い．本研究では，カヤツリグサ科スゲ属を寄主とするタマバエに着目し，寄主範囲と生
活史の解明を試みた．佐賀市とその近郊で様々なスゲ属植物を調査した結果，いずれもヌカスゲ
節に含まれるアオスゲとツルミヤマカンスゲの種子に虫えいを形成するタマバエを確認した．
DNA 解析の結果，両者は別種であると考えられた．また，アオスゲ上のタマバエ幼虫は，成熟
後に地面へと脱出した．さらに，アオスゲの虫えい密度がきわめて高かった金立公園周辺では，
唯一秋に結実するナキリスゲ上で虫えいがまったく確認されなかった．以上より，アオスゲ上の
種は単食性で年 1 化性であり，その生活史戦略は，終齢幼虫が土壌中で越冬して翌春蛹化する典
型的な IA 型であることが示唆された．
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日本昆虫学会九州支部 2016 年度会計報告（2016 年 11 月 25 日締）
収入
前年度（2015 年 12 月 5 日締）繰越分
合 計

337,380 円
337,380 円

支出
会計報告コピー代（2015 年 12 月 5 日）
合 計

差引残高

500 円
500 円

336,880 円
2016 年 11 月 25 日
日本昆虫学会九州支部 会計幹事 細谷忠嗣

2017・2018 年度日本昆虫学会九州支部長について
任期満了に伴う日本昆虫学会九州支部長の選出は，日本昆虫学会九州支部規約第 6 条「支部
長は日本昆虫学会評議員選挙における九州支部の最多得票者」により，舘卓司氏に決定した．日
本昆虫学会 2017・2018 年度九州支部評議員の選挙結果の詳細は，昆蟲（ニューシリーズ）20 巻
1 号に掲載される日本昆虫学会選挙管理委員会報告をご参照ください．

– 原 著 –
４６８ (Col.: Lucanidae) マダラクワガタ Aesalus asiaticus asiaticus を宮崎県日南市の照葉樹
林帯で採集
三島達也（九大院・比文）･石綿深志（福岡市）･小田切顕一（九大院・比文）
マダラクワガタ Aesalus asiaticus Lewis, 1883 はコガネムシ上科クワガタムシ科に属する日本固
有種であり，北海道，奥尻島，本州，佐渡島，伊豆諸島（大島，利島，御蔵島），隠岐島後，四
国，九州，対馬，天草下島，種子島に名義タイプ亜種 subsp. asiaticus Lewis, 1883 が，また屋久島
に別亜種 subsp. sawaii Fujita & Ichikawa, 1985 がそれぞれ分布している（神棒，1983；沢井，1984；
山屋，1986；北村，1987；水上･川井，1989；平野，1994；阿部･叶，1997；山口，2006；鈴木ら，
2012；荒谷･細谷，2014）．本種は基本的に山地性の種で，ブナ林を中心に標高 700～1000m 付
近に分布し，褐色腐朽材から採集されることが多い（Araya, 1993；荒谷，2002, 2005, 2008；鈴木
ら，2012）．本種は上記のように基本的には山地性の種であるが（鈴木ら，2012），本州では奈
良公園や春日山原生林（奈良県奈良市），伊豆諸島（大島，利島，御蔵島），種子島など良好な
照葉樹林が発達している地域では低標高の場所でも生息していることが知られている（秋山，
1974；市川，1974；藤田，1984；田中，1987；岡田，2000；軍原，2012；鈴木ら，2012；荒谷･
細谷，2014）．しかしながら，九州本土ではこのような場所からの採集報告がほとんどない．
今回，
筆者らは宮崎県日南市の広渡ダム周辺標高 407m の道路沿いにあった褐色腐朽材
（図 1）
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からマダラクワガタ名義タイプ亜種の成虫（図 2）と幼虫（図 3）を採集したのでここに報告す
る．採集場所の広渡ダム周辺はイスノキ－ウラジロガシ群集をはじめとする照葉樹林が発達した
地域であるため（宮崎県版レッドデータブック作成検討委員会編，2000），本種にとって生育す
るのに十分な環境であるのかもしれない．
マダラクワガタの生態情報やご意見を頂戴した荒谷邦雄教授（九州大学大学院比較社会文化研
究院）に厚く御礼申し上げる．

左から，図 1，2，3．図 1．マダラクワガタ名義タイプ亜種を採集した褐色腐朽材．図 2．褐色腐朽材から採集されたマダラク
ワガタ名義タイプ亜種の成虫．図 3．褐色腐朽材から採集されたマダラクワガタ名義タイプ亜種の幼虫．

[標本採集データ] 成虫 2♀，幼虫 9exs，宮崎県日南市北郷町広渡ダム周辺（標高 407m）．1. X. 2016，
三島達也･小田切顕一採集（図 2，3）
[引用文献]
阿部博行･叶 浩志（1997）山形県におけるマダラクワガタの採集記録．月刊むし，(316): 70-71.
秋山達也（1974）御蔵島（伊豆諸島）にマダラクワガタ産す．昆虫と自然，9(5): 5.
Araya, K. (1993) Relationship between the decay types of dead wood and occurrence of lucanid beetles
(Coleoptera: Lucanidae). Applied Entomology and Zoology, 28(1): 27-33.
荒谷邦雄（2002）腐朽材の特性がクワガタムシ類の資源利用パターンと適応度に与える影響．日
本生態学会誌，52(1): 89-98.
荒谷邦雄（2005）クワガタムシの幼虫の食性の進化．1．木材の腐朽型とクワガタムシ科幼虫の
発生との関係．月刊むし，(414): 56-62.
荒谷邦雄（2008）幹を食べる苦労―腐朽材とクワガタムシ幼虫―．柴田叡弌･富樫一巳（編）樹
の中の不思議な生活 穿孔性昆虫研究への招待: 213-236. 東海大学出版会．神奈川．
荒谷邦雄･細谷忠嗣（2014）伊豆諸島の魅力を探る～クワガタムシ科を題材に～．昆虫と自然,
49(3): 10-17.
藤田 宏（1984）伊豆諸島利島にマダラクワガタ産す．月刊むし，(157): 32.
平野俊秀（1994）岩手県のマダラクワガタ採集例．月刊むし，(276): 38.
軍原 勇（2012）伊豆大島でマダラクワガタを採集．月刊むし，(498): 44.
市川敏之（1974）伊豆諸島のクワガタ（三宅島，御蔵島，八丈島）．昆虫と自然，9(5): 19-20.
神棒謙二（1983）宮城県のマダラクワガタ．月刊むし，(154): 26.
北村征三郎（1987）富山県利賀村でマダラクワガタを採集．月刊むし，(200): 40-41.
宮崎県版レッドデータブック作成検討委員会編（2000）宮崎県版レッドデータブック．宮崎県の
保護上重要な野生生物．384pp. 宮崎県環境科学協会．宮崎．
水上哲郎･川井信矢（1989）ヤクシママダラクワガタを大川林道で採集．月刊むし，(226): 34-35.
岡田裕之（2000）種子島でマダラクワガタを採集．月刊むし，(350): 118.
沢井 稔（1984）屋久島でマダラクワガタを採集．月刊むし，(166): 38.
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鈴木知之･細谷忠嗣･荒谷邦雄･谷角素彦（2012）クワガタムシ科．岡島秀治・荒谷邦雄（監）日
本産コガネムシ上科標準図鑑: 120-155. 学研．東京．
田中正浩（1987）兵庫県のクワガタムシ．昆虫と自然，22(7): 9-14.
山口 茂（2006）隠岐にマダラクワガタ産す．月刊むし，(426): 68.
山屋茂人（1986）新潟県湯沢町八木沢でマダラクワガタを採集．月刊むし，(189): 36.
４６９ (Col.: Dytiscidae) 宮古島から初めて確認されたフチトリゲンゴロウ Cybister limbatus
(Fabricius)の記録
佐渡山安常（沖縄県病虫害防除技術センター）・佐々木健志（琉球大学博物館）
フチトリゲンゴロウ Cybister limbatus (Fabricius, 1775) は，日本国内ではトカラ列島以南の宝島，
奄美大島，徳之島，沖永良部島，石垣島，西表島，与那国島に分布する（佐々木ら，2002）．本
種は，生息地が限られ確認されている個体数も極めて少ないことから，国内希少野生動植物種（種
の保存法）
および絶滅危惧 IA 類
（第 4 次環境省レッドリスト）
に指定されている
（苅部ら，
2015）
．
特に沖縄県内においては，筆者らの知る限り，2000 年以降の発見報告や確認できた標本もなく
既に絶滅した可能性もある．
今回，筆者の一人佐渡山が，1999 年に宮古島の沖
縄県農業研究センター宮古支所の貯水槽で採集し保
存していた大型のゲンゴロウ（♂）を筆者の一人佐々
木が同定した結果，これまで宮古島からは報告がなか
ったフチトリゲンゴロウであることを確認したので
報告する．同定に際しては，森・北山（2002）のフチ
トリゲンゴロウに関する記載内容とオス交尾器の図
を参考とした．本標本は，琉球大学博物館（風樹館）
に収蔵されている（RUMF-ZI-29657）．
図 1．フチトリゲンゴロウが発見された貯水槽

[採集標本データ]
1♂, 沖縄県平良市（現，宮古島市）平良西里（沖縄
県農業研究センター宮古支所内貯水槽），26. v. 1999，佐渡山安常 採集．（図 1，2）
本種が採集された貯水槽は，約 20m×20m，深
さ 3m（水深約 2.5m）のコンクリート製で，内
部の清掃のために水を抜いた際に発見された．
水槽内に水生植物は生育しておらず，周囲には
本種が蛹化できる場所もないことから，本水槽
で繁殖した個体ではなく他の場所から飛来した
可能性が高い．これまでのところ，宮古島から
他に本種の発見例はなく，本種が宮古島で繁殖
しているかどうかは不明である．
[引用文献]
図 2．採集されたフチトリゲンゴロウ（♂）
苅部治紀・北野 忠・中島 淳・丸山宗利（2015）
Cybister limbatus（左背面；右腹面）
フチトリゲンゴロウ．環境省自然環境局野
生生物課希少種保全推進室（編）改訂・日
本の絶滅のおれのある野生生物-5 昆虫類: 26．（株）ぎょうせい．東京．
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森 正人・北山 昭（2002）改訂版 図説日本のゲンゴロウ．文一総合出版．231pp．東京．
佐々木健志・木村正明・河村 太（2002）コウチュウ目．東 清二（監）増補改訂 琉球列島産昆
虫目録: 157-284．沖縄生物学会．西原．
４７０ (Lep.: Lycaenidae) 福岡市東区箱崎における 2016 年のクロマダラソテツシジミの記録
長田庸平（九大院・農・昆虫）
クロマダラソテツシジミ Chilades pandava (Horsfield, 1829)（チョウ目シジミチョウ科）はソテ
ツ Cycas revoluta Thunb.の新芽を食害する南方系の外来種である．
これまで本種は，福岡県では 2008 年に初めて記録され（佐々木，2009），2009 年，2010 年，
2011 年，2013 年に記録されており，2014 年と 2015 年には記録がない（平井，2016）．
筆者は，2016 年 11 月中旬に福岡市東区箱崎にある九州
大学箱崎キャンパス構内で本種を複数確認し，採集も行っ
た．生協の前に植栽されているソテツが発生源と思われる．
2013 年に筆者は 9 月中旬から 10 月上旬にかけて，同地
で多数の本種の発生を確認した（長田，2015）．この時個
体数は非常に多く，ソテツの新芽が加害されている様子も
観察できた．この年は 10 月上旬あたりに発生が終息し，
その後は確認していない．
本年は 2013 年とは異なり，11 月に入ってから複数の
Fig. 1．クロマダラソテツシジミ♂，
個体を観察できた．10 月頃まではこの場所で確認して
福岡県太宰府市，2016 年 10 月 15 日採集
おらず，10 月 15 日に太宰府市で破損した♂1 個体を採
集しただけである（Fig. 1）．また，個体数は 2013 年に比べると少なめであった．確認できた個
体の多くは新鮮な個体であったため，9～10 月にこの場所に飛来して産卵し，その子世代が 11
月中旬になってから羽化したものと推察される．なお，11 月 20 日には農学部構内の植え込みで
交尾している個体をいくつも観察できた（Fig. 2）．11 月 24 日は気温が 11℃と低く，この日は
植え込みで体を横倒しにして静止している個体をいくつも確認した（Fig. 3）．しかし，それ以
降はこの場所で確認していない．確認できた個体の多くは低温期型であった．
[採集データ]
1♂，福岡県太宰府市北谷，15. X. 2016．筆者採集・九州大学昆虫学教室保管
1♂，福岡県福岡市東区箱崎，15. XI. 2016．筆者採集・九州大学昆虫学教室保管
3♂1♀，同地，16. XI. 2016．筆者採集・九州大学昆虫学教室保管
3♂1♀，同地，17. XI. 2016．筆者採集・九州大学昆虫学教室保管

左から，Fig. 2，3．Fig. 2．クロマダラソテツシジミ交尾，福岡県福岡市東区，2016 年 11 月 20 日撮影．Fig. 3．クロマダラソテ
ツシジミ♀，福岡県福岡市東区，2016 年 11 月 24 日撮影
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[引用文献]
平井規央（2016）クロマダラソテツシジミの爆発的分布拡大．井上大成・石井 実（編）環境
Eco 選書 12「チョウの分布拡大」: 82-92. 北隆館．東京．
長田庸平（2015）2013 年に福岡市東区箱崎で発生したクロマダラソテツシジミ．Pulex, (94):
671-672.
佐々木公隆（2009）福岡県におけるクロマダラソテツシジミの記録．博多虫，(12): 77.
４７１ (Col.: Dytiscidae) 琉球大学博物館（風樹館）に収蔵されている沖縄県内で採集された
ガムシ Hydrophilus acuminatus Montschulsky の標本記録
佐々木健志（琉球大学博物館）
ガムシ Hydrophilus acuminatus Montschulsky, 1853 は，池沼，水田，ため池などの水生植物が繁
茂する止水域に生息する大型の水生昆虫で，
日本のガムシ科 Hydrophilidae では最大の種である．
本種は，国内では北海道から琉球列島にかけて，また国外では朝鮮半島，中国，台湾などに広く
分布する（上野ら，1985；佐々木ら，2002）．ガムシは，かつては水田などでも普通に見られる
水生昆虫であったが，池沼の減少や農薬などによる水質汚染によって各地で個体数が減少してお
り，環境省第 4 次レッドリストでは準絶滅危惧に（林，2015），また沖縄県レッドリストでは絶
滅危惧 I 類にそれぞれ指定されている（東，2005）．沖縄県内からは，沖縄島，石垣島，西表島，
与那国島で記録されているが，いずれの島においても過去の発見報告や確認できる標本は極めて
少ない（阿部，1988；高橋，1990；佐藤，1998；東，2005；北野・河野，2014）．
今回，琉球大学博物館（風樹館）に寄贈された沖縄県衛生環境研究所に保管されていた県内の
水生昆虫類の標本を調査したところ，これまで確認されていなかった 1960 年代初頭に沖縄島南
部で採集されたガムシ標本が複数個体含まれていた（表 1）．そこで，情報の乏しい沖縄県内に
おけるガムシの過去の生息状況を知るため，すでに登録されていた標本も加え，琉球大学博物館
（風樹館）に収蔵されているガムシの標本データをまとめたので報告する．なお，沖縄県衛生環
境研究所からの標本類の寄贈に際しては，同研究所の安座間安仙氏に尽力して頂いた．ここに厚
くお礼申し上げる．
表 1．琉球大学博物館（風樹館）収蔵の沖縄県産ガムシ Hydrophilus acuminatus 標本データ
標本番号

性別 採集年月日

採集地

採集者

RUMF-ZI-29660

♂

1961/06/08 沖縄県那覇市首里琉球大学

不明（沖縄県衛生環境研究所標本）

RUMF-ZI-29661

♂

1961/06/08 沖縄県那覇市首里琉球大学

不明（沖縄県衛生環境研究所標本）

RUMF-ZI-29662

♂

1961/06/08 沖縄県那覇市首里琉球大学

不明（沖縄県衛生環境研究所標本）

RUMF-ZI-29663

♂

1962/04/08 沖縄県島尻郡八重瀬町港川

不明（沖縄県衛生環境研究所標本）

RUMF-ZI-29664

♂

1962/04/08 沖縄県島尻郡八重瀬町港川

不明（沖縄県衛生環境研究所標本）

RUMF-ZI-29665

♀

1962/04/08 沖縄県島尻郡八重瀬町港川

不明（沖縄県衛生環境研究所標本）

RUMF-ZI-29666

♀

1962/04/08 沖縄県島尻郡八重瀬町港川

不明（沖縄県衛生環境研究所標本）

RUMF-ZI-29667

♀

1970/06/06 沖縄県那覇市首里

金城政勝

RUMF-ZI-29668

♀

1970/06/06 沖縄県那覇市首里

金城政勝

RUMF-ZI-29669

♀

1970/06/06 沖縄県那覇市首里

金城政勝

RUMF-ZI-29670

♂

1977/07/10 沖縄県国頭村与那

金城政勝

RUMF-ZI-04792

♂

1977/07/09 沖縄県国頭村与那

不明

RUMF-ZI-04793

♀

1977/07/09 沖縄県国頭村与那

不明

RUMF-ZI-29671

♀

1978/10/11 沖縄県国頭村与那

東 清二

RUMF-ZI-12422

♂

1980/05/16 沖縄県竹富町西表島船浦

金城政勝
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RUMF-ZI-12423

♀

1985/02/17 沖縄県竹富町西表島船浦

金城政勝

RUMF-ZI-12424

♀

1985/02/16 沖縄県竹富町西表島船浦

金城政勝

RUMF-ZI-29659

♀

2002/04/27 沖縄県与那国島樽舞湿地

佐々木健志

今回，琉球大学博物館（風樹館）に収蔵された沖縄県衛生環境研究所のガムシ標本によって，
1970 年代前半までは沖縄島南部の八重瀬町や琉球大学のあった那覇市首里でもガムシが生息し
ていたことが明らかになった．そのうち，那覇市首里では，同時期（1957 年）に，県内ではす
でに絶滅した可能性の高いタイワンコオイムシ Diplonychus rusticus が採集されており（琉球大学
博物館所蔵），当時は首里周辺にも水生昆虫類の生息に適した安定した止水域が存在していたも
のと思われる．
当館の収蔵標本および既存の文献では，沖縄島では 1978 年に国頭村与那で採集された個体
（RUMF-ZI-29671），石垣島では 2001 年に底原の外灯下で採取された死骸（東，2005），西表
島では 1995 年に西部地域のミナピシで採集された個体（北野・河野，2014）をそれぞれ最後に，
いずれの島においても 15 年以上もガムシの発見記録がないことから，これらの島々ではすでに
絶滅した可能性が高い．一方，著者は 2008 年に与那国島でガムシを確認しており（未発表），
おそらく沖縄県内で現在でもガムシが生息しているのは与那国島だけであると推察される．
[引用文献]
阿部光典（1988）琉球新記録 石垣島のガムシ．昆虫と自然，23(13): 5-6.
東 清二（2005）ガムシ. 沖縄県文化環境部自然保護課（編）改訂・沖縄県の絶滅のおそれのあ
る野生生物（動物編）: 234. 那覇．
林 成多（2015）ガムシ．環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室（編）改訂・日本の絶
滅のおれのある野生生物-5 昆虫類: 400.（株）ぎょうせい．東京．
北野 忠・河野裕美（2014）西表島において絶滅もしくは減少傾向にある大型水生昆虫．西表島
研究 2013: 37-44．
佐々木健志・木村正明・河村 太（2002）コウチュウ目．東 清二（監）増補改訂 琉球列島産
昆虫目録: 157-284．沖縄生物学会．西原．
佐藤正孝（1998） 琉球列島の水生昆虫類 III．甲虫ニュース，121:7-13.
高橋泰美（1990）ガムシの西表島での記録．月刊むし，236: 34.
上野俊一・黒澤良彦・佐藤正孝（編）（1985） 原色日本甲虫図鑑（II）. 514pp. 保育社．大阪.
４７２ (Ort.: Tettigoniidae) 伊是名島でオキナワキリギリスを採集
小浜継雄（沖縄県宜野湾市）
オキナワキリギリス Gampsocleis ryukyuensis
Yamasaki, 1982 は，
沖縄諸島と宮古諸島に分布し，
沖縄諸島においては沖縄島，伊平屋島，野甫島，
伊江島，瀬底島，古宇利島，屋我地島（小濱ら，
2002；佐々木ら，2009）および久米島（佐藤，2005）
に分布する．筆者はこれまで記録のなかった伊是
名島で本種を採集しているので報告する．
[採集標本データ]
1♀，20. VIII. 2016，伊是名島アーガ山（沖縄県
伊是名村），小浜継雄採集（図 1）．本標本は琉
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図 1 伊是名島で採集したオキナワキリギリスの雌

球大学博物館（風樹館）に収蔵されている．
採集した個体は，夜間，アーガ山の遊歩道のイネ科植物の繁茂した場所で見つかった．尾根に
あるこの遊歩道は管理不十分で，丈の高いイネ科植物（草丈約 60cm）が繁茂していた．その晩
に確認されたのは採集した雌個体のみで，雄の鳴き声は聞かれなかった．
末文ながら，同行され調査に協力いただいた比嘉実野氏にお礼を申し上げる．
[引用文献]
小濱継雄・市川顕彦・杉本雅志（2002）バッタ目．東 清二（監）増補改訂 琉球列島産昆虫目
録: 55-67．沖縄生物学会．西原．
佐々木健志・山城照久・村山 望（2009）生態写真と鳴き声で知る沖縄の鳴く虫 50 種．新星出
版．80 pp. 那覇．
佐藤文保（2005）久米島で新たに発見された昆虫類．久米島自然文化センター紀要，(5): 47-52．
４７３ （Odo.: Libellulidae） 宮古島でコフキショウジョウトンボを確認
小浜継雄（沖縄県宜野湾市）・仲地邦博（沖縄県宮古島市）
コ フ キ シ ョ ウ ジ ョ ウ ト ン ボ Orthetrum
pruinosum neglectum (Rambur, 1842) は，日本，台
湾，中国，東南アジアからインド，アフガニス
タンに至る地域に分布し，国内では八重山諸島
に限って分布する（杉村ら，1999；渡辺ら，2007）．
筆者らは本種を宮古島（沖縄県宮古島市）で確
認したので報告する．宮古諸島で本種が確認さ
れたのはこれが初めてである．
[撮影データ] ♂，14. V. 2016，宮古島大野山
図 1 宮古島で確認されたコフキショウジョウトンボ♂
林，仲地邦博撮影（図 1）
筆者の一人，仲地は 2016 年 5 月 14 日に，
宮古島大野山林の遊歩道わきの降雨後にできた水溜まりで，枯れ枝に止まる本種の性成熟した雄
成虫を撮影した（図 1）．しかし採集していなかったので，筆者らは標本を得るために 5 月 17
日から 5 月 19 日にこの場所を訪れたが，この個体は見られず，標本を得ることはできなかった．
[引用文献]
杉村光俊・石田昇三・小島圭三・石田勝義・青木典司（1999）原色日本トンボ幼虫・成虫大図鑑．
北海道大学図書刊行会．956pp. 札幌．
渡辺賢一・焼田理一郎・小浜継雄・尾園 暁（2007）沖縄のトンボ図鑑．ミナミヤンマ・クラブ．
200 pp. 東京．
４７４ （Hym.: Trigonalidae） 九州産カギバラバチ科 3 種の記録
米田洋斗（九大院・生資環・昆虫）
カギバラバチ科 Trigonalidae Cresson, 1887 は日本から 5 属 9 種が知られる寄生蜂の一群である
（渡辺ら，2016）．九州における本科の記録は，顕著な形態的特徴を持つキスジセアカカギバラ
バチ Taeniogonalos fasciata (Stand, 1913)を除けばほとんど存在しない．九州 3 例目となるザウタ
ーカギバラバチ T. sauteri Bischoff, 1913 及び九州未記録のカギバラバチ 2 種を以下に報告する．
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標本は九州大学農学部昆虫学教室に保管されている．
末筆ながら，貴重な標本を貸与いただいた村尾竜起博士，加藤大智氏，調査に同行していただ
いた三田敏治博士，隈本秀樹氏，辻 尚道氏に厚く御礼申し上げる．
[採集データ]
ザウターカギバラバチ T. sauteri Bischoff, 1913
Oita pref., Takeda city: 1♀, 23. X. 2009. R. Murao leg.
マダラカギバラバチ T. maga (Teranishi, 1929)
Kumamoto pref., Izumi vill. Mt. Hakuchôzan. alt. 1300m: 1♂2♀, 4. VII. 1983. Kenji Ôhara leg.
ハゴロモカギバラバチ Orthogonalys hagoromonis Teranishi, 1929
Fukuoka pref., Fukuoka city, Sawara ward, Mt. Sefuri. alt. 900m: 4♂, 13, V – 4, VI, 2015. D. Kato leg.
(MT)
Fukuoka pref., Fukuoka city, Sawara ward, Mt. Sefuri. 33.44°N, 130.37°E; alt. 1000m: 2♂, 14. V. 2016. Y.
Komeda leg.

図 1 ザウターカギバラバチ

図 2 マダラカギバラバチ

図 3 ハゴロモカギバラバチ

[引用文献]
渡 辺 恭 平 ・ 伊 藤 誠 人 ・ 藤 江 隼 平 ・ 清 水 壮 （ 2015 ） カ ギ バ ラ バ チ 科 Trigonalyidae.
（http://himebati.jimdo.com/寄生蜂のリストと特徴-写真/カギバラバチ科-trigonalidae/）（2016
年 11 月 23 日閲覧）
４７５ (Hym.: Eumenidae) 九州初記録のオデコフタオビドロバチ
米田洋斗（九大院・生資環・昆虫）
オデコフタオビドロバチ Anterhynchium gibbifrons Sk. Yamane et
Murota, 2015 は近年日本から新たに記載されたドロバチの一種であり，
千葉県から鳥取県にかけての本州と，愛媛県伯方島で記録されている
（Yamane and Murota, 2015；大草，2015）．筆者は本種を大分県で採
集しているので報告する．標本は九州大学農学部昆虫学教室に保管さ
れている．
末筆ながら，調査に同行していただいた九州大学大学院生物資源環
境科学府天敵昆虫学教室の菅原有真氏に厚く御礼申し上げる．
[採集データ]
1♂，大分県玖珠郡九重町長者原，33.12°N, 131.23°E; alt. 1000m，23. VII.
2016. 米田洋斗採集

図 1 九州産のオデコ
フタオビドロバチ．
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[引用文献]
Yamane, S. & Murota, T. (2015) A new Anterhynchium species from Japan, with a key to the Northeast
Asian species of the genus (Hymenoptera, Eumenidae). Halteres, 6: 95-103.
大草伸治（2015）オデコフタオビドロバチの分布について．つねきばち，27: 1-2．
４７６ (Hym.: Ichneumonidae) ニジヒメバチ亜科 Brachycyrtinae の福岡県からの記録とその
寄主の確認
上野高敏（九大・農・生防研）
ヒメバチ科のニジヒメバチ亜科 Brachycyrtinae は唯 1 属からなる非常に小さな亜科で，
Brachycyrtus 属の 21 種のみより構成される（Gauld, 2000）．ごく一部の専門家を除くと一般的に
認知度は低く，その生態や行動に関する知見はほとんどない．日本からは東南アジアから西日本
（琉球列島を含む）にかけて分布する B. nawaii と全北区に広く分布し北海道から記録される B.
ornatus の 2 種が知られている（Townes et al., 1965；渡辺，2011）．前者に関してはカオマダラ
クサカゲロウ Mallada desjardinsi が，後者はエゾシロチョウ Aporia crataegi が，寄主として記録
されているが（Townes et al., 1965; Kusigemati, 1981），それ以外ではその後の寄主の記録はない．
また，B. nawaii は鹿児島県から Kushigemati（1981）により報告されたが，それ以後の本亜科の
記録は九州本土から 30 年以上途絶えている．
筆者は，福岡市とその近郊において本亜科に属するヒメバチをたびたび観察しているのでここ
に福岡県初記録として報告したい．また寄主と産卵行動に関する知見についても併せて報告する．
[観察例]
１♀，22. VI. 2005．福岡市東区箱崎 九州大学箱崎キャ
ンパス内
樹高 3ｍ程度のウメの木周辺を探索しているのを発見．
クサカゲロウ（種名不明）の繭にアプローチし触角による
ドラミング行動を取るが産卵管による刺針行動は示さず．
クサカゲロウの繭はゴミが少し載っているタイプであっ
た．この繭を持ち帰ったところ，後日（6 月 29 日）に雌 1
個体が羽化してきた．観察された雌蜂の行動から既に寄生
されていたため寄主識別したのであると判断される．

図 1．イネ葉上のクサカゲロウ繭を攻撃
するニジヒメバチ雌．

1♀，4. X. 2008．福岡県二丈町深江
水田内でクサカゲロウ繭に産卵行動を示す（図 1）．寄
生寄主より 1♂が後日羽化．
2♂，13. X. 2009．福岡県久山町久原
水田内で飛翔する個体を確認．1 頭が穂上で休息した
のを撮影（図 2）．
1♀，10. V. 2014．福岡市東区香椎台
樹高 2ｍ程度のイロハモミジをまとわりつくように飛
翔していた．イロハモミジ葉上にクサカゲロウの繭があり，
それに飛来したようだが不用意に刺激してしまったため
産卵行動は観察できなかった．
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図 2．イネ穂上で休息するニジヒメバチ雄．

2♀，22. IX. 2015．福岡県宗像市名残
環境保全型水田に隣接する草地を飛翔・探索する個体を確認した．
本報告はニジヒメバチを福岡県から初めて記録するものとなる．また，ニジヒメバチ類が水田
生態系から記録されるのは初めてである．その特徴的な形態にも関わらず九州からは 30 年以上
記録が途絶えていたが，上記の記録通り極めて稀なヒメバチであるとは思えなかった．なお，形
態的な特徴からして観察されたものは全て B. nawaii であると判断されるが，B. nawaii と B.
ornatus は互いに酷似しており形態差が小さいことからシノニムである可能性も指摘されている
（渡辺，2011）．
観察された場所は道路脇の低木や水田といった開放的な環境であった．さらにクサカゲロウの
繭への攻撃や次世代の羽化が確認できたことから，クサカゲロウが寄生対象であることが再確認
された．既知の寄主記録のほとんどはクサカゲロウ科に集中しており（Gauld, 2000），今回の観
察例もそれを支持する．また，ニジヒメバチを発見したいずれの水田でもヤマトクサカゲロウ
Chrysoperla nipponensis とカオマダラクサカゲロウの発生を確認できているが，観察した繭はそ
の形態からして塵載せ型であり，寄主はカオマダラクサカゲロウである可能性が高い．なお
Kusigemati (1981) が鹿児島から記録したナワニジヒメバチ寄主もカオマダラクサカゲロウであ
るが，本寄生蜂が寄主特異的な種であるかどうかは室内試験も含めたより詳細な研究が必要であ
ろう．
本研究の一部は，農林水産省委託プロジェクト研究「気候変動に対応した循環型食料生産等の
確立のための技術開発」において行った水田の生物多様性調査の成果を含む．
[引用文献]
Gauld, I. D. (2000) The Ichneumonidae of Costa Rica, 3. Memoirs of the American Entomological
Institute, 63: 1-453.
Kusigemati, K. (1981) New host records of Ichneumonidae from Japan (IV). Memoirs of the Faculty of
Agriculture, Kagoshima University, 17: 135-138.
Townes, H., Momoi, S. & Townes, M. (1965) A Catalogue and reclassificatioin of the Eastern Palearctic
Ichneumonidae. Memoirs of the American Entomological Institute 5, 1-661.
渡辺恭平（2011）日本産ニジヒメバチ亜科 Brachycyrtinae について．Kanagawa-Chuho, Odawara,
173: 21-24.
４７７ (Hym.: Crabronidae) クビワギングチ（ギングチバチ科）の九州における記録
成田圭佑（九大院・生資環・昆虫）・辻 尚道（九大・農・昆虫）
クビワギングチ Lestica collaris (Matsumura, 1912)は，ハマキガ科のガを狩ることが知られ，国
内では北海道，本州，九州に分布する．これまで，中
国地方以西では散発的な記録しかなく，九州では熊本
県，対馬，屋久島の記録が知られるのみであった（高
橋ら，2009；寺山・須田，2016）．
筆者らは，今まで記録がなかった福岡県と佐賀県か
ら本種を採集したので報告する．福岡県では，7 月下
旬，彦山生物学実験施設の敷地内にて，ノリウツギの
花に訪花していた本種を採集した． また，佐賀県で
図．クビワギングチ♀
は，2015 年 6 月に，井原山の山麓に位置する北山ダム
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キャンプ場において，クリの花に訪花した本種を採集した．
[採集標本データ]
福岡県田川郡添田町彦山生物学実験施設: 1♀，31. vii. 2016．成田圭佑採集
佐賀県佐賀市富士町北山ダム:1♀，6. vi. 2015．辻 尚道採集
[引用文献]
高橋誠一・羽田義任・田埜 正（2009）日本産ギングチバチ亜科の分布について．つねきばち（16）
：
41-67．
寺山 守・須田博久（編）（2016）日本産有剣ハチ類図鑑．56pp．東海大学出版部．神奈川．
４７８ (Hym.: Orussidae) 福岡県におけるトサヤドリキバチ（ヤドリキバチ科）の記録
成田圭佑・米田洋斗（九大院・生資環・昆虫）
トサヤドリキバチ Stirocorsia tosensis (Tosawa & Sugihara, 1934)は，国内の記録はこれまで本州，
四国，種子島，屋久島が知られていたが，2015 年に大分県で本種が記録され，九州本土でも分
布が確認された（富樫，2003；伊藤，2015）．
筆者は，今まで未記録であった福岡県から本種を
採集したので報告する．7 月下旬に，英彦山中腹（標
高約 670m）に位置する彦山生物学実験施設の敷地
内において，積んであったエノキの枯れ枝上を走り
回っていた本種を採集した．また，九州大学昆虫学
教室所蔵標本から，2012 年に福岡県の糸島半島（九
州大学伊都キャンパス）で採集された個体を発見し
たので，これも併せて報告する．
なお，この個体は九州大学農学実験の一環で採集
図. トサヤドリキバチ♀
されたものである．
[採集標本データ]
福岡県田川郡添田町彦山生物学実験施設: 1♀，31. vii. 2016．成田圭佑採集
福岡県福岡市西区元岡九州大学伊都キャンパス: 1♂，28. vi. 2012．米田洋斗採集
[引用文献]
富樫一次（2003）トサヤドリキバチ属 Stirocorsia Konow に属する 2 種の新産地．日本生物地理
学会会報，（58）：71-72．
伊藤 研（2015）トサヤドリキバチ，九州本土に分布．二豊のむし，（53）：78-79．
４７９ (Hem.: Gelastocoridae) 大神島と多良間島におけるアシブトメミズムシの記録
小浜継雄（沖縄県宜野湾市）・砂川博秋（沖縄県宮古島市）
アシブトメミズムシ Nerthra macrothorax (Montrouzier, 1855) は，国内では九州から南西諸島お
よび小笠原諸島に分布する（林，2002；林・宮本，2005）．宮古諸島においては，宮古島，伊良
部島，下地島，池間島から記録されている（林，2002；佐野，2016）．筆者らは，これまで記録
のなかった宮古諸島の大神島と多良間島で本種を採集したので報告する．
[採集標本データ]
大神島（沖縄県宮古島市），3exs.，5. III. 2016，小浜継雄採集（図 1）；多良間島普天間港（沖
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縄県多良間村），1ex.，19. III. 2016，小浜継雄採集（図 2）
以上の標本は琉球大学博物館（風樹館）に所蔵されている．
本種は，砂浜海岸の海浜植
生内にみられ，落葉下や砂中
浅くにすむ（林・宮本，2005）
とされるが，佐野（2016）は
宮古島と池間島の砂浜海岸
で，石あるいは打ち上げられ
たサンゴの下から本種を採
集している．今回，筆者らは
大神島では砂浜海岸沿いの
道路の内陸側林縁近くの砂
地（図 3）で石の下から 3 個
体，
多良間島では砂浜
（図 4）
で打ち上げられたサンゴの
下から 1 個体をそれぞれ採集
した．
（左上）図 1．大神島産アシブトメミズムシ．（右上）図 2．多良間島産アシブト
文末ながら，大神島と多
メミズムシ．（左下）図 3．大神島におけるアシブトメミズムシの採集地．（右下）
良間島における昆虫調査
図 4．多良間島におけるアシブトメミズムシの採集地．
に便宜をはかっていただ
いた，宮古島市史編さん室の新垣則子，佐藤宣子の両氏にお礼を申し上げる．
[引用文献]
林 正美（2002）カメムシ目．東 清二（監）増補改訂 琉球列島産昆虫目録：125-149．沖縄生
物学会．西原．
林 正美・宮本正一（2005）半翅目．川合禎次・谷田一三（編）日本産水生昆虫－科・属・種へ
の検索：291-378．東海大学出版会．神奈川．
佐野真吾（2016）宮古島と池間島におけるアシブトメミズムシの記録．Rostria, (59): 31-33．
４８０ (Lep.: Nymphalidae) 伊良部島のイワサキコノハの記録
小浜継雄（沖縄県宜野湾市）・砂川博秋（沖縄県宮古島市）
イワサキコノハ Doleschallia bisaltide (Cramer, 1777) は，国内では八重山諸島，宮古諸島，沖縄
島，奄美大島，九州，本州から記録されている（白
水，2005，2006）．宮古諸島においては新田（2002）
が来間島から記録している．筆者らはこれまで記録
のない伊良部島（沖縄県宮古島市）で本種を採集し
ているので報告する．
[採集標本データ] 1♀，13. VII. 2016，伊良部島牧山，
小浜継雄採集（図 1）．本標本は琉球大学博物館（風
樹館）に収蔵されている．
白水（2005）には，宮古諸島における本種の記録
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図 1 伊良部島で採集されたイワサキコノハ♀

地として，来間島の他に池間島も記載されている．池間島の記録のもととなった文献は，ゆずり
はクラブ編集部（2000）であった．筆者が分布記録の確認のため，この文献について新田敦子氏
に問い合わせたところ，同氏の手元にゆずりはクラブの原本がないということで，同氏から発行
元の NRC 出版の杠 隆史氏に確認していただいた．その結果，ゆずりはクラブ編集部（2000）
の池間島の記録はイワサキコノハではなく，リュウキュウムラサキであることが判明した．白水
（2005）において，イワサキコノハの記録の転記の際にミスが生じたと推察される．
当時，「日本の迷蝶 II」を発刊された蝶研出版の新田敦子氏，ゆずりはクラブを発行している
NRC 出版の杠 隆史氏の両氏の了解を得ているので，ここで白水（2005）にある池間島のイワ
サキコノハの記録を抹消し，この記録はリュウキュウムラサキの誤認であった，と訂正しておき
たい．
本報告にあたって，池間島における本種の記録について確認していただいた，新田敦子氏およ
び杠 隆史氏に厚くお礼を申し上げる．また，宮古諸島における本種の分布情報について教えて
いただいた，比嘉正一氏にもお礼を申し上げる．
[引用文献]
新田 智（2002）来間島・黒島・鳩間島で採集した迷蝶．蝶研フィールド，17(1): 14-15．
白水 隆（2005）日本の迷蝶 II，セセリチョウ科／テングチョウ科／タテハチョウ科．蝶研出版．
764pp. 茨木．
白水 隆（2006）日本産蝶類標準図鑑．学研．336pp. 東京．
ゆずりはクラブ編集部（2000）国内蝶類情報 2000 年(9)．ゆずりはクラブ，2(9): 12．
４８１ (Hym.: Crabronidae) メスアカマエダテバチの与那国島からの採集例と西表島からの
追加記録
辻 尚道（九大・農・昆虫）・米田洋斗（九大院・生資環・昆虫）
メ ス ア カ マ エ ダ テ バ チ Psenulus okinawanus
Tsuneki, 1990 は，雌の腹部が広く橙赤色となる点で
日 本 産 本 属中 で は 特徴的 な 種 で あり （ Tsuneki,
1990；寺山・須田，2016），南西諸島のみから知ら
れる．山根ら（1999），屋冨祖・金城（2002）によ
り，奄美大島，沖縄本島，久米島，西表島から記録
されているが，文献の引用や採集データの詳しい報
告はない．今回筆者らが確認できた文献記録は，奄
美大島（山根ら，1999：雌個体の写真），沖縄島
図 1．メスアカマエダテバチ♀
（Tsuneki, 1990），石垣島（寺山・須田，2016）の記
録であり，久米島と西表島の記録に関しては確認できなかった．また，本種の与那国島における
記録はまだ報告されていない．
筆者の一人である辻は，与那国島から本種を採集しているので，ここに報告する．また，西表
島で採集された標本も新たに確認しているので，併せて報告する．
[採集標本データ]
【与那国島】2♀♀（図 1），沖縄県八重山郡与那国町新川鼻周辺，3. V. 2016，辻採集，米田保管
【西表島】1♀，沖縄県竹富町西表島相良川，15. V. 2014，三田敏治採集・保管
与那国島産の個体は，日中，センダングサ類（Bidens sp.）の花に訪花している個体を採集し
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た．西表島産の個体は，林道沿いの草本スウィーピングで得られている．
なお，寺山・須田（2016）や屋冨祖・金城（2002），山根ほか（1999）の一部では記載者が
Tsuneki, 1982 とあるが，原記載は Tsuneki (1990)であり，記載年は 1990 年が正しい．
末筆ではあるが，西表島産標本の使用をご快諾いただいた三田敏治博士（九州大学農学部昆虫
学研究室），与那国島での採集に同行していただいた池田 大（愛媛大学農学部環境昆虫学研究
室），吉田一樹（愛媛大学農学部森林生態学研究室）の各氏に厚くお礼申し上げる．
[引用文献]
Tsuneki, K. (1990) Description of two new subgenera, six new species and one unrecorded female of the
Sphecidae from the Island of Okinawa, the Ryukyus (Hymenoptera). Special Publication of the Japan
Hymenopterists Association, 36: 81-84.
寺山 守・須田博久（編）（2016）日本産有剣ハチ類図鑑．v-xxxvi + 735pp. 東海大学出版部．
平塚．
屋冨祖昌子・金城政勝（2002）ハチ目（膜翅目）．東 清二（監）増補改訂 琉球列島産昆虫目
録：291-332. 沖縄生物学会．西原．
山根正気・幾留秀一・寺山 守（1999）南西諸島産有剣ハチ・アリ類検索図説．Color Plates + ii-xii
+ 831pp．北海道大学刊行会．札幌．
４８２ （Strepsiptera） ラオス産ツマアカスズメバチにおけるネジレバネ寄生の記録
上野高敏（九大・農・生防研）
ネジレバネ目の Xenidae（あるいは Stylopidae）は，スズメバチ属 Vespa やクロスズメバチ属
Vespula に寄生する種を含み（Kifune & Maeta, 1975; Kathirithamby, 1993），とりわけ東アジアで
はスズメバチネジレバネ X. moutoni がスズメバチ寄生性昆虫としてよく知られている．日本で
はキイロスズメバチ Vespa simillima xanthoptera やコガタスズメバチ Vespa analis が寄主として記
録されているが，最新の研究によるとそれらに寄生するは真の X. moutoni ではなく近似の別種
であり，真の X. moutoni は別種のスズメバチに寄生することやスズメバチに寄生するネジレバ
ネは寄主特異性が高い可能性が指摘されている（Nakase & Kato, 2013）．
ツマアカスズメバチ Vespa velutina はアジアに広く分布する種であるが，中国中南部産の個体
群（亜種としては spp. nigrithorax に該当するもの）が 2000 年代初頭にヨーロッパと韓国に侵入
後，定着・分布拡大し問題となっている（Ueno, 2014；上野，2016）．さらに近年，長崎県対馬
への定着（境・高橋，2014；Ueno, 2014）に続いて，九州本土の北九州市（Minoshima et al., 2015）
と日南市においても相次いで発見され，日本本土への侵入が危惧されている．対馬においては個
体数が激増し，生態系やミツバチへの影響が懸念されることから 2015 年 1 月に特定外来生物に
指定された．
対馬においてはツマアカスズメバチの個体数が激増しており，本土への侵入定着も危惧される
中，本種の生態や生活史などの基礎情報集積と防除法の開発が危急の課題となっている（上野，
2016）．著者はツマアカスズメバチの生態，行動，生活史特性の解明に取り組む一方，本種の天
敵についても調査を進めている．しかしツマアカスズメバチの天敵に関する記録は非常に少ない
（Villemant et al., 2015）．台湾では本種の台湾亜種よりハチネジレバネの 1 種が記録・記載され
た（Kifune & Maeta, 1985）が，それ以降，ツマアカスズメバチへのネジレバネ寄生はまったく報
告されていない．筆者は，ラオス産ツマアカスズメバチ（亜種名を記するなら ssp. variana に該
当）を検した際にネジレバネ寄生を確認した．そこで大陸産ツマアカスズメバチからの初記録と
してこれを報告したい．なお，本報告は科研費基盤研究（C）採択課題 No. 24580079「外来種ツ
マアカスズメバチの生態解明と定着による生態系への影響評価」の一環として行った研究成果で
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ある．
[標本データ]
Strepsiptera sp.，parasitizing Vespa velutina variana
1 ♀, Mt. Phu Pan, Hua Phan Prov., N.E. Laos, alt 1200-1800m, 18. V. 2012 leg. St. Jakl
ラオス産ツマアカスズメバチの標本 5♀を検
したところ，うち 1 個体にネジレバネの寄生
を認めた（図 1）．外部から判断される寄生の
様子は，日本産スズメバチ類に認められるス
ズメバチネジレバネやその近縁種と同様で，
Xenos 属のネジレバネである可能性が高いと
判断された．しかし，この個体だけでは種の
同定は不可能であり，属と種の確定には追加
標本，とりわけ雄成虫，が必要不可欠のため，
本稿では Strepsiptera sp. としておく．
スズメバチ科のスズメバチ属 Vespa とクロスズ
図１．ラオス産ツマアカスズメバチに寄生する
メバチ属 Vespula には侵略的外来生物として問題
ネジレバネの 1 種
となっている種がある．そのような外来スズメバ
チへの対応策として化学的防除，物理的防除，そして生物的防除の可能性が検討されてきたが，
生物的防除に関しては実行された事例はない．その理由は，有効な天敵が存在しないと文献調査
に基づき推測されたことによる．しかし，スズメバチ類の天敵に関する研究そのものが極めて少
なく，どのような天敵がいて，スズメバチ類への影響がどの程度なのかすら，そもそも判断でき
ないのが現状である．
本報告ではツマアカスズメバチよりネジレバネの 1 種を記録したが，その寄生率など不明な点
が多すぎるため天敵としての評価は不可能である．著者は対馬と釜山において多数のツマアカス
ズメバチを検したが，ネジレバネの寄生は確認できていない（上野，未発表）．対馬にも釜山に
も X. moutoni は産するが，本種は寄主特異性の問題でツマアカスズメバチを寄主として利用し
ない可能性が高い．一方，30 年以上前に台湾からツマアカスズメバチ寄生性のネジレバネが報
告されている（Kifune & Maeta, 1985）にもかかわらず，以後，普通種で広域分布種でもあるツマ
アカスズメバチからネジレバネが記録されていないのも奇妙である．これは，ネジレバネが稀な
のか，そのような目でツマアカスズメバチを調べていないためなのか現時点では不明である．
[引用文献]
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Ueno, T. (2014) Establishment of the invasive hornet Vespa velutina (Hymenoptera: Vespidae) in Japan.
International Journal of Chemical, Environmental & Biological Sciences, 2: 220-222.
上野高敏（2016）九州の特定外来生物ツマアカスズメバチの現状．昆虫と自然，51: 17-20.
Villemant, C., Zuccon, D., Rome, Q., Poinar Jr., G.O. & Justine, J-L. (2015) Can parasites halt the
invader? Mermithid nematodes pasitizing the yellow-legged Asian hornet in France. PeerJ, 3: e947.
４８３ （Col.: Lucanidae） オキナワマルバネクワガタの本部半島からの記録
荒谷邦雄（九大院・比文）・佐々木健志（琉球大学博物館）
オキナワマルバネクワガタ Neolucanus okinawanus Sakaino, 1984 は沖縄島北部の固有種で，環
境省レッドデータブック 2014（環境省編，2015）で絶滅危惧 II 類（VU），沖縄県レッドデータ
ブック（沖縄県文化環境部自然保護課編，2005）では準絶滅危惧（NT）に指定され保護されて
いる．また，2016 年 2 月には種の保存法に基づく国内希少野生動植物種に指定され，捕獲や譲
渡が原則として禁止された．
本種の既知の採集記録は，いわゆるやんばる地方
に限定されており，南限の記録は名護市多野岳とさ
れている（藤田，2010）．一方，本部半島にも本種
が生息しているとの情報は以前からあったものの
標本に基づく確実な記録はこれまでなかった．こう
した状況下，筆者らは今回，本部町で採集された本
種の雄 2 個体の標本を現認したので少々古い記録で
はあるがここに報告する．
標本データ：1♂，沖縄県本部町大堂. 13. X. 1991．具
志堅和美採集（Fig. 1），1♂，19. X. 1991．採集地・
採集者とも同左（Fig. 2）．（標本はいずれも琉球大
学博物館風樹館保管）．

Figs. 1, 2. Neolucanus okinawanus Sakaino, 1984
collected from Ufudo, Motobu-town, Okinawa.

データによれば，いずれの個体も採集者の自宅近くの路上を歩行中のものを採集したとのこと
である．採集地点の本部町大堂（うふどう）付近は，現在は開発が進み，本種の生息に適した良
好な森林は完全に消失してしまっているため，残念ながら少なくともこの地域の個体群はすでに
絶滅してしまったものとみなされる．また，筆者らをはじめとする大堂の周辺地域を含む本部半
島の山地を対象とした度重なる調査においても本種の追加個体は全く得られておらず，環境改変
の著しい本部半島における本種の生息状況はかなり厳しい現状にあるものと推定される．しかし
ながら本部半島に現在もなお本種が生息し続けている可能性は否定できない．名護市多野岳以南
における本種の生息可能性調査と同時に，今後の本部半島でのさらなる精査が期待される．
本研究は，
平成 26 年度絶滅のおそれのある野生動植物の保全技術向上検討委託業務（環境省）」
のモデル事業の一つである「亜熱帯森林性の腐植食性昆虫における保全技術モデル事業」（研究
代表者：荒谷），および日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（C）（No. 26430205, 研究
代表者：荒谷）の補助を受けて実施した．
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むし社．東京．
環境省（編）（2015）レッドデータブック 日本の絶滅のおそれのある野生生物 昆虫類．509 pp.
ぎょうせい．東京．
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４８４ （Col.: Scarabaeidae） 与那国島における外来種ヤエヤマニセツツマグソコガネの近
年の発生状況について
荒谷邦雄（九大院・比文）・杉本美華（アヤミハビル館）・
細谷忠嗣（九大・決断科学セ）
アメリカ大陸を原産とするヤエヤマニセツツマグソコガネ（Ataenius picinus）は 2000 年に日
本では初めて与那国島と石垣島から記録されて以来（川井，2000），琉球列島を北上し続け，現
在ではトカラ列島北部にまで分布を拡大している（岡島・荒谷，2013；細谷ら，2016 など）．
近年では別ルートで侵入したと考えられる個体が九州本土（長崎県）からも記録されている（深
川，2010）．
筆者らは初記録以来，本種の生息状況に関する報告のなかった与那国島において 2016 年 6 月
と 11 月に本種の大量発生を確認した．同島における本種の近年の発生状況としてここに報告す
る．
1 度目の大量発生は 6 月上旬に観察された．図 1，2 は 2016 年 6 月 7 日の夜間に筆者の 1 人荒
谷が宿泊していた与那国島空港に近いホテルの非常階段の灯りにおびただしい数の本種が飛来
していた様子を示している．当日の観察では 5 階建てのホテルの 2 階より上部の灯火で特に個体
数が多く，屋上付近の灯火にも多数の個体が群がっていたことから本種の高い飛翔能力が推定さ
れた．本種の大量飛来は明くる 6 月 8 日にも観察されたが，約 10 日後に杉本が同地を訪れた際
には，わずかに 1 個体の飛来を確認したのみであった．また，荒谷は 5 月中旬にも同じホテルに
宿泊し，灯火で Ceresium などのカミキリムシに混じって本種の成虫を 1 頭採集しているが，そ
の際には少なくとも本種が大量発生
している様子は観察されなかった．
さらに杉本のその後の観察では夏〜
秋季に与那国島で本種の目立った大
量発生はなかった．
2 度目の大量発生は 11 月中旬に観
察された．図 3 は 2016 年 11 月 13 日
の荒谷による自衛隊基地視察の際に
島の南部の南牧場の馬糞中で確認さ
れた本種の成虫と終令幼虫である．
糞中の成虫はいずれも新鮮で活動開
始直後の新成虫と考えられた．一方，
終令幼虫は十分に成熟し，蛹化間近
である印象を受けた．このことから，
Figs. 1-4. Ataenius picinus observed in Yonaguni-jima Island. 1, 2, Many adults
今回見られた成虫と幼虫は発育の程
attracted by light (7. VI. 2016). 3, Adults and larvae in horse dung (13. XI.
度の差こそあれ，おそらく同じ世代
2016). 4, Habitat (Minami Farm).
の個体であると推定された．また，
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付近の馬や牛の糞からも多数の個体が観察されたが，本種が生息していた糞はいずれも直射日光
の照りつける裸地上にある乾燥の進んだ糞ばかりであり（図 4），本種の急速な分布拡大にはこ
うした極端に乾燥した糞を選好する習性が背景にあるものと推定された．
本種に関しては，上里（2008）は宮古島での採集・観察例から年間を通して成虫が活動してい
ると推定しているが，今回の観察結果から，与那国島における本種の成虫の発生のピークは少な
くとも 5 月末〜6 月上旬と 11 月中〜下旬の 2 回あることが示唆された．
南牧場周辺にはトビイロエンマコガネ（Onthophagus argyropygus）やヨナグニエンマコガネ
（Onthophagus (Parascatonomus) aokii）も生息しているものの，上記の 11 月の観察では同一糞中
でのヤエヤマニセツツマグソコガネとの同居は確認されなかった．一方で犬糞を使用したトラッ
プではこれら在来のエンマコガネは両種とも複数の個体が採集され，特に以前と比べて減少して
いる印象は受けなかった．ヤエヤマニセツツマグソコガネの定着や個体数の増加が他の在来の糞
虫相に与える影響に関しては精査が必要であるが，本種と在来種の種間関係を示唆する一例とし
て合わせて報告しておく．
本研究は，日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（C）（No. 26430205, 研究代表者：荒
谷）の補助を受けて実施した．
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