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Subgenus Per imesosa BREUNING (続き)

15. Mesosa (Perz'mesosa) crz'brata crz'brata BATESフタスジゴマフカミキリ

Mesosa crtbrata BATES, 1884, JI. Linn. Soc. Lend. Zoo1., XVIII : 245 (Sapporo) ;
KoJIMA & WATANABE, 1959, Jyuhyo, 9 (5) : 85 (0yochi near Obihiro)

Mesosa (Penmesosa) crtbrata : BREuNING, 1939, Revis. : 410 ; 1959, Cata1. : 52.
; 体は短小, 黒色 (時に赤褐色),  淡黄緑灰色の徴毛におおわれるが, 前胸・ には

小黒斑を散布し,  翅相には更に基部後方および中央直後によく発達した幅広い2 本の黒色の

微毛におおわれた横帯を装う.  ff鼠角の第3  節以下の各節は基部を白色の徴毛でとりまかれる
がその白色部は先端の節に向うに従い拡がる.  肢は淡黄緑灰色の徴毛におおわれるが腿節の
中央及び端部, 節の基部直後及び先端は黒く,  隆節の先端部には黒色毛を生じ, 附節の第
5 節は白色の徴毛を装う . 体表には黒色の立毛を生じる.
額及び頭頂は小点刻を疎布する. 複眼の下片はその下, 觀より明らかに短い (1.5 : 2 ) .
触角は体の約1.6倍の長さ,  第3 節は第4 節より僅かに長く  ( 6 : 5.5) 最長,  第11節は第10
節の より明らかに長い. 前胸は明らかに横長く (7 :5.5),  背板は単純,  やや大きい点刻
を不規則に, 中央部ではやや密に装う. 小楯板は横長く後方は丸い.  翅革ｩは肩部ｦ富の約2 
弱の長さ (9 :17), 両側は平行, 後方は丸く ,  背面は不規則に大点刻を密布するが点刻は基

部では互いに速絡する. 体長 : 7 mm. 分布: 北海道 (特産). 非常に稀なもののようで, 筆
者は小島圭三博士の好意で北海道帯広大誉地で1958年8 月14 日に渡辺弘之氏の採集した1
を所蔵する他, 本極の標本に接したことがない. 生態その他は現在のところ不明.

BATESは札幌の♀? に基づいて記載を行ったが, Dr. BREuNING(1939) はTypeの再記
載で, BATES の挙げなかった “f独角第3 節は第4 節と等長, 觀は複眼下片より僅かに長い.
前胸は甚だ短くその長さの2 倍の幅” などの重要な形態的特長を付加した. 今この Typeの
特長を上に記載 した と比較すると,  BATESの挙げた “G1角第 11節は前節の t 2より短い”
という点を併せ, 明らかに♀を指すものと考えてよいと思う . 但しBREuNINGの記載の中で
体色を “帯赤褐色” と記しているが, これはType標本が採集後60年も経て退色したことに
よるのではないかと考えられる.

〔昆虫学評論, 第18巻, 第1 号, 26~36頁, 1965年,  6 月〕
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16. Mesosa (Perz'mesosa) era'brata arzszmana MATSUSHITA, Comb n o v .

キリシマゴマフカミキリ  (チビゴマフカミキリ)
Mesosa kirisimana MATSUSHITA, 1943, Tr. N. H. Soc. Taiwan, XXXIII (242-243): 576

(Kirishima, Pref. Kagoshima)
Mesosa sp. : MATsuDA, 1956, Kita-Kyushu no Kontyu, 7 : 20, fig 5 (Sata Cape, Pref.

Kagoshima)
Mesosa (Aphe1ocnemia) kirisamana : BREuNING, 1959, Catal. : 51.

Mesosa (Perimesosa) cribrata: AMANo,1962, Kita-Kyushu no Kontyu, 9 (2) :33 (Mt.
Soho, Pref. 0ita)

Mesosa shi kokensis OHBAYAsHI, 1963, Fragm. Col., 3 : 11 (Kuroson, Pref. KoChi) ;
1g68, Icon. Ins. Japon. Col. Nat. Ed i t : 306, pi t53, fig. 13 (Shikoku). Syn nov.
原亜種に似るが, 体はやや幅広く, 黒色, 淡黄緑灰~灰色の徴毛におおわれ,  体表の黒色
立毛はより密に生じ, 一般に翅相の2 本の黒色横帯の中,  中央後のものはより縮小する傾向
がある.  額及び頭頂の小点刻はより疎布され,  複眼の下片はその下,  觀より明らかに短い

(1.7 : 2.2). 角は体の約1.6倍 ( 6 ) 或いは約1.3倍 ( ♀) の長さ,   第3 節と第4 節の長さ

の比 ;6.5 : 5.5 ( 3 ) 或いは6.5 : 5.8 ( ・.  前胸の縦横比 ;5  :6.5  ) 或いは 5.3 : 7.5 ( ♀),
背板の大点刻はより疎布される. の肩部幅と長さの比 ; 9 : 17 ( J  )  或いは 11.5  :20(♀ )
背面の大点刻は原亜種に比して, やや小さくより疎布され,  基部でも点刻は互いに離れて連

絡しないなどの点で相速する. 体長 : 8~8.5 mm.  分布 : 四国・ 九州.  鹿児島県佐多山甲で

1962年7 月1 日, 野村好之氏の採集した1 6 ,  1 ♀を研究した結果,  この種は先ず松下博士

が記載されてから後, 問の種としておかれていた M kiristmana (1943)  に該当し, 且又

M cribrata  にも酷似する とを知つた. 大林一夫氏の高知県黒尊から記載した  M shiko-
kensts (1963) はその記載及び付図による限り,  体表の被毛が灰白色である点を除いて他は
M kirisimana に一致する. そこで前述の相違点を認めて, ここに ki r is im ana を crtbrata

の亜種とし, 又 shikokensis をそのsynonym と認めた次第である.  生態その他は現在のと
ころ不明.

17. Mesosa (Perz'mesosa) oecz'Za BATES マダラゴマフカ ミキリ

Mesosa poectla BATES, 1884, JI. Linn. Soc. Lend. Zoo1., XVm :245 (Nikko, Honshu ;
Junsai, Hokkaido)

Mesosa (Perimesosa) poecila : BREUNING, 1939, Revis. : 410 ; HAYAsHI, 1955, Col m.
Ins. Japan, Col ed. 1 : 60, pl 22, fig 255 ; BREuNING, 1959, Cata1. : 52.
; 体は細長, 黒色, 灰色及び帯褐黄灰色の微毛を生じ,  全面に小黒斑を散布し, 相上

には肩部後方側縁よりと中央後方にやや細く且'弯曲した波形の黒色 帯をもち , いずれも側

縁にはほとんど達するが縫合線には明らかに達しない.  触角第3 から第6 ないし第7 節の基

部は灰色の徴毛でとりまかれるが,  より先端部の各節は黄灰色の微毛によって代られ, 各節

の端部は黒色. 小糖板は中央部に灰色の微毛を生じ両側は黒い.
頭部の触角「狽ﾍ深く凹み,  中央には細く深い1  縦溝をもち,  額及び頭頂には小点刻を数少
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く疎布し, 複眼の下片はその下, 觀より僅かに短い (2.5 :2.8) .  触角は体の約1.5倍の長さ,
第3 節は最長, 第4 節は第1 節及び第5 節より少しく長く (後の2 節は等長), 以下の各節は
漸次短縮し, 第11節は第10節より短いが, 明かにそのt2よりも長い (3.8 : 3.1).  前胸は明ら
かに横長く (6 :9 ), 側縁はほぼ丸く, 前縁後方は総れ,  背板の中央に沿い少しく凹みその
両側は僅かに隆起し, 全面に頭部上より大きい点刻を不規則に疎布する.  小楯板は横長い矩

形状, 中央部は少しく四む. 翅相は長く基部の幅の約2 倍,  後方に僅かに狭まり, 翅端は丸
く , 背面は大点刻を疎布するが 端直前では認め難い. 体長:13~17mm. 分布: 北海道・ 本州

(特産). 静岡県周智郡気多村気田で1950年5 月9 日,  シラカシ伐採枝の樹皮に産卵行動中

を観察され (小島・ 岡部, 1960), 日光中禅寺で1961年6 月18 日ブナのあまり古くない立枯木

から5 頭が採集され (丸岡氏による), 又一十和田で6 月初めから7 月にかけブナの立枯木で産

卵が確認されている (下山, 1964). BATESはその記載の中で “♀? (fl ﾆ角)  第11節は前節
の よりも短い” とし, 又Dr. BREuNINGはその Typeの再記載において “額は複眼下片

より僅かに短い” としているが, 上に記 した の形態と比較して相速し,  角 ｶ角第 1 1節のよ
り短い点から, 正しく♀を記載したものであろうと思われる.

18. Mesosa (Perzmesosa) zrs%fa zrs%ta BATES

カタシロゴマフカミキリ  (カタジロゴマフカミキリ,
アルマンゴマフカミキリ, ハルマンデイゴマフカミキリ )

Mesosa hirsuta BATES, 1884, JI. Linn. Soc. Lend. Zoo1., XVIII : 244 (Kobe, Honshu) ;
MATSUSHITA, 1933, JI. Fac. Agr. Hokkaido Univ., XXXIV (2) : 340,342 (Hokkaido,
Honshu) par t. ; MIToNo,1941, Mushi, 14 (1) : 49 (Kyushu) ; HAYAsHI & IGA, 1944, Ins.
World, Gifu, 48 (567) : 9 (Shikoku) ; TAMu & TsuKAMoTo, 1956, Akitu, V (2) : 45 (Is.
Kammuri, Maizuru Bay) ; HAYAsHI, 1956, Ent. Rev. Japan, VII (1) : 15 (Is. Yakushima);
UMEYA, 1961, Kontyu, 29 (4) :218 (Isis. Izu-0shima, Niijima, Miyakejima)

Mesosa harmandi PIc, 1902, Bull. Mus d'Hist nat. Paris, VI I : 341 (Central Honshu)
Mesosa (Perimesosa) hi rsuta : BREUNING, 1939, Revis. : 409 ; 1959, Cata1. : 52, part. ;

FuJIMuRA, 1962, Kontyu, 30 (3) : 210 (Is. 0ki)
体は中形であるがむしろ長めで,  ♀は幅広く両側ほぼ平行,  黒褐~褐色, 灰黄褐色の微毛

におおわれる外, 前胸背の側方・ z革腿部側方及び中央部では幅広く 端部は幅狭く白色

の微毛斑をもち, 更に暗褐色の小紋を前胸の前後縁に2 対,  理華肖中央の幅広い白色横帯の前

後縁部にそれぞれ3 対を飾る.  角u、角第3 節以下の各節の基半は白色の徴毛環でとりまかれ,
且下縁に縁毛を装う. 小楯板は中央に黄灰色の徴毛斑がありその両側は黒褐色.  腿節は中央

及び端部に, 又月ｭ節は基部及び端部に黒掲色部をもち,  附節の第1  ・2  及び5  節の基半は白
色の徴毛を装う. 体背fiiには暗色の直立毛を生じる.
頭部の触角1111は凹み, 中央には1 縦薄をもち,  全面に徴細な点刻を密布, その上大点刻を

散布する. 複眼の下片はその下, 觀より僅かに短い.  fl ﾆ角は体の約 1.5  倍 ) 或いはほぼ

等長 ( ♀), 第3 節は最長, 第1 節の約1.6 倍, 第4 節は第1 節より僅かに長く, 以下の各節
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は次第に短縮する.  前胸は横長,   側縁は丸く,  前後縁で弱く総れ,  背板中央前で少しく凹

み, その左右及び後方に鈍い隆起3 個をもち,  頭部」:と同大の点刻を不規則に疎布する. 小

楯板は横長, 後方は丸い. 翅相は長く1同部幅の約2 倍弱 ( 6 ) 或いは約1.9 信一弱 ( ♀) , 両側

はほぼ平行, 後半で漸次狭まり 搨 [は丸く,  背面には大点刻をやや密布するが,  後方 から

は漸次浅く弱く小さくなり, 端部では始んど認め難い. o -genitana : parameresはMesosa
亜属の種に比較して細長, 基部から1,所次細まり外縁中央部で少しく商曲し,  内方は僅かにえ
ぐられ, 先端は細く丸く岡ll毛を密生する. median lobeは太く先端より手前からl,所次細まり
尖った先端に続く (江原, 1954). 性染色体: 精原細胞 (2n) 20, 第1次精子細胞 (n) 10,
x-Yタイプ (江原, 1956). 体長:10~18 mm. 分布: 目本全土 (舞観湾冠島・伊豆大島・新
島・三宅島・ 屋久島・ 隠岐を含む) . 成虫は6 ~ 8 月に出現して各地でやや普通, 灯火にも来集

する (中村・ 小島, 1965). 母虫が加工して産卵するのが確認された樹種には, モミ・ オニグ

ルミ・アカシデ・イヌシデ・ヤシャブシ・カシワ・ スダシイ・ ハルニレ・アカメガシワ' ヒロハノキ

ハダ・ イタャカェデ・ オオモミジ・ シナノキがあり, 又材から成虫の羽化脱出を確認されたも
のにクリ・ フジがある (小島・岡部, 1960). 本極はG. LEWISの神戸における採集品に基づ
き初めて記載されたものであるが, 次いで BATES(1888) は朝鮮元山付近から本極を記録し,
AuRIvILLIus (1921 :138) はゥラジオストックから、目i告した.  このウラジオストックからの
記録は岡本 (1927), PLAvILsTsHIKov (1955, 1958) によって踏製されている. 筆者は対「11
及び朝鮮産の標本について調べたところ, 後述する点で一定の差を認めたので, 以下にそれ

ぞれ亜種として記載し,  日本産の原.ill兩と区別したいと思う.  なおフランスの駐口公使であ
った Dr. JuREs HARMANDの本州中部における採集品に基いて書かれた M harmand i PIC

(1902) は本種のsynonymである.

19. Mesosa (Penmesosa) t'rs%ta comtz' hentahs  subs n o v .

カタシロゴマフカミキリ朝解i[E不重

Mesosa hirsuta : BATES, 1888, Proc. Zoo1. Soc. L en d. :

379 (near Genzan in Korea) ; AuRIvILLIus, 1921, Col.
Cat 73 : 138 (Vladiostok) ;OKAMOTO,1927, Ins. Matsum.,
II (2) : 81 (Mt. Kongo, Chiisan i n Korea) ; PLAvIL-
sTsfiIKov, 1955, Breditel i Resa :537 (par t ) ; ibid., 1958,
Fauna SSSR, XXIII : 550, 560.
朝鮮産のものは,  日本産の基本1111;l重lて:比較して, 次の点が相

速する .
複眼下片はより長くその下, 觀と等長, 角ﾊl角は体の約 1・6  倍
( J  ),  前胸背の瘤起は鈍く,  翅相はより短く1@部幅の1.8倍
長さ, 背面の基半部ではより密に点刻される. 体上の淡褐色の
微毛をより粗に装い, 翅準ll上の白色の徴毛lit「帯は強く波うち中
断し, 基部と中央部に残るに過ぎない. 体長: 15.5 mm. , 体幅

Fig. 1.   Mesosa (P r 'mesosa)
1ur sn t a confine'tta1:s
subsp. n o v .
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: 6 mm.
hi「Suta  を朝鮮以外から最初に報じたのは AuRIvILLIus (1921) でウラジオスト ックから

記録しているが, 岡本 (1927), 松下 (1933) 両博士以後, BREuNING(1939), GREssITT(1951)
の両博士はこのウラジオストックの記録者を“松下”として,  最初の記録者にさかのぼって
いない.

This new subspecies differs from the nominate subspecies from Japan jn havjng the
following points : -

The uncle「 eye1obe1onger, as long as gena below lt. Antennae ( ) about 1.6 tjmes
as ton9 as body. Callosit ies on pronotum duller. Elytra comparatively shorter, about
1・8 times as long as the basal width, and more closely punctured on the basa l hal f.
Body f u「nishe d with less dense pubescence of light brown dominantly, and the whjtjsh
Pubescent bands on elytra more strongly dentate and interrupted, only remajnjng at
the base and the central por tion. Length, 15.5mm., width, 6mm. Holotype, o , Keijo
(Seoul), KO「ea, July 28, 1935, S. 0KADA leg.  (HAYAsHI's coll )

20. Mesosa (Per imesosa) z r s fa omshzz subsp n o v .

カタシロゴマフカミキリ対馬亜極

MeSOSa (pc「imesosa) hi rsuta : SHIRozU, MATsUDA &

AKAsHI, 1961, Kita-Kyushu n o Kontyu, 8 (1) : 39
(Sasuna in Tsushima)
対馬産のものは,  日本産の基本亜種および前1111極に比較して
次の点が相速する.
複眼の下片はより長くその下, 觀と等長, 前胸背の瘤起は鈍

く , 体は一般により細長. 体は全般に淡黄褐色の微毛におおわ
れ, 理 上の白色の微毛横帯は非常に退化して肩部および中央
部 ll' I l lこ/l :l部、」?' l 「 t「 す ゛

す一_ n?組 ・1''1' l, 、 l . 里在, 、 非 i, 1 r
一 l - _ _ ' - 1 一 、 ' - ・ 一 一 ' - ノ ー 1 l ' l ・ l - l 一 l ・! ・ プ l- t 、

' 0 '

小さい紋となって散在するだけとなる.   体長:15~17 mm. , F'9・ 2・ Mes°sa (Per imes°sa)
_

h i r s t a ko t 'sh i i

体幅 :5.5~ 6 mm . subsp n 。 v

T his new subspecies differs f rom the nominate and the Korean subspecies in having
the following points : -

The under eyelobe as long as gena below l t. Callosities on pronotum dul ler. Body
COmPa「atively slender,  furnished with l i ght ye llow ish brown pubescence throughout,
an d t he w hi t ish pubescent bands strongly reduced, only remaining at the humer j and
t he lateral portions of centre of elytra, on the same time,  the dark brown or blac k

ma「kin9s also reduced into smal l ones scat tered be fo r e and beh ind the ce nt r a l o ne

third of elytra. Length, 15-17 mm., width, 5.5-6 mm. Holotype, , Hjdakatsu, Tsu_
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shjma Is., Aug 5,1961, Y. KoNIsHl leg. ; Paratypes, 2 † 一 ,  t sam e da ta as holotype
(HAYASHI'S COil )

21. Mesosa (Per imesosa) tctzpes zcttpes GRESSITT
オキナワゴマフカ ミキリ

Mesosaptclipes GREssITT, 1937, Kontyu, 11 (4) : 323, fig 4 (Nago in Okinawa)
Mesosa (Saimia) pt'cltj)os : BREUNING, 1939, Revis : 415 ; ibid., 1959, Cata1. : 53・
Mesosa1ongipennis pictipes : MIToNo, 1940, Cat. Col. Japon., 8 : 158.
Mesosa (Pen'mesosa) f)iclipes : HAYAsHI, 1960, Ent. Rev. Japan, XI (1) : 27.
“体は暗褐色, 灰黄褐色の徴毛を密布し全面に小暗褐色斑点を散布, l角第3 節以下の基

半は白色徴毛でとりまかれ先端半分は暗褐,  前胸背の側方の色彩はやや明るく, 基部は3 個
の黒色斑をもつ. 翅鞘は基部近くと中央部はほとんど白く,  基部 に6 ~ 8 個の暗褐色の小

斑を不規則な1 本の横帯状に配置し, また中央と 端との間の各翅上にM字形を呈し,  縫合

線上の1 小点を伴いお互いをつなぐジグザグ状の暗褐色横帯をもち,  先端%は時に微毛を欠
き煙った褐色を呈しまた光沢がある. 腹節および腿節は淡灰黄褐色,  11 ' 附節はより白く
暗褐色部でとりまかれる.
頭部は疎に点刻され, 複眼下片は僅かに横長くその下, 觀より短い.  額は方形上方に僅か
に拡がる. 触角は体長の1%倍の長さ ( ♀), 第3 節は第1 節の1・5倍の長さ,  第4 節は第1 節
とほとんど等長,  以下の各節は短縮される. 前胸は長さの1%倍の幅,  基部は前縁より僅か
に幅広く, 側縁中央はふくれ,  背板は中央両側に1 対のやや大きく低い瘤起と基部中央前に
1 小瘤起とをもち, 不規則に点刻される. 小糖板は幅広く先端は丸い. は基部後方で一

たんくびられ, 背面は基部近くで僅かにふくれ, 不規則な列状に点刻されるが,  その点刻は
基部後方でもっとも顕著である. 体長:13.3 mm・”分布: 沖縄.
本種は沖縄名護産の1 (1932年7 月3 日採集) によって記載され〔林(1960:27) の沖縄
奄美から記載されとあったのは誤り, 奄美からはGREssITT (1950:220) が? を付して奄
美産の記録を行ったもので, ここに訂正する〕, その後林の同じく沖縄名護産の1 (1958年
5 月14 日採集) の追加以外には全く知られないので, 上には原記載を紹介するにとどめた.

22. Mesosa (Perimesosa) pz'ctz'pes yayeyamai BREuNING, Comb n o v .

ヤェヤマゴマフ カ ミキリ

Mesosa (Perimesosa) yayeyamai BREuNING, 1955, Bull. Soc. ent. Fr., 60:61 (1shi9aki-
shima) ; 1959, Cata1. : 52 ; SAMUELSON, 1965, Pacific lns., 7 (1) : 98, 100.
“hirsuta BATESに近似するが, しかし複眼下片は額より僅かに短く, 前胸はより細かく

点刻され, 鞘の基半では僅かにより大きく点刻される.  体表の被毛は明らかにより短く,
その微毛は相違する.
暗褐色, 褐黄色の徴毛を装う. 前胸には基部近くに長めの暗褐色紋2 本をもつ.  越鞘上に
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は中央部には白色微毛を混じ, 一般に若干の暗褐色の小点を散布する.  1照市は中央後と端部
が暗掲色環にとりかこまれる. 附節は白色徴毛を装おい第3 節と第4 節の先端半分は暗褐色.
触角は暗褐色の徴毛を生じ, 第3 ~11節の基半は白色徴毛を装おう.  体長:12 mm. , 体幅:

5 m m・ ' 分布 : 琉球南部 (石垣島).
石垣島 ( 原産地) および他の八重山諸島からの多数の資料中からも残念ながら本種に該当
する標本を見出すことができなかったので, 上には原記,1 \を紹介するに留めた
筆者はM (P・) miyamotoi HAYAsHI (1956) の記ll?に際し, yayeyamai との近似性を指摘
しその後もそれを強調した (1960). 後M (P) miyamotoiの標本をDr. BREuNINGに送付し
M yayeyamaiとの比較研究をお原llいしておいたところ,  同博士は両者が同一種の亜種的関
係にある旨の見解を発表され(1962) , 筆者の原記11 \からする想像は確認された.  SAMUELSO
(1965) が, このD「・ BREuNINGの取扱いを引用していないところをみると或いは見落して
いるのかもしれない.

23・ MeSOSa (Pc「tmesosa) zctt'Pes mt'yamotoi HAYAsHI, Comb n o .

タカラゴマフ カ ミキリ

MeSOSa(pc「imeSOSa) miyamotot HAYAsHI, 1956, Bull. Osaka Munjc. Mus. N. H., 9 :20,
Pl・ IV, fl9・3 (Taka「ajima, Tokara Isl) ; BREUNING, 1959, Cata1. : 52 ; HAYAsHI,
1960, Ent・ Rev. Japan, XI (1) : 27 (Amami-0shima) ; SAMUELSON, 1965, Pacific
Ins., 7 (1) : 98, 100.

MeSOSa i)iCtiPes: SEKI,1949, Matsumushi, III (3) :90(Yakushima)
MeSOSa (Saimia) Pictiiles : MATsuDA, 1959, Kita_Kyushu no Kontyu, 6 (3) :94, pl ie,

fig 8 (Tanegashima)
MeSOSa (pc「imeSOSa) yayeyamat BREUNING ssp miyamotoi : BREUNING, 1962, Bul l. Inst.

rev. Sci nat. Belg., XxxvIII (40) : 1.
体は黒色, 全般に黄がかった淡褐色の徴毛におおわれ,  また灰白色の微毛を前胸背上に全
面に少なく, 翅輔の基部と中央部に密にかつジグザグ状に,  触角第3 節以下の各節の基部に
それぞれ幅狭く装う. 前胸背は小黒紋2 対を基部の側方に,  また全面に小黒斑を不規則に散
布する・ 小楯板の側方は黒褐色. 相はさらに2 本のジグザグ状の黒色横帯を中央前と越端

%にもつが, 前方のものがより太く, 両方ともに中断して連続しない.  体下は側方に密に徴
毛を生じる・ 節は基部近くと先端に黒色斑をもつ. 体の直立毛はhirsutaより疎らである.
屋久島'種子島に産する個体は,  体の灰白色の徴毛が甚だ発達しかつより白く,  黒色のジ
グザグ状の2 横帯は退化する (f kumageinsulana nov ') ). また奄美大島産の個体は一般に体
はやや細長で体表の直立毛はより密でなく赤褐~n日褐色,  黄褐色の徴毛におおわれ, 白色微
毛部は退化し, 前胸背上では始んど認められず, 1湖の基部および中央部のジグザグ状の白
色帯はより強く波形を呈しより細い.
1) Types'  1 ,  1 ,  IS・ Tanegashima, June 30,  1960,  Y. NOMUnA leg. (NoMURA & HAYAs Hl coll )
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頭部は触角着生点間は幅広く凹み, 疎に点刻され, 複眼下片はその下,  觀より短く, 触角
は体の1.5倍以上の長さ ( 6 ) , 第3 節は最長,  第1 節は第4 節と等長,  ともに第3 節より短
い. 前胸背には3 つの鈍い小瘤起を中央部にもち, 不規則に点刻される.  小楯板は短く, 後
方は截断される. 翅相は両側平行, 後方は丸く,  背面は深くかつ疎に大点刻を散布し後半に

向うにしたがい漸次浅くなる.  体長:12.5~19 mm.  分布: トカラ諸島 (宝島) ・奄美大島・
屋久島・ 種子島.
野村好之氏の好意で種子島産 (1 6 ,  1 - , 西表 ,1960年6 月30日 , 野村氏採集 ) の本
を検討することができたが, PictiPesの原記1成と比較すると体の色斑はよく似ているようで
あるが, の角j角は体より僅かに長く, 第3 節はより短く, 第1 節の約1.1倍, 第4 節は第1
節より短く, 体は甚だ幅広く, 額は横長く,  前胸はより幅広く長さの約1.5 倍などの点で形

態上明らかに相違するので, pictipes と同定し得ず, むしろmiyamotoi に最も近いものと考
えた方がより穩当であろうと思う.

Genus Mutatoco1)tot)s PIc
PIc, 1925, Mel e xo t. Ent., X LV : 28.

Sajmja (Paracoptops) HELLER, 1926, Tijdschrift v. Ent., LXIX:36 (Type species : S.
(P) tuberosa HELLER = Saimia bituberosa PAscoE, 1866-Penang)

Mutatocoptops十Pseudaemocia : BREuNING, 1935, Fol ia Zool. Hydrob., VII I : 263, 269 ;
jbjd., 1939, Revis. : 503 (Type species : M alboaptcalis PIc-Laos -1- M (P) rufa
BREUNING-Bonin Is ) ; ibid., 1959, Catal. : 68.

Pieは本属の創設に際し, CoPtoPs  として PAscoE (1864) の記載したものは,  原者者

SERvILLE (1834) の.記載したものと相述しているので,  PAscoEのいわゆるCoPtoPsに対
して Mutatoeoptoi)s という新属名を与えるといい,  この属は の触角末端節の先端が小さ

く1?曲することが特長であるとし,  さらにその際本属の種として6 種を新しく記 した.
BREuNING (1935) は本属の再記載を行ない又別属 Pseudaemociaを記載した. Pfc(1925)
の述べた主張は入れられず,  PAscoE  (1964) が Cot)tops  として取扱った10種は1 種が

Mesosa (Anthriboscyla) に移された他すべてCoPtoPsに合められているが, PIcの当時記破
した6 種の内4 種がCoptopsに移され, 残条の2 種中1 種が改めて Type speciesに指定さ
れた訳である.  2 lit属に分れ, MutatocoPtoPs ?i属には8 種が含まれ, 東南アジア・ フィリピ

ン・ポルネオ・ ジャバ・セレベス・台湾に, 又 Pseudaemoc ia 亜属 (1939年 BREUNING によっ
て本属の亜属とされた) にはn能1 IF亜が合まれ,  小笠原にそれぞれ分布する明らかに第4 分布

帯束半の1 要素 (いわゆる Indo-Malayanの分布型であるが, 小笠原およびセレベスに伸び

ている点少々 おもむきを異にする) と認められる.  本?言lの範囲では後者の1 種を紹介する.
属名は Mutate十coPtoPsで, いわゆる “CoPtoPsの変;わりもの” ,   “変化した CoPtof)s”の
意, 又後者の亜属名はPseud(o)十aemociaで “偽の Aemoci'a”, すなわち Aemocia THOMSON
(1864)  (3 種を含みモルッカス・ セラムに分布する)  に似た形態をもっが全く相違するた
め名付けられたものと思う .
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Subgenus Pseudaemocta BREuNING

24. MutatocoPto1)s (Pseudaemocia) r・ufa BREuNING
オガサワラゴマフカミキリ  (新称)

BREuNING, 1935, Fol ia ZooI. Hydrob., VI II : 269 (Benin Is) ; ibid., 1939, Revis. :
506 ; ibid., 1959, Cata1 68.
“体は長く, 肥厚し, 触角は甚だ細く, 体より僅かに長い ( ♀) か, 体の1.5倍の長さ (6),

第1 節は甚だ長く, 圧せられ, 第3 節は明らかに長く第4 節または第1 節より長い.  触角

は圧せられる. 複眼下片はその下, 觀と等長, 客nは幅広く高さよりまさる.  頭部は全面に甚

だ密に細点刻を装い, その点刻は部分的に乱れ, 背板中央には不規則な降起を形造る.  側縁

は強く丸められる. 小楯板は大きく後方は丸い. iは長く , ふくれ,  全面に密に小点刻を

装うが, 点刻は端部に向い細かくなる. の前股は に比べてやや長い.

体は赤色, 全面に赤褐色の徴毛を装う.  体長:17~22 mm.  分布: 小笠原島 (Parry島
群)”. 原記ll' ﾝにより紹介した.  なお,  GREssIT T(1956)  は本種を;t来録していない

Genus Coj)toj)s SERVILLE

SERvILLE, 1835, Ann. Soc. ent. F「anCe, IV : 64 (Type species : C. para11ela SERvILLE
- Lamia aedificator FABRIcIus-Eastern India) ; THOMSON, 1864, Syst. Ceramb. : 371 ;
PAscoE, 1864-65, Tr. Ent. Soc. Lend., (3) I II : 96, 116 ; LAcoRDAIRE, 1869, Gen.
Col. IX : 369, 384 ; MATSUSHITA, 1933, JI. Fac. Agr. Hokkaido Univ., XXXIV (2) :
338, 344 ; BREuNING, 1939, Revis. : 507 ; ibid., 1959, Cata1. : 68.
従来32種を含み,  1 種はアフリカ中部ガボン,  各1 極がマダガスカル・ コモー レス・ セイシ

ェル・ アンノポンの諸島から報告され, 広分布性の1 種がアフリカ中央部(暗黒アフリカ) から

ァジァ南部に拡がる他, 残りの26種がァジァ東南部,  すなわち束南アジア・ アンダマン諸島・

海南島・ フィリピン・ ボルネオ・ セレベス・ モルッカス・ ニューギ ネヤ・小笠原及び中国から知ら

れている.  目本 (本州) からの記録は疑問である.   この分布型は私の第4 分布帯のほとんど

全域にわたるもので, また本属はアフリカに発見される唯一の Mesosini の代表者である.
本篇の範囲には次の2 種を取扱うが, 内1 種の日本からの記録は疑わしいものである.  属名
は “切られた形” の意味であるが, どんな理由で付与されたものかは分らない.

25. CoPtof)s jaPon1'ca BREuNING アヤゴマフミキリ

BREUNING, 1936, Festsch. Prof. Dr. E. STRAND, I :311 (Osaka, apparently mis-designa-
t ion !, also Formosa) ; MIToNo, 1940, Cat. Col. Japon., 8 :  161 ; GREssITT, 1951,
Longicornia, II : 431 ; CHEN, 1954, JI. Agr. Forest. Taiwan Prov. Coll. Agr., m :
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15, fig. (Hosts) ; BREUNING, 1959, Cata1. : 69 ; 0HBAYAsHI, 1963, Icon. Ins. Japon.
Nat. Col ed 2 : 306, p l. 153, fig. 14.

Coptops hirtitlentris : BREuNING, 1939, Revis. : 510 (part )
Coptops aedりloafer : ScHwARzER (nee FABRIcIUs), 1925, Ent. Blatt., XXI (2) : 62

(Formosa)
暗褐ないし暗赤褐色, 黄赤褐色の徴毛を大部分に装うが,  前胸背の中央には幅広く暗灰褐

色徴毛による1 縦帯をもち, 小楯板の両側は暗褐色の徴毛を生じ, 鞘には強く波状の継続

する黒褐色の横帯を中央部y3の前後にもつが後の横帯は縮小する傾向がある. 鞘基部の瘤

起の開からこの中央部%の部分にかけて各点刻の周囲をとりまく灰白色の小紋を数多く散布
し , -見淡灰色の不規則な横帯を形造る.  体下は淡黄赤褐色の徴毛を側方により密布し且小

黒紋を散らす. 解角第4 節以下の各節基部は灰白色の徴毛でとりまかれるが,  この灰白色部
は先端節に向うに従い拡がる.  月退節端部の小紋, 降節の中央前および端部は暗褐色, 附節は
淡灰褐色の徴毛におおわれる.
頭部は前胸より幅狭く, 触角瘤開は幅広く弱く凹む.  額は幅より長く小点刻を疎布し, 中
央には細い1 縦溝をもち後方頭頂をへて後頭中央に達する.  複眼下片はその下, 觀とほぼ等
長, ;触角は体の約1.5倍 ( ｳ  )  ,  第1  節は第3  節とほぼ等長,  ともに第4  節より長い.  前胸は
横長く, 前後縁近くで総れ,  側縁は丸くふくれるが前縁直後の側下方と中央側方にそれぞれ
小実起をもつ他, 背板rlコ央前の両側に2 対,  中央後に1 , 計5 個の瘤起をもち, 頭部より大
さい点刻を疎布するが側・ 後方に多く中央前方では少ない.  小幅板は舌状. 趣鞘は明かに前
胸より幅広く後方に狭まり, 肩部幅の1.7倍の長さ, 背面の基部には1 対の鈍い隆起をもち,
大点刻をやや密に不規則に装うが後方に向うに従い小さく疎布される.  肢は強壮, の前 .

節は弯曲する.  体長:13~22 mm. 分布: 目本 ( ?) ; 台湾. 原著者はPICのCollection中
の日本 (大阪) 産の標本によって記載し, 他に台湾にも産するとしたが, 既に大林 (1963)
も述べているように, この標本の産地は誤りと思われる.  台湾では普通の種であるが, 日本
本土では近年の熱心な多数の天牛愛好者の努力でいろんな地方で詳しく調査が行なわれてい
るにもかかわらず, 本種はかって採集されたことはない.  張書忱 (1954) に従えば台湾では
甚だ普通で,  5 ~7 月成虫は出現, 本,ll枝や枯幹中に幼虫は活動するが,  柑橘類Cit「us sPP・,
血藤MMma terr ggj gea , 相思Acael' a co“f“sa , 垂柳Sa Oaay1om'ca, 格樹月'cas re加sa
などがその加害樹種として報告されている.

26. Coptops hirt iυentr is GREssITT ケハラゴマフカ ミキリ

GREssITT, 1937, Kontyu, 11 (4) : 324, fig 5 (Hahaj ima in Bonins) ; BREUNING, 1939,
Revjs. :510 (part ) ;GREssITT, 1956, Ins. Micronesia, 17 (2) :119, fig 15 ; BREuNING,
1959, Cata1. : 69.
“体は赤褐ないし暗褐色, 全般的に淡黄褐から褐色に変化する徴毛におおわれ,  背面は大

部分が淡色, 点刻を散布する. 鞘は黄褐色の微毛でおおわれるが,  その上に白又は褐色の
細い縦条又はジグザグ線を現わしそれらはその中開に褐色帯をはさんだ2 本の不規則な白い
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横帯を中央後方に, また褐色の不規則で中断された横帯を中央前に形成する.  腹面は淡黄褐

色にいくらかの褐色斑を混じさらに白色の細かい直立毛を生じる.  腿;El節はより長い毛を生
じる.
頭部は幅広く, 細かく点刻され, 頭頂は弱く凹む. 触角 (  ) は体よりかろうじて長く
第1 節は第3 節とほぼ等長, それぞれ第4 節より極めて僅かに長い.  前胸は前縁後側方の小

突起のほか背板中央には3 個の明かな1留起をもちその他もやや平坦でない.  翅鞘は両側ほぼ

平行, 全面は明らかに点刻される. 体長: 17 mm., 体幅 : 6.8 mm”分布:小笠原諸島 (母島)
本種は唯1 ♀標本で書かれたもので, その後GREssITT (1956) は1 (小笠原, 1912,
桑名採集, 詳しい島名その他のデータを欠く) について,  “触角は体の1%倍の長さ, 前胸背

中央と後縁開の瘤起は明らかでなく, 翅鞘は後方に狭まる. 体長: 15.6 mm., 体幅 : 5.7 mm”
と報告したが, その後全く他からの記録はなく,  著者も残念ながら本種は未だ見たことがな
いので, GREssITT に従って紹介するにとどめた.

杉の倒伐木に飛来したヤスマツケシタマムシ

安 井 通 宏

京都府大悲山の林内で, 1965年5 月22 目の夕刻と23 日の朝, 比較的新しい杉の倒伐木 ( 樹
皮はない ) に飛来した Aphanisticus yasumatsui KUROSAWAヤスマツケシタマムシを数頭
採集した. 珍しい記録と思われるので報告する. なお, ;lヒ隆館の原色大図鑑によると, 本種

の分布は本州 (近畿以西) およびJL州となっているが, 林增彦氏が石川県倉ヶ (金沢近郊)
で1959年5 月3 目に1 頭得ておられるので付記しておく.

ホソ コハナムグ リ とキァシブ ト コバチが一結に越冬?

1等.   m 高 平

筆者は1965 年1 月7 日, 奈良春日山で だけ残した広葉樹の立L,l lれ (直径約 70cm)  の地
上約130cm, 深さ3 ~10cmの個所から Glycyphana gracilis subsp ri ridis SAwAI)A と
Brachymena obscurata WALKERが, お互に入りまじるように接近して越冬?しているのを
見つけた. 確認したハナムグリは6 頭, ハチは15 頭であるが, 他にもおのおの同数位は入っ

ているように見・Eけられた.  なお,  いずれも頭部を上に垂直に保っていた




