
IRATSUMENo､ 18(1994)

但馬の力 キリムシ1993
、
へ
『

永幡嘉之

1993年に但馬で採集したカミキリムシ184種のデータを報告する．採集年は全

て1993年，採集者は明記していないかぎり筆者である．和名，学名，配列は，

『日本産カミキリムシ検索図説』 （大林・佐藤・小島, 1992)に従った．採集時

に得られた生態上の知見を，佐藤（1987）の報告の形式にならい，わかる範囲で

簡略に記した． なお，植物名のなかでカエデ類については，春にはコハウチワカ

エデとヒナウチワカエデ，ヤマモミジとオオモミジ， イロハモミジをそれぞれ細

かく記録していなかったので，一括してカエデ類と記した．食入材の持ち帰りも

行ったが， これについては羽化脱出した日を記録し，羽脱と記している． また，行ったが， これについては羽化脱出した日を記録し，羽脱と記している．

材の樹種が判明した場合のみ， 「○○材」という表現を用いた．

1．ホソカミキリ Dis彪邦jagｿｾzciliS

村岡町村岡(1ex. , 19－Ⅸ）カエデ類伐採枝下面

2．ベーツヒラタカミキリ E"”0"6Q"si

浜坂町栃谷(2exs. ,21－Ⅷ）スダジイ老木

8． ウスバカミキリ MZ"jSsi""

浜坂町本谷(1ex. ,21－Ⅷ）村岡町本谷奥(1ex. ,5－Ⅷ）

(1ex. , 19-Ⅷ）美方町小代渓谷(4exs.,20－Ⅷ）

ブナ・サワグルミ生木，幹上，洞内

4． ノコギリカミキリ Bf0"郡s伽s況肱病

浜坂町城山(1ex. ,12－Ⅶ）居組(1ex. ,8－Ⅷ）

大屋町横行(1ex. ,21－Ⅷ）樹幹上，灯火

5．ニセノコギリカミキリ Rs""ciz@s

浜坂町観音山(2exs.,21－Ⅷ）居組(1ex.,21－Ⅷ）

アカマツ立枯（夜間） ，灯火

6． コバネカミキリ 屍""ciz@s7wn睡γ

温泉町扇ノ山小ヅツコ (1ex. , 17-Ⅷ）大屋町横行(1ex.,21－Ⅷ）

ブナ立枯樹皮下，飛翔中
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7． クロカミキリ 助o"力"sbz4"s加域s

村岡町本谷奥(1ex. ,4－Ⅷ）長板(9exs. ,21－Ⅷ）アカマツ伐採木

8． ケブカヒラタカミキリ 恥伽戒如α""“”“

浜坂町観音山（死骸lex. ,21-X)村岡町柤岡(1ex. , 10－Ⅸ）

アカマツ生木樹皮下

9．サビカミキリ A油妙αIzJsco〃α"〃s

村岡町長板(2exs.,21－Ⅷ）アカマツ伐採木

10.ムナコブハナカミキリ 滋〃”〃”"､α”ゆ〃"況獅

村岡町大笹鉢北(2exs. ,5－Ⅶ）サワグルミ付近の草上

ll. フタコブルリハナカミキリ s虎"OCO"CSC"e畑〃かc""is

村岡町大笹鉢北(1ex. ,5-W)

12．モモグロハナカミキリ Zbxo""zcs彫加j

浜坂町城山(7exs. ,27-V) (27exs. ,28-V) (8exs. ,30-V)

(8exs. ,31-V) (2exs. ,6-W)村岡町小城(14exs. , 12-W)

(1ex. , 16－Ⅵ）草上

13. フタスジカタビロハナカミキリ Bmchy"b"sciα〃

村岡町小城(7exs. , 15-V)ヤマシヤクヤク花

14. カラカネハナカミキリ Gα呪""s"fiS

村岡町小城(1ex. , 16－Ⅵ）広葉樹伐採木

15.キバネニセハムシハナカミキリ Le沈況肱叱c秒陀〃s

浜坂町観音山(1ex. ,5-V)温泉町後山(1ex. ,5-V)村岡町村岡

(1ex. ,4-V)村岡町小城(1ex. ,4-V) (2exs. ,8-V)

カエデ類花

16.ピックニセハムシハナカミキリ L."4"加γ､ヵ

浜坂町藤尾(1ex. ,5-V)村岡町小城(1ex. ,6-V)

(8exs. ,8-V)ウワミズザクラ・カエデ類花

17.アカイロニセハムシハナカミキリ L."iS"加郷"j

村岡町小城(7exs. ,4-V) (4exs. ,8-V)関宮町福定

(1ex. ,31-V)カエデ類花，葉上

18． ヒナルリハナカミキリ Dj"""""伽"”

浜坂町城山(1ex. ,9-V)村岡町兎和野(4exs. ,4-V)小城
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(14exs.,4-V) (1ex.,6-V) (3exs.,8-V) (1ex.,15-V)

美方町備(1ex.,30-V)カエデ類・ナシ・ナナカマド・ハナイカダ花

シコクヒメコブハナカミキリ 烏e〃ぬs"2ﾉws"sh脱0he"siS

美方町小代渓谷(8exs.,21－Ⅵ）カツラ大木周辺

マツシタヒメハナカミキリ 廊伽"”"@α応zcs""j

関宮町氷ノ山大平頭(1ex.,27－Ⅵ）サワフタギ花

ナガバヒメハナカミキリ Rs妙娩”

浜坂町池ケ平(9exs.,23-V)村岡町小城(8exs.,30-V)

(1ex. , 12-Ⅵ）美方町備(1ex.,30-V)関宮町福定(1ex. ,31-V)

氷ノ山大平頭(8exs.,27-W)タニウツギ・イワガラミ・サワフタギ花

キベリクロヒメハナカミキリ RdiScoj〃"S

村岡町小城(1ex. , 12-Ⅵ）イワガラミ花

オオヒメハナカミキリ Rg7tz肋"な

村岡町小城(5exs. , 12-W) (5exs. ,20－Ⅵ）関宮町氷ノ山大平頭

(2exs.,27－Ⅵ）イワガラミ ・ゴトウヅル花

チャイロヒメハナカミキリ Ra昭”〃

浜坂町観音山(45exs. , 11-V) (77exs. , 12-V) (1ex. , 16-V)

(8exs.,25-V)居組(1ex. ,6－Ⅵ）温泉町霧ケ滝(1ex.,29-V)

村岡町小城(7exs. ,30-V) (4exs. ,12-Ⅵ）ガマズミ・ ミヤマガマズ

ミ・コバノガマズミ ・コマユミ・カマツカ・スダジイ・サワフタギ・ヤブミ・コバノガマズミ ・コマユミ・カマツカ・スダジイ・サワフタギ・ヤブ

19.

20.

21.

22.

23.

24.

デ

マリ ・イワガラミ花，スダジイ倒木に産卵

フタオビヒメハナカミキリ R'娠伽j

浜坂町池ケ平(10exs.,23-V)村岡町小城(5exs. , 15-V)

(8exs. ,30-V) (1ex. , 12-W)関宮町福定(1ex. ,31-V)氷ノ山

大平頭(8exs. ,27－Ⅵ）タニウツギ・サワフタギ・ミヤマガマズミ花

ミワヒメハナカミキリ Rwzi""

浜坂町池ケ平(2exs.,23-V)村岡町小城(2exs. , 15-V) (8exs. ,

30-V)関宮町福定(1ex. ,31-V)氷ノ山大平頭(8exs. ,27－Ⅵ）

サワフタギ・タニウツギ花

セスジヒメハナカミキリ Ra"""""

浜坂町池ケ平(1ex.,23-V)村岡町小城(5exs. ,4-V) (2exs. ，

25.

26.

27.
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6-V) (1ex.,8-V) (2exs., 15-V)美方町備(5exs. ,30-V)

関宮町福定(4exs.,31-V)カエデ類・タニウツギ・ ミヤマガマズミ花

28． シラユキヒメハナカミキリ R"αﾉ6α〃

村岡町小城(2exs. , 12－Ⅵ）関宮町氷ノ山大平頭(1ex.,27-W)

イワガラミ ・サワフタギ花

29． ミヤマクロハナカミキリ Aれゆ""”""秒"αe獅α"α〃

関宮町福定(1ex. ,7-W)鉢高原(1ex.,31－Ⅶ） ノリウツギ花・飛翔中

30．キヌツヤハナカミキリ α〃""ysse"c""

村岡町小城(1ex. ,4－Ⅶ) (6exs. ,6－Ⅶ）

ショウマ類・イワガラミ花，飛翔中

31．ヤマトキモンハナカミキリ 〃〃γjαjW""

村岡町小城(1ex. ,4－Ⅶ）クリ花

32．マルガタハナカミキリ mc勿勿庇sco"ze"s

温泉町霧ケ滝(1ex.,31－Ⅶ）関宮町福定(8exs. ,26－Ⅶ）

(8exs. ,29－Ⅶ)(4exs. ,31－Ⅶ）大久保(1ex.,26－Ⅶ）

鉢高原(10exs.,31－Ⅶ） ノリウツギ・リョウブ花

33． ヒメアカハナカミキリ Bmchy"如〃妙加

関宮町大久保(1ex.,26－Ⅶ） ノリウツギ花

34．ツヤケシハナカミキリ A"as"”噌切ﾉ"scojo"s

浜坂町城山(1ex. ,27-V) (1ex. ,9－Ⅵ）居組(4exs. ,6－Ⅵ）

観音山(8exs. , 11-V) (10exs. , 12-V) (1ex. ,25-V)

(2exs. , 1－Ⅵ）ナナカマド・ウラジロノキ・スダジイ・ガマズミ花

35． アカハナカミキリ α'y"@6"sz4sseぬれeα

浜坂町観音山(2exs. ;23－Ⅶ) (2exs. , 1－Ⅷ）本谷(1eX. ,6－Ⅷ）

村岡町和佐父(1ex. ,26－Ⅶ） リョウブ花，飛翔中

36．オオハナカミキリ 砥"oagm犯況”"

浜坂町観音山(1ex. ,28-V) (2exs. , 11-W)

アカマツ倒木， リョウプ花

37．ベニバハナカミキリ mm"α妙”α"α”』ぬj此s

関宮町福定(4exs. ,7－Ⅶ) (2exs. ,9－Ⅶ） トチノキ洞，周辺の葉裏

38．ムネアカクロハナカミキリ L"""d"｡"”
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浜坂町浜坂(1ex. ,7－Ⅵ）村岡町小城(2exs. ,20－Ⅵ）

(1ex. ,4－Ⅶ）大笹鉢北(4exs. ,5－Ⅶ）美方町備(2exs.,30-V)

クリ ・ナナカマド花，飛翔中

39．ツマグロハナカミキリ L."zodibezo""

浜坂町観音山(1ex. , 12-V) (1ex. ,25-V) (4exs. ,28-V)

(1ex. , 1－Ⅵ）居組(2exs. ,6－Ⅵ）温泉町丹士(1ex.,25-V)

村岡町大笹鉢北(1ex. ,5－Ⅶ）

ナナカマド・ガマズミ ・スダジイ・クリ ・ノイバラ花， スダジイ倒木

40. ヨツスジハナカミキリ L.0c"""qmsc""

浜坂町城山(1ex. , 1－Ⅶ) (1ex. , 16-W)居組(1ex. , 16－Ⅶ）観音山

(1ex. , 1－Ⅶ) (8exs. , 11-Ⅶ) (2exs. , 16－Ⅶ) (1ex. ,23－Ⅶ）

本谷(2exs. ,6－Ⅷ）温泉町湯谷(1ex.,26－Ⅶ) (1ex. ,27－Ⅶ）桧尾

(8exs. ,25－Ⅶ）越坂(1ex. ,7－Ⅷ）蒲生峠(1ex.,26－Ⅶ) (1ex. ,

27－Ⅶ）村岡町小城(1ex. ,4－Ⅶ) (6exs. ,22－Ⅶ) (2exs. , 19－Ⅷ）

本谷奥(8exs. ,5－Ⅷ）和佐父(1ex.,22－Ⅶ) (1ex. ,23－Ⅶ）

(1ex.,26－Ⅶ）関宮町福定(6exs. ,26－Ⅶ) (4exs. ,29－Ⅶ）

(1ex.,31－Ⅶ）鉢高原(4exs.,26－Ⅶ) (12exs. ,31－Ⅶ）大久保

(1ex. ,26－Ⅶ）大屋町横行(4exs.,21－Ⅷ）

リョウプ・イワガラミ ・ヌルデ・シナノキ・ノリウツギ花，モミ倒木周辺

41．ハネビロハナカミキリ L.""""jS

浜坂町観音山(8exs.,25-V)スダジイ花，スダジイ倒木

42． フタスジハナカミキリ Ⅳ"”"eα”cα"α

関宮町鉢高原(1ex.,31－Ⅶ） ノリウツギ花

43．オオヨツスジハナカミキリ Mzc""""γ召gw"S

浜坂町城山(1ex.,24－Ⅶ）観音山(2exs. , 1－Ⅷ）

村岡町和田(8exs. , 18－Ⅷ）川会(1ex. ,16－Ⅷ）

リョウブ・ヌルデ・カラスザンショウ花

44． カエデノヘリグロハナカミキリ Ezis"t"噌上z"α“彫れ"j"s

村岡町小城(1ex. ,4-V)

45． ヒゲジロハナカミキリ 〃αwos"wgw施此"如吻〃"応

関宮町福定(2exs. ,26－Ⅶ) (1ex. ,31－Ⅶ）鉢高原(4exs.,31－Ⅶ）
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ノリウツギ花

46． アオバホソハナカミキリ S伽"昭Wん"@o""虎""s

温泉町霧ケ滝(1ex.,29-V)村岡町小城(2exs.,30-V)

(1ex. , 16-W)関宮町福定(1ex.,20－Ⅵ）

サワフタギ・ヤブデマリ ・ヤマボウシ花

47． タテジマハナカミキリ P""s"w噌鹿"SSh娩ohcwsiS

村岡町小城(1ex. ,22－Ⅶ）シナノキ花

48．ニンフハナカミキリ E〃W"吻況〃

村岡町小城(1ex. , 16－Ⅵ) (1ex. ,20－Ⅵ) (1ex. ,4－Ⅶ）大笹鉢北

(1ex. ,9－Ⅶ）美方町備(1ex.,30-V)関宮町福定(22exs.,26－Ⅶ）

(5exs. ,29－Ⅶ) (1ex. ,31－Ⅶ）鉢高原(1ex.,26－Ⅶ) (1ex. ,31-

Ⅷ）ヤマボウシ・クリ ・ナナカマド・ノリウツギ花

49． ミヤマホソハナカミキリ 〃i0s"”噌切"αCO""wc"

村岡町小城(1ex. ,6－Ⅶ) (1ex. ,22－Ⅶ） 関宮町福定(6exs.,26-

Ⅶ）鉢高原(1ex.,26－Ⅶ) (5exs. ,31－Ⅶ） 大屋町横行(1ex. ,21-

Ⅷ）シナノキ・クマノミズキ・ノリウツギ・ショウマ類・シシウド花

50.ハコネホソハナカミキリ I:hah0〃e"siS

関宮町福定(1ex. ,26－Ⅶ） ノリウツギ花

51． ミヤマカミキリ ハ〃ss""s""j

浜坂町諸寄(8exs. ,28－Ⅶ) (10exs.,29－Ⅶ) (6exs. , 1－Ⅷ）

(2exs. ,4－Ⅷ）諸寄奥町(8exs. ,29－Ⅶ）戸田(2exs.,29－Ⅶ）

芦屋(1ex.,29－Ⅶ）若松町(2exs. ,29－Ⅶ）居組(2exs. ,29－Ⅶ）

久谷(1ex.,28－Ⅶ）二日市(13exs.,29－Ⅶ) (2exs. , 1－Ⅷ）

温泉町湯(1ex.,28－Ⅶ)(20exs.,29－Ⅶ) (3exs. ,4－Ⅷ）

歌長(5exs. ,29－Ⅶ）灯火，翌朝カラスなど鳥に捕食される．

52．キマダラミヤマカミキリ A""sthesc"がSO助γな

浜坂町諸寄(1ex.,28－Ⅶ）本谷(1ex. ,25－Ⅵ） ミズナラ立柚灯火

53． アオスジカミキリ 刀S"""gjり伽sα

浜坂町城山(1ex. , 17－Ⅵ）和田(1ex. , 12－Ⅶ）諸寄(2exs.,29－Ⅶ）

(1ex. , 1－Ⅷ）諸寄奥町(1ex. ,4－Ⅷ）村岡町本谷奥(1ex6 ,8－Ⅶ）

(2exs. , 10－Ⅶ）関宮町奈良尾(1ex3,9－Ⅶ）ネムノキ伐採木，灯火
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54．ベーツヤサカミキリ L"わ""郡s勉域純γ"ziS

本誌前号(No. 17)で報告済なので，産地と追加記録のみを挙げる．

＜報告済産地＞浜坂町居組，釜屋，諸寄，城山，芦屋，観音山，清富， 田井

赤崎，三尾，新市，二日市，栃谷

く追加記録＞浜坂町城山(1ex. , 11-V) (1ex. ,27-V) (1ex. , 1-

W) (1ex. , ll－Ⅵ）居組(40exs.,17～24-Ⅳ羽脱）観音山(2exs. ,

12-V) (1ex. ,28-V) (4exs. , 11-X)諸寄(1ex. , 11－Ⅵ）

温泉町今岡(5exs.,30-m)

ナナカマド・ウラジロノキ・ガマズミ・クリ花， タブノキ枯枝・材

日中， ウラジロノキ，センノキなどの葉裏に静止している個体が複数おり，

極めて不活発で揺すってもなかなか落下しない．夜間(20時頃）タブノキ枯

枝上で活動する成虫を2頭観察している（1－Ⅵ，観音山） ．

55． トビイロカミキリ A"Oime"s""""0"伽"s

浜坂町城山(30exs・ ,7～28-Ⅳ羽脱) (1ex. ,31-V) (1ex. , 11-

W) (2exs. , 17－Ⅵ）観音山(1ex. ,25-V) (2exs. ,28-V)

(8exs. , 1－Ⅵ) (8exs. ,7－Ⅵ）田井(8exs. ,24－Ⅵ）居組

(100exs.,28－Ⅳ～9－V羽脱) (1ex. ,17－Ⅵ）二日市(12exs. ,

23～29-Ⅳ羽脱）新市(12exs.,28－Ⅳ～1－V羽脱）村岡町小城

(1ex. ,4-V)大笹鉢北(1ex. ,7－Ⅶ）

カエデ類・クリ花, タブノキ・ヤプニッケイ枯枝・材

56． アメイロカミキリ SIE"0胸αSC""鞍”

浜坂町城山(1ex. , 1-W) (1ex. ,9－Ⅵ) (4exs. , 17－Ⅵ）

新市(1ex. ,2-V羽脱）村岡町小城(1ex. ,4－Ⅶ）ガマズミ ・クリ花

57． ヨコヤマヒメカミキリ α"抑畑加”"“"加

浜坂町居組(2exs. ,4～6－Ⅵ羽脱）タブノキ材

58． カッコウメダカカミキリ SIwzhow@α伽sc""j"s

浜坂町城山(1ex. , 11－Ⅵ）クリ花

59． タイワンメダカカミキリ a"伽α〃z4s

浜坂町城山(6exs.,21～26-V羽脱）カラスザンショウ材

60． トワダムモンメダカカミキリ Sb J妙〃

浜坂町城山(1ex. , 1-I) (9exs. ,27－Ⅲ) (1ex. , 1－Ⅵ）
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(7exs. ,12～18-Ⅳ羽脱）清富(4exs. ,2-I)

村岡町大笹(2exs. , 16-I)キプシ材・材中割出

61．ナカネアメイロカミキリ O航況畑〃αhα"ei

浜坂町本谷(2exs.,25－Ⅵ）村岡町小城(20exs. , 12－Ⅵ）

(15exs. , 16-W)センノキ樹幹・葉裏

62． スネケブカヒロコバネカミキリ j脆”"““〃汚郡”

温泉町蒲生峠(7exs. ,25-W) (5exs. ,26－Ⅶ) (7exs. ,27－Ⅶ）

越坂(8exs. ,7－Ⅷ）春来(1ex. , 16－Ⅷ）村岡町柤岡(5exs. ,7-

m) (2exs. ,9-W) (2exs. ,20－Ⅶ）川会(22exs.,9－Ⅷ）和佐父

(2exs. ,4－Ⅷ）

リョウブ・アカメガシワ・センノキ・カラスザンショウ花

63．ホソツヤヒゲナガコバネカミキリ G"hym""成z

温泉町肥前畑(1ex. ,4-V羽脱）村岡町村岡(1ex. ,4-V)

小城(1ex.,4-V)カエデ類花，エゾエノキ材

64． コジマヒゲナガコバネカミキリ G.ルqﾉﾘ"､αj

浜坂町城山(23exs.,4～19-Ⅳ羽脱）観音山(1ex. ,5-V)

(2exs.,12-V)カエデ類・ナナカマド花， クマノミズキ材

65．ホタルカミキリ 恥”肋o"ciCa

浜坂町城山(1ex. , ll-I) (18exs. , 10～20-Ⅳ羽脱) (2exs. ,9-

V) (5exs. ,11-V) (2exs. , 16-V) (6exs. ,9-W) (1eX. ,

ll-W) (2exs. , 17－Ⅵ）観音山(4exs. , 12-V)和田(5exs.,22-

W) (1ex. , 12－Ⅶ）居組(1ex. , 11－Ⅱ) (1ex. ,6－Ⅵ) (2exs. ，

ll－Ⅶ）久斗山(6exs. ,5-V) (6exs. ,23-V) (8exs. ,25－Ⅵ）

本谷(4exs. ,25－Ⅵ）藤尾(5exs. ,5-V)諸寄(1ex. , 11-Ⅵ）

温泉町後山(6exs. ,5-V)熊谷大熊(1ex. ,5-V)蒲生峠

(1ex.,26－Ⅶ）村岡町本谷奥(2exs. ,6－Ⅶ) (2exs. , 10－Ⅶ）

ナナカマド・ウワミズザクラ・クリ ・ リョウブ花， コナラ・ネムノキ材

66． クスベニカミキリ 砂γes"s〃伽0"允況加

浜坂町城山(1ex. ,11－Ⅶ) (8exs. ,24－Ⅶ）観音山(1ex. ,23－Ⅶ) .

温泉町蒲生峠(2exs.,25－Ⅶ) (5exs.,26－Ⅶ) (2exs. ,27－Ⅶ）

(1ex. , 16－Ⅷ）飯野(1ex.,29－Ⅶ）桧尾(2exs. ,25－Ⅶ）越坂
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(2exs.,26－Ⅶ) (lex. ,27－Ⅶ) (2exs. ,29－Ⅶ) (1ex. ,7－Ⅷ）

湯谷(1ex.,26－Ⅶ) (lex. ,27－Ⅶ）村岡町柤岡(2exs. ,27－Ⅶ）

本谷奥(2exs. ,5－Ⅷ）関宮町福定(1ex. ,26－Ⅶ） アカメ

ガシワ・リョウブ・ノリウツギ・カラスザンショウ・センノキ・ヌルデ花

67．ルリボシカミキリ R0sa胸如彫si

村岡町本谷奥(1ex. ,5－Ⅷ) (1ex. ,7－Ⅷ）小城(1ex.,22－Ⅶ）

関宮町福定(5exs.,29－Ⅶ) (7exs. ,31－Ⅶ）

ブナ・ トチノキ伐採木，葉上， リョウブ花

68．オオアオカミキリ “J刎吻〃抑肋αJ"〃s

美方町小代渓谷(9exs. , 18－Ⅷ) (llexs. ,20－Ⅷ) (6exs. ,22－Ⅷ）

(1ex.,26－Ⅶ）サワグルミ老衰木

69． ミドリカミキリ C〃"j"

浜坂町城山(1ex. , 11-V) (1ex. ,27-V) (2exs. ,28-V)

(2exs. ,30-V) (1ex. ,31-V) (8exs. , 1－Ⅵ) (5exs. ,6-

W) (8exs. ,7－Ⅵ) (2exs. ,9－Ⅵ) (8exs. , 11-W) (1ex. ,

17-Ⅵ）諸寄(1ex. ,9－Ⅵ）観音山(2exs. , 11-V) (14exs. , 12-

V) (6exs. ,25-V) (9exs. ,28-V) (5exs. , 1－Ⅵ) (8exs. ,

7－Ⅵ）居組(8exs. ,6－Ⅵ) (1ex. , 17－Ⅵ）関宮町福定(lex.,26-

Ⅶ）ウラジロノキ・コバノガマズミ ・ガマズミ ・ナナカマド・スダジイ・

クリ花，スダジイ・カシワ・コナラ伐採木・枯れ枝，草上

70． アオカミキリ sch"α潅e"z""9Mzd"Co"iS

関宮町福定(1ex.,26－Ⅶ）鉢高原(1ex. ,26－Ⅶ）

ノリウツギ・ リョウブ花

71．ベニカミキリ ﾊｨゆ況戒邸況s〃畑如ch〃

浜坂町城山(1ex. ,11-V) (1ex. ,6－Ⅵ）清富(1ex. ,25-V)

観音山(1ex. ,9－Ⅵ）温泉町後山(1ex. ,9－Ⅶ）村岡町小城

(1ex. , 12－Ⅵ）ナナカマド・ガマズミ ・スダジイ花，マダケ伐採竹

72． ヒメスギカミキリ m"iZ"'伽畑"@/Wmze

温泉町牛が峰山(1ex.,20-W)村岡町本谷奥(1ex.,23－Ⅳ）

山頂吹き上げ，ブナ新芽

73．スギカミキリ Se"""otz@siZpo"た郡s
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浜坂町居組(6exs. , 16-Ⅳ) (6exs・ , 17－Ⅳ）スギ生木樹皮下

74． アカネカミキリ 助γWα加娩s"@α“〃j

浜坂町観音山(1ex. , 12-V)ナナカマド花

75． トラフカミキリ 幻ん"EC力拠SC"〃e"sis

温泉町青下(1ex. ,24－Ⅶ）クワ葉裏

76． クビアカトラカミキリ X"I/i"〃s

浜坂町和田(1ex. ,24－Ⅵ）村岡町小城(1ex. , 16－Ⅵ）

コナラ伐採木， ケンポナシ枯枝

77．ニイジマトラカミキリ Xe""c""s

温泉町花口(2exs. ,4～8－V羽脱）海上(1ex. ,29－Ⅶ）村岡町本谷

奥(2exs. ,23－Ⅶ) (2exs. ,29－Ⅶ）大屋町横行(2exs.,21－Ⅷ）

広葉樹枯枝

78．ブドウトラカミキリ Xか"加叱〃s

村岡町本谷奥(1ex. , ll－Ⅸ) (死骸1ex. ,27-X材中）ヤマブドウ生葉

79． ウスイロトラカミキリ Xc"""e"郡s

浜坂町観音山(1ex. , 18－Ⅵ）和田(1ex. , 12－Ⅶ）本谷(1ex.,25－Ⅵ）

(1ex.,20－Ⅷ）温泉町後山(1ex. ,25－Ⅶ羽脱）桧尾(1ex. ,6－Ⅷ）

越坂(8exs.,29－Ⅶ）扇ノ山畑ヶ平(1ex. , 15-K)村岡町本谷奥

(1ex. ,6－Ⅶ) (1ex. ,29－Ⅶ) (2exs. ,7－Ⅷ) (1ex. , 11－Ⅸ）

長板(1ex. ,21－Ⅷ）ブナ・コシアブラ・イヌシデ・センノキ伐採木・倒木

80．ズマルトラカミキリ X〃"〃s

浜坂町城山(1ex. ,8－Ⅲ) (1ex. , 1－Ⅵ）諸寄(1ex. , 14-I)居組

(6exs. , 11－Ⅱ) (6exs. , 13～18-Ⅳ羽脱）田井(2exs. ,9-I)

三尾(2exs. ,8-I) (2exs. ,9-I)観音山(6exs.,27－Ⅱ）

(1ex. , 12-V) (1ex. ,28-V)新市(2exs. ,14-I)清富(8exs. ，

2-I)ガマズミ・コバノガマズミ ・スダジイ花， タブノキ・ヤブニッケ

イ・ケヤキ・マルバグミ材中

81． アカネキスジトラカミキリ のγ加c〃伽SWO卯紘α"jSzcs

本誌前号及び本号で報告しているので，産地の列挙にとどめておく．

浜坂町久斗山，温泉町熊谷大熊，内山，越坂，千谷，海上，花口，肥前畑，

村岡町小城，兎和野，板仕野，長板，美方町神場，実山，大谷，備，茅野，
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新屋

82．キスジトラカミキリ Cc""i"s

温泉町花口(2exs. , 10～30-V羽脱）村岡町大笹鉢北(1ex. ,9－Ⅶ）

関宮町福定(1ex. ,26－Ⅶ) (1ex. ,29－Ⅶ）ノリウツギ・クリ花

83． シラケトラカミキリ Cり伽swzel""zcs

浜坂町城山(1ex. ,8-V羽脱)(4exs. , 1－Ⅵ) (2exs. ,7－Ⅵ）

(1ex. , 17－Ⅵ）観音山(2exs. , 11-V) (1ex. , 12-V) (1eX. ,25-

V) (2exs. ,28-V) (1ex. ,9－Ⅵ）温泉町後山(1ex. ,8-V羽

脱）内山(1ex.,28－Ⅳ羽脱）

カシワ・コナラ・スダジイ伐採木，ナナカマド花

84． キンケトラカミキリ Ca郷""is

浜坂町城山(1ex. , 15－Ⅱ) (29exs.,26－Ⅱ) (8exs. ,8－Ⅲ）

(15exs.,4－Ⅲ) (1ex. , 10-Ⅲ）清富(8exs. ,27－Ⅱ）観音山

(6exs. ,2-I) (17exs. ,26－Ⅱ) (5exs. ,27－Ⅱ）温泉町肥前畑

(1ex. ,7－Ⅳ羽脱）千谷(7exs. , 1-V)越坂(8exs.,29－Ⅲ）

青下(5exs. , 13－Ⅲ）海上(llexs.,14－Ⅲ）宮脇(8exs.,29－Ⅲ）

前(1ex. , 14－Ⅲ）花ロ(12exs.,9－Ⅲ) (6exs. , 13－Ⅲ) (17exs・ ’

6～21-Ⅳ羽脱）今岡(5exs.,30－Ⅲ）村岡町小城(8exs. ,8-V)

日影(2exs. ,21－Ⅲ）兎和野(7exs. , 14-I)美方町茅野(5exs. ,

30－Ⅳ）ケヤキ・エゾエノキ．エノキ材牛

85．エグリトラカミキリ “"'"ho"Jsj"0"沈況s

浜坂町城山(3exs. , 11-V羽脱） 観音山(2exs. ,25-V) (1ex. ,

1－Ⅵ）久斗山(1ex.,25－Ⅵ）温泉町後山(1ex. , 18－Ⅵ）蒲生峠

(1ex.,27－Ⅶ）花口(17exs. ,7～14-V羽脱）村岡町和佐父(1ex. ,

7－Ⅷ）本谷奥(1ex. ,7－Ⅷ）関宮町福定(2exs.,26－Ⅶ) (1ex. ,

29－Ⅶ）鉢高原(8exs.,26－Ⅶ）

スダジイ・コシアブラ・コナラ伐採木・枯枝， ノリウツギ・リョウブ花

86． フタオビミドリトラカミキリ C獅認scos妬

浜坂町城山(31exs.,10～30-Ⅵ羽脱) (1ex. ,24-W) (2exs. ,28-

Ⅷ）本谷(2exs.,30－Ⅶ）居組(1ex. , 11-Ⅶ）温泉町桧尾(1ex.,25-

Ⅶ）村岡町小城(1ex. , 19－Ⅷ）
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アカメガシワ・リョウブ・イタドリ花， コナラ材

87． トウキョウトラカミキリ Cye"e"sjS

浜坂町観音山(1ex. , 11-V)温泉町後山(1ex.,28－Ⅳ羽脱) (1ex. ,

l5-X羽脱）コバノガマズミ花， コナラ材

88．ホソトラカミキリ R〃”h"”α擁"2scα

村岡町本谷奥(8exs. ,7－Ⅷ）関宮町福定(2exs.,26－Ⅶ）

ノリウツギ花， コシアブラ伐採木

89． ヒメクロトラカミキリ R〃"､伽秘”

浜坂町城山(1ex. , 13－Ⅱ) (2exs. ,4－Ⅲ) (8eXs. , 10－Ⅲ）

(8exs. ,4－Ⅳ～4－V羽脱) (6exs. ,9-V) (3exs’ , 16-V)

(1ex. , 1－Ⅵ) (1ex. ,7－Ⅵ) (1ex. , ll－Ⅵ) (4exs. , 17－Ⅵ）

観音山(2exs. ,5-V) (8exs. ,12-V)池ケ平(1ex.,23-V)

村岡町小城(2exs. ,4-V)本谷奥(1ex. ,6－Ⅶ）

カエデ類・ナナカマド・アズキナシ・ニガキ・クリ花， ケヤキ・キブシ材

90.キイロトラカミキリ G椀z郷"､噌γ""z@s"o"MiS

浜坂町城山(1ex. , 11-V) (1ex. , 1－Ⅵ) (8exs. ,9－Ⅵ）

(3exs.,ll－Ⅵ) (10exs.,17－Ⅵ）観音山(1ex. , 18－Ⅵ）

温泉町内山(4exs. ,4～13-V羽脱）村岡町小城(1ex. , 16－Ⅵ）

カラスザンショウ伐木， ケンポナシ枯枝，ナナカマド花， ケヤキ枯枝

91． トゲヒゲトラカミキリ 恥卿0""""w"s"jS

浜坂町城山(2exs. ,9-V) (1ex. , 17－Ⅵ）観音山(8exs. ,5-V)

(8exs. , 11-V) (7exs. , 12-V)諸寄(1ex. , ll－Ⅵ）藤尾

(6exs. ,5-V)池ケ平(9exs. ,23-V)温泉町丹士(25exs. ,25-

V)蒲生峠(1ex.,26－Ⅶ）村岡町村岡(1ex. ,4-V)小城(2exs. ,

4-V) (6exs. , 12－Ⅵ) (8exs. ,4－Ⅶ）関宮町福定(4exs.,26-

Ⅶ）鉢高原(2exs. ,31－Ⅶ）

タンゴイワガサ・コバノガマズミ・クリ ・ガマズミ・ウワミズザクラ・カエ

デ類・ニガキ・ナナカマド・マユミ ・イワガラミ ・ノリウツギ花，キブシ材

92． シロトラカミキリ ””吻如S"p況伽s

村岡町小城(8exs. ,4-V)関宮町氷ノ山大平頭(1ex.,27－Ⅵ）

カエデ類・ミズキ花
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93．スギノアカネトラカミキリ A"4理""ss榔眺sc"z4s

浜坂町観音山(1ex. , 11-V) (8exs. , 12-V)

温泉町丹士(7exs.,25-V)美方町小代渓谷(1ex. ,5－Ⅶ）

ナナカマド・マユミ花，オニグルミ伐木

94． トガリバアカネトラカミキリ A.〃伽0〃e"siS

温泉町青下(2exs. , 13－Ⅲ）霧ケ滝(1ex.,29-V)

サワフタギ花，エゾエノキ材中

95．マツシタトラカミキリ A・〃"is"s""i

浜坂町観音山(1ex. ,5-V) (6exs. , 11-V) (7exs. , 12-V)

池ケ平(1ex.,23-V)関宮町鉢高原(1ex.,31－Ⅶ）

ナナカマド・コバノガマズミ・コマユミ ・カエデ類・ノリウツギ花

96． シロオビゴマフカミキリ 助ﾉSow@esose""gmc""

浜坂町城山(7exs. ,30－Ⅳ～14-V羽脱) (1ex. , 11-V) (1ex. ,

28-V) (1ex. , 11－Ⅵ) (lex. , 17－Ⅵ）温泉町蒲生峠(1ex. , 16－Ⅵ）

霧ケ滝(20exs.,1～7－V羽脱）村岡町作山(1ex. ,5－Ⅶ）美方町

新屋(1ex.,21－Ⅶ）ネムノキ枯枝・材，エゾエノキ材，葉上

97． ヨツボシシロオビゴマフカミキリ ハ舵SOSα〃Ze此向zsc""

浜坂町観音山(4exs. , 10-X) (8exs. , 16-X)モミ倒木

98．ゴマフカミキリ Mj""此α

浜坂町城山(1ex. , 16-V) (1ex. ,28-V) (1ex. , 1－Ⅵ）村岡町長板

(1ex. ,20－Ⅶ）和佐父(2exs. , 19－Ⅶ）本谷奥(1ex. ,9-X)

(1ex. , 19-X) (1ex. ,27-X)フジ・オニグルミ・ブナ枯枝

99． カタシロゴマフカミキリ M〃姉"”

温泉町花ロ(1ex. ,6－Ⅵ羽脱）長板(1ex. , 19－Ⅶ）本谷奥(1ex. ,

5－Ⅷ）広葉樹枯枝

100．ナガゴマフカミキリ MﾉWWW邦"iS

浜坂町城山(8exs. ,6～15-Ⅵ羽脱) (1ex. ,16-m)観音山(1ex. ,

1－Ⅶ) (1ex. ,11-W) (2exs. ,23－Ⅶ）和田(1ex. , 12－Ⅶ）本谷

(1ex.,25－Ⅵ）温泉町後山（死骸lex. ,5-V) (1ex. , 10－Ⅶ羽脱）

海上(1ex. ,29－Ⅶ）花口(1ex. ,2－Ⅵ羽脱）村岡町村岡(1ex. , 18-

W) (1ex. , 19－Ⅸ) (1ex. , 11-X)作山(1ex. ,5-W)本谷奥
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(1ex.,6－Ⅶ) (2exs. , 19－Ⅶ) (1ex. , 11－Ⅸ）関宮町福定

(4exs. ,9-W) (1ex. , 18－Ⅷ）奈良尾(1ex. ,9－Ⅶ) (1ex. ,26-

Ⅶ）ヌルデ・イチジク・センノキ・ケヤキ・クワなどの枯枝

101. タテスジゴマフカミキリ Mse""iS

浜坂町城山(1ex. , 13－Ⅸ羽脱）温泉町霧ケ滝(8exs. ,8～27-Ⅷ

羽脱）村岡町本谷奥(1ex. ,4－Ⅶ) (1ex. , 10－Ⅶ) (2exs. , 19-K)

(8exs. ,9-X) (3exs. , 19-X)ブナ・カエデ類・コシアブラ枯枝

102.キクスイモドキカミキリ As"e沈此z"("es

浜坂町城山(lex. , 16－Ⅳ羽脱) (1ex’ , 1－Ⅵ) (1ex. ,6－Ⅵ）

居組(1ex. ,6－Ⅵ）観音山(1ex. , 12-V) (1ex. ,28-V) (6exs. ,

1－Ⅵ) (1ex. ,7－Ⅵ）村岡町大笹鉢北(1ex. , 14－Ⅵ）本谷奥(1ex. ,

4－Ⅶ) (7exs. ,6－Ⅶ) (5exs. ,7－Ⅶ) (5exs. ,8－Ⅶ）

(8exs. , 10－Ⅶ) (3exs. , 19－Ⅶ) (1ex. ,22－Ⅶ) (2exs. ,23-

Ⅶ）関宮町福定(1ex. , 14－Ⅵ）タブノキ・ブナなどの枯枝

103. コブスジサビカミキリ A"柳""j"0"iC"

浜坂町和田(1ex. , 12－Ⅶ) (2exs. ,23－Ⅶ）

村岡町本谷奥(1ex. , 19－Ⅸ） ノグルミ枯枝

104． クビジロカミキリ 幻I"fi"siS""此α

村岡町本谷奥(1ex. ,8－Ⅶ）大屋町横行(1ex.,21－Ⅶ）

ツルウメモドキ枯蔓

105. ヒトオビチビカミキリ Sγ"切況祁施sc""

村岡町本谷奥(1ex. ,6－Ⅶ）広葉樹枯枝

106． シロオビチビカミキリ Ss況眺sc""

温泉町桧尾(4exs. ,25－Ⅶ）海上(1ex.,29－Ⅶ）肥前畑(6eXs.,10~

28－Ⅵ羽脱）霧ケ滝( 178exs. ,9-V～30-Ⅵ羽脱）村岡町小城

(1ex. ,4－Ⅶ）作山(1ex. ,5－Ⅶ）本谷奥(10exs.,6－Ⅶ) (1ex. ,

7－Ⅶ) (1ex. ,8－Ⅶ) (9exs& , 10－Ⅶ) (13exS. , 19－Ⅶ) (1ex. ，

22－Ⅶ) (8exs. ,23－Ⅶ) (5exs. ,29－Ⅶ) (1ex. , ll－Ⅸ）

クリなど各種広葉樹枯枝， イヌシデ・エゾェノキ材

107. タテジマカミキリ A郡"""0"s'"柳躍り雄s

浜坂町観音山(8exs. ,7－Ⅵ）関宮町福定(4exs. ,31-V)
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センノキ・コシアブラ生枝

108. シロスジドウボソカミキリ 勤娩WZeα""郷"”

浜坂町城山(1ex. , 1-1)キブシ材中

109. ドウボソカミキリ 烏e""cα""""zJsj"owiCz4s

村岡町小城(1ex. , 16－Ⅵ）本谷奥(1ex. ,5－Ⅷ）ブナ枯枝，葉上

110.ニイジマチビカミキリ 塊eS〃α6Mzsc""

浜坂町城山(7exs. , 11-V～18-Ⅵ羽脱）

村岡町本谷奥(1ex. ,23－Ⅶ）広葉樹枯枝

1l1． ヒメナガサビカミキリ HE""""""o""

浜坂町和田(8exs. , 12－Ⅶ) (1ex. , 15-W) (2exs. ,23－Ⅶ）

温泉町霧ケ滝(28exs.,30－Ⅳ～11-Ⅵ羽脱）美方町大谷(8exs. ,9-

V羽脱）村岡町本谷奥(1ex. ,7－Ⅶ) (1ex. ,8－Ⅶ) (2exs. , 10-

W) (1ex. , 19－Ⅶ) (1ex. ,23－Ⅶ）広葉樹枯枝，エゾエノキ材

1l2． アトジロサビカミキリ RzO"α”

浜坂町城山(4exs. ,2～4－V羽脱) (1ex. , 11－Ⅵ) (1ex. , 1-

Ⅶ）和田(2exs. , 12－Ⅶ）居組(1ex. , 17－Ⅵ）温泉町石橋(1ex. ,21-

Ⅶ）後山(6exs・ ,8～11-V羽脱）霧ヶ滝(18exs. ,7-V～2－Ⅵ

羽脱）村岡町大笹鉢北(1ex. ,5－Ⅶ）作山(8exs. ,5－Ⅶ）小城

(1ex. , 12－Ⅵ) (1ex. ,4－Ⅶ) (2exs. ,22－Ⅶ）本谷奥(2exs. ,

6－Ⅶ) (8exs. ,7－Ⅶ) (4exs. ,8－Ⅶ) (4exs. , 10－Ⅶ）

(8exs. , 19－Ⅶ) (2exs. ,23－Ⅶ) (2exs. ,29－Ⅶ) (1ex. , 11-

Ⅸ）フジ・タブノキ・カエデ類など各種枯枝

113. クリサビカミキリ Rc"s""e"""

村岡町本谷奥(1ex. , 10-Ⅶ）枯枝

114．エゾサビカミキリ Rjs"""α"α

村岡町本谷奥(9exs. ,6－Ⅶ) (1ex. ,7－Ⅶ) (1ex. ,8－Ⅶ）

(2exs. , 10-Ⅶ)(5exs. ,19－Ⅶ) (1ex.,22－Ⅶ) (1ex. ,23－Ⅶ）

(1ex. ,5－Ⅷ) (1ex. , 11－Ⅸ）ブナ・カエデ類枯枝

115． トガリシロオビサビカミキリ E""m"

浜坂町城山(1ex.,26-V羽脱) (1ex. , 1－Ⅶ) (1ex. ,23－Ⅶ）

(1ex.,28－Ⅷ）観音山(1ex. ,23－Ⅶ）和田(1ex. ,23－Ⅶ).諸寄

－30－



IRATSUMENo.18(1994)

(1ex.,29－Ⅶ）温泉町霧ケ滝(1ex. ,6-Ⅵ羽脱）桧尾(2exs.,25-

Ⅶ）村岡町小城(1ex. ,4－Ⅶ) (1ex. ,22－Ⅶ）本谷奥(2exs. ,7-

W) (1ex. , 10-Ⅶ) (2exs. , 19－Ⅶ) (1ex. ,23－Ⅶ) (8exs. ,29-

W) (1ex. , ll－Ⅸ) (1ex. , 19－Ⅸ）村岡(13exs.,18－Ⅷ) (8exs. ,

19-K)美方町小代渓谷(1ex. , 18－Ⅷ）関宮町福定(8exs. ,9－Ⅶ）

大屋町横行(2exs. ,21-W)スダジイ・フジ・クリ ・イチジクなどの枯枝

116． アトモンサビカミキリ R""""""

浜坂町城山(2exs. , 16-V) (1ex. , 17-Ⅵ）観音山(1ex.,25-V)

(1ex. ,28-V) (3exs. ,7－Ⅵ) (1ex. ,23－Ⅶ) (2exs. , 10-X)

和田(4exs. , 12－Ⅶ）久斗山(2exs. ,5-V) (1ex. ,23-V)

温泉町後山(1ex. ,5-V)石橋(2exs. , 18-W) (1ex. ,21－Ⅶ）

香住町下浜(1ex. ,9-V)村岡町村岡(1ex. , 19－Ⅸ）本谷奥(1ex. ,

4－Ⅶ) (1ex. ,6－Ⅶ) (2exs. ,7－Ⅶ) (1ex. ,8－Ⅶ) (5exs. ,

10－Ⅶ) (1ex. , 19-Ⅶ) (1ex. ,23－Ⅶ) (24exs.,11－Ⅸ) (30exs. ,

19-Ⅸ) (39exs. ,9-X) (19exs. ,19-X) (2exs. ,27-X)

関宮町福定(2exs. ,9－Ⅶ）奈良尾(1ex.,26－Ⅶ）ブナ・ホオノキ・フ

ジ・タブノキ・アオキ・センノキ・コナラ・カキ・クワ・イチジク枯枝

117．ナカジロサビカミキリ RjWs"

温泉町霧ケ滝(1ex. ,4－Ⅵ羽脱）肥前畑(3exs. , 18－Ⅵ～4－Ⅶ

羽脱）美方町大谷(1ex. ,4－Ⅶ羽脱）本谷奥(3exs. , 11-Ⅸ）

(2exs. , 19－Ⅸ) (5exs. ,9-X) (10exs. ,19-X)

コシアブラ・タカノツメ・クリ・ブナ枯枝，エゾエノキ材

118.ワモンサビカミキリ Ra""秘"〃

浜坂町城山(3exs. , 1－Ⅵ) (1ex. ,6－Ⅶ羽脱）村岡町本谷奥

(1ex. , 10－Ⅶ）フジ枯蔓

119.セダカコブヤハズカミキリ m形成肋jS"izJsgibbc"

浜坂町本谷(1ex. ,25－Ⅵ) (1ex. ,30－Ⅶ）温泉町扇ノ山畑ケ平(1ex. ,

15-Ⅸ）村岡町熊波(1ex.,21－Ⅶ）本谷奥(1ex. ,8－Ⅶ) (4exs. ,

10－Ⅶ) (2exs. , 19－Ⅶ) (1ex. ,7－Ⅷ) (6exs. , ll－Ⅸ) (1ex. ,

19－Ⅸ）美方町小代渓谷(1ex. , 18－Ⅷ）関宮町福定(2exs. , 14－Ⅵ）

(1ex. ,9－Ⅶ）氷ノ山大平頭(1ex. ,27－Ⅵ）
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ミズナラ・ヤマグワ・イチジク・ホオノキ・ブナ・ヤマボウシ・シナノキ・

コシアブラ枯枝・半枯葉，葉上，路上

120. イタヤカミキリ A"""卵"s"6iCo"zis

関宮町福定(1ex. ,9－Ⅶ）飛翔中

121.マツノマダラカミキリ Mo"0c"α"@"sα雌〃α伽s

温泉町海上(18exs.,17－Ⅵ～10－Ⅶ羽脱）村岡町長板(1ex.,21－Ⅷ）

アカマツ伐採木・材

122． ヒメヒゲナガカミキリ M:s那眺sci""s

浜坂町城山(1ex､,9－Ⅵ) (1ex. , 11－Ⅵ) (1ex. ,22-W) (2exs. ，

1－Ⅶ) (1ex. , 11－Ⅶ) (1ex. , 12－Ⅶ) (8exs. ,21－Ⅳ～22-V

羽脱）和田(1ex. ,22－Ⅵ) (1ex. , 1－Ⅶ) (8exs. , 12－Ⅶ）

(2exs. , 15-W) (2exs. ,23－Ⅶ）観音山(1ex. , 11－Ⅶ）居組

(1ex. ,6－Ⅵ羽脱）温泉町海上(1ex. ,24－Ⅵ）石橋(2exs.,21－Ⅶ）

霧ケ滝(8exs・ ,5～10-V羽脱）村岡町大笹鉢北(1ex. ,5－Ⅶ）

(2exs. ,7－Ⅶ) (1ex. ,8－Ⅶ) (1ex. ,9－Ⅶ) (1ex. ,31－Ⅶ）

和佐父(4exs. , 19－Ⅶ）作山(1ex・ ,5-W)長板(1ex.,20－Ⅶ）小城

(1ex. , 16-Ⅵ）本谷奥(1ex. ,7－Ⅶ) (1ex. , 10－Ⅶ) (2exs. , 19-

W) (1ex. , 11－Ⅸ）関宮町福定(1ex. ,9－Ⅶ) (8exs. ,26－Ⅶ）

大屋町横行(1ex. ,21－Ⅷ）アカメガシワ・サワグルミ・ジャケツイバラ・

カキ・オニグルミ・シナノキ・コナラなどの枯枝

123.ゴマダラカミキリ A"妙姉加”〃@α"si""

浜坂町城山(1ex. ,23－Ⅶ) (8exs.,27－Ⅶ）居組(1ex. , 15－Ⅶ）

諸寄奥町(8exs. , 15－Ⅶ）本谷(1ex. , 10-Ⅸ）村岡町柤岡(1ex. , 15-

Ⅸ上田裕）ヤナギ類・エノキ・イタドリ生枝

124.センノキカミキリ Acα〃""J"xwiOs"

浜坂町城山(1ex. ,24－Ⅶ）観音山(1ex. , 11－Ⅶ）温泉町越坂(1ex. ,

29－Ⅶ）村岡町長板(1ex. , 19－Ⅶ）本谷奥(1ex. ,4－Ⅶ) (1ex. , 11-

Ⅸ）関宮町福定(1ex.,26－Ⅶ) (4exs. ,31－Ⅶ）

センノキ枝先・倒木， コシアプラ伐採木，飛翔中

125.ビロウドカミキリ A.β切況”"な

浜坂町観音山(1ex. , 11-Ⅶ）居組(1ex.,29－Ⅶ）久斗山(1ex. , 10-
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Ⅸ）本谷(1ex. , 10-K)温泉町霧ヶ滝(1ex.,31－Ⅶ）村岡町小城

(1ex.,22－Ⅶ）長板(1ex. , 19－Ⅶ) (1ex. ,21－Ⅷ）本谷奥(1ex. ,

6－Ⅶ) (1ex. , 19－Ⅶ）美方町小代渓谷(1ex. , 18-Ⅷ）大屋町横行

(1ex.,21－Ⅷ） クリ ・ブナ・サクラ類枯枝，灯火，路上

126.ニセビロウドカミキリ A.s""c"

温泉町後山(1ex.,22-V羽脱）村岡町柤岡(1ex. ,9－Ⅶ）本谷奥

(1ex. ,6-W) (1ex. ,7－Ⅶ) (1ex. ,23－Ⅶ）

ブナ枯枝，灯火

127．ヤハズカミキリ Umec"〃畑α“〃”

浜坂町城山(1ex.,24－Ⅶ）田井(1ex. , 12-Ⅶ）温泉町石橋(8exs. ,

18－Ⅶ) (1ex. ,21－Ⅶ）村岡町本谷奥(1ex. ,8－Ⅶ) (1ex. , 10－Ⅶ）

(2exs. , 19－Ⅶ) (1ex. ,23－Ⅶ）

クワ・アカメガシワ半枯枝

128.キボシカミキリ mscojheα〃"応

浜坂町城山(1ex. , 11－Ⅶ) (1ex. , 16-南）本谷(1ex.,20－Ⅷ）

温泉町細田(1ex. , 10－Ⅸ）後山(1ex.,20-K)伊角(1ex. ,25-W)

石橋(1ex. , 18－Ⅶ) (1ex. ,21－Ⅶ）青下(2exs.,25－Ⅵ) (1ex. ,

24－Ⅶ）村岡町小城(1ex. ,22－Ⅶ）熊波(8exs.,21－Ⅶ）

村岡(8exs. ,9－Ⅶ）関宮町奈良尾(2exs. ,7－Ⅶ) (1ex. ,9－Ⅶ）

(1ex. ,26－Ⅶ）外野(9exs. , 18－Ⅷ）大屋町横行(1ex.,21－Ⅷ）

クワ生木， カラスザンショウ伐採木

129．ホシベニカミキリ ぶゆ”沈郡s〃んγ

浜坂町城山(2exs. , 16-Ⅶ）観音山(1ex. ,25-V) (5exs. , 11－Ⅶ）

田井(2exs. ,24－Ⅵ）居組(1ex. ,6－Ⅵ) (5exs. , 17-Ⅵ）

タブノキ生枝

130． ヨコヤマヒゲナガカミキリ Dひ此加'"s""syohqya畑αj

浜坂町(1ex. ,30－Ⅶ) (1ex. ,8－Ⅷ) (1ex・ ,5－Ⅷ) (2exs. ,6-

m) (2exs. ,8－Ⅷ) (1ex. , 18－Ⅷ) (1ex. ,20－Ⅷ）村岡町(1ex. ,

29－Ⅶ) (8exs. ,4－Ⅷ) (1ex. ,5－Ⅷ) (1ex. ,7－Ⅶ) (1ex. ，

ll－Ⅸ）ブナ生木

131．チャボヒゲナガカミキリ Xb""0彫〃"γ戒z""a
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浜坂町城山(1ex. , 13-V羽脱）温泉町石橋(2exs. , 18－Ⅶ）

村岡町本谷奥(1ex. ,6－Ⅶ）

カラスザンショウ材，サンショウ・ミズナラ枯枝

132. クワカミキリ 〃”"αj"0"加

浜坂町本谷(8exs. ,20－Ⅷ）村岡町小城(2exs. , 19－Ⅷ）クワ生木

133. シロスジカミキリ B"わCe""ﾉi"eo〃"

浜坂町観音山(1ex. ,7－Ⅵ）久斗山(1ex. ,10-Ⅸ）本谷(1ex. ,8-

Ⅷ）村岡町熊波(1ex.,21－Ⅶ）和佐父(1ex. , 16-Ⅷ）

スダジイ・コナラ・イチジク・ブナ生枝

134． ヒゲナガゴマフカミキリ m""""〃〃""

温泉町扇ノ山小ヅッコ (2exs. , 17－Ⅷ）関宮町氷ノ山北尾根(1ex.,29-

Ⅷ）ブナ倒木

135. タカサゴシロカミキリ α'"""""s""J@osα""s

村岡町村岡(3exs. ,9－Ⅶ） ノグルミ生葉

136.オオシロカミキリ O.c"〃"cezcs

温泉町後山(llexs. ,30-V～17-Ⅵ羽脱) (8exs. ,4～27-Ⅶ羽脱）

材を2回採取，樹種不明

137.エゾナガヒゲカミキリ HMnesc""α"eα〃郡6北

浜坂町城山(4exs.,21～25-Ⅳ羽脱) (1ex. ,30-V) (9exs. ,4~

19－Ⅶ羽脱）温泉町桧尾(126exs. ,27－Ⅵ～16-Ⅷ羽脱）

草上，ニガキ衰弱木，ニガキ材

138．セミスジコブヒゲカミキリ mo"""α〃"jS"

浜坂町城山(8exs. , 11～14-V羽脱）コナラ材

139． ヒトオビアラゲカミキリ R〃妙α〃SCC脆郡"加s““

浜坂町城山(34exs.,17－Ⅳ～24-V羽脱) (1ex. , 16－Ⅶ）観音山

(2exs. ,7－Ⅵ）温泉町宮脇(2exs.,29－Ⅲ）村岡町本谷奥(2exs. ,

8－Ⅶ) (8exs. , 10－Ⅶ) (1ex. ,29－Ⅶ）

ホウノキ・センノキ枯枝， アカメガシワ・ケヤキ材

140． フタモンアラゲカミキリ R""cz""跡s

浜坂町城山(8exs.,24－Ⅶ）観音山(1ex.,23－Ⅶ）村岡町本谷奥

(1ex. ,8－Ⅶ) (2exs. , 10－Ⅶ) (2exs. , 19-Ⅶ) (2exs. ,22-
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W) (1ex. ,23－Ⅶ) (llexs. ,29－Ⅶ) (1ex. , 11-Ⅸ) (1ex. ,19-

Ⅸ）ツクバネウツギ・スダジイ・ツルウメモドキ枯枝・枯蔓

141. フタオビアラゲカミキリ A戒”α〃scgjisbMzsc""s

温泉町後山(1ex. , 18－Ⅵ）村岡町本谷奥(1ex. ,6－Ⅶ) (8exs. ,7-

W) (8exs. ,8-W) (1ex. , 10-Ⅶ) (4exs. , 19-Ⅶ) (1ex. ,29-

Ⅶ）枯枝

142． クモノスモンサビカミキリ G7""雄SSα"e"α”

村岡町本谷奥(1ex. , 19－Ⅸ) (1ex. ,9-X) (8exs. , 19-X)

ブナ・タカノツメ枯枝

143．チビコブカミキリ Mibco"""2ﾉE"z"0”

村岡町本谷奥(2exs. ,8－Ⅶ) (1ex. ,27-X) ツルウメモドキ枯枝

144．ハイイロツツクビカミキリ の"""""g"Sesce"s

村岡町本谷奥(1ex. , 11－Ⅸ) (1ex. , 19-X)

ツルウメモドキ・ウワミズザクラ枯蔓・枯枝

145． ドイカミキリ ハ""zec施蜘α〃”流α”

温泉町後山(2exs. , 11－Ⅶ～8－Ⅷ羽脱）村岡町本谷奥(2exs. ,6-

W) (1ex. ,7－Ⅶ) (8exs. ,8－Ⅶ) (2exs. , 10－Ⅶ) (8exs. ，

19－Ⅶ) (4exs. ,23－Ⅶ) (4exs. , 11－Ⅸ) (8exs. , 19-Ⅸ）

(12exs. ,9-X) (14exs. , 19-X) (2exs’ ,27-X) (4exs. ,4-

）ブナ・ホオノキ・ウワミズザクラ・アオハダ・ミズナラなどの枯枝

146.キバネアラゲカミキリ A""s伽勿姉認沈伽彪秒eれれe

浜坂町田井(1ex. , 12－Ⅶ）温泉町石橋(1ex. ,21－Ⅶ）クワ半枯れ枝

147．ネジロカミキリ 恥ひ"oche"@sse沈伽坤郷s

村岡町本谷奥(2exs. ,9-X) (31exs. ,19-X) (7exs. ,27-X)

(4exs. ,4－Ⅲ）コシアブラ・タカノツメ・ブナ枯枝

148． ヒゲナガモモブトカミキリ Acα邦肋“伽"sg"Sez@s

温泉町海上(1ex. , 17－Ⅵ羽脱）アカマツ材

149．ゴマダラモモブトカミキリ Le"zJss""""s

村岡町小城(1ex. , 12－Ⅵ）関宮町氷ノ山大平頭(1ex.,27－Ⅵ）

ケンポナシ枯枝，ブナ生葉

150． トゲバカミキリ Rひ""MiSsq""""
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浜坂町観音山(2exs.,23－Ⅶ）和田(1ex. , 12－Ⅶ）本谷奥(1ex. ,7-

W) (2exs. ,8－Ⅶ) (2exs. ,10-Ⅶ) (7exs. , 19－Ⅶ) (1ex. ,

22－Ⅶ) (2exs. ,23－Ⅶ) (1ex. ,29－Ⅶ) (2exs. ,5－Ⅷ）

ブナ・ミズナラ・スダジイ枯枝

151.ホウノキトゲバカミキリ Rs"加""siS

浜坂町観音山(1ex.,23－Ⅶ) (1ex. , 1－Ⅶ）村岡町本谷奥(2exs. ，

8－Ⅶ) (4exs. , 10-Ⅶ) (6exs. ,29－Ⅶ) (3exs. ,4－Ⅷ）

(14exs. ,5-m) (8exs. ,ll－Ⅸ）ホオノキ枯枝

152． キッコウモンケシカミキリ E""加畑s虎s如成"e"s

村岡町本谷奥(7exs. ,6－Ⅶ) (8exs. ,7－Ⅶ) (5exs. ,8－Ⅶ）

(5exs. , 10－Ⅶ) (1ex. , 19-W) (1ex. ,22－Ⅶ) (2exs. ,23－Ⅶ）

ミズナラ・ネムノキ・カエデ類枯枝

153． E"“""郡SSp.

村岡町本谷奥(1ex. ,8－Ⅶ) (7exs. ,4－Ⅶ) (llexs. ,6－Ⅶ）

(1ex. ,7－Ⅶ) (8exs. ,8－Ⅶ) (14exs. , 10－Ⅶ) (4exs. , 19-

W) (2exs. ,22－Ⅶ) (1ex. ,23－Ⅶ）ブナ・ミズナラ枯枝

前種によく似るがやや細長く，上翅の斑紋が不明瞭になる．矢野他(1986)

により広島虫の会会報第25号で図示されたものと同じと思われる．

154．ガロアケシカミキリ Egw肋鰄

浜坂町城山(2exs. ,8～ll-Ⅵ羽脱）観音山(1ex. , 1－Ⅶ）和田

(2exs. , 12－Ⅶ) (1ex. , 15-Ⅶ) (2exs. ,23－Ⅶ）温泉町花口

{24exs.,21-V～15-Ⅵ羽脱）村岡町本谷奥(8exs. ,6－Ⅶ）

(1ex. ,7－Ⅶ) (15exs. ,8－Ⅶ) (17exs.,10－Ⅶ) (8exs. , 19-

W) (1ex. ,22－Ⅶ) (2exs. ,23－Ⅶ）

スダジイ・ミズナラ・コナラ材，アカガシ材

155.アトモンマルケシカミキリ E〃"eα雌s

浜坂町城山(1ex. ,6-Ⅵ羽脱）和田(1ex. , ll－Ⅶ) (1ex. ,12－Ⅶ）

観音山(1ex. ,23－Ⅶ）温泉町蒲生峠(1ex.,25－Ⅶ) (7exs. ,27－Ⅶ）

村岡町本谷奥(1ex. ,8－Ⅶ) (5exs. , 10－Ⅶ) (6exs. , 19－Ⅶ）

(8exs. ,22－Ⅶ) (2exs. ,23－Ⅶ) (2exs. ,29－Ⅶ) (1eX. , 11-

Ⅸ）アワブキ・カエデ類・スダジイ枯枝
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156. クモガタケシカミキリ Emsc"""s

浜坂町城山(21exs.,2－Ⅵ～14-Ⅶ羽脱）温泉町後山(6exs. ,8－Ⅵ

～13－Ⅶ羽脱）桧尾(19exs.,2～19-Ⅶ羽脱）村岡町本谷奥(1ex. ,

19－Ⅶ) (1ex. ,22－Ⅶ）枯枝，ニガキ材

157． シラオビゴマフケシカミキリ Egw"ん伽s

温泉町花口(8exs. ,22～24-V羽脱）肥前畑(2exs.,28-V羽脱）

村岡町本谷奥(4exs. ,6－Ⅶ) (5exs. ,8－Ⅶ) (8exs. , 10－Ⅶ）

(llexs.,19－Ⅶ) (1ex. ,22－Ⅶ）村岡(1ex. ,18－Ⅷ）関宮町奈良尾

(8exs. ,9－Ⅶ）ネムノキ・フジ・クワ枯枝

158. クロオビトゲムネカミキリ Sc""s"zsc""s

浜坂町城山(7exs.,30-V～19-Ⅵ羽脱）スダジイ材

159． ケシカミキリ S.われs"s

浜坂町城山(12exs. ,24-V～6－Ⅵ羽脱) (1ex. ,22-W) (1ex. ，

9－Ⅶ）和田(1ex.,22－Ⅵ）キブシなどの枯枝

160．ブロイニングカミキリ aゆβγ戒ZO肋《Zyws"

美方町小代渓谷(1ex. ,5－Ⅶ）オニグルミ生葉

161．ヤツメカミキリ E郡陀加'"ocelO"

村岡町柤岡(1ex. ,6－Ⅶ）ソメイヨシノ樹幹

162.ハンノアオカミキリ EchがsocM"s

美方町小代渓谷(5exs. , 18－Ⅷ）関宮町福定(2exs.,26－Ⅶ){1ex. ，

29－Ⅶ) (1ex. ,9－Ⅷ） トチノキ・シナノキ伐採木夕刻産卵

163． フチグロヤツボシカミキリ ”〃況彪jl"""""

温泉町青下(1ex. ,25－Ⅵ）村岡町兎和野(4exs. ,26－Ⅵ）小城(1ex. ,

16-Ⅵ) (12exs.,20－Ⅵ) (1ex. ,4－Ⅶ）ホオノキ生葉

164．ニセシラホシカミキリ Rs""郡〃"s

浜坂町本谷(8exs.,25－Ⅵ) (1ex. ,20－Ⅷ）村岡町大笹鉢北(1ex. ,

14－Ⅵ) (2exs. ,7－Ⅶ）小城(4exs. ,12－Ⅵ) (1ex. ,20－Ⅵ）

(8exs. ,4－Ⅶ）本谷奥(1ex. , 10－Ⅶ）関宮町福定(1ex.,20－Ⅵ）

鉢高原(6exs. ,7－Ⅶ）サワフタギ・ナツツバキ生葉

165.ﾊﾝﾉｷｶﾐｷﾘ 伽ひsj"@gs"gz""0""

美方町備(1ex.,30-V)関宮町福定(1ex. ,31-V) (12exs. ,14ーⅥ）
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ヤマハンノキ生葉

166. ラミーカミキリ HjWi@"eα允"2"@ei

浜坂町城山(9exs. , 17－Ⅵ) (14exs. ,22－Ⅵ) (2exs. , 1－Ⅶ）

(2exs. ,9－Ⅶ) (8exs. , 11－Ⅶ) (8exs. ,12－Ⅶ) (1ex. ,23-

Ⅶ）観音山(1ex. , 11－Ⅶ）赤崎(6exs. , 12-W)本谷(1ex.,25－Ⅶ）

諸寄奥町(2exs. , 15－Ⅶ）温泉町後山(8exs・ ,9～30-V羽脱）

石橋(2exs. ,21－Ⅶ）村岡町村岡(4exs. ,9－Ⅶ）熊波(1ex. ,21-

Ⅶ）和佐父(1ex.,26－Ⅶ) (1ex. , 16－Ⅷ）関宮町奈良尾(1ex. ,9-

Ⅶ）カラムシ生葉，広葉樹枯枝より羽脱

167.キモンカミキリ ハ""es"s""”〃”

温泉町肥前畑(9exs. ,21-V～2－Ⅶ羽脱）村岡町大笹鉢北(1ex. ，

14－Ⅵ) (8exs. ,8－Ⅶ）小城(1ex. ,8－Ⅶ）

サワグルミ生葉・枯枝・材

168.オニグルミノキモンカミキリ M伽""c"

浜坂町城山(32exs.,1－Ⅶ) (1ex. ,25－Ⅶ）村岡町和佐父(8exs. ，

19－Ⅶ）オニグルミ生葉・枯枝

169．ジュウニキボシカミキリ """ejzes"""""

浜坂町本谷(20exs.,25－Ⅵ）村岡町小城(3exs. ,12－Ⅵ) (8exs. , 16

－Ⅵ) (2exs. ,4－Ⅶ) (1ex. ,6－Ⅶ) (8exs. ,22－Ⅶ）

センノキ生葉

170． イッシキキモンカミキリ G""eα“"伽gW""

浜坂町城山(1ex. , 12-Ⅶ) (2exs. , 16－南) (2exs. ,24－Ⅶ）

(2eXs. ,25－Ⅶ) (1ex. ,6－Ⅷ) (1ex. ,28－Ⅶ）田井(2exs. , 12-

Ⅶ）赤崎(1ex. , 12－Ⅶ）久斗山(5exs.,20－Ⅷ）本谷(8exs. ,20-

Ⅷ）温泉町蒲生峠(2exs. ,16－Ⅷ）村岡町小城(4exs. , 19-Ⅷ）

美方町小代渓谷(2exs. ,7－Ⅷ）関宮町大久保(8exs. ,7－Ⅶ）

(4exs. ,31－Ⅶ）轟(1ex. ,26－Ⅶ）外野(2exs. , 18－Ⅷ）

トウグワ・ヤマグワ・ケグワ生葉

171. シラホシカミキリ G."""

浜坂町城山(1ex. , 15-V羽脱) (1ex. , 12－Ⅶ）諸寄(1ex. , 11－Ⅵ）

和田(1ex. ,22-W) (1ex. ,24－Ⅵ）本谷(2exs.,25－Ⅶ）温泉町石橋
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(1ex.,21－Ⅶ）海上(1ex. ,29－Ⅶ）海上林道(1ex. , 16－Ⅵ）後山

(1ex. , ll－Ⅵ羽脱) (1ex. , 18－Ⅵ）村岡町小城(1ex. ,20－Ⅵ）

(1ex. ,4－Ⅶ）本谷奥(1ex. , 19－Ⅶ）作山(8exs. ,5－Ⅶ）耀山

(1ex.,26－Ⅵ）

サルナシ・ガマズミ・リョウブ・ゴトウヅル生葉， コナラ伐採木

172． シラホシキクスイカミキリ E〃"@eCO"〃戯"cojWs

村岡町小城(16exs.,4－Ⅶ) (1ex. ,22－Ⅶ）村岡(1ex. ,9－Ⅶ）

関宮町福定(1ex. , 14－Ⅵ）氷ノ山大平頭(1ex.,27-W)

ケヤキ・シナノキ生葉

173. クロニセリンゴカミキリ E〃秘允0伽

関宮町福定(18exs.,14－Ⅵ) (7exs. ,20－Ⅵ) (1ex. ,27－Ⅵ）

氷ノ山大平頭(5exs.,27－Ⅵ）シナノキ生葉・伐採木

174.チチブニセリンゴカミキリⅣ伽0"OS彫加s〃〃〃伽0"e"sお

温泉町肥前畑(5exs. ,9～14-V羽脱）関宮町福定(4eXs. , 14－Ⅵ）

(5exs.,20－Ⅵ) (1ex. ,27－Ⅵ）シナノキ生葉，サワグルミ材

175．キクスイカミキリ 助yjoec""4""""iS

浜坂町城山(8exs. ,9-V) (8exs. ,6－Ⅵ) (1ex. ,9－Ⅵ）

居組(1ex. ,6－Ⅵ）村岡町耀山(1ex. ,26－Ⅵ）

ヨモギ・オトコヨモギ・ワカサハマギク茎・葉

176． ヨツキポシカミキリ 即妙加αCOWeS

浜坂町城山(5exs. ,6－Ⅵ) (1ex. ,11－Ⅵ) (1ex. ,16－Ⅵ）

(2exs. , 17－Ⅵ) (1ex. ,27－Ⅵ) (2exs. , 1－Ⅶ）観音山

(1ex. ,9－Ⅵ）村岡町長板(1ex. ,20－Ⅶ）小城(1ex.,30-V)

(1ex.,20－Ⅵ) (1ex. ,6－Ⅶ) (1ex. , 19-Ⅷ）関宮町福定

(1ex.,27－Ⅵ）大久保(1ex.,31－Ⅶ）ヌルデ生葉

177．ヘリグロリンゴカミキリ N"se戒α〃､α噌力ze"

浜坂町城山(1ex. , 1－Ⅵ) (2exs. ,9－Ⅵ) (1ex. , 11－Ⅵ）

(8exs. , 17－Ⅵ) (2exs. ,22－Ⅵ) (1ex. , 1－Ⅶ) (2exs. , 12-

Ⅶ）田井(1ex. , 1－Ⅶ）本谷(2exs.,25－Ⅵ）温泉町桧尾(1ex.,2Ⅶ）田井(1ex. , 1－Ⅶ）本谷(2exs.,25－Ⅵ）温泉町桧尾(1ex.,25-

Ⅵ）青下(1ex.,25－Ⅵ）石橋(1ex. ,18－Ⅶ）村岡町作山(8exs. ,5-

Ⅶ）小城(1ex. ,8－Ⅶ) (2exs. ,4－Ⅶ) (1ex. ,22－Ⅶ) (1ex. ,
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19－Ⅷ）大笹鉢北(2exs. ,5－Ⅶ) (6exs. ,7－Ⅶ) (8exs. ,8-

Ⅶ）美方町小代渓谷(1ex. ,21－Ⅵ) (1ex. , 18-Ⅷ）関宮町鉢高原

(4exs. ,7－Ⅶ）大屋町横行(1ex. ,21－Ⅷ）ヨモギ・フキなどの葉上

178． ヒメリンゴカミキリ O舵”α舵旋SCC"s

浜坂町城山(6exs. ,27-V) (12exs. ,28-V) (2exs. ,30-V)

(2exs. , 1－Ⅵ) (1ex. ,7－Ⅵ) (1ex. , 11－Ⅵ) (1ex. , 17－Ⅵ）

観音山(6exs. ,28-V) (2exs. ,9－Ⅵ）村岡町小城(8exs. , 12-

W) (8exs. , 16－Ⅵ) (8exs. ,20－Ⅵ）本谷奥(2exs. , 10－Ⅶ）

大笹鉢北(2exs. ,7－Ⅶ）関宮町氷ノ山大平頭(2exs.,27－Ⅵ）

ヤブニッケイ・シロダモ・クロモジ・ダンコウバイ・アブラチャン生葉

179． リンゴカミキリ 0."加"jC"

浜坂町城山(1ex. ,24－Ⅶ）村岡町大笹鉢北(1ex.,31－Ⅶ）

関宮町大久保(1ex. ,7－Ⅶ）ナナカマド・オオシマザクラ生葉

180． ソポリンゴカミキリ 0.sobosα"α

村岡町兎和野(1ex. ,26－Ⅵ）レンゲツツジ生葉

181．ニセリンゴカミキリ O."zixm

浜坂町城山(1ex. ,17－Ⅵ）和田(1ex. ,22－Ⅵ）

村岡町村岡(1ex. ,9－Ⅶ）スイカズラ生葉

182.ホソキリンゴカミキリ Qj"伽"妙惨s""s

浜坂町城山(1ex. , 11-Ⅵ）村岡町小城(1ex. ,20－Ⅵ）本谷奥(1ex. ,

6－Ⅶ）関宮町福定(1ex. ,9－Ⅶ）飛翔中，ゴトウヅル周辺

183.ホソツツリンゴカミキリ 0.祁鞍f"""s

村岡町小城(1ex.,22－Ⅶ）イケマ生葉

184．ルリカミキリ mcchiS"〃加"〃

村岡町本谷奥(1ex. ,6－Ⅶ）ナナカマド周辺

今回は春から秋まで継続して調査を行うことができた．枯枝の持ち帰りも行っ

たので， クロオビトゲムネやエゾナガヒゲなどのような人の目に触れにくい種類

にも出会えた．春からシロスジドウボソ，オオハナ，ナカネアメイロなどとの新

しい出会いが多かったし，秋にネジロやドイが大量に出現することを知った驚き

も新鮮だった．普通種重視には一層こだわるようになり，今回の紙数もかさぱっ
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てしまったが，但馬では普通種の方がむしろ過去の文献記録が少ないため，敢え

て全記録を掲載した．

ブナ帯では村岡町小城・本谷奥に通い，扇ノ山からはすっかり遠ざかってしま

った． また，個人的には浜坂町海岸部のカミキリムシに最も関心を寄せている．

このような場所を歩いているのは私独りかと思い上がっていたが，実はすでに半

世紀の永きにわたって同じ地域でカミキリムシを調べておられた方にこの冬お目

にかかる機会があり，大きな感動を覚えた．微力ながら， カミキリ相の解明に向

けて努力していきたい． さらに，滅多に人に会わない村岡町の山中で，幼少の頃

よりの恩師に偶然ぱったり出会ったことも忘れられない思い出である．

本年もまた多くの方々から助言を受け，そしてお世話になった．感謝したい．

なお，永幡(1993)を読み返したところ，私の不注意から訂正箇所がいくつも

見つかったのでここで訂正しておく．

20．ナガバヒメハナカミキリ (53ページ）

温泉町霧ケ滝(A堅§等_,27-V)→（且墜旦_,27-V)

温泉町扇ノ山畑ケ平（且堅塁~, 14－Ⅵ）→（､匪狸ぺへ, 14－Ⅵ）

21.キベリクロヒメハナカミキリ (53ページ）

温泉町霧ケ滝(A鰹里,27－V)→（旦竪§当~,27-V)

温泉町扇ノ山小ヅツコu－gL会, 14－Ⅵ）→（且§X§呉参,14-Ⅵ）

23．チャイロヒメハナカミキリ （53ページ）

温泉町扇ノ山畑ケ平(8exs. , 14-X)→(8exs. , 14－m）

48. (57ページ）

→ミヤマホソハ ﾐｰ主リー_"迩翅幽塑J麺錘哩勉塑

78．キンケトラカミキリ (60ページ）

村岡町大一→村岡町大穰

126． フタオビアラゲカミキリ (65ページ）

美方町小代渓谷仏堅e､,29-Ⅶ）→（全旦X§農今,29－Ⅶ）

以上，ご迷惑をおかけしたことお詫び申し上げる．汗顔の至りである．

ここ8年間で私が但馬で採集した種は，全部で208種になる．
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オオムラサキの新産地

広畑政己

越冬幼虫の調査によって，オオムラサキS"s""" c"α'wzmの兵庫県下における

新しい産地が近年数多く発見されているが，筆者も市川町と三日月町にて本種の

幼虫を採集しているので報告する．

市川町下瀬加の産地は周辺が植林されて本種が生息するにはあまり良い環境と

はいえないが，極僅かに残された落葉広葉樹を糧に生き永らえているという状況
である．

三日月町の三原はまだ自然が残され，本種にとっては良い環境といえる． これ

までにもこの地域で採集されたという情報もあり， この周辺では広く分布してい
ると思われる．

＜採集記録＞

15-I-1992

4－I-1992

市川町下瀬加

三日月町三原

幼虫9頭

幼虫2頭

広畑政己

広畑政己
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