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広く分布する力棡体数は少ない。

⑳セスジヒメハナカミキリ

赤西谷(1ex, 1980‑V‑17,小倉・ 1ex, 1982‑Ⅳ
−6，相坂）
氷の山(1ex, 1971‑Ⅶ−17,辻）
⑬モモグロハナカミキリ Toxotinusminutusreini
(HEYDEN)

P.amentata (BATES)

ヒメハナカミキリ中で最も早くから発生し、個体
数も多い。

赤西谷(25exs, 1981‑V‑7)

横行谷(11exs, 1980‑V‑30)

⑳ミワヒメハナカミキリP・miwai(MATSUSHITA)

各谷で採集されるも少ない。

5〜6月、各谷で発生する。

赤西谷(1ex, 1981‑Ⅳ‑23)

赤西谷(4exs, 1982‑Ⅵ−6)

⑭フタスジカタビロハナカミキリ

横行谷(12exs, 1980‑Ⅵ−1)

⑭トサヒメハナカミキリ

EvodinusbifasciatusjaponicusMATSUSHITA
非常に少ない。音水谷(1ex, 1979‑V‑5,山下）

P.approximata
KUBOKI

採集を大平氏が報告されている。赤西谷では三木

前種同様5〜6月、発生するがあまり多くない。

市の小倉氏が1982年5月に採集されている。又扇

赤西谷(1ex, 1980‑V‑18)
横行谷(2exs, 1980‑Ⅵ−1)

ノ山で内藤氏により1980年5月11日に採集されて

GaurodesdorisBATES

⑮チュウジョウヒメハナカミキリ
P・ chujoiOHBAYASHIetHAYASHI
坂の谷(1ex, 1971‑Ⅵ−20黒田祐‑)

当地ではいずれの谷でも5月〜7月に多産してい

⑳フタオビチビハナカミキリP.puziloi(SOLSKY)

いるので、中国山地に点々と少数発生していると
思われる。

⑮カラカネハナカミキリ

各谷で採集されている。赤西谷に多く見られ、 1

る。

⑯アカイロニセハムシハナカミキリLemulanishimurai

度に多数採集される事が有る。

赤西谷(12exs, 1979‑V‑13)
横行谷(6exs, 1980‑Ⅵ−1)

SEKI

下記3種共、同環境に見られるが最も個体数が少

⑳チヤイロヒメハナカミキリ

ない。

P・debilis(KRAATZ)

赤西谷(8exs, 1981‑V‑10)

5〜6月各谷に広く分布している。

横行谷(6exs, 1980‑V‑4)

赤西谷(8exs, 1981‑Ⅵ‑14.6exs, 1982‑Ⅵ−6)

⑰キバネニセハムシハナカミキリ

横行谷(2exs, 1981‑Ⅵ−7)

L.decipiens

⑳ヤマトヒメハナカミキリ
P・yamatoHAYASHIetMIZUNO

BATES

いずれの谷でも、春先多数見られる。

少ない。筆者も未採集である。

赤西谷(20exs, 1981‑V‑10)
横行谷(36exs,1980‑V‑4)

⑬ピックニセハムシハナカミキリ

三室山(2exs, 1970‑V‑28畑中）の報告がある。
⑳ヘリモンヒメハナカミキリ

L. rufithoraxPic

P・matsushitaiOHBAYASHI

春先、花上に多数見られる。
赤西谷(14exs, 1981‑V‑10)

各谷に広く分布するが氷の山周辺に特に多い。
赤西谷(2exs, 1982‑V‑9)
横行谷(14exs, 1981‑V‑30)

横行谷(11exs, 1980‑V‑4)

⑲ヒナルリハナカミキリ

Acmaeopsminuta

⑳ナガバヒメハナカミキリP. signiferaBATES

(GEBLER)

5〜6月各谷に広く分布し、個体数も多い。
赤西谷(4exs, 1981‑Ⅵ−8)
横行谷(8exs, 1981‑V‑30)
坂の谷(2exs, 1982‑V‑23)

普通種でいずれの谷でも多数発生する。

⑳シコクヒメコブハナカミキリ

Pseudosieversia

shikokensisHAYASHI

非常に稀れで赤西谷でカツヲの生木上に飛来した

⑪ヒメハナカミキリ

のを偶然採集した。

P.mutata(BATES)

坂の谷で5月中旬より6月中旬の短い間に見られ

赤西谷(1ex, 1980‑Ⅳ‑15)
⑪ニセヨコモンヒメハナカミキリ

る。

坂の谷(7exs, 1982‑V‑23)

PidoniasimillimaOHBAYASHIetHAYASHI

⑫カクムネヒメハナカミキリ

いずれの谷でも発生するが、多くはない様子。

少ない。

赤西谷(1ex, 1981‑Ⅵ‑14)
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坂の谷(1ex, 1971‑Ⅵ−27黒田祐‑)の報告が

A.azumensi(MATSUSHITAetTAMANUKI)
各谷のカエデ花上に多数見られる。特に赤西谷に

有る。

⑬キベリクロヒメハナカミキリ

P・discoidalisPic

⑬ヒメアカハナカミキリ

赤西谷(2exs, 1981‑V−7．2exs, 1981‑V14)
坂の谷(2exs, 1981‑Ⅶ‑26)

⑭オオヒメハナカミキリ

多産する。

赤西谷(36exs, 1981‑V‑9.24exs, 1982‑V‑9)

分布は広いが個体数は多くない。赤西谷に多い。

P.grallatrix(BATES)

横行谷(1ex, 1980‑Ⅶ‑20)
杉ケ沢(2exs, 1981‑Ⅶ‑19)

5〜7月に発生し、各谷で普通に採集される。

赤西谷(6exs, 1981‑Ⅵ‑14.3exs, 1982‑Ⅵ−6)
⑮チビハナカミキリ

⑭ツヤケシハナカミキリA.scotodes(BATES)
いずれの谷でも広く分布する。

GrammopterachalybeelaBATES
坂の谷で花上よりヒメハナカミキリ類と共に採集さ

赤西谷(3exs, 1982‑Ⅵ−6)

⑮アカハナカミキリ

れる。

A・ rubrasuccedanea(LEWIS)

坂の谷(2exs, 1982‑V‑23)
⑯へリウスハナカミキリ

7月から8月末まで各地に広く分布する。

赤西谷(2exs, 1979‑Ⅷ−5)

PyrrhonalaeticolorBATES
氷の山で採集されているが少ない。

氷の山(lex, 1972‑Ⅵ−10畑中）
" (1ex, 1972‑Ⅵ−11辻）
⑰ヤマトキモンハナカミキリ

Paranaspiaanaspidoides(BATES)
音水谷(1ex, 1959‑Ⅵ−21高橋寿郎）の報文が

ｌｌｌｌ

’

’

この種も少ないと思われる。

三室山(1ex, 1972‑Ⅶ−2畑中）
氷の山(1ex, 1973‑Ⅶ−8 中川）
赤西谷(1ex, 1980‑V‑27小倉）

横行谷(1ex, 1980‑Ⅶ‑27)

⑯ベニバハナカミキリ
当地域では少ない種である。

Judoliajaponica(TAMANUKI)

I

A.pyrrha(BATES)

分布は広いが少ない。

ある。

⑰クロハナカミキリ

LepturaaethiopsPODA

当地域で全体黒色の個体と前胸の赤色の個体の2

型が採集されている。後者をムネアカクロハナカ

の各報告があ

ミキリと呼ばれているが、亜種でなく1型と考え

られる。音水谷(2exs,1982‑Ⅶ‑18)

る。

⑱マルガタハナカミキリ

J・ cometes(BATES)

⑬一①ヤツボシハナカミキリ

普通種で7〜8月花上に群がる。

L， arcuatamimicaBATES

赤西谷(1ex, 1981‑Ⅶ‑27)
横行谷(1ex, 1980‑Ⅶ‑27)
戸倉峠(1ex, 1979‑Ⅶ‑22)
⑲チャポハナカミキリ

⑬一②ツマグロハナカミキリ
L・arcuatatsumagurohanaOHBAYASHI
各谷に普通。

赤西谷(1ex, 1979‑Ⅵ‑15)

Anoploderamisella(BATES)
広く分布し、各谷に普通。しかし旱は非常に少な

現在の知見ではヤツポシハナカミキリとツマグロ

い。

地区で採集されている個体はほとんどが、ツマグ

横行谷(4exs, 1980‑Ⅶ‑27)

ロハナカミキリである。

ハナカミキリは別亜種として区別されている。当

⑩ミヤマクロハナカミキリA.excavata(BATES)

⑲ハネビロハナカミキリ
L・ latipennis(MATSUSHITA)

分布は広く各谷で見られるがあまり多くない。

赤西谷(2exs, 1982‑Ⅵ−6)
戸倉峠(3exs, 1979‑Ⅶ‑29)

⑪ルリハナカミキリ

少ない種である。

関宮町(1ex, 1980‑Ⅵ‑22)土場で飛翔中を採集

A・cyanea(GEBLER)

した。

当地区で少ない。

坂の谷(1ex, 1971‑Ⅵ−27黒田祐‑)の報告が
有る。

⑳ヨツスジハナカミキリ
L・ochraceofasciata(MOTSHULSKY)
広く分布する普通種

坂の谷(1ex, 1981‑Ⅶ−26相坂）
⑫ミヤマルリハナカミキリ

’

赤西谷(4exs, 1979‑Ⅷ−5)
戸倉峠(6exs, 1979‑Ⅶ‑22)
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⑪カタキハナカミキリ

StrangaliacontractaBATES

L. femoralis(MOTSCHULSKY)

やや日陰のノリウツギの花上で下記2種と共に見

少ない種のようである。

られる。

坂の谷(1ex, 1971‑Ⅵ‑27,黒田祐‑)

の報文が

赤西谷(1ex, 1979‑Ⅶ‑15,2exs, 1981‑Ⅶ‑27)
⑫ハコネホソハナカミキリ

ある。

⑫オオヨツスジハナカミキリ

S.hakonensisMATSUSHITA

Megalepturaregalis(BATES)

赤西谷(1ex, 1981‑Ⅶ‑27)
横行谷(2exs, 1980‑Ⅶ‑20)

広く分布している。騨遡が変化に富む。

赤西谷(2exs, 1982‑Ⅷ‑22)

⑬ホソハナカミキリ

音水谷(3exs, 1981‑Ⅶ‑27)

S・hosohanaOHBAYASHI

赤西谷(2exs, 1981‑Ⅶ‑27)
横行谷(1ex, 1979‑Ⅵ‑24)

横行谷(2exs, 1980‑Ⅶ‑20)

⑬セアカハナカミキリ（クロオオハナカミキリ）

⑭キヌツヤハナカミキリ
Corennys sericataBATES

M･ thoracicaCREUTZER

ブナ帯で発生するも、当地区では少ない。

ブナ帯の花上で見られるが少ない。

氷の山(1961‑Ⅷ−1,藤田)の報告がある。

赤西谷(1ex, 1968‑Ⅶ−21黒田祐‑)の報文が

⑭フタスジハナカミキリNakaneavicaria(BATES)

ある。

⑮ヒゲジロホソコバネカミキリ

普通種であるが、当地域では個体数は少ない。

NecydalisodaiHAYASHI

横行谷(1ex, 1980‑Ⅶ‑20)

氷の山で毎年、少数採集されているらしい。

⑮カエデノヘリグロハナカミキリ(クロスジハナカミ
キリ) EustrangalisdistenoidesBATES
中型のカミキリとしては、発生が早く、

坂の谷(1980‑Ⅶ−27小倉）

⑯オオホソコバネカミキリ N・ solidaBATES
この種も氷の山で少数採集されているらしい萩

5月上旬

にカエデ花上で採集される。

赤西谷(1ex, 1982SV‑9)

筆者は未採集である。

⑯ヒゲジロハナカミキリ
Japanostrangaliadentatipennis(PIC)

Ⅵカミキリ亜科Cerambycinae

⑰アオスジカミキリ
Xystroceraglobosa(OLIVIER)
1980年3月に大屋町、杉ケ沢で採集した。ネムノ
キより、同年5月〜6月に38頭羽脱した。分布は

広く分布している。 7月に花上によく見られる。

音水谷(2exs, 1982‑Ⅶ‑18)

横行谷(3exs2 1980‑Ⅶ‑20)

広いようである。

戸倉峠(2exs, 1979‑Ⅶ‑22)

⑬ミヤマカミキリ

⑰アオバホソハナカミキリ
StrangalomorphatenuisSOLSKY

は少ない。

横行谷でのみ発見出来た。

⑲トビイロカミキリ
AllotraeussphaerioninusBATES

横行谷(4exs, 1981‑V‑30)

⑱ニンフホソハナカミキリ
Parastrangalisnymphula(BATES)

横行谷(2exs, 1980‑Ⅵ−1, 1ex, 1980‑Ⅶ‑20)
赤西谷(1ex, 1982‑Ⅵ−13,相坂）

7月花上に見られ、下記2種と共に、同環境で見

⑩ベーツヤサカミキリ
Leptoxenus ibidiiformisBATES
非常に稀な種のようである。
氷の山(1ex, 1973‑V‑27採集者不明)が報告さ

られる。

赤西谷(6exs, 1979‑Ⅶ‑22)
道谷(4exs, 1979‑Ⅶ‑22)

⑲ニョウホウホソハナカミキリ

Massicusraddei (BLESSIG)

人家近くのクヌギ林で多数発生するが、当地区で

P. lesnei (PIC)

れている。

横行谷(2exs, 1980‑Ⅶ‑20)

⑪ヨツポシカミキリ
StenygrinumquadrinotatumBATES
普通種であるが､当地区では、あまり見られない。
音水谷(1ex,1981‑Ⅶ‑11)引原ダムの灯火にも、

道谷(1ex, 1979‑Ⅶ‑22)
⑳タテジマホソハナカミキリ
P・ shikokensis(MATSUSHITA)
道谷(3exs, 1979‑Ⅶ−22, 2exs, 1980‑Ⅶ‑20)

少数飛来する。

⑪ミヤマホソハナカミキリ
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￨⑫ｱﾒｲﾛｶﾐキリ StenodryasclavigeraBATES
少ない種のようである。氷の山で高橋寿郎氏が採

赤西谷(1980‑V−4小倉）がある。

⑪ホソツヤヒゲナガコバネカミキリ

集されている。
q

l

M・nitidusOBIKA

⑬ヨコヤマヒメカミキリ

この種も少数ずつではあるが、毎年採集されてい

CeresiumholophaeumBATES

島しょ性のカミキリムシで、当地で見られるも、

る。

三室山（1早, 1970‑V‑1． 19,1970−V‑10.
lex, 1970‑V‑28畑中）

少ない種である。

赤西谷(1ex, 1981‑Ⅷ‑24)

氷の山(1ex, 1972‑V‑5辻）
赤西谷(3exs, 1981‑V‑9)

引原ダム(1ex, 1982‑Ⅸ‑18)

⑭トワダムモンメダカカミキリ
StenhomaluslightiiGRESSITT
少ない種と思われる。

赤西谷(1980‑Ⅵ−1 小倉)の報告がある。
⑮タイワンメダカカミキリ
S・ taiwanusMATSUSHITA

⑫オダヒゲナガコバネカミキリ
M.gracilis (HAYASHI)
少ない種と思われる。

三室山（1早, 1971‑V‑1 畑中)の記録がある。
⑬コジマヒゲナガコバネカミキリ
M.kojimai (MATSUSHITA)

広く分布していると思われるが、あまり報告を聞

ヒゲナガコバネカミキリ属の中で、もっとも普通

かない。サンショウの木のスゥイーピングで得た。

に採集されている。同時に多数採集される事があ

横行谷(1ex, 1982‑Ⅵ‑27)
⑯カッコウメダカカミキリ S.cleroidesBAI､ES

る。

赤西谷(14exs, 1981‑V−9.2exs,1982‑V‑9)
" (1ex, 1982‑Ⅵ−6吉田）
⑭タケウチヒゲナガコバネカミキリ

関宮町の集材所で飛翔中を採集した。

関宮町(1ex, 1978‑Ⅵ‑25)
氷の山(1ex, 1971‑Ⅳ−16辻）
⑰タカオメダカカミキリ

の報告がある。

M・ takeuchiiOHBAYASHI

非常に稀な種である。当会員である小倉滋氏によ

S・ takaosanusOHBAYASHI

同属の中でもっとも小形の種であるので、見つけ
にくいと思われる。赤西谷で少数採集されている。

赤西谷(2exs, 1971畑中）
" (1980‑V‑4小倉）
⑱クロサワヒメコバネカミキリ

り得られた。

赤西谷(lex, 1979‑V‑22小倉）
⑮トラフホソバネカミキリ
ThraniusvariegatusBATES
発生数は少ないと思われるが、各谷に広く分布し

の記録がある。

ている様子。

EpaniaseptemtrionalisHAYASHI

過去、三室山で畑中、遊磨、大倉、等の諸氏によ
り少数、採集されている。筆者も音水谷の伐採地
に放置されている広葉樹の小枝上より、 1旱得た。
音水谷(1ex, 1982‑Ⅵ‑20)
同年、 6月下旬に赤西谷でも得られたらしい。
⑲ヤマトチビコバネカミキリ
Leptepaniajaponica(HAYASHI)

氷の山(1ex, 1940‑Ⅶ−19岡田）
三室山(1ex, 1973‑Ⅶ−1 畑中）
" (3exs, 1973‑Ⅶ−19大倉）
等があり、筆者も音水谷(1ex, 1981‑Ⅶ‑23)で
採集した。

⑳クスベニカミキリ
PyresteshaematicusPASCOE

各谷に広く分布している。

赤西谷(1980‑Ⅵ−4小倉） の報告がある。
⑳コボトケヒゲナガコバネカミキリ

坂の谷(6exs, 1981‑Ⅶ‑26)
戸倉峠(18exs, 1979‑Ⅶ‑22)
⑰ルリポシカミキリ RosaliabatesiHAROLD

MolorchuskobotokensisOHBAYASHI

春先、カエデ花上に見られるも少ない種と思われ

各谷に普通に見られる。赤西谷に産する個体は班

る。

紋異常が多い。

三室山(1¥,1970‑V‑1.2exs,1970‑V‑10.
4exs, 1970‑V‑28. 2exs, 1971‑V‑1． 13,
1971‑V‑17畑中）の報告がある。毎年、少数
ではあるが、赤西谷、音水谷で得られている。

赤西谷(12exs, 1979‑Ⅶ−5.6exs,1981‑Ⅶ‑27)
横行谷(4exs,1980‑Ⅶ‑13)
⑳アオカミキリ
ChelidoniumquadricolleBATES
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当地区では少ない。

ている。

氷の山(2exs, 1971‑Ⅶ−17辻）の記録がある。
⑳ミドリカミキリ

横行谷(1ex, 1980‑Ⅸ‑23)

⑰ツマキトラカミキリ

Chloridolumviride(THOMSON)
普通種であるが、各谷共、個体数は少ない。

赤西谷(1ex, 1979‑Ⅶ‑15)

音水谷(1ex, 1982‑Ⅶ‑18)

⑱ウスイロトラカミキリ
X・ cuneigennis(KRAATZ)

横行谷(1ex, 1980‑Ⅶ‑20)

⑳オオアオカミキリ

C. thaliodesBATES

各谷に広く分布し、個体数も多い。

赤西谷(10exs, 1979‑Ⅶ‑15)

赤西谷の観察では、夕方、サワグルミ生木上で、

⑲クビアカトラカミキリ

＄早共、群らがっていた。交尾中の個体も見られ

X・rufiliusBATES

た。少ない種であるが、一度に多数採菓出来る時

各谷に広く分布し、個体数も多く、材上をすばや

がある。

く走っている。

赤西谷(9exs, 1980‑Ⅷ‑24)

赤西谷(10exs, 1979‑Ⅷ−5)
関宮町(12exs, 1980‑Ⅵ‑22)

横行谷(6exs, 1980‑Ⅶ‑27)

⑳ブドウトラカミキリ X.pyrrhoderusBATES
時にブドウに害を与える本種も、当地区では少な

⑪ヒメスギカミキリ
Palaeocallidiumrufipenne(MOTCHULSKY)
普通種でスギの伐採木上に多数群らがる。

い。

横行谷(1ex, 1980‑X−5．1ex, 1980‑X‑8)
⑪ムネマダラトラカミキリ X・grayii(WHITE)

赤西谷(5exs, 1980‑Ⅵ‑11.5exs, 1982‑V‑9)

⑫チャイロホソヒラタカミキリ
Phymatodestestaceus(LINNAEUS)

少ない種であるが、赤西谷では、毎年少数ではあ
るが採集されている。

〔クビアカルリヒラタカミキリP・testaceusva鴎

赤西谷(4exs, 1980‑Ⅵ−8.2exs,1980‑Ⅵ‑15)
杉ケ沢(1ex, 1981‑Ⅶ‑19)

variabilis (LINNAEUS)]
道谷林道の道路脇に積まれた、薪材に多数発生し

⑫ニイジマトラカミキリ

ていた。同地区で発生している個体は、大部分が

X・emaciatusBATES

騨遡力藍色で美しい、 クビアカルリヒラタカミキ

各谷に広く分布する。

リであり、原型のチヤイロホソヒラタカミキリは、

赤西谷(10exs, 1979‑Ⅶ‑15)
坂の谷(7exs, 1981‑Ⅷ‑23)

非常に少なかった。

⑬ヤマトシロオビトラカミキリ
Kazuoclytuslautoides(HAYASHI)
赤西谷のカエデ花上より、毎年少数採集されてい

道谷林道(28exs, 1982‑Ⅵ‑27)
赤西谷(1ex, 1982‑Ⅵ−20花岡）

⑬シロオビカミキリ

P.albicinctusBATES

ブドウ類のツル上に、次種と共に見られる。分布

る。

は広い。

赤西谷(1ex, 1981‑V‑9)
" (2exs, 1982‑V‑9.花岡）

赤西谷(6exs, 1980‑Ⅵ−8)

⑬シラケトラカミキリClytusmelaenus(BATES)

横行谷(3exs, 1980‑Ⅵ−1)

⑭アカネカミキリ

各谷に広く分布する。

P.maaki (KRAATZ)

赤西谷(3exs, 1980‑Ⅵ‑15)
戸倉峠(3exs, 1982‑V‑23)

赤西谷(4exs, 1980‑Ⅵ−8.2exs,1980‑Ⅵ−15.
15exs, 1982‑V‑17)

⑮キンケトラカミキリ

⑮トラフカミキリ
Xylotrechuschinensis(CHEVROLAT)

C・aulipilis(BATES)

赤西谷に多く見られ、ケヤキ材上やカエデ花上に
見られる。

クワの古木上に見られ、特に道谷林道に多い。

道谷林道(7exs, 1980‑Ⅶ‑20.4exs,1982‑Ⅷ−8)

赤西谷(26exs, 1980‑Ⅵ‑11. 5exs, 1982‑V−9)
⑯キスジトラカミキリ

横行谷(6exs,1982‑Ⅷ−8)

Cyrtoclytuscaproides(BATES)

⑯ヤノトラカミキリ X・ yanoiGRESSITT
氷の山附近で見られる。少ない種である。
横行谷(1ex, 1980‑Ⅸ‑28)集材所のエノキに飛
来した。同地で相坂氏は、材上で死体の本種を得

広く分布する普通種。

赤西谷(13exs, 1979‑Ⅶ‑15)
道谷林道(5exs, 1979‑Ⅶ‑22)
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横行谷(2exs, 1980‑V‑4)

￨⑰ｱｶﾈｷｽジﾄﾗｶﾐｷﾘ

C.monticallisusKOMIYA

｜ 小宮次郎氏により記載されたﾄﾗｶﾐｷﾘの新種
，

｜

R.diminuta(BATES)

いずれの谷でも分布し、カエデ花上やケヤキ枯枝

で、鳥取県の高鉢山で那須、山治、両氏により発

上に多数見られる。

見された。兵庫県でも氷の山坂の谷林道で細川光

赤西谷(2exs, 1980‑Ⅵ−15. 7exs, 1981‑V‑7℃

‑28に羽化に成功されている。大阪市在住の大平

横行谷(3exs, 1980‑V‑4)

｜ 幸氏により､同地採集のｴゾﾋﾉｷより1980‑Ⅳ
氏が報告されている。

15exs, 1982‑V‑23)

⑩トゲヒゲトラカミキリ
Demonaxtransilis(BATES)

⑬アカネトラカミキリ
BrachyclytussingularisKRAATZ

i⑲

⑯ヒメクロトラカミキリ

各谷に広く分布し、発生期間も非常に長い。

赤西谷(10exs, 1979‑Ⅶ‑22)
横行谷(5exs, 1980‑Ⅶ−6)

⑯シロトラカミキリ
ParaclytusexcultusBATES
各谷のカエデ花より普通に採集される。

非常に少ない種で、当地区で採集されている個体
も数個体のみと思われる。

赤西谷(5exs,1982‑V‑9.6exs,'82‑Ⅵ−6)
坂の谷(5exs, 1982‑V‑23)

⑲アカジマトラカミキリ

氷の山(lex, 1972‑Ⅵ−11遊磨）
赤西谷(1ex, 1982‑Ⅵ−6 三木）
⑩クロトラカミキリ

AnaglyptusbellusMAI､SUMURAetMATSUSHITA

横行谷でケヤキ大木の伐採木で多数採集した事が
あるし、附近の草花上でも採集出来た。赤西谷で

Chlorophorusdiadema(MOTSCHULSKY)

は、 1978年に高橋寿郎氏が採集され発表されてい

subsp.kurotoraHAYASHI

る。尚、赤西谷で本年9月より10月に、かなり発

当地区では稀な種である。

生し、採集されている。

赤西谷(1ex, 1971‑Ⅷ−8黒田祐‑)の記録があ

⑭マツシタトラカミキリ

る。

A.matsushitaiHAYASHI

⑩エグリトラカミキリ

氷の山周辺でのみ見られ個体数は少ない。氷の山

C. japonicus(CHEVROLAT)
普通種で各谷に広く分布する。

で高橋匡氏が採集されている。その他、坂の谷で

赤西谷(5exs, 1979‑Ⅵ‑15)

されている。筆者もlex,戸倉峠で1981‑X‑11

⑫トウキョウトラカミキリ

2exs,赤西谷で1ex,黒田祐一氏が採集、報告

C・yedoensis(KANO)

に広葉樹の伐採木上で得ている。時期的に非常に

非常に少ない種と思われる。

遅い記録である。

三室山(1ex, 1971‑V‑2.畑中）の記録が有る。

⑬キイロトラカミキリ

⑭トガリバアカネトラカミキリ

C.notabilis(PASCOE)

A・niponensisBATES

普通種で各谷の道路添の薪上より、多数発生して

赤西谷でのみ見られた。

いる。

赤西谷(1ex, 1982‑V‑23. 2exs, '82‑Ⅵ−6)

赤西谷(5exs, 1980‑Ⅵ‑22)
⑲フタオビミドリトラカミキリ

その他、同行の相坂氏、吉田氏、花岡氏も採集さ
れている。

C.muscosus(BATES)

⑫キオビトラカミキリ(スギノアカネトラカミキリ）

暖地性の種で、当地区では、各谷に広く分布して

A･ subfasciatusPIC

いる。

あまり多くないが、広く分布している。全体の色
彩の個体変異がいちじるしく、面白い。

赤西谷(3exs, 1979‑Ⅶ−29.3exs,'79‑Ⅷ‑19)
横行谷(15exs, 1981‑Ⅶ‑20)

⑯ホソトラカミキリ

赤西谷(3exs,1982‑V‑23.2exs,1982‑Ⅵ−6)

Rhaphumaxenisca(BATES)

横行谷(1ex, 1980‑V−4)
⑬ホタルカミキリ DerethoracicaWHITE

広く分布している。

赤西谷(3exs, 1982‑V‑9)

広く分布し、各谷で普通に見られ､個体数も多い。

−19−

一

一一

てんとうむし160

1982． NQ8

赤西谷(8exs,1980‑Ⅵ‑22)

赤西谷(2exs, 1980‑Ⅶ‑20)
音水谷(3exs, 1981‑Ⅸ−6)

横行谷(5exs, 1979‑V−4)

⑭ベニカミキリ

坂の谷(1x, 1981‑Ⅷ‑23)

PurpuricenustemminCkii(GUEmN‑MENEVILLE)

横行谷(4exs, 1980‑Ⅶ‑27)

⑫シナノクロフカミキリ
Asaperdaagapanthina(BATES)

平地、低山地の種で、 5月末より6月下旬によく
見られ、 クリの花上に多いが、当地域では、あま
り採集されていない。

各谷のサワグルミの伐採枝上で見られる。

音水谷(1ex, 1976‑V‑23相坂）

赤西谷(1ex, 1981‑Ⅵ−23． lex, 1980‑Ⅵ−28.

⑮へリグロベニカミキリ

4exs, 1981‑Ⅶ‑12)

P・ spectabilisMOTSCHULSKY

⑬キクスイモドキカミキリ

当地では前種より、よく採集され、広く分布して

広く分布している普通種

いるも

赤西谷(4exs, 1979‑Ⅵ‑10)･ '
音水谷(2exs,:1981‑Ⅶ‑12)

赤西谷(2exs, 1980‑Ⅶ−11． 2exs,1982‑V‑23)

⑭コブスジサビカミキリ
Atimurajaponica(BATES)

⑬タキグチモモブトホソカミキリ
CleomenestakiguchiiOHBAYASHI
暖剛生の種で、赤西谷で採集されているが、稀種

あまり採集されていない。

である。

赤西谷(1ex, 1979‑Ⅶ‑15)

⑮クビジロカミキリ
Xylariopsismimica(BATES)

赤西谷(1ex, 1970‑Ⅶ−26． 8exs, 1971‑Ⅶ‑25.
黒田祐一）

少ない種で赤西谷でのみ採集されている。

赤西谷(3exs, 1971‑Ⅶ18畑中）

赤西谷(1ex, 1980‑Ⅳ‑13)

Ⅶフトカミキリ亜科I.amiinae

" (2exs, 1980‑Ⅵ−21渡辺昭彦）
" (1ex, 1980‑Ⅶ一5 那須敏）
又、同地のツルウメモドキ枯枝より山地治氏が同
年7月〜9月に多数羽化脱出させている。
⑯クリチビカミキリ
SybrasakamotoikuriOHBAYASHIetHAYASHI

⑫シロオビゴマフカミキリ
Fhlsomesosellagracilior(BATES)
分布広<、各谷の粗朶の叩き網で得られる。

赤西谷(1ex, 1982‑Ⅶ−8)
音水谷(1ex, 1981‑Ⅷ‑23)

⑱ゴマフカミキリ・
Mesosamyopsjaponica(BATES)

小型種の為かあまり採集されていない。

氷の山(1ex, 1972‑Ⅵ−21遊磨. 3exs,1973‑

各谷に広く分布している。普通種である。発生期

Ⅶ−7遊磨、大倉）の記録がある。

間もだらだらと長い。

・

A.rufipes(BATES)

赤西谷(2exs, 1979‑Ⅶ‑15)
音水谷(1ex, 1981‑Ⅶ‑12)

③アヤモンチビカミキリ S・ ordinataBATES
暖地の沿海性の種で当地区で発見されているが稀

横行谷(2exs, 1980‑Ⅵ−1)

種である。氷の山で高橋匡氏が採集されている。

⑳キボシチビカミキリ

⑭ウスアオゴマフカミキリ （タテスジゴマフカミキ
リ) M. senilis(BATES)

S･ flavomaculataBREUNING

三木市の高橋久夫氏の私信によると1981‑Ⅲ−21
に赤西谷より持ち帰ったモミの古材より同年5月
22日羽化脱出したとの事である。その他、同谷で
岡山県の那須氏が(1芋， 1979‑Ⅵ−8羽化)の報

いずれの谷でも普通に採集されている。

赤西谷(2exs, 1982‑Ⅵ−7)

音水谷(2exs, 1982‑Ⅶ‑18)
坂の谷(2exS, 1981‑Ⅷ‑23)

告をされている。少ない種と思われる。

横行谷(1ex, 1980‑Ⅶ‑27)

⑲ハスオビヒゲナガカミキリ
Cleptometopusbimaculatus(BATES)

③ナガゴマフカミキリM・ longipennis(BATES)
最普通種で各谷に見られ、出現期も長い。

叩き網等で採集されているが、少ない。

赤西谷(3exs,1980‑Ⅶ‑20)

三室山(1ex,1973‑Ⅶ−5大倉． lex, 1973‑Ⅶ−

横行谷(3exs, 1980‑Ⅶ‑27)

③カタジロゴマフカミキリ

8畑中）等の記録報告がある。

M・hirsuta(BATES)

⑩ドウボツカミキリ

各谷に広く分布し、広葉樹の薪などで見られる。
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Pseudocalamobiusjaponicus(BATES)
個体数は多くないが、各谷で見られる。

赤西谷(1ex, 1982‑Ⅵ−20. 1ex, 1982‑Ⅶ‑18)
坂の谷(1ex, 1982‑V‑23相坂）
⑩マルモンサビカミキリ

赤西谷(1ex, 1979‑Ⅶ‑15)
氷の山で高橋寿郎氏が採集、報告されている。

分布広<、各谷に産するが、個体数は多くない。

しかし赤西谷で1981年と'82年にトチノキの伐採木

P・ leiopodina(BATES)

赤西谷(8ex, 1981‑V‑26. 3exs, '81‑Ⅵ−4.
lex, '81‑Ⅵ‑23)

赤西谷(5exs, 1980‑V‑13. 2exs, 1980‑V‑20)

音水谷(1ex, 1981‑Ⅶ‑11)

⑬クリサビカミキリ

横行谷(1ex, 1980‑V‑18． lex, '80‑Ⅶ−20.

P・ castaneivoraOHBAYASHIetHAYASHI

稀な種であまり記録がない。

lex, '80‑Ⅷ−3)

⑫イタヤカミキリ

音水谷(6exs, 1981‑Ⅶ‑19)
氷の山(3exs, 1973‑Ⅵ‑25. lex, 1973‑Ⅶ−7

Mecynippuspubicornis(BATES)
少ない。音水谷のヤナギ生木上で交尾中を発見し

遊磨）の報告がある。

たが下草に落下し、

Rzonata(BATES)

各谷に広く分布する種で個体数も多い。

赤西谷(5exs, 1979‑Ⅵ‑10.3exs, 1981‑Ⅶ‑12)
音水谷(3exs, 1981‑Ⅶ‑12)

⑮シロオビサビカミキリ （エゾサビカミキリ）

1旱のみ採集出来た。

音水谷(1ex, 1981‑Ⅷ−2)
⑬ヒゲナガカミキリ
Monochamusgrandis(WATERHOUSE)
広く分布していると思われるが個体数は少ないよ
うだ。

P・ japonicaBREUNING

当地区では同属中少ないものである。
赤西谷(2exs, 1979‑Ⅵ‑10)
音水谷(2exs, 1981‑Ⅶ‑11)
⑯トガリシロオビサビカミキリ

音水谷(1ex, 1981‑Ⅸ‑13)

引原ダム(1ex, 1982‑Ⅸ‑18)
赤西谷でも発見したが下草に隠れ見失しなった。
82年に赤西谷土場でかなり採集されている様子。

⑧マツノマダラカミキリM・alternatus(HOPE)

P・ caudata(BATES)

低山地に普通の本種も当地区では少ない。氷の山
で高橋匡氏が採集され報告されている。
⑮ヒメヒゲナガカミキリ

広く分布する普通種で、発生期間も長い。灯火に
もよく飛来する。

赤西谷(9exs, 1979‑Ⅶ−9)
音水谷(7exs, 1980‑Ⅶ‑10)
⑩アトモンサビカミキリ

M・ subfasciatus(BATES)
普通種で各谷共、広く分布している。

赤西谷(4exs, 1979‑Ⅷ‑19)

P.granulatus(MOTSCHULSKY)
普通種で各谷に見られる。

音水谷(6exs, 1980‑Ⅷ−3)
横行谷(4exs,1980‑Ⅶ‑27)
⑯ゴマダラカミキリ

赤西谷(4exs, 1979‑Ⅵ‑10)
音水谷(5exs, 1979‑Ⅵ‑17)
横行谷(8exs, 1980‑V‑18)

⑲ナカジロサビカミキリ

⑥ヒメコブヤハズカミキリ
Parechthistatusgibber(BATES)

上で多数得られた。

広く分布する普通種。粗朶上に見られる。

⑲アトジロサビカミキリ

されている。

③ニイジマチビカミキリ
EgesinabifascianaMATSUSHITA
三室山(7exs, 1973‑Ⅶ−5大倉）の記録がある。

Pterolophiaangusta(BATES)
同属中では少ない種である。

⑩ヒメナガサビカミキリ

NQB

Anoploderamalasiaca(THOMSON)
低地に普通に産するが、当地区ではあまり採集例

Rjugosa(BATES)

を聞かない。

同属中少ない種であるが、分布は広い。
横行谷(1ex, 1982‑Ⅷ−8)
⑲クワサビカミキリ

氷の山(1ex, 1971‑Ⅶ‑16.1ex, '71‑Ⅶ−17辻）
がある。

⑤センノキカミキリ （センノカミキリ）

Mesosellasimiola(BATES)

AcaloleptaluxuriosaBATES

各谷の広葉樹粗朶上で見られるも少ない。
横行谷(1ex, 1981‑V‑30)赤西谷､音水谷でも採集

普通種ではあるが、当地区では個体数は少ない様
だ。
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坂の谷(1ex, 1980‑Ⅶ−27小倉. lex, 1982‑V

音水谷(1ex, 1981‑Ⅸ−6.3exs,'81‑Ⅸ‑13)

−23相坂）の記録がある。

⑳ビロウドカミキリ
Acaloleptafraudatorix(BATES)

⑰シロスジカミキリ
Batoceralineolata(CHEVROLAT)

各谷に広く分布し、個体数も多い。

低山地の普通種であるが当地ではあまり採集記録

赤西谷(3exs, 1979‑Ⅷ−5)

音水谷(2exs, 1981‑Ⅶ‑19)

がない。

坂の谷(3exs, 1981‑Ⅶ‑27)

引原ダム(lex, 1981‑Ⅶ−10相坂）ダムの灯火に
飛来したらしい。

⑲ウグイスビロウドカミキリ
A・ olivacea(BREUNING)

⑬ヒゲナガゴマフカミキリ
Palimna liturata(BATES)

次種の1型と思われるが、今回別種として記した。

各谷の伐採木上で普通に見られる。特に坂の谷に

赤西谷(1ex, 1980‑Ⅵ−8.1ex, '80‑Ⅷ−3)

多産する。

坂の谷(2exs, 1981‑Ⅸ‑13)

赤西谷(3exs, 1980‑Ⅶ−3)

⑥ニセビロウドカミキリA・sejuncta(BATES)

音水谷(2exs, 1981‑Ⅸ‑13)
坂の谷(8exs, 1981‑Ⅶ−26.6exs,'81‑Ⅷ‑23)

ビロウドカミキリよりは個体数は少ないけれど、
各谷に広く分布する普通種である。

⑬セミスジコブヒゲカミキリ
Rhodopinalewisii (BATES)
当地区で少数採集されているも、少ない種。
氷の山(1ex, 1973‑Ⅵ−23大倉）

赤西谷(2exs, 1980‑Ⅸ‑14)
音水谷(2exs, 1981‑Ⅸ‑13)
横行谷(2exs, 1980‑Ⅷ−3)

⑥ヒメビロウドカミキリ

A.degenera(BATES)

鉢伏山頂で北山昭、渡辺一雄両氏により、 1979年

三室山(1ex, 1973‑Ⅶ−5大倉）

8月25日に採集され報告されている。

ある。筆者も当地区で未採集であるが、佐用郡内
で採集のサクラ古木より羽化脱出させた経験があ

⑫ヤハズカミキリ
Uraechabimaculata(THOMSON)

る。

⑩ムネホシシロカミキリ
OlenecamptusclarusPASCOB
氷の山周辺で採集されている。クワの木で発生し

広く分布するがあまり数は多くない。

音水谷(1ex, 1981‑Ⅸ‑13)
坂の谷(1ex, 1981‑Ⅷ−2)

ているので、各谷で採集されると思われる。

横行谷(1ex, 1980‑Ⅷ−3)

氷の山(1956‑Ⅶ−27高橋寿郎)の記録がある。
その他関宮町福定で小倉氏が1980年8月7日採集

⑬ヨコヤマヒゲナガカミキリ
Dolichoprosopusyokoyamai (GRESSITT)

されている。

ブナ帯に現われる稀種で氷の山で高橋匡氏が採集

⑪タカサゴシロカミキリ

されている。

0. formosanusPIC

各谷に広く分布し、個体数も多い。

⑬チャボヒゲナガカミキリ
Xenicotelapardalina(BATES)

赤西谷(15exs,1979‑Ⅶ‑15.8exs,1980‑Ⅵ‑15)
音水谷(3exs, 1981‑Ⅶ‑11)特に赤西谷に多産す

あまり多くない。

る様だ。1981年3月同地よ'り持ち帰ったサワグル
ミ材より5月から6月に多数羽化脱出した。

赤西谷(1ex, 1980‑Ⅶ‑12)

⑮キポシカミキリ

の記録報告が

Psacotheahiralis(PASCOE)

⑫エゾナガヒゲカミキリ

各谷のクワ古木に多産する。氷の山周辺に特に多

JezohammusnubilusMATSUSHITA

い◎

県初記録と思われる。1980年10月に横行谷より持
ち帰った新しい材(アカメガシワ？）より1982年4
月26日より5月12日の間に、多数羽化脱出した。
82年1月20日の材の割出しで10数頭を出したが、
この時、材中には終令幼虫も同時に見られた。詳

赤西谷(1ex, 1979‑Ⅷ−5)
坂の谷(3exs, 1981‑Ⅶ‑27)
横行谷(2exs, 1980‑Ⅶ‑20)
⑳クリイロシラホシカミキリ
Nanohammusrufescens(BATES)

細な事項は別の機会に述べる事にする。

少ない種である。氷の山周辺でのみ採集されてい

⑬ヒウオビアラゲカミキリ
Rhopaloscelisunifasciatus(BLESSIG)

る。

氷の山(1ex, 1972‑Ⅵ−21遊磨）
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分布は広く各谷の粗朶上に見られる。

氷の山周辺のクワより発生している様子、少ない。
氷の山(3exs, 1972‑Ⅶ−9． lex, '72‑Ⅶ−17.

赤西谷(7exs,1980‑V‑13)
音水谷(5exs, 1982‑Ⅵ‑20)
⑭フタオビアラゲカミキリ

2exs, '72‑Ⅷ−3． lex, '72‑Ⅷ−10辻）

R・maculatus (BATES)

音水谷のサワグルミ枯枝上で見られた。
音水谷(4exs,1981‑Ⅶ−11.2exs,1982‑Ⅵ‑20)
⑯ジュウジクロカミキリ
Clytosemiapulchra(BATES)
少ない種と思われる。

氷の山(4exs, 1972‑Ⅵ‑10遊磨）
" (1ex, 1972‑Ⅵ−11遊磨）
⑯カッコウカミキリ

関宮町福定(1980‑Ⅷ−7小倉）の記録がある。
⑭シロオビチビカミキリ
Sybrodibomasubfasciata(BATES)
各谷に広く分布し、個体数も多い。

音水谷(14exs, 1981‑Ⅶ−19. 10exs, 1982‑Ⅷ一
22）

⑮ネジロカミキリ
Pogonocherusseminiveus(BATES)
氷の山で少数採集されているらしい。

⑳ゴイシモモブトカミキリ

Miccolamiacleroides(BATES)

Callapoecusquttatus(BATES)

各谷で少数採集されている様だ。広く分布してい

少ない種である。

る力棡体数は少ない。

音水谷(1ex, 1982‑Ⅷ−8)

赤西谷(1ex, 1982‑V‑23)
音水谷(lex, 1970‑V‑17黒田祐‑)の記録があ

Ⅶ−22畑中）の記録がある。

その他三室山(2exs, 1972‑Ⅷ−6.4exs,1973‑

る。

⑰チビコブカミキリ

⑰スジマダラモモブトカミキリ （ヒゲナガモモブト
カミキリ) Acanthocinusgriseus(FABRICIUS)

M・verrucosa(BATES)

氷の山で高橋寿郎氏が採集され報告されている。

氷の山で高橋匡氏が採集されている。普通種であ

少ない種と思われる。

るが当地区では少ない。

⑱クリイロチビケブカカミキリ

⑬ナカバヤシモモブトカミキリ

Terinaeaatrofusca(BATES)

稀種。氷の山(1ex, 1972‑Ⅵ−21遊磨)の記録が
有る。

⑬ゴマダラモモブトカミキリ

⑭ホソヒゲケブカカミキリ

L・ stillatus (BATES)
各谷に広く分布し、粗朶上に見られる。あまり多

Eupogoniopsistenuicornis(BATES)
この種も非常にめずらしい種である。

くない。

赤西谷（13， 1980−Ⅵ−21山地)の記録報告が
ある。

③クモノスモンサビカミキリ

赤西谷(2exs, 1980‑Ⅷ−3. 1ex, 1982‑Ⅵ‑19)
音水谷(1ex, 1981‑Ⅶ−19. 5exs, 1982‑Ⅶ‑18)
横行谷(1ex, 1980‑Ⅵ−1)

Graphidessavenata(BATES)

⑪トゲバカミキリ

あまり多くないが各谷に分布している。枯枝上や
粗朶上に少数見られる。筆者は1982年8月22日音
水谷で発見するも見逃がしてしまった。赤西谷で

Eryssamenasaperdina(BATES)
広く分布し各谷に普通に産する。広葉樹の伐採木
上によく見られる。

高橋寿郎氏が採集されている。
⑪ハイイロツツクビカミキリ

赤西谷(2exs, 1980‑Ⅷ−3)
音水谷(1ex, 1980‑Ⅶ−19.3exs,1982‑Ⅶ‑18)
横行谷(2exs,1980‑Ⅶ−27.2exs,1982‑Ⅷ−8)
⑨ケシカミキリ Miaeniatonsa(BATES)
氷の山(7exs, 1973‑Ⅶ−25遊磨）の記録がある。
⑫クロオビトゲムネカミキリ

Cylindillagrisescens(BATES)
氷の山でのみ少数採集されている。

氷の山(1ex, 1972‑Ⅵ−19． 2exs, '72‑Ⅵ−21
遊磨）

⑫ドイカミキリ

Leiopusquttatus(BATES)
稀種、氷の山で高橋匡氏が採集されている。

Doiusdivaricatus(BATES)

EstoliopsfasciatusMATSUSHITA

各谷で見られるも少ない。

暖地性の種で当地区で採集されているのは驚異で

音水谷(1ex, 1981‑Ⅵ−23. 1ex, 1982‑Ⅷ‑22)

ある。

⑬キバネアラゲカミキリ

氷の山(1ex, 1956‑Ⅶ−27高橋寿郎)の貴重な記
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ParaeutetraPhae)dmia(BATES)

録がある。

少ない種である。

⑬ガロアケシカミキリ
Exocentrusgalloisi (MATSUSHITA)

赤西谷(1ex, 1980‑Ⅵ‑22)又、同地でlex,1980
−Ⅵ−8に相坂氏も採集されている。

各谷で採集されているが個体数は少ない。

⑳ニセシラホシカミキリ （ダイセンカミキリ）

赤西谷(2exs, 1980‑Ⅶ‑20)
坂の谷(2exs, 1971‑Ⅶ−11黒田祐‑)
氷の山(2exs, 1971‑Ⅶ−18辻）

P. simulans(BATES)
分布は広いがあまり多くない。

赤西谷(1ex, 1981‑Ⅵ‑28)
音水谷(2exs, 1982‑Ⅶ‑18)

⑬キッコウモンケシカミキリ
E・ testudineus(MATSUSHITA)

坂の谷(1ex, 1971‑Ⅷ−4 黒田祐‑)
⑳トウキョウキモンカミキリ （オニグルミノキヨン
カミキリ) Menesiaflavotecta(HEYDEN)

分布は広く各谷の広葉樹の細枯枝上に見られる。
赤西谷(1ex, 1980‑V−13. 1ex, '80‑Ⅶ‑20)
横行谷(1ex, 1980‑V‑25)

あまり多くないが、各谷に広く分布している。サ
ワグルミ材より羽化させた事がある。

⑮アトモンマルケシカミキリ
E・ lineatus (BATES)
この種も前種同様、同じ環境に見られる。

赤西谷(1ex, 1980‑Ⅶ−20.2exs,1982‑Ⅵ‑19)

赤西谷(1ex, 1979‑Ⅷ−19． 2exs, 1980‑Ⅶ‑20)

横行谷(2exs, 1980‑Ⅶ‑27)

⑳クモガタケシカミキリ

⑳キモンカミキリ

E. fasciolatus(BATES)

赤西谷(1ex, 1979‑Ⅷ‑19)
音水谷(1ex, 1982‑Ⅵ‑27)
氷の山で1973年6月に遊磨、大倉両氏により、 ク

⑳カスガキモンカミキリ

ワ材より多数羽化脱出に成功されている。又、三

IParamenesiakasugensis(SEKIetKOBAYASHI)

室山(1ex, 1973‑Ⅶ−18大倉）の記録がある。

個体数は少ないが、各谷に広く分布している。

⑰シラオビゴマフケシカミキリ
E・guttulatus(BATES)

赤西谷(1ex, 1982‑Ⅵ−6花岡）

音水谷(3exs, 1981‑Ⅶ−19. 1ex, 1982‑Ⅶ‑18)

クワの細枯枝上によく見られ、各谷に分布してい

坂の谷(1ex, 1981‑Ⅶ−26相坂）

ると思われる。

⑳ハンノキカミキリ

赤西谷(1ex, 1979‑Ⅶ‑15)

Cagosimasanguinolenta(THOMSON)

横行谷(6exs, 1980‑Ⅶ‑27)

氷の山で採集記録がある。当地では筆者は未採集

⑳ムネモンヤツボシカミキリ
Saperdatetrastigma(BATES)

である。

⑳ラミーカミキリ随ragleneafortuneiSAUNDERS

少ない種と思われる。分布は広い。

普通種で各谷共広く分布している。

赤西谷(1ex, 1982‑Ⅵ‑13)

音水谷(1ex, 1982‑Ⅵ‑13) ツル性植物の葉上で
発見した。又同地で1970‑V‑31．黒田祐一氏の
記録報告がある。
〜

氷の山(1ex, 1973‑Ⅶ−17辻）

⑲ヤツメカミキリ

M.sulphurata(GEBLER)

最も普通に産し、各谷共、多産する。サワグルミ
材より多数羽化脱出させた経験がある。
赤西谷(11exs, 1980‑Ⅵ‑15)
音水谷(2exs, 1981‑Ⅶ‑27)

前2種と同環境に見られ各谷に広く分布している。

もある。

EutetraPhaocelota(BATES)

広く分布する力咽体数は多くない。

赤西谷(1ex, 1979‑Ⅶ‑15)
音水谷(1ex, 1979‑Ⅷ‑19)

横行谷(2exs, 1980‑Ⅶ‑27)

⑳ハンノアオカミキリ

E.chrysocmoris(BATES)

赤西谷(2exs, 1979‑Ⅷ−5)
音水谷(2exs, 1981‑Ⅶ‑19)
横行谷(2exs, 1980‑Ⅶ‑27)
⑳アサカミキリ
Thyestillagebleri (FALDERMANN)
アサの栽培禁止で全国的に個体数は激減した。当
地区の記録も古い記録で中根猛彦氏等の採集記録
がある。筆者も数十年前の峰山産の個体があるの
みで、当地区では全滅したのではないかとも思わ
れる。

⑳シラホシカミキリ

普通種で6月〜8月各谷に広く分布する。

Glenearelicta(PASCOE)

各谷に広く分布し、 6月〜8月多数見られる。
赤西谷(3exs, 1981‑Ⅵ‑23)

赤西谷(3exs,1979‑Ⅵ‑15.5exs, 1980‑Ⅵ−8)
⑳フチグロヤツボシカミキリ

−24−

