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天 城 山 お よ び そ の 近 傍 の カ ミ キ リ
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Longicorn beetles of the Alnagi Mountains

and their vicinities

Keiichi KusAMA*

I 緒

筆者が始めて天城山に採集に入ったのは未だ中学生であった1940年で,湯ヶ島から八丁池まで歩いて往復

したが,当時は,今とは全く異なり,全山うっそうたる大森林に覆われ「昼なお暗き」と言った感じに圧倒

されるような思いであった。当時の記録を見ると,「東海道本線三島駅より電車39分 (現在は30分)で修善

寺駅,運賃56銭 (現在150円 )。 修善寺駅よリバス40分 (現在24分)で湯ケ島,バス代60銭 (現在180円 )」

と書かれてある。

話によるとこの天城山一帯は戦前は宮内庁に所属する御用林であったとか聞いていたが,そのためか非常

に自然が良く保たれていた。ところが戦後に林野庁に御下賜になるや,こ れらの原生林は伐採に次ぐ伐採で

現在の惨状を呈するに至った。

我々が天城山を調べ
ちPと

思い立った動機は,故新村太朗氏が1940年 7月 5日 ,愛鷹山で採集した トガリ

バネホソコバネカミキリ (以下この文では和名中のカミキリなる語は略す)が地理的に近い天城山でも採集
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たい,と 言う事も含んでいた。

毎年毎年何回も天城山に採集に入り,前者の種は最初の年から数えて19年目に発見‖
)一

つの目的は達せ ら

れたが,後の方の種は末だ採集されていない。

今 日まで25年間に天城山で採集された珍らしいカミキリ
ま

しては,天城山が原産地として発表された新種

アマギカラカネハナP新亜種のアマギキベリクロヒメハナがあり,また原記載以来最初の種としてはヘリグ
ロホソハナ, トゲムネアラゲや本州未記録種としてここで記録されたものとしてはクモノスモンサビがあ

る。その他採集時においては非常に稀種であったヒラヤマコブ′ヽナ,カ エデノヘリグロハナ, ヒゲナガヒメ

ルリ,セ ダカコブヤノ`ズなどがあげられる。

カミキリ以外の甲虫で天城山を原産地として発表された新種はカミキリモ ドキ科のカトゥカミキリモ ドキ

CC″λιοιλ
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 力α″οゲ KONO)な どがあり,原記載以来始めてのものとして ミスジナガクチキムシ,18
00年代以来約90年間記録のなかつたコモンチビオオキノコムシなどがある。その他キンオビ′ヽナノミ,ク チ

キクシヒゲムシ,ォォヒラタハナムグリ,十七ホシハナムグリなど珍らしい甲虫が多数採集されている。

工 採

最近に我々のグループで天城山にカミキリの採集に入ったのは1948年で,当時湘南高校の生物研究部に属

していた後輩の高校生小比賀正敬氏 (現在慶応大学 。生物学教室教授)が中心となり,生物部の研究課題と

して数名が水生地附近で採集を行った。翌年も同様な採集が行われたが,1950年から3年間は大学生になっ

た小比賀氏が,下田の臨海実験所に行かれた際,実習の余暇やその往復を利用しては一人で数回天城山での

採集を行った。この 5年間は天城山のカミキリ調査の第一期という事が出来る。

1953年 6月 14日 ,小比賀氏と筆者と2人で水生地にテントを張った。その夕方にここに小屋を持ち,材木

の運搬にたづさわつていられた高木隆氏がテントの所に来られて,「このテントよりはまだ私達の小屋の方
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が寝やすいだろう」と彼と実姉 うめ氏の住む小屋の来るようにさそつて下さつた。丁度この頃水生地附近の

原生林の大伐採が始まっていた。1955年 まではこの水生地の高木氏の小屋を根拠地 として,約 15回 の採集行

が春から夏の季節に行われた。また高木氏自身も伐採された材木の運搬を行っておられた関係で,熱心にカ

ミキリの採集にも力をそそがれ,こ の附近で約 115種 のカミキリが採集された。この1953年～55年の3年間

はまさに水生地時代と言うに相応しく,こ の時代を第二期という事が出来る。

1956年 ,高木氏が湯ケ島新田 (浄蓮ノ滝の近く)に移転された時から始まり,1958年 9月 ,狩野川台風で

好採集地が破壊されるまでの3年間が第二期で,大川端時代とも言えるであろう。この発端は1954年 5月 2

日露木繁雄氏による大川端のカエデの花上からカエデノヘリグロハナの採集であり,5月 上旬のいわゆるゴ

ールデンウイークは大川端で,と いうのが1961年頃まで続いたが,最盛期は1956年で湯ケ島新田の故伊藤嘉

六の家に約20名京浜地区の虫屋が泊めて載き,大川端を中心として天城山一帯で採集を行ない非常な成果を
3)

収めた。1957年にちようど10年間のカミキリの採集記録を発表したが,そ の後はこの報告まで天城山や伊豆

半島の纏まつた報告は発表されていない。

1959年から62年の間の第四期は沈滞期で,八巻林道 (現在の天城峠からのハイキングコース)か ら下の原

生林は藤ケ沢径路附近を残しほとんど伐採されてしまい,狩野川沿いにわづかに残されていた好採集地も

狩野りII台風で破壊全滅してしまつた。さらに不幸なことに,当時湯ケ島近くの大滝に転居されていた高木氏

の家が,こ の台風での土砂崩壊で跡片も無く流されてしまい,彼が採集し所蔵されていた多数の天城山のカ

ミキリの標本も同時に全部紛失してしまつた。この頃奥多摩や奥日光その他に好採集地がぞくぞくと発見さ

れ,そ れらの地域のカミキリ相の調査に大部分の人が行つていたことと,筆者や小比賀氏がアメリカに留学

し数年間日本に居なかったこと等が相和して天城山に採集に入る人は激減した。

1963年 に湯ケ島町大滝の高木,栗田両氏の標本中に1962年猫越でアカジマトラの採集されていることが判

り,再び猫越を中心として伊豆半島に入る人が増して来た。

1966年は天城山の再認識の年であり,2つ の注目すべき発見があつた。 1つ は中村俊彦,都山信夫両氏が

][:勇見し兌言1夕暑∬:il弊涯菅墨賃[条::II【 FittfT警集l♀具」i31:矢 )fιゞ彙

`属

::ニガ‡

月がかかつた事になる。この寄主植物の判明により天城山中からタンナサワフタギの枯木や枯枝を採取して

来ると,多数の本種が羽化する。どうして今までこんなに沢山羽化する種が採集出来なかつたのか不思議な

くらいである。カミキリなど甲虫の場合には,い くら成虫を沢山採集しても人間が昆虫採集として採る事の

出来る数は,実際に発生している数の数十万分の一に過ぎず,その種が昆虫採集によって絶滅するなどとい

う事は有 り得ないという良い一つの例であろう。

もう一つは木村欣二氏らによる猫越方面での調査がある。猫越方面では猫のひたい程度の小地域ではある

が,営林署が学術用として原生林の一部を残して下さつた。翌1967年に ここで本州では紀伊半島など 1,2の
7)

採集記録しかなかつたタキグチモモブトホソやクロオビトゲムネなど暖地性の種が産することが判明した。

この地域がせめて現在の十倍位の規模の林として残されていたら,ど んなにすばらしい事であつたろうか

と残念に思う。

これらの発見により刺載されて再び天城山に入る人が多くなつたが,かっての好採集地の大川端は新天城

トンネルの工事のために全滅してしまい,水生地も昔日の面影はなく,遠笠山付近はゴルフ場となつてしま

った。採集地としては猫越の前述の樫山か,国立公園の特別保護地区に指定あれたのでかろうじて残った万

二郎岳から西の天城山系の尾根筋ぐらいとなってしまつた。

この貴重な原生林の残った尾根筋に自動車道路を通そうという計画を聞かないではないが,現在残されて

いる所はもはや伐採や道路の開通などによつて破壊しないで欲しいというのが,カ ミキリの研究に関与する

総ての者の願いである。
4～ 6.8)

この報告は第 1表に示した採集行の結果を主とし,こ れに4つ の文献,伊豆在住の高木氏の1953～ 1968年

栗田氏の1962～ 1966年 の採集記録を加えて纏めたものである。これ以外に伊豆の中,高等学校の生物班など

による記録があるが,標本を確認してないので除外した。
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9～ 11.  Ⅶ

3～ 5.  VI

18～ 21.  Ⅶ

9～ 11. Ⅷ

30.   V

l～ 5. Ⅵ

3.  Ⅵ

7～ 8. Ⅵ

l～ 6.  Vl

3.  Ⅵ

3Cl. Ⅵ

4.  Ⅶ

7. Ⅶ

25.    WI

29～ 31.  V

13～ 16.  Ⅵ

9～ 12.  Ⅶ

2～ 3.  V

22～ 26.  V

15～ 19. Ⅷ

31.Ⅶ ～2.Ⅷ

3～ 8. Ⅷ

(9～10.Ⅷ )

28.Ⅳ ～1.V

3～ 5.  V

26～ 30.  V

ll.  Ⅵ

Ⅶ

15～ 21.  Ⅶ

15～ 27. Ⅷ

5～ 10.  Ⅷ

25～ 26. Ⅷ

2～ 5,  V

第 1表 1972年 度 ま で の 採 集 行 の 記 録

者集 主 な 採 集 地

水生地,八巻林道

水生地,八巻林道

水生地,八巻林道

水生地,八巻林道

水生地

下田

水生地

水生地,八巻林道

下田

水生地

水生地

水生地

水生地

水生地

自田,自 田峠

水生地,八巻林道,八丁池,寒天

水生地,八巻林道,八丁池,沼ノ川

大川端,水生地

水生地,八巻林道,八丁池

水生地,八巻林道,八丁池

水生地,八巻林道,八丁池

下田

浄蓮ノ滝,天城嶋 七滝

水生地,八巻林道

大川端,水生地

水生地

水生地

水生地,八巻林道,八丁池

水生地,八巻林道,八丁池

水生地,八巻林道,八丁池,猿山

水生地,八巻林道,八丁池

水生地,八巻林道,八丁池

大川端,水生地,八巻林道

年 1 日

1948

1949

小比賀正敬,新堀豊彦,中村仁,森山昌英

小比賀,新堀,近藤直行,奥井一満

森可基,新堀,中村仁

小比賀

小比賀

小比賀

小比賀

小比賀

小比賀

小比賀

小比賀

小比賀

小比賀

小比賀

服部仁

小比賀,草間慶一

小比賀,草間

露木繁雄,草間

武下雅文

露木,西川協一

小比賀

小比賀

草間

露木

手束喜洋 草間

武下

露木

山崎秀雄

柴田泰利

淋

琳

草間

草間,露木,手束,服部,山崎,小宮次郎
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第 1表-2

1959

1960

V

Ⅶ

Ⅷ

Ⅳ

W

V

Ⅶ

V

V

Ⅶ

lll

V

Ⅶ

Ⅷ

V

Ⅶ

Ⅷ

V

V

Ⅷ

V

V

Ⅶ

Ⅶ

Ⅷ

Ⅸ

V

V

V

V

Ⅶ

Ⅶ

20～ 21.

7.

27.

10.

3～ 5.

26.

2.

2.

3～ 5.

1.

28.

3.

3.

7～ 8.

1～ 3.

11.

9.

3.

9.

6.

4.

19.

1～ 2.

27-28.

4.

22-24.

3.

31.

2～ 3.

2～ 5.

10.

28-29.

大野正男,養老孟司,木村欣二,鈴木正雄

その他約10名

露木,草間

草間

露木

小比賀

露木,草間

草間

林

小比賀

草間

林

渡辺弘文

小比賀

小比賀

小比賀,露木

中村俊彦 (以下中村と略す)

小比賀,露木,木村,丸岡宏

小比賀,露木

中村

加藤晃

小宮

衣笠恵士

露木

衣笠,河合弘,新井久保,守屋爽一

草間

露木,小官 ,木村

露木,手束,草間

山上明

小比賀

高桑正敏

草間

山上,佐藤勝信

草間

八丁池 ,寒天

水生地,八巻林道,八丁池

水生地

水生地

水生地

奎璽缶
却 |1端 ,八丁池,万三良F岳 ,

大川端,水生地,八巻林道

湯ケ島

大川端,水生地

大川端,水生地,八巻林道

水生地,八巻林道

寒天

大川端,水生地,八巻林道

水生地,八巻林道

水生地,八巻林道,八丁池

大川端,水生地,八巻林道,八丁池

水生地、八巻林道,八丁池

水生地,八巻林道,八丁池

八巻林道、八丁池

浄蓮ノ滝

遠笠山

湯ケ島

大川端,水生地,八巻林道

湯ケ島,大川端,八巻林道

湯ケ島,八巻林道,沼ノ川

万二郎岳,遠笠山

猫越,水生地

大川端,水生地,八巻林道

八巻林道

湯ケ島,八巻林道,八丁池

湯ケ島,刃 ll端,桐山

八丁池,水生地,旧 天城峠,七滝

八巻林道 ,八丁池 ,万三郎岳り与市坂
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第 1表-3

1966

30～ 31.   VI

22.   VⅢ

4.   Ⅸ

4～ 5. Ⅸ

23.  Ⅳ

3～ 5。  V
29.   V

ll～ 12.  II

19.  Ⅵ

26.   VI

30.  Ⅶ

3. Ⅶ

10. Ⅶ

17. Ⅷ

22～ 23. Ⅶ

24～ 26. Ⅷ

7. Ⅷ

27.   IX

l.  X

X

( 17.  Ⅲ)

(19～ 20.Ⅲ )

4.  Ⅳ

28. Ⅳ

l.   V

3.   V

4.  Ⅶ

2. Ⅶ

16.  Ⅷ

18.  Ⅶ

28～ 29.  Ⅶ

6.Ⅷ
7.Ⅷ
6・   Ⅸ

(16～ 17.Ⅲ )

12.   V

l.  VI

20. Ⅵ

6～ 8. Ⅷ

(26～ 27.Ⅲ )

(1～ 3.I)

草間

松本忠之

露木

郡山信夫

高桑

中村,郡山

小比賀

露木,衣笠,中村,草間

小宮

小比賀

小宮

露木,木村,手東,田 中康彦

小宮,木村,手束,日 中

紺

草間

草間

露木,木村

高桑

田中

中村,露木,衣笠

衣笠

露木,衣笠,中村,手束,高桑

衣笠

手束

青木重幸,峰薫

紺

峰

露木,木村

紺

衣笠,玉貫光一

手束,草間

中村

麻 ,   フト材寸

小倉勘二郎

露木,衣笠,中村,手東,待山信吉

林

林

村 寸

山上

草間

鈴木和利 (以上鈴木と略す)

雲見,波勝

天城ロツジ

猫越

八巻林道,八丁池,猫越

大川温泉

力 ll端,八巻林道,八丁池

水生地,八巻林道

八巻林道,八丁池

遠笠山

八巻林道,八丁池

石廊島

遠笠山

遠笠山

遠笠山

野畔,八巻林道,八丁池,自 田

下日,土肥

猫越

猫越

猫越

遠笠山

遠笠山

猫越

遠笠山

八巻林道

八巻林道,八丁池,水生地

遠笠山

八巻林道,八丁池,水生地

猫越

猫越

遠笠山

湯ケ島,七滝,八巻林道

下田

猫越

大室山

湯ケ島,猫越

湯ケ島,猫越

猫越

湯ケ島,猫越

下田

湯ケ島,水生地,八巻林道,八丁池

八巻林道,八丁池,遠笠山
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第 1表-4

4～ 5. V
9.  V

18.    V

15.  Ⅵ

26. Ⅶ

27. Ⅶ

26. IV

30,  V

19.VI～ 4.Ⅶ

5. Ⅶ

10.   WI

19.  Ⅶ

27. Ⅶ

7.  Ⅸ

13.   Ix

15。   Ⅸ

(4～ 6.Ⅲ )

14～ 15。  Ⅳ

9.   V

23.  V

23. V
30.  V

16.   vI

25. Ⅶ

31.  Ⅶ

10～ 11. Ⅷ

(4～ 6.Ⅲ )

(%.Ⅲ )

16.  Ⅳ

23. Ⅳ

4～ 7.  V
ll.  Ⅵ

25.  Ⅵ
3. Ⅶ

26. Ⅶ

30.   Ⅷ

3.   Ix

ll.  I

6～ 10.  Ⅲ
18.  皿

草間

衣笠

木村

木村

小比賀

鈴木

待山

大木裕

山上,米川博道

露木

松本

鈴木,山上

中里幸生

山上,峰

山上,鈴木

rlt,青木小四郎

山上,峰ち田官康臣

山上,峰お田官,池田清彦,堀道雄

高橋勝

高桑

鈴木

露木,木村,大木,上坂幹夫

峰

山上,鈴木,峰

露木,高桑

中札 恵谷桂

山上,鈴木,田宮 池田,堀

手東,草間

斎藤秀生,斎藤秀秋,林良一

草間

小林敏男

松本

山上,鈴木

高桑

山上,鈴木

松本

淋

小田義広,久保田篤男

鈴木

前田光広,藤田宏,伊藤正雄,川田道夫

湯ケ島,大川端,猫越

遠笠山

蓮台寺

石廊峠

遠笠山

天城峠,旧天城峠,猿山

八巻林道L八丁池

大瀬崎

下田

水生地,八巻林道

水生地,寒天林道,八丁池

旧天城峠,猿山,八巻林道,八丁池

水生地,

下田

猫越

猫越口,持越

猫越口,猫越峠

大滝,八丁池,水生地,長九郎山

大滝

水生地,八巻林道

一碧湖

水生地,八巻林道,八丁池

大瀬崎

天城峠,旧天城峠,滑沢漢谷

長九郎山

水生地,八巻林道

八丁池,寒天林道

水生地,八丁池,猫越峠

猫越,寒天林道,八丁池

水生地,八巻林道,八丁池

城ケ崎

官ケ原,波勝,仲木

水生地,八巻林道,寒天林道

天城峠,旧天城嶋 滑沢漢谷

下田須崎

天城峠,1日天城嶋 滑沢漢谷

水生地,八巻林道

猫越峠,仁科峠

下田須崎

下田

下田,遠笠山,万二郎岳

) は成虫の採集を行わず,枯木,枯枝の採取のみ
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Ⅲ 地 形 と主 な採 集 地

伊豆半島の中心部にある山地を天城山と呼んでいるが,かなり広範囲の地域で,狩野川―河津川の線を境

として東西の2山系に分けられる。東部が天城山系で八丁池から遠笠山までlmO′,2位 の高度が続き,最高峰

が万三郎岳の1406πである。西部は猫越山系というが,こ れらは東部より低く最高点が猫越岳の1,034.7π

であるが,1,000π 以上の所はほんの僅かである。我々が今までに採集した地域は海岸地岸を別にすると,

大部分が天城山系と猫越付近である。 (第 1図参照)

伊豆半島を高度,森林の種類およびカミキリの種類などにより4つ に大別して考えるのが便利と思う。即

ち高度の低い方から

1)海岸地帯 (シイータブ林)0～ 200′″

2)暖帯林 (カ シー常緑広葉樹林)2C10～ЮO″ι

3)中間帯林 (モ ミー常緑広葉樹林)∞0～ 1,000″ι

4)温帯林 (ブナーミズナラ林)1,000～ 1,400π

である。この順に各帯の特長,主な採集地の消長やカミキリの種類について述べて見る。

1)海岸地帯 (シイータブ林帯)(標高0～ 2∞ 7″),A帯 と略す。

海岸付近の低地での良い採集地は,シイータブ林の所で,シイ,タ ブノキが主体でその他クス科植物やオ

オバヤシャブシやウバメカシなどが生じている。

この地帯での採集記録の多いのは下田付近で,最初のカミキリの記録は,江戸時代下田に入港したロシヤ

船に乗つていた GASCHKEVICH夫人がこの付近で採集を行ない,その標本を基として Victor de MOTs

CHULSKYが ,1857,1860,1861,1866年 に ″Insectes du Japon″  という表題で4回 にわたつて8新種
12～ 15)

と日本における新分布 1種を発表した,こ れを第 2表に示したが,発表時の学名と現在用いられている和名

も ( )内に合せ記述してある。

鵬嬢　輌
、ヽ

咄

鰤
猥

==バ ス ,=線

第 1図 伊 豆 半 島 中 央 部 の 概 念 図
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第 2図 水 生 地・八 丁 池 付 近 の 地 形 図

第 2表 MOTSCHIJLSKYの 発表 した伊豆 のカ ミキ リ

名  (和   名) 1896

み ο″%sゲ″sα滋′‐Js(ノ コギリ)

R″p″″
`ι

π%s ψισ滋らグ″S(ヘ リグロベニ)

2の″″ιι″Sノ″α″%S(ベニ)

Carο s′ι″αノαン″ι″″′S**(ゴマグラ)

Cα′″″%π %グ炒ι″″ (ヒ メスギ) 1再  録

働ι″″″ οσみπσιοルscグα滋 (ヨ ツスジハナ)

&″4黎′Jα ′ιπ″ιοr22′ S*本

*(ニ
ンフハナ)

C″′′″%π αルοル sιグαιαπ (シ ロオビチビヒラタ)

ル gο″οιλ″容 gttmz″ιαs (ア トモンサビ)

**; 轟『(点肇多薫E繁零里頭馨負恒兌[τl糞嚢じ見[1為名,ツヤハダゴマダラ)で , 日本ま
で分布すると記述されているが,こ れは明らかにゴマダラカミキリの同定間遠である。

18)***) この学名の種は従来はツマグロハナにあてていたが,大林がニンフハナのシノニムとした。タイプ

標本が既に紛失してしまつているので,大林の処理に従 う。

****) 約100年間疑問種であったが,1971年 5月 ,筆者がタイプ標本を調べた結果,BATESのアトモンサ

ビ Praο″αんι″gグル (現在の Rι
“
′ψ力′蘇弓)が本種のシノニムであることが判った。
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1951年以後の筆者の知つている下田での採集記録は,主 として小比賀氏その他の方々による教育大学臨海

実験所付近のものである。下田以外のこの地帯で記録のある所は,海岸線では大瀬崎,石廊崎など。半島内

部では河津ぐらいである。

採集されている主なカミキリは,幼虫の寄生植物がこの地域に多く,かつ趨光性で,灯火に良く飛来する

種が多い。例えばベーツヒラタ (幼虫の寄生植物はシイ, タブノキなど)アオスジ (ネ ムノキ)な どであ

り,またタブノキの新芽を食害するホシベニも河津で採集されている。面白い記録としては石廊崎から採取

したオオバヤシヤブシの枯木よリハスオビヒゲナガが羽化したこと,大瀬崎のムネマグラトラなどがある。

特記すべき種としては下田須崎のハチジヨウウスアヤで, これは伊豆諸島,房総半島で採集されて いたの

で,高桑正敏氏の予言通り,伊豆半島にも産する事が1973年の2月 に証明された。

2)暖帯林 (カ シー常縁広葉樹林帯)(標高約200～ 500″′), B帯 と略す。

バス路線でいうと天城峠の北側で湯ケ島から杉本までの間で,主な採集地は浄蓮の滝,桐山,野畔の営林

署の付近。南側では梨本から宗太郎上 (有料道路への分枝点)ま での地域で,主な採集地は大滝温泉と沼ノ

川付近。猫越山系では官ケ原の記録があるが, この地帯で一番重要な所は猫越の学術保存林の樫山である。

この地帯で主な植物はウラジロガシ,シ ラカシ,ア ラカシなどのカシ類, タブノキ,モ チノキ,サカキな

どの常緑広葉樹。落葉樹ではケヤキ,イ ロハモミジ, コナラ, クリ等の高木が混生し,つ る植物ではフジが

多 く見られる。

上記の如き植物の材や枯木につくカミキリは平地性,暖地性のものが多く,特に猫越の樫山では後述のよ

うに暖地性の珍らしい種が色々と採集されている。普通のタケはこの地帯までで,タ ケに寄生するベニやハ

イイロヤハズが採集される。またクリもこの地帯までで, 6月 中旬から下旬にかけて咲くが, この時期が梅

雨時なので天気の良い日に当ることが少なく,こ の花上での採集品としては,ハススジハナ,真黒なヤツボ

シハナ,カ クムネヒメ′ヽナ,オオヒメハナ,チヤボハナ,キイロトラなどで,余 り興味深い種は残念ながら

今までの所では採れていない。イロハモミジも5月 初めに開花するが, ピックニセハムシハナ,アマギキベ

ツクロヒメハナ以外には珍らしい種は採集されず,同 じ時期に開花するモミ帯のカエデの花とは非常な差が

ある。

この地帯での過去,現在での主な採集地について述べて見る。

(i)浄 蓮 ノ滝付近

1958年頃までは好採集地で,天城山としては珍らしいハネビロハナやヒラヤマコブハナなどが採集され

た。当時は狩野川左岸の山が原生林として残っており,店屋も新月一軒のみで観光客もまばらであった。し

かし最近は滝の付近にわずかに原生林が残るだけであり,多数の観光客相手の数十軒もの店と,広い駐車場

がかっての採集地を占領してしまい,も はや採集は期待出来ない。

(iil 樫     山

現在の好採集地は前にも述べたが猫越の樫山で,学術用保存林とレ`うことなのでしばらくは伐採されるこ

とはないであろうが,も う少し広く残して欲しかった。ここで採集された稀種は, Iの採集行の所で述べた

ようにタキグチモモブトホソ,ク ロオビトゲムネなど暖地性の種である。

0 その他野畔の営林署の宿舎の人口のリヨウブの花にはオオヨツスジハナなど良くカミキリが集まって

おり,こ こでの灯火採集もクロ,ホ ソ,ノ コギリ,ニセノコギリなどが来るので無駄ではない。

天城峠の南側はコナラークリなどの二次林やスギの植林が大部分で好採集地といえる所はない。七滝入口

から沼ノ川の間の地帯で時 採々集を行なったが, 日ぼしい記録は大滝温泉の天城荘の灯火でケブトハナが採

集されたぐらいで,沼ノ川に営林署の貯木場があった時代でも普通種ばかりであつた。

仁科峠の南側もコナラなどの二次林であるが,宮ケ原で昨年 5月 上旬にアマギキベリクロヒメハナやピツ

クニセ′ヽムシハナが採集された。

3)中間帯林 (モ ミ帯)一常緑広葉樹林 (標高約500～ 1,000′′ι),C帯 と略す。 (第 2図参照)

バス道路では大川端―宗太郎間,こ の中主な所は大川端,水生地付近とここから天城 トンネルの間,寒天
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橋付近と寒天林道,八巻林道,天城峠より猿山を経て長九郎山の間の尾根筋,猫越峠付近 などを含む地帯

で,伊豆半島で一番良い採集地であつたし,現在でも良い所が残っている。

この地帯の植物は上部の寒地性の植物と,低地の暖地性の植物が混じっており,木の種類が豊富でしたが

つてカミキリの種類も多 く,天城山の特産種や稀種が採集される。針葉樹としてはモミ,ツ ガ,ヒ ノキが目

につき,ま たスギの植林も多いが,天城山では針葉樹につくカミキリで珍らしい種類は報告されていない。

もう少し標高の高い所の針葉樹からは非常に珍らしいカミキリが多種採集されているが。広葉樹としてはケ

ヤキ,ホオノキ,ヤ マハンノキ,ア カガシ,ミ ズキ,リ ヨウブ,ア カメガシワ,イ ロハモミジ,コ ハウチワ

カエデ等のカエデ類 ,マユミなどがカミキリと関係の深い高木であり,ま た上部のブナ帯ほど多くはない

が,ブナ,ヒ メシャラなども混じっている。

これら植物の倒木や枯木,枯枝から採集されるカミキリは非常に種類が多いが,特筆すべきものとしては

新鮮なケヤキの倒木からのアカジマトラが多数採集されたことであろう。猫越の818″峰の北側斜面,標高

600～ 700′れの所の倒木からで,従来は長野県以外では余 りまとまって多数採集された例は殆んどない。ケヤ

キの倒木は良いカミキリの集合場で,その他キンケトラ,ウ スイロトラなどのトラカミキリ数が多い。重要

な枯木としてはミズキがある。この植物は倒れて枯れてしまい葉が 1枚もなくても,小枝の先が円まつてい

る特徴があるのでミズキと判定出来る。クモノスモンサビ, ドイ,ヒ トオビアラゲ,フ タオビアラゲ,フ タ

モンアラゲなどのフトカミキリ類や,アマギカラカネハナ,ヒ ナルリハナなどの′ヽナカミキリ類もこの倒木

に産卵に来る。ヒメシャラの枯木はトビイロが寄生する。

灌木でカミキリにとつて重要なものは,タ ンナサワフタギが一番であるが,こ れは次のブナ帯の所で述ベ

る。次にアブラチヤン,ウ シコロシ,アマギアマチャ,ガマズミである。アブラチアンの枯木からはヒゲナ

ガヒメルリをはじめとして, ドイ,キ ッコウモンケシ,ホ ソヒゲケブカ,ニイジマチビなどの小型のフトカ

ミキリ類が多数採集される。アマギアマチャの枯枝にはドウボソが良く着いており,カ ッコウが採集された

こともある。

第 3表  カ ミ キ リ の 集 ま る 主 な 植 物 の 花 期

その他 のカ エ デ類
 | 閤炒

御幸径1路

(1100)|

御幸径1路

(1"0)|
ウ シ ヨ ロ シ

|

水生地
(6Ю )

タ ンナ サ ワ フ タ ギ
|

リ ウ ツ ギ

え

０

八

〇〇

一硫
川端

八巻林

|(企話聖1300)

)内は標高,単位″
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つる植物ではゴトウヅルが重要で,こ の枯づるからムネモンヤツボシの稀種が採集され,ツルウメモドキ

の枯づるからはクビジロ,ノ ブドウからはアカネ,シ ロオビチビヒラタ,アカネトラなどの珍らしいカミキ

リもときどき採集された。

この地帯でのカミキリは倒木や枯づるにも多いが,こ れらにも増して花上に多数集合しまた稀種も少なく

ない。天城山でカミキリの良く集まる植物の花期と標高との関係を第 3表 に示した ,

第 3表中の植物で一番多くの種のカミキリが集まるのはカエデ類の花上である。この地帯では4月末から

6月上旬までの間に種々のカエデ類の花が咲く,花の赤いイロハモミジが一番早く開花する。おそらくオオ

モミジと思われる花の赤味の薄いカエデはすこし花期が遅 く,大川端の川沿の所から上部に生じていた。花

の黄色いのはコハウチワカエデではないかと思うが,水生地から上部で見られる。天城山のカエデの花上で

20種以上のカミキリが採集されているが,こ のうち珍らしい種類としては,ヒ ラヤマコブハナ (1頭),カ

エデノヘリグロハナ (4頭),ピックニセハムシ′ヽナ (100頭 以上)ア マギカラカネハナ (数 頭),その他

Pidonia類 , トラカミキリ類などが多数採集された。 (第 4表参照)

ウシコロシ,タ ンナサワフタギは5月 中,下旬から6月上,中旬に開花し,こ れからもヘリウスハナ,ヘ

リグロホソハナなど15年程前には非常に珍らしかったカミキリが採れた。

6月 中旬頃から7月 上旬にかけて咲くゴトウヅルの花もすばらしいカミキリの集合場で,テ ツイロハナ,

ピックニセハムシハナをはじめとして無数とも言える程のトビイロ,ト ゲヒゲトラ,ヒ ナルリハナ,Piaο″′α

の類が見られた。しかしゴトウヅルは高木にからみ,その木を弱らせると言 う理由からか,根元から切られ

ているのが多くなり,最近は天城山ではゴトウゾルの花が非常に少なくなつた。

リヨウブも良い花で,今は無いが水生地のリヨウブの花上から色々のカミキリが採集されたものである。

この地帯での約25年間の主な採集地の消長について簡単に述べて見る。

(1)大川端付近および大川端―寒天橋間のバス道路。

1958年頃まではバス, トラツク,ノ イ`ヤーなどの自動車の交通量はかなりあつたが,5月 はじめのカエデ

の花が咲く時期には,杉本の ワサビ沢の中にある大きなイロハモミジより始まり,天城 トンネルまでの間

に,点々として生えていたカエデ類の花上に非常に種々のカミキリが集合した。またアマギアマチャ,ゴ ト

ウヅル,リ ヨウブの花上,枯木,枯づるの採集と8月 下旬まで何時訪れても好採集地であった。これは当時

は狩野川の両側の崖が原生林で木の種類が豊量であったからであろう。しかし1958年秋の狩野川台風で,大

川端から水生地下までの地域が崩壊し,道路沿の本は全滅した。それに加えるに自家用車の発達と共に天城

トンネルまでの交通量の激増および新天城 トンネルの工事のために,川沿の木が伐採され,こ の地域でのカ

ミキリの種数は激減した。特に大川端がひどく,こ の地域において19“年にはカエデの花上で20種のカミキ

リが採集された。ヒラヤマコブ′ヽナ,ヘ リウスハナ,カ エデノヘリグロ′ヽナ,ア マギカラカネ′ヽナなどの稀

種がこの中に含まれていた。 (第 4表参照)

1957,58年は寒くてこの時期に全 くカエデが開花していなかった,そ の後1965年に同じ時期に訪ずれた時

は,キ コリ小屋付近の広場の大人 2抱 えもある大きなイロハモミジやその近くの落葉広葉樹がすっかり切り

倒されており,前述のようにバス道路沿のカエデ (十数本あつた)も一本もなく,川沿のカエデの花は満開

であったが,こ の付近で3日間採集し全カミキリの種類が以前の%の 8種であった,そ の2,3年後に川沿

のカエデその他もすべて伐られ,1969年には 1日 この付近で昔の事をしのびながら採集したが,花上ではわ

ずか 1種しか採れず,計 2種 4頭と惨たんたる有様であった。環境の破壊により昆虫が絶滅する一つの例と

も言えよう。
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第 4表  5月 上 旬 の 大 川 端 付 近 で の 採 集 記 録

ヒラヤマコブハナ

アマギカラカネ′ヽナ

キバネニセハムシハナ

ピックニセハムシハナ

ヒナル リハナ

アマギキベリクロヒメハナ

ヒメハナ

ナガパ ヒメハナ

セスジヒメハナ

フタオビノミ′ヽナ

ヘリウスハナ

カエデノヘリグロハナ

コジマヒゲナガコバネ

スギ

ヒメスギ

ヒメクロトラ

トゲヒゲ トラ

シロトラ

トガリバアカネ トラ

スギノアカネ トラ

タテスジゴマフ

ア トモンサビ

ナカジロサビ

カツコウ

クロニセリンゴ

約

約

3

30 万ス ■

8

30以 上

2

20

5

30以 上

1

20以 上

20以 上

1

1

80以 上

64

50以 上

19

1

約 3Cl

約  5
50以 上

1

4

1

2*

40以 上

40 ,ス 」L

15

3

2

糸守   5

約 20

約 20

1*

10*

約  5

糸勺   5*

約

種 類

概 略 頭 数

13

lЮ 以 上

カエデの花満開

22

400 以  上

カエデの花満開

8

約 Ю

5月 3日 は, 大

雨で採集中止

うす曇

広場の大きなカ

エデおよびその

付近の本が伐採

バス道路のカエ

デもなし,川沿

のカエデの花,

満開

川沿のカエデや

その他の木もす
べて伐採

*カ エデの花上以外の場所での採集。
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新天城 トンネルが数年前開通した事により,水生地下から寒天までの間は再び静かさを取り戻した感がす

るので,あ と十数年も経てばまた好集地になるのではないかと期待している。

D水 生 地 付 近

水生地のバス停留所から八巻林道までの斜面はかつては鬱蒼たる原生林であったが,1952年頃から伐採が

開始され,約 3年間でここに生じていた大木は全部伐り倒されて運ばれてしまった。しかしこの時期には斜

面に放置されていた倒木や貯木場でアマギカラカネハナ,キ ンクトラ,シ ラホシキクスイ,ヒ ゲナガシラホ

シなど多数の種類が採集された。次の約 3年間は取り残された小さな枯木,枯枝より小型のカミキリが沢山

採れた。水生地の高木氏の小屋に宿泊させて載き,こ こを根拠地として採集したのは,1953年から4年間

で,水生地での最盛期であり,天城山の採集記録の大部分がこの時代に出来上つた。この頃は 1日 で最高35

種のカミキリが採集されたが,南アルプスや奥日光での 1日 約50種には劣るが,こ れだけ採集出来る所はそ

う多くない。1957年に主として水生地付近でのカミキリを纏めて発表したが137種 を数えた。その後15年間

に追加されたのは45種である。

小屋付近での主な採集記録は, トゲムネアラゲの原記載以来 2頭目のものがそだの叩網で得られ,当時は

殆んど採集記録のなかつたヒゲナガヒメルリがアブラチヤンの枯枝より4頭小比賀氏によつて採集されたこ

となどが著名である。またミズキの枯枝から一度にアマギカラカネハナ20頭 ,ク モノスモンサビ5頭が採集

されたこともあり,アマギアマチァからホソリンゴが2頭 ,カ ソコウ1頭 , ドウボソ多数が採れ,アカメガ

シワの枯木からトラフホソバネが4,5頭などがある。

伐採や台風の結果1958年以後はすつかり開けてしまい採集地としては不適当となり,面白い採集記録もな

くなつてしまつた,幸か不幸か八巻林道との間の傾面のスギなどの針葉樹の植林が余り成功せず,こ の地帯

が再び広葉樹の二次林として生長しつつあるので,あ と十数年も経てば好採集地に戻るかも知れない。

ω 藤 ケ 沢 径 路

水生地に流れ込む2本の沢の中,本谷の方は全部伐採されてしまつたが,藤ケ沢沿に八巻林道まで通じる

藤ケ沢径路の付近は伐採されず原生林として残されているので,こ の地域は今でも割合に良い。 5月 末にオ

オモミジ?の花上でノ`ナカミキリ類が,初夏からは枯木よリハスオビヒゲナガ,マルバネコブヒゲ,ゴイシ

モモブト,ク ビジロなどが採集された。

lv)八巻林道

天城峠から八丁池へのハイキングコースの一部の平坦な所を言うが,以前は八丁池に向って左側の水生地

方向の北側斜面が,前述のように原生林であったので,当時は今よりもずつと良い採集地であった。ウシコ

ロシの花上で,1954～ 昨 頃は非常に珍らしかったヘリウスハナやヘリグロホソハナが採集された。その後北

側が伐採された後も右側の高地の方に原生林が残されたので,今でもかなり良い採集地であるが,も し自動

車道路の建設の為にこの尾根筋が切られてしまったら,こ こも全 く駄目になるであろう。ここ10年間にこの

地域での主な採集は飛翔中のトガリバホソコバネ,天城峠頂上付近の枯枝からクリイロシラホシなどがある。

(Vl白 田営林署事業所付近

昔はこの事業所まで自田からバスが通じており,標高600π位の所の沢のタンナサワフタギの花上で,

1954年高木隆,武下雅文
´
両氏により 7頭のヘリグロホソハナやヘリウスハナが採集された。特に前者は徳

島県 旭丸山で採集 された ♀で記載されたばかりの種で,6は 始めて ここで採集され,こ れが元で新属
0みιαysみた が設立された。しかし此処も伐採と狩野川台風で荒され,また事業所も廃止されたので,最近

は全 く採集記録がない。

lvD寒 天 林 道

寒天橋から沢沿いに登り向峠で八巻林道にぶつかる道は,1955年頃までは細い巾50c″ ぐらいの山道で,フ
チグロチャバネリンゴが飛んだり,ゴ トウゾルの枯づるよリムネモンヤツボシが採集されたりしていたが ,

今は八丁池近くまでスーパー林道が建設され大きく変化してしまつた。下の方は期待できないが上部のブナ

帯中の道は原生林の中を通つているので,現在でも良い採集地の一つに入れることが出来るであろう。渡辺
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弘文氏により1959年 ,こ の林道でケブトハナやエゾトゲムネなどが採集されたことがある。

(viD天城峠から西の方の猿山を経て長九郎山への尾根筋はブナーカシ林であり,また三蓋山から猫越峠の

方へかけてはツゲの林やブナ林の原生林が残っている。良い採集地とは思うがカミキリの調査には全 く入つ

ていないので不明である。この地域も現在伐採が盛んに行われているので,早 く入らねば駄目になるだろう

と思われ,今後一番調査が必要な地域である。

4)温帯林 (ブナーミズナラ林帯)(標高約1000″ ～1400″),D帯と略す。

伊豆の植物相の専F5書 によると,レナ林は伊豆半島では800π ぐらいから生じており,ブナ林帯とは八巻

林道から上部を指すようになつている。しかし八巻林道でのカミキリは水生地や藤ノ沢径路のものと同じも

のが多く,また八巻林道ではこれから上部に比べるとブナの木はずつと少ないように思われるので,こ こま

でを中間帯林に含めた都合上,こ の文では標高1000722以上を温帯林とした。

八巻林道より高い地帯,即ち八丁池まで行く途中の林(寒天林道も同様),八丁池,万三郎岳,万二郎岳 ,

遠笠山という伊豆半島の屋根に当る地帯をいう。 (第 1図参照)

この地帯は高木ではブナとヒメシァラ,灌木では タンナサワフタギが多く,カ ミキリの寄生植物 として

も,こ れらが最も重要な植物である。ブナの純林に近いのは万三郎岳の付近ぐらいで,そ の他はブナが主体

で木はだの茶褐色のヒメシャラが混じているか,逆にヒメシアラが主でブナがまじつている林が多い。これ

らの林に5月 始め頃咲くマメザクラ,カ エデ類,リ ヨウブ,ミ ズキ,イ ヌシデ,ホオノキなどが混じてい

る。灌木ではタンナサワフタギ以外ではアブラチヤン,ミ ヤマガマズミ,ク ロモジ,シャクナゲやサラサド

ウダンなどのツツジ類,ア セビなどが日につく。これら灌木中特に密生した林をなしているのは,八巻林道

から八丁池へ行く途中のタンナサワフタギの林と,現在はゴルフ場になつて消滅してしまつたが,万二郎岳

と四ツ辻間にあつたアセビの純林,楠立付近のシヤクナゲの林などである。

この地帯は地上にはアマギザサが密生している所が多く,こ のササの間に横たわっている大きなブナの倒

木には,セダカコブヤハズが良く着いており,またオオホソコバネ,ク ロホソコバネのような稀種をはじめ

コバネ,タ テスジゴマフ,ゴマグラモモブト,ヒ ゲナガシラホシなどが採集されている。なおクロホソコバ

ネは万二郎岳頂上でも得られている。

灌木では1966年にタンナサワフタギがトガリバホソコバネなどの寄生植物であることが判明して以来,こ

の林が急に重視されるようになつた (第 5表参照),注意して調べるとタンナサワフタギの生木の根元近く

や,倒木にトガリバホソコバネが止つていたり,またこの花上でヘリグロホソハナやヘリウスハナが採集出

来る。

前述のようなブナやヒメシャラの高木林は 日の当らぬ場所なので,花上の採集はほとんど期待出来ない

が,灌木林や八丁池のように開けた所では,6月 末のタンナサワフタギゃ 7月 下旬から8月 上旬のノリウツ

ギの花にカミキリが集まる。例えば八丁池のノリウツギの花上で,ジャコウハナやアオバホソハナなどが採

集されたことがある。この地帯での主な採集地について述べて見る。

(i)御 幸 径 路

八巻林道から別れて急坂となる地点から,八丁池周辺の少し池より高くなつている所までの間の地帯を第

6表の日録中では御幸径路とした。なお白砂径路および野畔径路の八巻林道より上部や寒天林道の八丁池近

くの道すじもこれに含めた。この間にはタンナサワフタギの純林があるし,原生林に近い林としては自砂径

路上部の沢沿いの所や,寒天林道の八丁池に近い所などに残っており,現在の標準では良い採集地といえ

る。

(Iil八 丁 池 付 近

かつてはモリアオガエルの棲,息地として有名で,6月 中,下旬には湖の近くの本に真白に花が咲いたよう

に,自 い泡状の卵塊が着いていたが,キャンプ地として開発されて後はほとんど見られなくなった。前述の

ように花上に集まるカミキリも最近は非常に減少してしまつた。しかし八丁池の宿泊所付近から白田峠まで

の間の原生林中には倒木や枯木が多く,こ れよリセダカコブヤハズなどのカミキリが得られる。この付近は
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自然が残っているという点で,ま あ好採集地の一うに数えることが出来る。

m遠  笠  山

八丁池付近と全 く対照的なのが遠笠山付近である。国立公園内にゴルフ場を作るという暴挙のために,19
62年頃から四ツ辻付近のアセビの純林が切られ出した。最初はゴルフ場の規模が余 り大きくなかったので周

囲に原生林が残っており,ま た中央部が切 り開らかれたのでその周辺では枯れ出す木もあり,1969年頃まで

は種々のカミキリが採集された。

その後ゴルフ場の拡大によりこの原生林は総て伐採されてしまい,も はやカミキリの生息は不可能といえ

るだろう。ここで約 8年間に発見された約40種のカミキリ中,今後はその%も姿を見る事は出来ないのでは

ないだろうか。かつてはこんなにすばらしい所であつたという悲しい記録の1つ として,小宮次郎氏らが遠

笠山から採集したタンナサワフタギの枯木より羽化したカミキリの種類を第 5表に示した。

Ovlそ  の  他

八丁池に宿泊所が出来たので,こ こを根拠地とすれば ,

今まで時間的な制約のために余 り調査出来 なかつた万三

郎,万二郎岳付近のカミキリ相も解明されゃすくなつた。

ここではもつとN2ノ滋″sが採れてよいように思われる。

アトモンサビカミキリの H010type(モ ス

クワ大学・動物学博物館所戯 ,

第 5表

タンナサヮフタギより羽化したカミキリ

ヘリグロホソハナ

ヘリウスハナ

ヤツボシ′ヽナ

ヨツスジハナ

ニンフホソハナ

アオバホソハナ*

ジャコウホソハナ

ホソハナ

トガリバホソコバネ

ヤ′ヽラヾ**

マルバネコブヒゲ

チビコブ

十

+
+

+
+

(九州の九重山)

+
+
+
+
+
十

* 九州の九重山の材から羽化
** 衣笠恵士氏の記録

その他は総て遠笠山の枯木からの小官

次郎氏の記録

Ⅳ カ ミ キ リ の 種 類

1)天城山を中心とした伊豆半島のカミキリロ録 (第 6表)

第 6表 に現在 (1973年 3月 末)ま でに採集されたカミキリの種類とその記録を示した。 ″採集記録″とし

たのは筆者が知つているその種についての総ての記録であり, ″採集例〃としたのは普通種や余り珍らしく

ない種について,多数の採集記録中主としてその標本が存在している幾つかの例を選んで示したものであ

る。採集者は ( )の中に苗字を記入し,同姓のあるもの,長いものには次の略語を使用した。その他は第

1表を参照して欲しい。小 :小比賀正敬,中村 :中村俊彦,鈴木 :鈴木和利。

採集者と標本の所蔵者の違なる場合は, ″
高木一草間所蔵″のように先に採集れ 後に所有者を示した。

成虫の採集記録ではなく,枯木ゃ材から羽化した例は { }で示した。
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第 6表

天 城 山 を 中 心 と した 伊 豆 半 島 の カ ミ キ リ ロ 録

カ ミ キ リ 科 Fanily CERAMBYCIDAE

I のこぎりかみきり亜科 subfamily Prioninae

Tribe EurypOdini

l.E“″yp。′αc乾。pr′ο″)ιαιιs′ GAHAN ベーツヒラタカミキリ

7～ 8月 ,A帯 (下田,河津浜)の灯火に飛来する,少ない。幼虫はシイ,ム クノキ,ク ス科植物などの

枯死部 ,衰弱部に 寄生する。採集例 :下 田,3.宙ii.1954(小 ),6.vili.1967(中村),10 v五 i.1972

(山上),河津浜,8.宙li.1969(倉 形)

Tribe Megopidini

2. ルクgο夕′s(Aι gοsmの sゴ″ゲια OVHITE)ウ スバカミキリ

6～ 8月 ,B帯 (与市阪,湯ケ野),C帯 (水生地)夜間材木に集まる,少ない。幼虫は ヤナギ科,ブナ

科などの植物の枯木や枯死部に寄生する。採集例 :与市阪,".宙 .1963(高 木―草間所蔵),湯 ケ野 ,

13.宙i.1955(高 木二露木所蔵),水生地 ,宙 i・ 1954(高木)

Trlbe Prlonl■ 1

3. Prグ
“

ぁ ′″sαια″グs NIoTscHuLSKY ノコギリカミキリ

6～ 8月 ,B帯 (野畔),C帯 (水生地),D帯 (八丁池)夕方飛翔中のものを採る場合が多い,普通。幼

虫は,針葉樹 (ス ギ,ヒ ノキ,アカマツ,モ ミなど)と 広葉樹 (ブナ科,ニ レ科など)に寄生する。採集

例 :野畔,22.宙 i.1966(草 間),水生地,31.宙 i.1954,3頭 (小),17.宙 i.1955(露木),八丁池 ,10・

viil.1971,3頭 (中村)

4. R sιブ
“
″ι′%s HAYASHI ニセノコギリカミキリ

6～ 8月 ,A帯 (下田),B帯 (野畔)灯火に飛来する。あまり多 くない。採集例 :野畔,22.vii.1966(草 間)

Tribe ▲nacolini

5.Ps釘 勁 ασι%s′
`72zグ

gι ″ IIAROLD コ バ ネ ノ コ ギ リ カ ミ キ リ

6～ 8月 ,C帯 (与市阪 径路,水生地),D帯 (八丁池)夕亥1飛翔し,ブナの倒木につく,少ない。幼虫

はプナ,ミ ズナラ,シナノキなどの枯木に寄生。採集例 :水生地,16.vii.1955(柴 田),5.宙ii,1955

傷醐0,与市阪径路,20.宙 .1963(草 間),八丁池,7.宙i.1960(小 )

工 く ろ か み き り 亜 科 subfamily spondylinae

Tribe Spondylini

6. Spoπ′y′グsb“ ″́ιSιοJ′′s(LINN6)

6～ 9月 ,B帯 (湯ケ島,浄蓮)な ど,主に灯火に飛来する,マ ツの伐採木上,多い。幼虫はクロマツ,

アカマツ,スギ,ヒ ノキなど針葉樹の枯木,枯枝に寄生する。採集例 :大滝,28.宙 i。 1967(草間)

Ⅲ ひ らたか み き り亜 科 subfamily Aseminae

Tribe Asemini

7.C“物αJα″%s%″ グσο′ο″(GAHAN)ツ シマムナクボカミキリ

8～ 9月 ,A帯 (下 田),D帯 (遠笠山)の灯火に飛来、マツの枯枝につ く,少ない。採集例 :下田,6.
vili.1954(小),9・ 宙ii・ 1968(山上),遠笠山,4,宙五.1963(マ ツの枯枝)K/1ヽ宮)

8. ス所όαルS ttsι Jσπs(LINN6)サ ビカミキリ
8～ 9月 , B帯 (浄蓮,天城ロツジ),C帯 (大室山), D帯 (遠笠山)灯火に飛 来,マ ツの枯枝,少な

い。幼虫は クロマツ,アカマツ,ス ギ,ヒ ノキなどの針葉樹に寄生。採集例 :浄蓮,ix.1957(高木),
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天城ロッジ,22.宙 li.1965(松 本),大室山,6.ix.1967(小倉―露木所蔵),遠笠山, 4 v.1963(マ
ツの枯枝)(小官),x.1966(マ ツの枯木の樹皮下)(中村)

9・  MCaが ι′,ι %″
'9“

α′″′σοsι

“

′αι″″ι KRAATZ オ ラヤク ロ カ ミ キ リ

8～ 9月 ,D帯(遠笠山)で数頭の死体を拾った 1例のみ。//b虫 はモミ,ウ ラジロモミなどの枯木に寄生。

採集記録 :遠笠山,18,vii.1967(死 体)(衣笠)

Ⅳ ほ そ か み き り 亜 科 Subfamily Disteninae

Tribe Disteniini

10.DJsιι″ブαg“″ιグs(BLESSIC)ホ ソカミキリ

7～ 9月 ,B帯 (湯ケ島,猫越),C帯 (水生地),D帯 (遠笠山)主に灯火に飛来,余 り多くない。幼虫

は,針葉樹 (ク ロマツ,ア カマツ),広葉樹 (ク ヌギ,ク リ,ミ ズナラ,シナノキ など)の 枯木,枯枝や

ツルウメモドキの枯づるに寄生。採集例 :湯ケ島,■・vii.1967,3頭 (草間),猫越,7.ix.1971(山

上),水生地,15.宙 i.1955(露木),{遠笠山より採取の ツルウメモドキの枯づるより,11 宙.1968可 ]

化 (木村)〕

V は な か み き り 亜 科 subfamily Lepturinae

Tribe  Xy10steini

ll.G″α″ ′αc乾οSα ′́ブ′,′α)ルタ″%7‐0グ′ιs(MATSUSHITA)ケ ブトノ`ナカミキリ

7月 ,B帯 (大滝温泉)の天城荘の灯火に飛来,C帯 (寒天林道)の 2例のみ。幼虫はクサギの生木の枯

死部に寄生する。A,B帯 で今後もっと採集されると思 う。 採集記録 :寒天林道 ,28.宙 i.1959(渡辺

弘之)

Tribe Encyclopini

12.E″ιノι′οハ ο′わαε′α BATES テツイロ′ヽナカミキリ

6月 , C帯 (水生地)ゴ トウゾルの花上での 1例のみ。採集記録 :水生地,15.宙 .1953(草 間)

Tribe Rhagiini

13.E″οノο′′″′sιグσοJο″OHBAYASHI ヒラヤマコブ′ヽナカミキリ

5月 ,B帯 (浄蓮ノ滝),C帯 (大川端)の 2例のみ。採集記録 :浄蓮ノ滝 ,9・ v.19620口藤晃),大川

端 ,4.v.1956(イ ロハモミジの花上)(手束喜洋一草間所蔵)

Tribe Stenocorini

14.S″ι″οιο′″S εαι′″ル′p′″″グs(BATES)フ タコブルリ′ヽナカミキツ

に こitil獄 忘 に 組 ヽ:.■「 二£貨麦∫

°採集記録 :水生L4iЮ 勺 噺

15.Cα″″ο″ιs cをれ gαz″οι′s)グ 0″JS α″,agグ sα″α OHBAYASHI アマギカラカネハナカミキリ

5～ 7月 ,C帯 (大川端 ,水生地,八巻林道)主にミズキの枯木 ,稀にカエデの花上,余 り多 くない。幼

虫はミズキの枯木に 寄生する。採集例 :大川端 (カ エデの花上)2.v.19M(露 木),5.v.1955(草
間),3.v.1961(中 村),水生地 (主にミズキの枯木),14.宙 .1953(草間),16.宙 .1953(小 ),19.
宙i.1954(露木),21.v.1956(草 間),22.v.1956,8頭 (露木),八巻林道,15.宙 .1957,2頭 (露

木),3.宙i.1960,15頭 (小),11・ 宙・ 1961.6頭 (木村 )。

16.ι′″z滋 ′ιε″セ″S BATES キバネニセハムシハナカミキリ

4～ 6月 ,B帯 (猫越 ,宮ノ原),C帯 (大川端 ,水生地,八巻林道),D帯 飾 ,幸径路)のカエデ類 ,ゴ

トウヅルなどの花上 ,多 い。(第 4表 参照)幼 虫はミズキの枯木に寄生する。採集例 :猫越,5.v.1969
(草間),宮ノ原,7.v.1962(ノ lヽ林),大り|1端,2.v.1954(露 木),3.v.1954,10頭 (草間,露木)

5,v.1955(草間),4.v.1966(郡 山),八巻林道,15.宙 .1953(草間),26.iv.1970(待 山)
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17.L.″π夕J%″α
“
PIC ピックニセハムシ′ヽナカミキリ

4～ 6月 ,B帯 (猫越,官 ノ原),C帯 (大川端,水生地,八巻林道),D帯 (御幸径路)のカエデ類の花

上,5.v.1955に 大川端のカエデの花上で37頭採集されたのが, 1日 間の採集では一番多い記録であ

る。1958年頃までは割合に多く花上に集合していたが,天城山系では,その後激減した。 (第 4表参照)

採集例 :猫越,5.v.1969(草 間),官ノ原,7.v.1972,4頭 K/1ヽ 林),大川端,3.v.1961(中 村)

水生 地,4.宙 .1949(小 ),10・ iV・ 1957,4頭 C/1ヽ),3.v.1958,2頭 K/1ヽ ),11・ 宙 1961(木村)

18.Aσ παιοps(Dグ″ό′ι″α)223ゲ″
“
ια(GEBLER)ヒ ナルリ′ヽナカミキリ

4～ 6月 ,B帯 (猫越),C帯 (大川端,水生地,八巻林道),D帯 (御幸径路)のカエデ類, ウシヨロ

シ,ゴ トウゾルなどの花上に多い。 採集例 :猫越,5.v.1969(草 間),大川端,2.v.1954(露 木,草

間),5.v.1955(草 間),5.v.1955(木 村),八巻林道,26.iv.1970(待 山)

19.P″ο″′α(Pググο″グの asε。ググα′Fs α′,2αg′ sα″α HAYASHI アマギキベリクロヒメノ`ナカミキリ

4～ 7月 ,天城山を原産地とする亜種,B帯 (猫越,宮ノ原),C帯 (大川端,水生地,八巻林道),D帯

(遠笠山)な どの花上に普通。採集例 :猫越,5.v.1969(草 間),官 ノ原,7.v.1972,6頭 K/1ヽ 林),

大川端,2.v.19望 ,2頭 (露木,草間),5.v.1955,2頭 (草間),水生地,4.宙 .1949(小 ),8.

宙.1951,2頭 (小),14～ 16.宙 .1953,4頭 K/1ヽ),2頭 (草間),1・ 宙・ 1958(木 村),{遠笠山から

採取のゴトウゾルの枯づるより 16.市 .1967,羽 化 (木村)〕

"・

P.(P.)g″α′′α′″た (BATES)オオヒメハナカミキリ

5～ 7月 ,C帯 (八巻林道),D帯 (御幸径路)のゴトウゾルなどの花上,多い。採集例 :八巻林道,15
vi. 1958, 7頭   (ノ lヽ), 11・  Vi・  1961(/1ヽ )

21.P(P.)παεzJ′力ο″π PIc カクムネヒメハナカミキリ

6～ 8月 ,B帯 (三本松,浄0,C帯 (水生地,八巻林道),D帯 (御幸径路)な どの花上,普通。採集

例 :水生地,10・ 宙i.1953(小 ),11.vii・ 1953(草間),4.宙 .1956(露木)

22.P.(P.)′ ,2ク″αια(BATES)ヒ メ′ヽナカミキリ

5～ 6月 ,C帯 (大川端,八巻林道),D帯 (御幸径路),ナ ガバヒメハナカミキリと混じて,ゴ トウヅル

などの花上,稀。採集記録 :大川端,5.v.1956(露 木),八巻林道,"・ v.1956,3頭 (露 木),2頭

(草間),御幸径路,上旬,宙・1955.2頭 (高木―草間所蔵)

8・ P.(P.)Sゲ g″げι
“

(BATES)ナガバヒメハナカミキリ

4～ 7月 ,B帯 (猫越,官 ノ原),C帯 (大川端,水生地,八巻林道),D帯 (御幸径路)の花上に普通。

採集例 :猫越,12.v.1968(木村),官ノ原,7.v.1972,10頭 (小林),大川端,30.市 .1955(露木),

水生地,4.宙 .1956(露木),3.v.1960,3頭 (小),八巻林道,11.宙 .1961,2頭 (小),29.v.

1966,4頭 C/1ヽ )

2・ P.(P.)α 222ι″′αια(BATES)セ スジヒメノ`ナカミキリ

5～ 7月 ,C帯 (大川端,水生地,八巻林道),D帯 (御幸径路)の花上に普通。採集例 :大川端,4.宙 .

1956,4頭 (露木),八巻林道,31.v.1964(小 ),29.v。 1966(小),5.宙 i.1970(露木)

25.P.(P.)Sグ ″′″′″α OHBAYASHI et HAYASHI ニセヨコモンヒメノ`ナカミキリ

4～ 7月 ,C帯 (水生地 ,八巻林道),D帯 (御幸径路)の 花上に多い。採集例 :水生地,21.v.1956

o劃0,4.宙 .1956(露 木),八巻林道,3.v.1960,3頭 (露木),29.v.1966,10頭 (小),御幸径

路 ,11・ 宙i.1953,2頭 (小 )

26.P.(0″ ″α′αセ″α)p“ z′′οグ(SoLSKY)フ タオビノミノ`ナカミキリ

4～ 7月 ,C帯 (大川端,水生地,八巻林道),D帯 (御幸径路)の花上に多い。採集例 :大川端,2.v.

19M(露木),5,v。 1966(木村),八巻林道,2.v.1958(小 ),3.v.1960(小 )

27.P.0%″
"″

)ルレι′s(KRAA TZ)チャイロヒメハナカミキリ



Sept. 1 1974 Nat.Hist.Tokai Dist. N。 1 41

5～ 8月 ,C帯 (大川端,水生地,八巻林道),D帯 (御幸径路,遠笠山)の 花上に多い。採集例 :水生

地,11・ vil.1953(ノ Jヽ),八 巻林道,29,v.1966C/1、),遠笠山,3.宙i.1966(露 木),12.v.1968
(木村)

Tribe Lepturini

器.0/2ιαyα sん Jα ″グgrο ″α′gグ″α″α(HAYASHI)ヘ リグロホソ′ヽナカミキリ

5～ 8月 ,C帯 (白 田,八巻 林道),D帯 (御幸径路,八丁池,遠笠山)の タンナサワフタギの枯木,枯

枝,又は花上,本種の6は最初に天城山で採集された。野外で成虫を見ることは少ない。幼虫はタンナサ

ワフタギの枯枝,枯木に寄生,八丁池や遠笠山から採取した同植物の枯木からは多数羽化する。採集例 :

八巻林道,28.v.1955(ウ シコロシ花上)(高木―草間所蔵), 26.vi.1966(草間),遠笠山,30.宙 .

1966(手束―草間所蔵),3.vii。 1966,6頭 (タ ンナサワフタギの枯木)(露木)

29.Py″ r/2ο″α′α′ιゲιο′ο″BATES ヘリウスハナカミキリ

4～ 6月 ,C帯 (大川端,八巻 林道),D帯 (御幸 径路,八丁池,遠笠山)のカエデ類,ウ シコロシなど

の花上,少ない。幼虫はタンナサワフタギの枯木,枯枝に寄生。八巻林道,寒天林道,遠笠山などの同植

覺 鍵「 if[夕11『鶴 ,T]:群
ltぅ

1・ 斃.lF幌 』

ノ

」ζ事選 曇 」叩 予 77雖
11.宙 .1961(木 村),寒天林道上部,5.宙 i.1970(露木)

30.4η οノ αル″α (PSιαaグοSιι″ α)π グs′ ιZα (BATES)チ ャ ボ ハ ナ カ ミ キ リ

6～ 8月 , B帯 (猫越), C帯 (水生地,八巻林道)な どの花上に普通,他の地域ではほとんど見られな

い麹鞘が全部黒い黒化型を天城山には産する。採集例 :猫 越,1・ 宙.1968,2頭 (木本つ ,20.宙 .1968

(木村),水生地,18.宙i.1954,2頭 (露 木),8.宙i.1955(高 木―草間所蔵),17.宙 .1956,2頭

(ノ lヽ),17.宙 i.19望 (黒化型)(露木)

31.A.(4″ οノοグ́″ο″ο″́λα)ιχιαυαια(BATES)ミ ヤマクロノ`ナカミキリ

6～ 7月 ,C帯 (水生地,八巻林道),花上,やや少ない。採集例 :八巻林道 ,9・ 宙i.1953,2頭
(ノ !ヽ)

32.五.(A″αS′″α″♂ググα)sιοιοルs(BATES)ツ ヤケシ′ヽナカマキリ

6～ 7月 ,B帯 (浄9,C帯 (水生地)な どの花上に普通,幼虫はアヵマツ,ク ロマツなどマツ類の枯

木,枯枝に寄生。採集例 :水生地,14.宙 .1953(草間),4.宙 .19“ (露木)

33.ιι夕ια″α(ιι′ι%″α)αιЙグοps α″″。′pヵα BATES ムネアカクロ′ヽナカミキリ

5～ 6月 ,B帯 (一碧湖),C帯 (水生地),D帯 (遠笠山)などの花上,少ない。採集例 :一碧湖,お .

v.1971(高桑),水生地,20.宙 .1955(高木―草間所蔵),遠笠山,18.宙 i.1967(衣笠)

34.ι .(ι .)α″
`%α

ια″′πゴσα BATES ヤツボシハナカミキリ

6～ 7月 , B帯 (猫越,浄蓮ノ滝),C帯 (水生地,八巻林道),D帯 (八丁池,遠笠山)の花上,余 り多

くない。触角,翅鞘が全部黒色の変種は現在までの所,天城山特産。採集例 :猫越,20.宙 .1968(木

村),浄蓮ノ滝,20.宙 .1953(草 間),水生地,13.宙 .1955(黒 化型)(露木),17.宙 .1956(黒化型)

(草間),八丁池 ,11・ vi.1961(木 村),遠笠山,3.宙 i。 1966(木村)〔遠笠山より採取のヤシヤブシ

の枯枝より,2・ iv.1967,羽化 (木村)}
35。 L。 (L.)′α′グ″″″″S(M ATSUSHITA)ハ ネビロハナカミキリ

6月 ,B帯 (浄蓮ノ滝,与市阪),C帯 (八巻 林道)な どで飛翔中のものや花上,少ない。幼虫はブナ ,

コナラ,シ ラカシ,セ ンノキ,ホオノキなどの枯木,枯枝に寄生。採集例 :与市阪,20.宙 .1963(高

木),八巻林道,15.宙 .1953(小),11・ 宙.1961,2頭 (小 ,露木)。 A帯 ,石廊崎,2.v。 1973(鈴和

36.L.(L.)οσ力′αειり物S″αια(MoTSCHULSKY)ヨ ッスジノ`ナカミキリ

6～ 8月 ,B帯 (猫越),C帯 (水生地,八巻林道),D帯 (遠笠山)な どの花上,普通。採集例 :猫越 ,

7.vili。 1966(露木),16.宙 i.1967(木村),水生地,9・ 宙i。 1953(草 間),10・ 宙i.1953(小),31.
宙i.1954,2頭 K/1ヽ),八巻林道,7.宙il.1960(露 木),8.宙 ii.1960(小 ),遠笠山,26.宙 i.1967
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「/1ヽ ),〔遠笠山より採集のヤシヤブシの枯枝より,19.V.1967.羽化 (木村)}

37.L.(ι .)S″ら″′Fs BATES ヤ マ ト ヨ ツ ス ジ ハ ナ カ ミキ リ

8月 ,D帯 (遠笠山)の ノリウツギの花上の1例のみ。採集記録 :6.vi五 .1962(小 官)

38.L.(Nし たα′,`α)υグ
“
′‐グααグ%ηル′

`滋
BATES ノ`ススジ′ヽナカミキリ

6～ 8月 ,B帯 (浄蓮ノ滝),C帯 (水生地)では少ないが,D帯 (遠笠山)では普通。採集例 :浄蓮ノ

滝,17.宙 。1956(草間),水生地,10・ 宙i.1953(草間),18.宙 i.1954(露木),1・ 宙ii.1954,2頭 ,

(高木―草間所蔵),1頭 (小),2.宙 .1955(露 木),3.宙i.1955(高木―草間所蔵),19・ 宙i.1955

(露木),遠笠山,4.宙ii.19δ 3,8頭 (木村),26.宙 i.1969,17頭 (小)

39.ι .0々クルタ
`″

‐α),´ιgαιFs(BATES)オ オヨツスジノ`ナカミキツ

7～ 8月 ,B帯 (野 畔,猫 越),C帯 (水生地)の リヨウブの花上,稀。幼虫はクロマツ,ア カマシなど

マツ類,ツガ,モ ミなどの枯木,枯枝に寄生。採集記録 :野畔,22.宙i.1966(草 間),猫 越,7 vi五 .

1966,2頭 (露木,木村),水生地,8.宙五.1960(小 )

40.E″ sι′
`疑

髪ZグS″ S′ι″οグ′ιs BATES カエデノヘリグロハナカミキリ

5月 ,C帯 (大川端,水生地)19M～昴年にかけて5月 上旬大川端付近のカエデの花上で5頭採集された

が,当時においてはこれらの記録は本州では原記載 (1884年)以来数頭目のもので,ま た本州最南端の採

集地であつた。その後は 1頭のみ。幼虫はイタヤカエデ,コ シアブラなどの枯木に寄生。採集記録 :大川

端,2.v.1954(露 木),3.v.1956(東 京農大生),4.v.1956,2頭 (服部仁,他),5,v.19“ (草

間―小比賀所蔵),水生地,9・ V.1971(高橋勝)

41.工″″″οs′″α″♂ググαル″脇ι″́
“

″′S(PIC)ヒ ゲジロハナカミキリ

7月 ,C帯 (水生地),D帯 (遠笠山)の花上,稀。採集記録 :水生地,18.宙 i.1955(柴田泰利),遠

笠山,26.宙 i.1969(小),[遠笠山より採集の材から羽化,V.1972(伊藤正雄)}
42.Sヵη″gグο′,ιο″́みα″′′7“グS SOLSKY アオバホソ′ヽナカミキリ

4～ 7月 ,C帯 (水生地,八巻林道),D帯 (遠笠山)の花上,やや少ない。幼虫はサヮフタギ,ヒ メシヤ

ラの枯枝に寄生。採集例 :水生地,11.宙i.1953,3頭 (小),遠笠山,3.宙i.1966(木村)

43.R″
^ι

rα′2gα″s′ιs″ ι′(PIC)ニ ヨウホウホソハナカミキリ

6～ 8月 ,C帯 (水生地,八巻林道),D帯 (御幸径路,八丁池)な どの花上に普通。幼虫はモミに寄生。

採集例 :水生地,11・ 宙i.1953,3頭 (小),遠笠山,3_vil.1956(木村)

44.2′2ッ ″p/2“ zα (BATES)ニ ンフホソノ`ナカミキリ

6～ 8月 ,C帯 (水生地,八巻林道),D帯 (御幸径路,遠笠山)の花上に普通。幼虫はコナラ,ツガ ,

アセビの枯木や材より羽化。採集例 :水生地,8.宙 .1951(小 ), 2.宙i.1951(小),6.宙i.1952.

(ノ1ヽ),15.宙 .1953(草 間),17.宙 i.1954(露木),八巻林道,7.宙五.1960,3頭 (小),2.宙 .1957

(木村),〔遠笠山より採取のタンナサワフタギの枯枝より羽化 (小宮)]

45.P.sん′λοたι′
`sJs(NIATSUSHITA)タ

テジマホソ′ヽナカミキリ

6～ 7月 ,C帯 (水生地),D帯 (八丁池,遠笠山)な どの花上,少ない。幼虫はヤマザクラに寄生。採

集例 :水生地,6.vii.1952(小),12.宙 i.1953(草間),η・Vil.1953(高木―草間所蔵),17.宙 i.

19M,2頭 (露 木),八丁池,10・ 宙五.1971(中村),遠笠山,あ・宙i.1969(小),17.宙 i.1966(木

村)

46.S″αttμ′グα(νゴ″ιοSι″α″♂ググの グ″′ιゲs BATES ジャコウホソハナカミキリ

7～ 8月 , B帯 (猫越),C帯 (八巻林道),D帯 (八丁池,遠笠山)な どの花上で成虫は採集されるが,

少ない。幼虫の寄生植物はタンナサワフタギ, リヨウブ,サ クラなどで,こ れらの枯木,枯枝からはかな

り羽化する。採集例 :八丁池,10・ 宙i.1956,遠笠山,6.宙ii.1962,2頭 (小 官),{猫越から採集の

サクラの枯木より,29.市 .1968,羽化 (木村)},〔 八丁池付近の タンナサワフタギの枯木より,10.v.
1972に羽化,(草間)},〔遠笠山のリヨウブの枯木より,21～ 23,v.1967, 2頭羽化 (木村)}
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47.S.∈ググοSι′
`″

gα″の ιο″ι,・ασ″α BATES ミヤマホソ′ヽナカミキリ

6～ 8月 ,C帯 (水生地,八巻林道),D帯 (御幸径路,八丁池)な どの花上に普通。採集例 :水生地 ,

10.宙i.19∞ (小),2.宙 i。 1952(小一草間所蔵),10～ 12.宙 i.1953,3頭 (草間),18.宙 i.1954(露

木),八巻林道,17.宙 i.1957,3頭 (露木),3.宙五.1960(小 ),7 vili 1960(小 ),26.宙 .1966

(小),10・ 宙i。 1970(松本)

48.S.(I.)λαたο″ι″s'S MATSUSHITA ′ヽ コネホソノ`ナカミキリ

7～ 8月 ,C帯 (八巻林道)の花上 ,少ない。採集例 :八巻林道 ,28.宙i.1963(草間)

49.S.(L′ ′″οS″″てμ′滋)みοsολ
“

α OHBAYASHI ホソノ`ナカミキリ

6～ 8月 ,C帯 (水生地,八巻林道), D帯 (八丁池,遠笠山)な どの花上 , あまり多 くない。幼虫はタ

ンナサワフタギに寄生 ,こ の枯木 ,枯枝からは, かなり羽化する。採集例 :水生地 ,11・ 宙i.1953(草

間),15.宙 .1957(露木),八巻林道 ,7.宙 ii.1960,3頭 (小),11.宙 。1961,3頭 (小),10.宙 i.

1970(松本),{八丁池付近で採集のタンナサワフタギの枯木より,14.宙 .1972,羽化 (草間)〕 ,{遠笠山

のタンナサワフタギの枯木より,v.1967,羽化 (木村)}
Trlbe Eroschemlnl

50.Cο′‐ι″″ys sι′・グεαtt BATES キヌツヤカミキリ

6～ 8月 ,C帯 (水生地,八巻林道)な どの花上 ,少ない。幼虫はブナ,ヤナギの枯木 ,枯枝に寄生。採

集例 :水生地 ,22.宙 i.1955(高木),vi.1955(高木)

Tribe Necydalini

51.ハセιyグα′′s ottι y″α′グsσの /2α′′π4″ ′ブPIc クロホソコバネカミキリ

7～ 8月 ,D帯 (御幸径路,八丁池付近 ,万二郎岳頂上)での 3頭 のみ。採集記録 :御幸径路,宙i.1956

ブナ?の倒木上 (高木),4.宙五.1963,万 二郎岳頂上に飛来 (露木),{八丁池付近のミズナラ?の枯枝よ

り,14.宙 .1972,羽化 (草間)}
52.ハ1(Nl)Sο′ググα BATES オオホソコバネカミキリ

7月 ,D帯 (御幸径路)の 1記録のみ。幼虫はブナの朽木に寄生。採集記録 :御幸径路 ,下旬,宙 i.1955,

ブナの倒木上 (山崎秀雄 )

53.ハL(Eο″ισyaググs)ノ。″″,ο Sα″α″′グ,″″″αJ HAYASHI トガリバホソコバネカミキリ

5～ 7月 ,C帯 (八巻林道 ),D帯 (八丁池,遠笠山)で得られるが,成虫を見る事は少ない (1回の例外

あり)。 タンナサワフタギの伐採木 ,立ち枯れの地上 10`″ 位の所で得られる。幼虫の寄生植物が1966年タ

ンナサワフタギと判明後は,御幸径路 ,寒天林道,八丁池 ,遠笠山などの同植物の枯木 ,枯枝より,5～
6月 に多数羽化する (本文参照 )。 採集例 :八巻林道,X.宙 .1966(小 ),10.宙 i.1970(松本),遠笠

山,3.宙i.1966,4頭 (露木 , 田中,手束),10.宙 i.1966,約 100頭 ,タ ンサワフタギの伐採木 (小

官 ,木村 ,田 中,手束),17.宙 i。 1966(木村 )

7 か み き り 亜 科 subfamily Cerambycinae

Tribe Methini

54.Xys″ ,・ οι′′́α g′οらοsα (OLIVIER)ア オスジカミキリ

7～ 8月 ,A帯 (下田,河津浜 ,城ケ崎海岸),B帯 (湯 ケ島 ,七滝 ,湯ケ野 ,河津)な どの灯火 に飛来。

1釜Fち菫if「す雅F誂1lI'7陰 ,ΨttFl殿蒼S,7違芳%FЪ∫』二
草間所蔵),5.宙li.1955(高木一露木所蔵 )

Tribe Cerambycini

55.ル2ssJι %s″′りα (BLESSIG)ミ ヤマカミキリ

7～ 8月 ,A帯 (下田,雲見海岸)な どの灯火ゃクヌギの樹幹 ,や 少ゝない。幼虫はブナ科植物の枯木な
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どに寄生。採集例 :下 田, 6～ 10.宙 ii,1968,5頭 (山上),雲見海岸,30.宙 i.1965(草間 )

56.4ιοルsιんιs(Ps`“浅κοルS″
`⇒

ιλ′ノsο′た′た (BATES)キ マダラカミキリ

5月 ,A帯 (大瀬崎,下田)も っと採集されてよい種である。幼虫は主にブナ科植物の枯木に寄生。採集

記録 :大瀬崎,30.v.1971, トベラの花上 (木わ ,下田,27.宙 ,28.宙 .1970, 2頭 (山 上)

Tribe Phoracanthini

57.ス′′ο″αι
`ι

s(A′′ο′″αι
“
s)spαι″グο″グ″zs BATES トビイロカミキリ

5～ 7月 ,C帯 (水生地,八巻林道),D帯 (御幸 径路,遠笠山)な どのゴ トウヅルその他花上に多い。

幼虫はヒメシャラ,ア ブラチヤン,カ ゴノキなどの枯木 ,枯枝に寄生。採集例 :水生地,15.宙 .1953,

23頭 (小 ,草間),3.宙 .1960(小 ),八巻林道 ,11.宙 .1961,4頭 (木村),11.vi.1972(松本),遠

笠山,4.宙ii.1963(木村)

Tribe Callidiopini

58.Sι
`″

ックグ″zπ gπαグrゴ″ο′α″
“
π BATES ヨツボシカミキリ

4～ 6月 ,A帯 (下田),B帯 (湯ケ島)の花上 ,普通種であるが,末 だ伊豆での採集例は少ない。幼虫

はクリ,ク ヌギ などの枯木 ,枯枝に寄生。採集例 :下田,2～ 6.宙 .1952,3頭 (小),湯ケ島,市 .

1958(高木 )

59.Sιι″ο/2ッαs ι″υ′gι″α BATES アメイロカミキリ

5～ 6月 ,A帯 (下 田,大崎崎),B帯 (浄蓮),C帯 (水生地)の クリ,ゴ トウヅルの花上,少ない。採

集例 :下 田,30.宙 .1970,2頭 (山 上),大瀬崎 ,30.v.1971,2頭 (木 村),水 生 地,8.宙 .1951

(小)。 石廊崎,以・ v・ 1973,8.宙 .1974(鈴木)

60.Cι′ιsグzπ みο′ο夕んαι%π BATES ヨコヤマヒメカミキリ

7月 ,A帯 (下 田)の 2記録のみ。幼虫は ウバメガシの枯枝に寄生。採集記録 :下 田,3,宙i.1970,

伐採木上,(米川一池田清彦所動 ,9・ 宙i・ 1968(峰 )

61.C′οηgグιο″ι PIC ヒゲナガヒメカミキリ

4～ 7月 ,11月 ,A帯 (下田,石廊崎),C帯 (大川端)で 得られているが稀。幼 虫は コナラ,ウ バメガ

シ,オオバヤシヤブシ,ミ カン類の枯木 ,枯枝に寄生。採集記録 :大川端,xi.1964,2頭 ,スギの例木

(高木一草間所蔵),下 田,3.宙 。1966(佐藤勝信),13.宙 .1967,(山上),3.宙i.1970(米川),{石

廊崎のスダジイの枯枝より15.宙 .1969,羽 化 (木村),同所のコナラ, オオバヤシヤブシ,ウ バメガシ

の枯木より,6月 上旬～7月 上旬,1969,羽 化 (木村)〕

Trlbe Obrllnl

62.Sιι″みο″α′%sσ″ι″οグ′ιs BATES カッコウメダカカミキリ

5月 ,A帯 (大瀬崎)現在 1採集記録のみ。幼虫はクリ,ク ヌギ,イ ヌビワ,タ マアジサイなどの枯木や

フジ,ア ケビ,ノ ブドウなどの枯づるに寄生。採集記録 :大瀬崎,30.v.1971,3頭 (木村 ,露木 )

63.S.′むけ′GRESSITT トワダムモンメダカカミキリ

6月 ,C帯 (水生地)3採集記録のみ。幼虫はキブシ,ア ブラチヤンの枯枝に寄生。採集記録 :天城山 ,

4.宙 .1949(真 田氏),°水生地,12.宙 。1966(露木),18.v.1973(斎藤秀生 )

64.S.″αJωα″αs MATSUSHITA タイワンメダカカミキリ

8月 ,A帯 (河津,石廊囀 。幼虫は イヌザンシヨウの枯枝に寄生。採集記録 :河津,3.宙li.1959(高

木)灯火に飛来。石廊崎,23.v・ 1973,8.宙 .1974(鈴木)

Tribe Molorchini

65.νυο″ιみzsた″′″ グ́MATSUSHITA コジマヒゲナガコバネカミキリ

5～ 6月 ,B帯 (杉本),C帯 (大川端,水生地)カ エデなどの花上,少ない。幼虫はミズキ,キ ブシなど

の枯木,枯枝に寄生。採集例 :大り|1端 ,5.v.1955(草 間),5.v.1956(草 間),水生地,3.宙 .1951

(小),3.v。 1961(中村),19,v・ 1963(露木)
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66.Tみ″α″″s υα″′ιgαtts BATES トラフホソバネカミキリ

7～ 9月 ,B帯 (猫 越),C帯 (水 生地),ア カメガシヮなどの枯木上,稀。幼虫はツブラジイ,ハルニ

レ,ア カメガシワ,アヵダモ,な どの枯木 ,枯枝に寄生。採集記録 :水生地,10.宙 i.1948(小),11.
宙i.1950,2頭 , アカメガシフの枯木,6.宙 i.1952, ァカメガシフの枯木 (小),7.宙ii.1960, トネ

リコの材 (露木),9.宙 i・ 1961(小 ),猫越 ,17.破 .1957(高 木),2.宙 i。 1967(木村),{仁科峠のア

カメガシワより羽化 (衣笠)〕

Tribe Pyrestini

67.Pノ″sιιs力αι″αι′ιαs PASCOE クスベニカミキリ

7～ 8月 ,B帯 (杉本 ,猫越)花上,稀。幼虫はクス科の枯木 ,枯枝に寄生。採集記録 :杉本 ,29.宙 i.

1967,ク リの花上 (草間),猫越 .7.宙ii.1966,4頭 , リヨウブの花上 (露木 ,木村 )

Tribe CanichrOmini

68.Chι′グa〃″″ %″″グσο′′′BATES アオカミキリ

6～ 7月 ,C帯 (大川端 ,水生地)花上 ,稀。幼虫はサカキ,ク リ,ミ ネバ リ,イ タヤカエデ,イ ロハカ

エデ,フ ウなどの生木に寄生。採集記録 :大川端,9.宙i.1953(小 ),水生地,vi 1953(高木)(何れも

花上)

69.C/2′ 0″′0ル″′(Lιο″′′ゴz′′,)υ′′たた THOMsoN ミドリカミキリ

6～ 7月 ,B帯 (浄蓮ノ滝),C帯 (水生地,八巻林道)な どの花上に普通。幼虫はモミ, トドマツ,ア

カマツ,ク ヌギ,ク リ,コ ナラ,ミ ズキなどの枯木 ,枯枝に寄生。採集例 :浄蓮ノ滝 ,10.宙i.1953(草

間),水生地,13.宙 .19"(草間),八巻林道 ,15.宙 .1953(草 間)

Tribe Callidiini

70。

'π
α″οι

“
sノά 0″′ι″S(LACORDAIRE)ス ギカミキリ

4～ 5月 ,B帯 (桐山),ス ギの倒木ゃ切株 ,少ない。幼虫はスギ,ヒ ノキ,サ フラなどに寄生。採集例 :

桐山,27.iv.1965(高 木),5.v.1965,2頭 (草間)

71. Pα′αιοια″′
`力

″,ι

“

勉″ゲ″
`″

″″2)2‐″∫J′ιη″ι(MOTSCHuLSKY) ヒメスギカミキリ

4～ 8月 ,B帯 (猫越 ,湯ケ島,浄蓮ノ蓮),C帯 (大川端 ,水生地),D帯 (遠笠山)な どのスギの倒木

に多産。幼虫はスギ,ヒ ノキ,ヒ バ,モ ミなどに寄生。採集例 :水生地,15.宙 .1953(草 間),4.v.
1966,3頭 (郡山),遠笠山,3.v.1967(木 村 )

72.Pたノれαιοル s(Pα″α′力y″αιοル S)αルプσガ″σιクs BATES シロオビチビヒラタカミキリ

6月 ,C帯 (水生地),ノ ブドウの枯づる,余 り多 くない。幼虫はノブ ドウ,ヤ マブ ドウなどの枯づるに寄

生。採集例 :水生地,15.宙 。1953(草間)

73.P.cbι ιグ′′π′″)″ιαα″ (KRAATZ)ア カネカミキリ

5～ 6月 ,C帯 (水生地),ノ ブドウの枯枝 ,余 り多 くない。幼虫は ノブドウ,ヤ マブ ドウなどの枯づる

に寄生。採集例 :15.宙 .1953(草 間)

Tribe Clytini

74.Xノο″′εん%s σπ″″ ί″″グS(KRAATZ)ウ スイロトラカミキリ

6～ 9月 ,B帯 (猫越),C帯 (水生地 ,八巻林道),D帯 (遠笠山)な どの種々の広葉樹の倒木ゃ枯枝に

普通。幼虫はブナ科,シデ類 ,ハ ンノキ類 ,カ エデ類 ,ミ ズキなど広葉樹の枯木や林に寄生。採集例 :猫

越 ,5。 ix.1965(郡 山),水生地,17.v五 .19M(露 木),9～ 12.宙i.19",3頭
K/1、 ),遠笠山,3.

宙i.1966(露木)

75.X.ι″ασグα″%s BATES ニイジマ トラカミキリ

7～ 9月 ,B帯 (猫越),C帯 (水生地,八巻林道),D帯 (達磨山,遠笠山)な どのリヨウブの枯木に普
通。幼虫はリヨウブ,カ エデ類などの枯木に寄生。採集例 :猫越 ,27.ix.1966, 3頭 (高桑),13.ix,
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15.破 .1970(山 上),水生地,10.宙 i.19∞ ,2頭 C/1ヽ),16.宙 i.1955(露木),7.宙ii.1960,2頭
6)

K/1ヽ ),30.宙 i.1972(松本),達磨山,25。 宙i。 1966(石 田),遠笠山,4.宙 ii。 1963(木村)

76.X.3‐αノググ(WIHTE)ム ネマダラトラカミキリ

5月 ,A帯 (大瀬崎)1採集記録のみ。幼虫はキリ,サカキ,ハ ンノキ,ク ワ類などの枯木に寄生。採集

記録 :大瀬崎,30.v.1971(大木)

77. X. ýrんοactts BATES ブドウトラカミキリ

9月 ,B帯 (猫越),C帯鰊 生地)ヤ マブドウの枯づる,少ない。幼虫はブドウ,ノ ブドウ,エ ビヅル ,

ヤブカラシに寄生。採集例 :猫越,27.ix.1966, 5頭 (高 桑),7.ix.1970(山 上),13.ix,15.破 .

1970(山上),水生地,23.ix.1963,イ タドリの花上 (露木 )

78.C′ノι%s αz′″″グS BATES キンケトラカミキリ

5～ 7月 ,C帯 (水生地,八巻林道),D帯 (御幸径路 ,長九郎山)ケヤキの倒木,少ない。幼虫はケヤ

キの 倒木に寄生する。採集例 :水生地,15.宙 .1953,5頭 (小),3.宙 .1952(小 ),八巻林道,3.

宙i.1960(ノト),29.v.1966(ノ Jヽ),{長九郎山より i五・1971採取の ケヤキ材より羽化 (山上),天城峠

より採取のケヤキ材より3～ 12.v.1966,4頭羽化 (郡山)}

79.Cノ″″οε″ッι″s ιά ″0″o(BATES)キ スジトラカミキリ

6～ 8月 ,C帯 (水生地,八巻林道)花上,余 り多くない。幼虫はクルミ類,シデ類 ,ブナ科,ア カメガ

シフ,セ ンノキなど種々の広葉樹の枯木,枯枝に寄生する。採集例 :水生地,16.宙 .1953(小 ),12.

宙i.1953(草間),19.宙 i.19譴 (露木)

80.B″αιんノσZノαs sグ″gノα,‐Js KRAATZ アカネ トラカミキリ

6月 ,C帯 (水生地)ノ ブドウの枯づる,少ない。幼虫はブドウ,ノ ブドウ,ヤマブドウなどの枯づるに

寄生する。採集例 :水生地,15.宙 .1953(草 間)

81・ C″ο′οクLο′″Sα″″″′α′ブs(FABRICIUS)タ ケ トラカミキリ

7～ 8月 ,B帯 (猫越 ,湯 ケ島,浄蓮ノ滝),C帯 (水生地)な ど各地に普通。幼虫はマダケ,ハ チク,ア ズマ

ネザサなどの枯竹に寄生する。採集例 :水生地,27.宙 i.1953(草間)。 A帯,下 田,27.宙 i.1970(中 里)

82.C.′ ά ο″′ιαS(CHEVROLAT)エ グリトラカミキリ

6～ 8月 ,B帯 (猫越,浄蓮ノ滝),C帯 (水生地 ,八巻林道),D帯 (達磨山,遠笠山)な どの花上に多

産。幼虫はブナ科,カ エデ類 ,サ クラ類 ,ミ カン類など種々の広葉樹の枯木 ,枯枝に寄生する。採集例 :

浄蓮ノ滝 ,16.宙 .1953(草 間),水生地, 10.宙。,11.宙.,16.vi.1953,3頭 (草間),10・ 宙i・

6)

1953,3頭 (小),達磨山,25.宙 i.1966, 3頭 (石田),{遠笠山より採取のヤシャブシの材より 7.v.

1967  ]]化   (ブ 本ヽ寸) 〕

83.C.παsσοs“S(BATES)フ タオビミドリトラカミキリ

6～ 8月 ,A帯 (下 田,石廊崎),B帯 (大 滝)稀。幼虫はアカメガシワ,エノキ,ク ヌギ,オオバヤシ

ヤブシ,ウ バメガシなどの枯木,枯枝に寄生する。採集記録 :下田,8.宙 ii.1968(山上),3.宙i.19

72(高桑),石廊崎,15.宙 .1969(木 村),{同地より採取のウバメガシ,ヤシャブシより羽化(木村)},

{大滝で 14.宙 .1971採取の材より5月羽化 (山上)}
84.C.″ο″αらグ″s(PASCOE)キ イロトラカミキリ

6～ 7月 ,B帯 (猫 越,大 滝),C帯 (水生地),D帯 (達磨山),枯木,薪上,余 り多くない。幼虫はス

ギ,サ クラ類,ク サギ,ミ カン類などの枯木,枯枝に寄生する。採集
電

:猫越,"・ 宙.1968,2頭 ,休
村),水生地,3.宙 .1952,2頭 (小),達磨山,25.宙 i。 1966(石田),{大滝で 4.lii.1971採取のケ

ヤキの枯枝より6月 羽化 (山上)〕

85. Rみの″α″,α ″′″″αια(BATES) ヒメクロトラカミキリ

4～ 7月 ,B帯 (猫越),C帯 (大川端,水生地,八巻林道),D帯 (御幸径路 ,長九郎山)な どの花上に

普通。幼虫はヤシャブシ,コ ナラ,ミ ズナラ,ク リ,カ シ類 ,ケヤキ,ミ スギなどの枯木,枯枝に寄生す
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る。採集例 :猫越,m.vi.1968(木 村),5,v.1969(草 間),大川端,2.v.1954(露 木),水生地 ,

14.宙 .1953(草 間),16.宙 .1953,9頭 (小),八巻林道,11.宙 .1961(木 村),あ .iv.1970(待

山),御幸径路 ,15.宙 .1953(草 間),〔長九郎山,iii 1971採取の材より羽化 (山上)}
86.R.″′″Jsσα(BATES)ホ ソトラカミキリ

6～ 7月 ,C帯 (水生地,八巻林道),やゃ少ない。幼虫はモミ,エ ゾマツ,ツガなどの針葉樹や,カ シ

フ,サ クラなどの広葉樹の枯木,枯枝に寄生する。採集 例 :水生地,10.宙i.1953,2頭 (小),17.
vii.19秘 (露木),八巻林道,11・ 宙i.1953(草間),19.宙 i.1970(鈴木)

87.Dι′″ο″α″ι′α″sガ′Js BATES トゲヒゲ トラカミキリ

5～ 8月 ,C帯 (大り|1端 ,水生地、八巻林道),D帯 (御幸径路 ,八丁池)な どの花上,特にゴ トウヅル

の花上に多産する。幼虫はスギ,ヒ ノキなどの針葉樹や トチノキ,セ ンノキなどの広葉樹の枯木,枯枝に

寄生する。採集 例 :大り|1端 ,2.v.1954,3頭 (露 木),1.宙・ 1958(木 村),水生地,30.v.1951

(ノ 1ヽ), 8. vi. 1951(/1ヽ ), 12. vii. 1953, 11豆 頁 (/1ヽ), アヽ民家オ木iヨ , 14. vi., 15. vi., 16. vi  1953,  4

頭 (草間),御幸径路 ,18.宙 i.1954(草間)

Tribe Anaglyptini

88. Pa7``″ ytts′″ι
“
′協S BATES シロトラカミキリ

4～ 7月 ,C帯 (大川端,水生地,八巻林道)花上に普通。幼虫はヤシャブシ,シ ラカシ,イ ヌブナなど

の枯木,枯枝に寄生。採集例 :大川端,3.v.1964(山 上),水生地,3.宙 .1951(小 ),25.宙 i.1952

(ノIヽ),12～ 16.vi.1953, 8頭 (草間),16.宙 .1953,10頭 (小), 17.vii.1954(露 木), 16.iv.

1972(斎藤),八巻林道,3.v.1960(ノ 」ヽ),26.宙 i.1969(小 )

89.A″αg′ypι%sらι″
“
s MATSUMURA et WIATSUSHITA アカジマトラカミキリ

9～ 10月 , B帯 (猫越), C帯 (猫越山系)新鮮なケヤキの倒木上, 少ない。幼虫はケヤキの倒木に寄

生。採集例 :猫越口,7.ix.1970(山 上),猫越山系 (標高約 650″ι),破・ 1962(高木―衣笠所蔵),15・

ix.1963(高木―木村所蔵),18～ 24.破 .1963, 8頭 (栗 田,露木,手東,草間),1.x.1965(高 木―

小比賀所蔵),27.ix.1966, 5頭 (高桑),15.ix.19700条 )

90.4.″ ′́ο″ι″SグS BATES トガリノヾアカネ トラカミキリ

5～ 7月 ,B帯 (波勝,猫越),C帯 (水生地),D帯 (長九郎山)マユミなどの花上,少ない。幼虫はシ

ラカシの枯木,倒木に寄生する。採集例 :波勝,6.v.1972,約 20頭,シイタヶのほだ木 (小 林),猫
越,20.宙 .1968(木村),水生地,16.宙 .1953,3頭 (小),2頭 (草間),{長九郎山にて4.ili.1971

採取の材より羽化 (山上)}
91.A.szιノαSι′αι

“
s PIC スギノアカネ トラカミキリ

4～ 6月 ,B帯 (湯 ケ島,桐山),C帯 (大川端,水生地)主にスギの例木,稀。幼虫はスギ,ヒ ノキな

どの衰弱部に寄生する。採集記録 :湯ケ島,12.v.1968(木村),桐山,7 宙.1965, 3頭 (栗田―草

間所蔵),大川端,5.v.19“ (露木),水生地,4.v.1956(草 間)

Tribe CIeomenini

92. Dι ′ι′71ο ′́αι′ια VヽHITE ホタルカミ三ャリ

5～ 6月 ,B帯 (猫越),C帯 (大川端,水生地)広葉樹の薪や枯枝に集まる,ゃゃ少ない。幼虫はブナ

科,ネムノキ,グ ミ類など種々の広葉樹の枯木,枯枝に寄生する。採集例 :猫越,5.v.1969,10頭 (草

間),水生地,10.宙i.1953(小),{猫越で採取のネムノキより,9・ 宙・1968に羽化 (木村)〕

93.Cルοπι″ιs′αたたレιλグ′OHBAYASHI タキグチモモブトホソカミキリ

6～ 7月 ,B帯 (猫 越,大滝温泉), 2例 のみ。幼虫はカゴノキの枯木,枯枝に寄生。採集記録 :猫越 ,

16.宙 i.1967(木村),〔大滝温泉にて 4.ili.1971に採取したケヤキ材より6月 に羽化 (山上)}
Tribe Purpuricenini

94.助″′
“
′ヴσι″%s(Sた″όιJS′ιS)ιι″2π′″ι″ブGuiRIN ベニカミキリ

47
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5～ 6月 ,B帯 (猫越,湯ケ島新田)花上,やや少ない。幼虫はマダケ,モ ウソウチクの枯竹に寄生。採

集例 :猫越,20.宙 。1968(木村),湯ケ島新田,5,v.1969(草 間)

95.P.(S.)Sp′ ιιαらグι′s MOTSCHULSKY ヘリグロベニカミキリ

5～ 6月 ,C帯 (水生地,八巻林道)花上,少ない。幼虫はイタヤカエデ,ヤ ツデ,ヤマウルシ,セ ンノ

キなどの枯木,枯枝に寄生する。採集例 :水生地,15.宙 .1953(草 間), 16.vi.1953(小),八 巻林

道,3.v・ 1962(中村)。 A帯,下田,宙.1973(山上)

Ⅵ お、 と か み き り 亜 科 Subfamily Lamiinae

Tribe WIesosini

96.M`sο sα (ハイ′sοsの ″ッό Sプά ο′ゴια BATES ゴマフカミキリ

6月 ,C帯 (水生地)稀。幼虫はヤナギ類,ブナ科,ヤマグワ,イ タヤカエデ, ミズキなどの広葉樹の枯

木やフジ,ヤマフジの枯づるに寄生する。採集記録 :水生地,13.宙 .1953(草間)

97.■40写
"″

οι″ι″グの ′ο″」″″″づS BATES ナガゴマフカミキリ

6～ 9月 ,B帯 (湯ケ島),C帯 (水生地),D帯 (八丁池)な どの枯木,少ない。幼虫は ブナ科,ケ ヤ

キ,サ クラ類 ,ネムノキ,アカメガシワ,ヌ ルデなどの広葉樹の枯木に寄生する。採集例 :湯ケ島,2.

宙i。 1967(露木),水生地,12.宙 i.1955(高木―草間所蔵),八丁池,4.ix.1965(郡山)

98.ン L(A.)S′ ″ゴ′″S BATES ウ ス ア オ ゴ マ フ カ ミ キ リ

6～ 7月 ,B帯 (猫越),C帯 (水生地,八巻林道)ブナなどの枯木,倒木,余 り多くない。幼虫はブナ

科,シナノキ,ヤ マザクラ,ハ ンノキ類,ミ ズキなどの枯木に寄生する。採集例 :猫 越,2.宙 i.1967

(木村),水生地,3.宙 .1951(小 ),8.宙 .1951(小 ),八巻 林道,3.宙i.1960(小),10.v.1965

(山上)

99.ル「 Cを″J″ιSο Sα)んグrS″ια BATES カ タ ジ ロ ゴ マ フ カ ミキ リ

7～ 9月 ,A帯 (大仁),B帯 (与市阪,猫越),C帯 (水生地),D帯 (八丁池)な どの広葉樹の枯木 ,

ゃや少ない。幼虫はシイ,シデ類,サ クラ類,カ エデ類などの広葉樹やモミの枯本に寄生する。採集例 :

大仁,9.宙 i・ 1950(小),与市阪,2.宙 。1963(高木),猫越,10.ix.1963(栗 田),水生地,16.宙 i

1955(高木―草間所蔵),八丁池,4.破 .1965, 5頭 (郡山)

1∞.Fα′sο′″ sο s′″α g2αιJ″ο′‐(BATES)シ ロオビゴマフカミキリ

6～ 7月 ,B帯 (猫越),C帯 (水生地,八巻林道)の 枯木,少ない。幼虫はケヤキ,ネ ム,シオジなど

に寄生する。採集例 :猫越,2.宙 i.1967(露木),水生地,10.宙 i.1950(小),八巻林道, 11.宙 i.

1961K/1ヽ ),〔猫越にて 20.面 .1968採取のネムノキから 4.v.1968,羽化 (露木),同 じく3～ 9.宙 .

1968, 7頭羽化 (木村)}
Trlbe Ⅱomonoelnl

101. B%″ιι′Op′α Jα夕ο″″ιαんι″α″α HAYASHI ノ`チジヨウウスアヤカミキリ

2月 ,A帯 (下田)の メダケ中よりの 1例のみ,本州では房総半島についで2回 日の記録。幼虫はおそら

くメダケの生竹に寄生すると思われる。(八丈島ではメダケに寄生)。 採集記録 :下田須崎,11.ii・ 1973,

10頭 (小田義広,久保田篤男)

Tribe Apomecynini

102. Asα ′′′′α αgα″″ιみJ″ α BATES シナノクロフカミキリ

6～ 7月 ,A帯 (大瀬崎),B帯 (浄蓮),C帯 (水生地,八巻林道)の 枯木,枯枝,やや少ない。幼虫は

イチヂク,ク ワ,サ ワグルミ,ケヤキなどの広葉樹の枯木や フジの枯づるに寄生する。採集例 :大瀬崎

30.v.1971(大木),浄蓮,11.宙 i。 1953(草 間),水生地,12.vii.1953(草間),八巻林道,26.宙 .

1966,2頭 C/1ヽ )

103. 4.rα ∫′pιs BATES キクスイモドキカミキリ
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5～ 8月 ,C帯 (水生地)稀。幼虫はプナ,ク ワ,シオジ,キ ブシなどの枯木に寄生する。採集記録 :水

生地,6.宙 ii.1955(露木),V・ 1958(高木)

104.A′ ′″%′α ノαpο″グια BATES コブスジサビカミキリ

5月 ,A帯 (大瀬崎),B帯 (一碧湖)の 2例のみ。幼虫の寄生植物は末だ判明していない。採集記録 :

30.v1971(露木),一碧湖,2.V・ 1971(高桑)

105.Xノ αガ οクS′ S′″グ″ グια BATES ク ビ ジ ロ カ ミ キ リ

6～ 10月 ,B帯 (猫越),C帯 (水生地,天城峠)の ツルウメモドキの枯づる又は生づる,稀。幼虫はツル

ウメモドキ,フジの枯づるに寄生する。採集記録 :猫越,1.x.1966(田 中),水生地,4.宙 .1949(小 )

106.Syι
“

%″″%srグαια FuJIMuRA ヒトオビチビカミキリ

7～ 8月 ,C帯 (旧天城峠,寒天林道)の 3例のみ。幼虫はオニグルミに寄生,その他の植物にも寄生す

るが末だ判明しない。採集記録 :寒天林道, 10・ vili.,11.宙 h.1971, 2頭 ,枯枝の叩網 (中村),1日

天城峠 27.宙 ii.1970(鈴 木)

Tribe Hippopsini

107.Cルタιοπιιοp″sらグ″αι″α″zs(BATES)′ スヽオビヒゲナガカミキツ

6～ 9月 ,A帯 (石廊崎),B帯 (猫 越),C帯 (水生地,八巻林道),D帯 (長九郎山,猿山)少ない。

幼虫はナガバモミジイチゴ,キイチゴ,ニフトコ,オオバヤシヤブシなどの枯枝に寄生する。採集例 :石

廊崎,30.宙 .1966(小 宮),猫越, 211.破 .1963(草 間), 13.ix.1970(山 上),水生地,11.宙 i.

1953,2頭 (ノD,27.宙 i.1955(高木―草間所蔵),27.宙 i。 1956, 3頭 (露木),20.宙 .1957(高 木

―草間所蔵),長九郎山,25.宙 i.1971,猿 山,27.宙 i.1969(鈴木)

108. Psι″グοια′α″ιοι′πsヵ′ο″グε
“
s(BATES) ドウガヾソカミキリ

5～ 7月 ,B帯 (猫 越),C帯 (大り|1端,水生地,八 巻林巻,滑 沢漢谷)ア マギアマチャの枯枝に普

通。幼虫はタマアジサイ,サフアジサイの枯枝に寄生する。採集例 :猫越,12.v.1968(木 村),大り||

端,4.v.1966(郡 山),水生地,5.宙 .1949(小 ―草間所蔵),8.宙 .1951(月う,3.v。 1954(露

木),16.宙 i.1954(露 木),30.v.1955(高 木―草間所蔵),八巻林道,11.宙 .1961C/1ヽ),29.v.

1966,6頭 K/1ヽ ),29.宙 i.1967(草 間),11.宙・1972,2頭 (松 本),滑 沢漢谷,25.宙 .1972(山

上)

Tribe Pteropliini

109. NJ夕みο″α∫″οα′α(BATES)ハ イイロヤハズカミキリ

4～ 7月 ,A帯 (石廊崎,蓮台寺),B帯 (湯ケ島,浄蓮ノ滝,桐 山)な どのタケ,余 り多くない。幼虫

はマダケ,ア ズマネザサ,マダケなどタケ類の枯竹に寄生する。採集例 :蓮台寺,18,v.1969(木 村),

浄蓮ノ滝,10.宙 i.1953(小),{石廊崎にて 15,v.1969採取のマダケより羽化 (木村)〕

110.P惚′‐ο″οpみブα(Pιι″ο″οタカ″a σα%ααια(BATES)ト ガリシロオビサビカミキリ

6～ 7月 ,A帯 (大瀬崎),B帯 (与市坂),C帯 (大川端,水生地,八巻林道)な どの枯木に普通。幼虫

はブナ科,カ シ類,ミ カン類, トチノキ,シオジなどの枯木や フジ,ヤマフジの枯づるに寄生する。採

集例 :大 瀬崎,30.v.1971(大 木),水 生地,17.宙 i.19M(露 木),八巻林 道,28.宙i.1967(草

間)。 下田,27.宙 .1970(山 上)

111.P.(P.)grα′π′α協 (MOTSCHULSKY)ア トモンサビカミキリ (第 2表,脚註****参照)

6～ 8月 ,B帯 (浄蓮ノ滝),C帯 (水生地,八巻林道)な どの枯木の普通。幼虫はスギ,カ ラマツなど

の針葉樹や,ヤナギ類,ブナ科,セ ンノキなど各種広葉樹の枯木やヤマフジの枯づるに寄生する。

採集例 :水生地,10.宙 i.1950, 2頭 (小),14.宙 .1953, 3頭 (小),10.宙 i.1953, 2頭 (草間),

12.宙 i.1953(草間),八巻林道,2.宙 。1963(衣笠)

112.2(R)ノά ο″づεα BREUNING シロオビサビカミキリ

6～ 8月 , C帯 (水生地,八巻林道),D帯 (御幸径路 ,八丁池), などの枯木に普通。幼虫はサヮグル
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ミ,ヶ ヤキ,ホ オノキ,セ ンノキなどの枯木やツルウメモ ドキの枯づるに寄生する。採集例 :水生地 ,5.
宙.1949(小 ―草間所蔵),10.宙 i.,11.宙i.1950, 2頭 (小),9.宙i,10.宙 i.1953,5頭 (草間),

16.宙 i.19望 (露 木),八巻 林道 ,11.宙 i.,12.宙i.19",lo頭 (草 間),26.宙 .1966,3頭 C/1ヽ ),

御幸径路 ,29.宙 i.1965, 2頭 (草間)

113.P.(P.)zο″α′α(BATES)ア トジロサビカミキリ

5～ 8月 ,A帯 (大瀬崎),B帯 (猫越),C帯 (水生地)な ど各地の枯木 ,枯枝に普通。幼虫はブナ科 ,

ネムノキ,ア カメガシワ, トチノキなど各種広葉樹の枯木や,フ ジ,ク ズ,ゴ トゥゾルなどの枯づるに寄

生する。採 集 例 :大瀬崎 ,30.v.1971(木 村),水生地,10.宙 i.1950K/1、),8.宙 .1951(小 ),{猫
越より採取のネムノキより,お .v.1968羽化 (木村)}

114.2(Lりιοι,つ ″″s)α″′?″αια(CHEVROLAT)ヮ モンサビカミキリ

5月 ,A帯 (大瀬崎),B帯 (大滝温泉)の 2例のみ。幼虫はブナ科 ,ク ヮ類 ,カ ラスザンシヨウなどの

枯木やフジ,ク ズなどの枯づるに寄生する。 採集記録 :大瀬崎 ,30.v.1971(木村),〔大滝温泉付近で

14.市 .1971採取の材より羽化 (山上)}
115.P.(A′ι)ノ″gο Sα (BA TES)ナ カジロサビカミキリ

5～ 7月 ,C帯 (水生地 ,八巻林道)な どの枯木に普通。幼虫はブナ科,ク ヮ, トチノキ,セ ンノキ,ミ

ズキ,シナノキなど,各種広葉樹の枯木やフジ,ブ ドウなどの枯づるに寄生する。採集例 :水生地 ,10.
vii. 1950, 2頭  (ノト), 3 . vi. 1951(ノ 1ヽ), 30. v. 1951,  2頭  (ノlヽ), 9. vii , lo, vii. 1958, 2頭  (草

間),19.v.1963(露木),八巻林道,12.宙 i.1953(草間)

116.Eg.・ s′′:α c臀グノグ′,ι αJの う″物sι′α″α(MATSUSHITA)ニ イジマチビカミキリ

5～ 7月 ,A帯 (大瀬崎),B帯 (一碧湖),C帯 (水生地)な どの枯木 ,余 り多 くない。幼虫はヤマグ

ヮの枯枝に寄生する。採集例 :大瀬崎,30,v.1971,3頭 (大木),一碧湖,お .v.1970(高 桑),水生

地,10宙 i.1953,2頭 P/1ヽ ),26.宙 .1955(高 木―草間所蔵),7.宙 i.1955, 4頭 (高 木―草間所

蔵)

Tribe Phrissomini

l17.Pα ″ εんι力おια′

“

s,OSS“ S(BATES)セ ダ カ コ ブ ヤ ハ ズ ヵ ミキ リ

5～ 8月 ,D帯 (御幸径路,八丁池,遠笠山)な どのブナの倒木や枯木,やや少ない。幼虫はブナの倒木

や朽木に寄生する。採集例 :御幸径路,9 宙i.1953(小 ),13.vi.1955(小 ),30 v,14 宙 .、 16.

宙i.1955(高 木―草間所蔵),11.宙 .,13.vi.1955(露木),17.宙 i.,21.vii.1955(露 木),28.
宙i.1965(草間),八丁池,5,viii.1955(露 木),11.宙 .1961, 2頭 (木村),10.宙 .1965(山 上),

4. vi. 1967(此 筆), 26. vi 1966(ノ」ヽ)

Tribe Agniini

l18.ルら′οιttα〃′″s(ルら′7οιんα″%s)α′ι
`,,lα

″
`′

s HOPE マツノマダラカミキリ

6～ 7月 ,A帯 (下 田,城ケ崎海岸),B帯 (湯ケ島新田),C帯 (水生地)マツの倒木,普通。幼虫はク

ロマツ,ア カマツ,モ ミ,ス ギなどの針葉樹の枯木に寄生する。採集例 :下田,a.宙 ,1970(山 上),

湯ケ島新田,宙 .1956(高木),水生地,宙 i.1955(高木)

119.μl(A4)g″ ″″s IVATERHOUSE ヒゲナガカミキリ

9月 ,B帯 (猫越)の 1例のみ。幼虫はモミ,ツガ,ァカマツなどマツ類の枯木に寄生する。採集記録 :

猫越,4.ix.1965(露 木)

120.M(M)s″ら∫あσゲα′″s(BATES)ヒ メヒゲナガカミキリ

6～ 9月 ,B帯 (猫 越,大滝温泉),C帯 (大り|1端 ,水生地,八巻林道),D帯 (八丁池,遠笠山,達磨

山)な どの枯木に普通。幼虫はサヮグルミ,ア カシデ,ノ ン`ノキ類,ブナ,ク ワ類,ミ カン類 ,ア カメガ

シフなど各種広葉樹の枯木に寄生する。採集例 :水生地,10.宙 i.1950(小 ),15.宙 .1953(小 ),2.
宙.,12.宙i.1953(高 木―草間所蔵),八巻林道,31.宙i.1953,2頭 (高 木―草間所蔵)旧天城峠 ,

50
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%.宙i.1972(山上)ぁ 八丁池,4.ix.1965,4頭 (郡 山),遠笠山,4.宙ii.1963(木 村),達磨山,

25.宙 i.1966(石田),〔大滝温泉にて 14.市 .1971採取の材より羽化 (山上)〕

121.ス″οp′ό み。″α′,多 α′αS′ασα(THOMSoN)ゴ マダラカミキリ

7～ 8月 ,A帯 (下 田,城ケ崎 海岸),B帯 (浄蓮ノ滝,湯ケ野)と 記録は少ないが,A,B帯 では普通
のはず。幼虫はヤナギ類 ,ミ カン類 ,ク ワ類 ,その他種々の広葉樹の生木に寄生する。採集記録 :浄蓮ノ

滝 ,宙 i.1956(高わ ,湯ケ野,13.宙 i.1955(高木―露木所蔵)

12. Mcrぅ り,″ン ″Sp%らグ
`ο

,7ガ S BATES イ タ ヤ カ ミ キ リ

7月 ,B帯 (河津)の 1例のみ。幼虫はイタヤカエデ類,ヤナギ類,カ ツラの生木に寄生する。採集記録 :

河津,vii.1957(高 木)

123.Aια′ο′ί″αι
“
″%,‐′οsα (BATES)セ ンノキカミキリ

7月 ,A帯 (下 田,城ケ崎海岸),C帯 (水生地,仁科峠)稀。幼虫はブナ,シナノキ,タ ラノキ,セ ン

ノキ,ヤ ツデなどの枯木に寄生する。採集記録 :下田,5 宙i.1952(小),7.宙 i.1952(小 ),水生地 ,

28.宙 i.1955(高木),{仁科峠にて iii.1967採取の材より7月 羽化 (露木)}
124.五 .∫″α″∂αιο″た (BATES) ビロウドカミキリ

6～ 9月 ,A帯 (下 田),B帯 (猫越,与市阪),C帯 (水生地,八巻林道)な どの灯火ゃ枯木より,少な
い。幼虫はアカマツ,ク ロマツ,ク ルミ類,ヤマザクラ,ネムノキ,ア カメガシヮ,ミ ズキ,ニ フトコな

どの枯木に寄生する。採集例 :下田須崎,3.宙i.1972(高桑),水生地,10.宙 i.1950(小),9.宙 ii.

1954, 2頭 (高木―草間所蔵),20.宙 i.1955(露木),2.破 .1963(草 間),八巻林道,19.宙 i.1970

(鈴木)

125.4.sιノ″″εια(BATESl ニセビロウドカミキ

7～ 9月 ,B帯 (猫越,浄蓮ノ蓮,河津),C帯 (大川端,水生地,八巻林道,寒天),D帯 (長九郎山)

などの枯木,やや少ない。幼虫はアカシデ,シ ラカシ,ノ リウツギ,ヤ ツデ,ミ ズキ,ネムノキなど広葉

樹の枯木に寄生する。採集例 :猫 越,2.宙 i.1967(木 村),水生地,16.宙 i.19秘 (露 木),9.宙五.

1954, 2頭 (高木―草間所蔵),23.破 .1962(草 間),八巻林道,29.宙 i.1967, 2頭 (草 間),旧天城
峠,16.宙 i.1971(峰),長九郎山,25.宙 i.1971(山上)

126. し
`ι

ιみαらグ27И銘姥た THoMsoN ヤハズカミキリ

6～ 9月 ,A帯 (下田,大瀬崎,城ケ崎海わ ,B帯 (猫 越),C帯 (水生地,八巻林道),D帯 (遠笠山)

などの枯木 ,枯枝より,やや少ない。幼虫はネム,ィ チヂク,サクラ,ツ クバネガシなどの枯木に寄生す
る。採集例 :下田,4.宙 i.1952(小),大瀬崎,30.v.1971(大木),猫越,7.ix.1970(山上),水生
地,10.宙 i.1950(ノ 1ヽ一草間所蔵),11.宙 i.1953(草 間),2.宙 .1955(高 木―草間所蔵),八 巻林
道,29.vii.1967(小),遠笠山,4.宙 ii.1963, 2頭 (木村)

127.■″″α″ια″
“
″2g7´グsιο′%,,,(BATES)ゴマフキマダラカミキリ

8月 ,D帯 (遠笠山)の 1例のみ。幼虫の寄生植物は判明していないが,ハ ンノキかヤマハンノキではな
いかと思われる。採集記録 :遠笠山,4.vili.1963, 2頭 ,ハ ンノキの新 らしい伐採枝より (露木)

128. 動 ´
"′

ππS′
‐″らι′(DALMAN)ホシベニカミキリ

5～ 7月 ,A帯 (下田),B帯 (河津),採集例は少ないが,A,B帯 のタブノキに多産するはず。成虫は
タブノキの新芽を食害する。幼虫はタブ,ク スなどクス科の生木に寄生する。採集例 :下田,25.宙 ,28.
宙.19η,11頭 (山 上),3.宙 i.1972(高桑),河津,宙 .1964(高 木)

129・ Pttιο′力ιαル′α″Fs(PASCOE)キボシカミキリ

7～ 9月 ,A帯 (城ケ崎海岸),B帯 (三本松),天城山での採集記録は1つでがるが,A,B帯 のイチヂ
クその他に多産するはず。幼虫はイチヂク,ク ヮの生木に寄生する。採集記録 :三本松,ix.19“ (高木)

130.Xι″グοο′′Jα pα″′α′′″α(BATES)チ ャボヒゲナガカミキリ
5～ 8月 ,A帯 (大瀬崎),B帯 (一碧湖),c帯 (水生地,八巻林道),D帯 (長九郎山)な どの枯木 ,
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やや少ない。幼虫はカラスザンシヨウ,サ ンシヨウ,ヤマハゼ,ト チノキなどの枯木に寄生する。採集例 :

大瀬崎,30.v.1971(大 木),一碧湖,23.v.1970, サンシヨウの枯枝を後食 (高桑), 水生地,19・

vii.1954(露 木),八巻林道,3.宙 i.1960, 3頭 (小),長九郎山,25。 宙i.1971(山上)

131・ Nα″οたα″ιπ
“
s′′メωιι″S BATES クリイロシラホシカミキリ

7月 ,C帯 (八巻林道)の 2例のみ。幼虫の 寄生植物不明。採集例 :天城峠,28.宙i.1965,枯枝の叩

網 (草間),19・ 宙i・ 1970(鈴木)

Tribe Batocerini

132. Ap″。″α′αp。″′σα THOMSON クヮカミキリ

6月 ,B帯 (与市阪)天城山では1採集記録のみであるが,A,B帯 では普通種と思う。幼虫はクヮ,ポ

プラ類,イ チヂク,その他多種類の広葉樹の生木に寄生する。採集記録 :与市阪,20.宙 .1963(高 木―

草間所蔵)。 A帯,下田,15。 宙ii.1968(山 岸宏),石廊崎,31.宙i.1973(鈴木)

133. Bα ′οι′′α′ゲ″′οιαια CHEVROLAT シロスジカミキリ

4～ 8月 ,A帯 (下田,城ケ崎海岸),B帯 (浄蓮ノ滝),天城山での採集例は少ないが,A,B帯 では普通

のはず。幼虫はヤナギ類,ヤシヤブシ,ブナ科など各種広葉樹の生木に寄生する。採集記録 :下 日,23.

宙,27.宙.1970, 2頭 (山上),浄蓮ノ滝,宙五・ 1955(高木),18.市 .1956,灯 火に飛来 (高木)

Tribe Ancylonotini

134.Pα′グ″″α′グ厖′α′α(BATES)ヒ ゲナガゴマフカミキリ

7～ 9月 ,C帯 (八巻林道),D帯 (八丁池,遠笠山)の ブナなどの倒木,少ない。幼虫はブナ科,シデ

類,カ エデ類, ミズキなどの枯木に寄生する。採集例 :八巻林道,宙五・ 19M(高木―小比賀所蔵),17.

宙i 1955(露木),八丁池,7.viii.1960, 2頭 (小),遠笠山,4.宙 ii.1963(木村)

Tribe Rhodopinini

135・ Rんοどο″″αゴ′:″ιgr″ι′″′S(BATES)マ ルバネコブヒゲカミキリ

6～ 8月 ,C帯 (水生地,八巻林道),D帯 (御幸径路,遠笠山)な どの ミズキの枯木,少ない。幼虫は

ミズキ,タ ンナサワフタギの枯木に寄生する。採集例 :水生地,6.宙i.1953(高 木―草間所蔵),28.

宙.1954(高 木―草間所蔵),2.宙五.1954(小 ),10・ 宙ii・ 1955(露 木),八巻林道,28.宙 i.1965(草

間),27.宙 i.1969(鈴月 ,26.宙 i.1972,10頭 (山上),御幸径路,29.宙 i.1965(草 間),遠笠山,

4. viii。  1963 (F富 ノヽ)

136.R.ιιω′sJJ(BATES)セ ミスジコブヒゲカミキリ

5～ 7月 ,A帯 (大瀬崎),B帯 (湯ケ島,猫越),C帯 (水生地,八巻林道),D帯 (長九郎山),の枯

木,少ない。幼虫は クリ,コ ナラの枯木に寄生する。採集例 :大瀬崎,30.v.1971(上坂),猫越,2.

宙i・ ,額 ,16.宙 i.1967, 2頭 (木村),湯ケ島,2.宙 。1957(木村),水生地,30.宙 i.1972(松本),

天城峠,26.宙 i.1972(山上),長九郎山,25.宙 i.1971(山上)

137・  Rλοpα′。sιι′ゴsι″%sι′αι″S KRAATZ フタオビアラゲカミキリ

5～ 8月 ,A帯 (大瀬崎),B帯 (猫越),C帯 (水生地,八巻林道,寒天)な どの枯木,伐採枝に普通。

幼虫はサヮグルミ,ミ ズナラ,ア カメガシワ,セ ンノキ,ミ ズキ,シオジなどの枯木に寄生する。採集例 :

大瀬崎,30.v.1971.2頭 (大木),水生地,10・ 宙i.1950, 2頭 (小),15.宙 .1953(草間),10・

viii.,1953,8頭 K/1ヽ ),八巻林道,26.宙 .1966X/1ヽ),11・ 宙.1967(小 ),29.宙 .1969(小 ),{猫

越のウラジロカシより 26.v.1968に 羽化 (木村)〕

138・ R.″ασ″′αι
“
s BATES フタモンアラゲカミキリ

6～ 8月 ,B帯 (与市阪),C帯 (水生地,八巻林道)な どの枯木,伐採枝,枯づるに普通。幼虫はアカ

メガシワなどに寄生する。採集例 :与市阪,29.宙 i.1965, 2頭 (草 間),水生地,10・ 宙i.1953, 2頭

(小),7.宙 i.1955,2頭 (高 木―草間所蔵),30.宙 i.1972(松 本),八巻林道,21.宙 i。 1955(露

木),26.宙 i.1972(山上)
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139・  R.“れ∫
“
ι′α″%s BLESSIG ヒトオビアラゲカミキツ

4～ 7月 ,A帯 (大瀬崎),B帯 (猫 越,大滝温泉),C帯 (水生地,八巻林道),D帯 (猿 山)な どの枯

木に普通。幼虫はウルシ科,ヤナギ類,ヤ ブニッケイ,ア カメガシフ,イ ヌシデ,イ ヌビワなどの枯木に

寄生する。採集例 :大瀬崎 ,30。 v.1971, 3頭 (大木),猫越,12.v.1968(木村),水生地,10・ 宙i.

1950(小 ),16.宙 .1955(露 木),26.宙 .1955(高 木一草間所蔵),16.市 .1972(斎 藤),八巻林道 ,

19.v.1963(露 木),猿山,η・宙ii.1969(鈴 木),{大滝温泉にて 15.iv.1971採集の材より羽化(山

上)}
140.Op′。sJα ル″″′σα s“ヮο″υJ PIC ェゾトゲムネカミキリ

6月 ,C帯 (寒天)の 1採集例のみ。幼虫はモミの枯木に寄生する。採集記録 :寒天,28.宙 .1959(渡

辺弘文)

141・ ルクιιο′α″′α(■4ιιο′α″′の ιル″ο″ルS BATES カッコウカミキリ

4～ 8月 ,A帯 (大瀬崎),B帯 (猫越),C帯 (大川端,水生地,八巻林道)な どのアマギアマチャの枯

枝に普通。幼虫はエゾマツの寄生のみが判明,その他は未だ不明。採集例 :猫越,3.v.19686影 Ю ,

大川端,2.v.1954(草 間),水生地 ,10・ viii.1955(露木),7.宙i.1956(露木),16.市 .1972,2頭

(斎藤),11・ 宙・ 1972(松本),八巻林道,17.v.1963印 診Ю ,29.宙 i.1965, 2頭 (草間),4.v.,

5.v.1966, 7頭 (郡山),29.v.1966, 2頭 (小),26.宙 。1966(小 )

142.ル ム (ISο′,′ ′σεO′ α″ グα)υι7 r“ιOSα BATES チ ビ コ ブ カ ミ キ リ

5～ 6月 ,C帯 (水生地)天城山では現在までは稀,箱根付近では割合に多い。幼虫はクマノミズキの枯

木,枯枝に寄生する。採集記録 :19・ V.1963(露木),11・ 宙。1972(松本)

143・  C′ά カググιSsα υι″α′α BATES クモノスモンサビカミキリ

5～ 9月 ,C帯 (水生地,八巻林道,寒天林道),D帯 (遠笠山,猿山)の アカメガシワなどの枯木,余

り多くない。幼虫は リヨウブの枯木に寄生する。採集例 :水生地 ,10・ 宙i.1953,3頭 (小 ,草 間),

20.v.19“ (草間),21.v.1956, 2頭 (露木,草間),3.v.1960, 3頭 (小),天城峠,25.宙 .1972

(山上),寒天林道,11・ 宙.1972,2頭 (松本),遠笠山,4.宙ii.1963(木 村),猿山,19 宙i.1970

(鈴木),[遠笠山で採取したリヨウブの枯木より 12.xi.1966羽化 (木村)〕

144・  Cノιレ′ブ″α

『

″sι sσι″s BATES ノ`イイロツツクビカミキリ

5～ 7月 ,C帯 (水生地)ツルウメモ ドキの枯枝より3頭のみ。幼虫はアケビの枯づる,シデ類の枯木に

寄生。採集記録 :水生地,10・ 宙i.1948(小 ),11・ 宙・ 1961(小 ),9・ v・ 1971(高橋勝)

145・ A″α″α′″z″″οJ HAYASHI トゲムネアラゲカミキリ

7月 ,C帯 (水生地)原記載の加賀白山 (17.宙i.1947)と 本記録の2例 のみ。1954Tに も同地で 1頭

採集されたと聞くが不確実。幼虫の寄生植物は不明。採集記録 :水生地,12.宙 i.1953(草間)

146. E切
"gο

″グοpsグ s ιι″
“
ゴιο″グs(BATES)ホ ソヒゲケブカカミキリ

7～ 8月 ,C帯 (水生地,八巻林道,寒天,滑沢漢谷),D帯 (御幸径路,八丁池)な どのアブラチヤンそ

の他の枯木に普通。幼虫はキブシ,ニガキ, ヤマウルシの枯木に寄生する。 採集例 :水生地,10・ 宙i.

1948(小 ),9・ 宙i。 1950(ノ lヽ),9～ 11・ vii.1953, 14頭 (小 ,草間),17.宙 i。 1955(露木),30.宙 i.

1972(松本),八巻林道,31.宙 i.1971(露木)

147. Syレο″らο″αs%ι∫ぁσゲαια(BATES)シ ロオビチビカミキリ

5～ 8月 ,B帯 (猫越),C帯 (水生地,八巻林道),D帯 (遠笠山)な どの枯木に普通。幼虫はシデ類 ,

ミズナラ,カ ツラ,カ シ類,モ ミジ類など各種の広葉樹の枯木,枯枝に寄生する。採集例 :猫越,22.宙 i.

1967(木村),20.宙 .1968(木 村),水生地,10～ 11.宙 i.1950.3頭 K/1ヽ ),12.宙 i。 1953(草 間),

26.宙 。1955(高 木―草間所蔵),八巻 林道,29.宙i.1965,6頭 (草 間),遠笠山,4.宙五.1963(木

村),{天城峠のケヤキ材より 30.v。 1966に羽化 (郡山)}
148. Dο′πs″υα″をα′%s(BATES)ドイカミキリ

No l
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6～ 8月 ,B帯 (天城ロッジ),C帯 (水生地),D帯 (長九郎山)な どの ミズキ,アブラチヤン,サ ンシ

ヨウなどの枯木,余 り多くない。幼虫はミズキ,ズ ミ,モ ミなどの枯木に寄生する。採集例 :天城ロッジ,

22.viii.1965,灯 火に飛来 (松本),水生地,19・ 宙i.1954(露木),17.宙 .1956(小 ),29.v.1966,

2頭 (小),長九郎山,25,vii.1971(山上)

149. Sο 7́17・ 0″′σα οレづο″o(BATES)イ ボタサビカミキリ

9月 ,B帯 (猫越口)の ケヤキ材の切口で,2頭採集されたのみ。幼虫はテイカカズラの枯づるに寄生す

る。採集記録 :猫越口,5.ix.1965(郡山)。 D帯,長九郎山,25.宙11971,1.vii.1973(鈴木)

Trlbe PogOnocherlnl

150.Pοgο″οεみ
`′
αs(E%p%p″。ιヵι′″s)sι″グ″グυ′zs BATES ネジロカミキリ

5～ 6月 ,C帯 (水生地)少ない。幼虫はタラ,セ ンノキ,ブナ,ニ レなどの枯木に寄生する。採集例 :

水生地,15.宙 .1953(草間)

Tribe Acanthoderini

151・  Cα″α′ο
`ε
%Sg″′″αι″s BATES ゴイシモモブトカミキリ

6～ 7月 ,C帯 (水生地),D帯 (長九郎山)な どのカエデ類の枯木,少ない。幼虫はカエデ類の枯木に

寄生する。採集例 :水生地,10・ 宙i.1953(小 ),19・ 宙i・ 1955(露 木),長九郎山,25.宙 i.1971(山

上)

Tribe Acanthocini

152.Aσ α″ιみοσグ″%s gr′s′αs(FABRICIUS)ス ジマグラモモブトカミキリ

8月 ,D帯 (遠笠山)。 幼虫はクロマツ,ア カマツなどマツ類やモミに寄生する。採集記録 :遠笠山,4.

vili.1963,2頭 (木村)。 A帯,下田,26.宙 ,30.宙 .1970, 2頭 (山 上)

153・ Zιグό
“
s sιグ″αιπ,(BATES)ゴ マダラモモブトカミキリ

6～ 7月 ,C帯 (水生地)少ない。幼虫はカエデ類,カ シ類,ク マノミズキ,ブナなど各種の広葉樹の枯

木に寄生する。採集記録 :水生地,13.宙 .1955(露木),3.宙 i.1960, 2頭 (小 )

154.Eryssα″ι″α Sα′ιr″″α BATES トゲバカミキリ

6～ 8月 ,B帯 (猫越,与市阪,浄蓮ノ滝),C帯 (大川端,水生地,八巻林道),D帯 (御幸径路,八丁

池)の枯木に普通。幼虫はミズキ,ク マノミズキ,カ シ類,ブナ,ア カシデ,セ ンノキなど各種の広葉樹

の枯木に寄生する。採集例 :水生地,9～ 11.宙i.1953, 2頭 (小),η・V五・ 1955(露木)

155. Eαοεクι′%s(EαO“″ι″
“
S)gαノ′οグs′ MATSUSHITA ガロアケシカマキリ

7～ 8月 ,B帯 (猫越)の枯木,少ない。幼虫はフジ,ヤマフジ,ク リ,ツブラシイなどの枯木,枯枝に

寄生する。採集記録 :7.宙 ii・ 1966(露木),16.宙 i.1967(木村),6.宙ii.1967(露木)

156・ E.(E)′グ″′αιzS BATES アトモンマルケシカミキリ

6月 ,B帯 (与市阪),普通種であるが,天城山では 1例のみ。幼虫はツブラシイ,イ チヂク,ヤマグワ,

ミズキ,エ ゴノキなど多くの広葉樹の枯木,枯枝に寄生する。採集記録 :与市阪,20,宙 .1963, 2頭

(高木―草間所蔵)

157. E.(E.)″ ιS′%″′″′
“
s MATSUSHITA キッコウモンケシカミキリ

6～ 8月 ,B帯 (猫越),C帯 (水生地,八巻林道)な どの枯木に多産する。幼虫はサヮグルミ,ミ ズナ

ラ,ケヤキ,ホオノキ,イ タヤカエデなど各種の広葉樹の枯木,枯枝に寄生する。採集例 :水生地,15.

宙.1953(草間),10・ v蒟 i・ 1955(草間),八巻林道,26.宙 .1966(小 ),〔猫越のネムノキの枯枝より

20.v。 1968羽化 (木村)〕

158. E.(レ′π́ ιο″ッ″ι)∫αSι′ο′α′%s BATES クモガタケシカミキリ

6月 ,B帯 (猫 越),普通種であるが,伊豆では 1例 しか知らない。幼虫はカシヮ,ク ヮ類,フ ジ,ミ ズ

キ,エ ゴノキなどの広葉樹の枯木,枯枝に寄生する。採集記録 :〔猫越のネムノキの枯枝より25.宙 .1968

羽化 (木村)}
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159・  Es″ο″q¨ ノおιJα′″sヽ仏 TsusHITA クロオビトゲムネカミキリ

6～ 8月 ,B帯 (猫越),C帯 (旧天城峠),従来の本州の記録は春日山の1例のみであつたが,伊豆半島
にも産することが判明した。幼虫の寄生植物はおそらくシイ,カ シ類と思われる。採集 記録 :猫越樫山
2.宙i.1967(木 わ ,6.vili.1967, 2頭 (木村,露木), 旧天城峠,16.vii.1971(峰 ),〔 ili.1967

猫越樫山で採取の枯枝より 18.宙 i.1967羽化 (木村,露木),同地で 6.iii.1972採 取の枯枝より同年
6月 羽化 (山上)}

160. 几4αι″グα(Psι %滅χググ″%s)″ο″sα (BATES)ケ シカミキリ

5～ 7月 ,A帯 (大瀬崎),C帯 (水生地)少ない。幼虫はマツ類,フ ジ,イ チヂクなどの枯死部や枯木 ,

枯づるに寄生する。採集記録 :大瀬崎,30.v.1971,約 20頭 (大木),水生地,211.宙 i.1955, 2頭 (露

木)

Tribe Astathini

161. Bασ
`た

Jsα (Bασιみグsα)」%″ι″κιグルタο″′ια(GAHAN)ル リカミキリ

5～ 6月 ,A帯 (大瀬崎),B滞 (浄蓮ノ滝)少ない。幼虫はモモ,ナ シ,ズ ミ,その他バラ科植物の生

木に寄生する。採集記録 :大瀬崎,30.v.1971, 3頭 (露木,木村),浄蓮ノ滝,16.宙 .1953(小 )

Tribe saperdini

162.Sα pι′‐グα″ιι′ηs■ク″α BATES ムネモンヤツボシカミキリ

6月 ,C帯 (寒天)での 1頭のみ。幼虫はゴトウヅルの枯づるに寄生する。採集記録 :寒天橋付近,14.
宙.1953,ゴ トウゾルの枯づる (小)

163. E%ιι ι%夕方αεみ竃
"ο

σ方″ο″グs(BATES)ハ ンノアオカミキリ

6～ 8月 ,C帯 (水生地,八巻林道)な どの倒木,伐採木,やや少ない。幼虫はカラマツ,ヤナギ類,ミ

ズナラ,イ タヤカエデ,ケヤマハンノキなどの枯木に寄生する。採集例 :水生地,9・ 宙.1953(草間),

31.宙i.1954, 2頭 (小),6.vi.1955(高 木―草間所蔵),2.宙i.1955(露木),八巻林道,3.宙 ii.

1953(高木―草間所蔵),5.宙 ii.1955(露 木),31.宙 ii.1955(高木―草間所蔵)

164.E.ο
`″

οια(BATES)ヤ ツメカミキリ

6～ 8月 ,B帯 (浄蓮ノ滝,与市阪),C帯 (水生地,八巻林道),D帯 (遠笠山)サ クラ類その他の枯木
より,余 り多くない。幼虫はヤマザクラ, ウメなどの枯木に寄生する。採集例 :水生地,3.宙 i。 ,7～
8.vili.1960,4頭 K/1ヽ),遠笠山,4.宙ii.1963(木村)。 A帯,下田,1・ v五.1973(山上)

165. 27‐ι
“
″ιιπ夕たαι″グ′″グα(BATES)フ チグロヤツボシカミキリ

6～ 7月 ,B帯 (与市阪),C帯 (八巻林道)ホオノキの生葉より,余 り多くない。幼虫はホオノキの枯

木,枯枝に寄生する。採集例 :与市阪,20.宙 .1963,2頭 (高木),八巻林道 ,8.宙 ii.1960,2頭 (小 ,

露木―郡山所蔵),11.宙 .1961,10頭 (小 ,木村,露木,丸岡),9・ 宙i・ 1961,2頭 (小 ,露 木),7.
viii. 1966 (属 星フヽ)

166. 2s′ 77o%″α″s(BATES)ニセシラホシカミキリ

6～ 8月 ,B帯 (猫 越),C帯 (水生地,八巻林道),D帯 (長九郎山,遠笠山)少ない。幼虫はノ`イノ

キ,コ バノヤマハンノキに寄生するらしい。採集例 :猫越,2.宙 i.1967(木村),水生地,10・ 宙i.1950

X/1ヽ),9・ 宙i.1953C/1ヽ),17～ 19.宙 i.1954(露 木),八巻林道,8.vili.1960X/1、 ),9・ 宙i。 1961

(ノ lヽ),遠笠山,3.宙i.1966(露木),長九郎山,25.宙 i。 1971(山上)

167. νυ″ιsグαs″″坊
“
″αια(GEBLER)キモンカミナリ

6～ 8月 ,C帯 (水生地),イ ヌシデなどの枯木,少ない。幼虫はサワグルミ,ヤ マウルシ,シオジ,ァ
カシデ, トチノキなどの広葉樹の枯木,枯枝に寄生する。採集例 :水生地,14.宙 .1953(小 ),7.宙五.

1960, 6頭 ,イ ヌシデの材 (露木)

168. 助 ″ι″ιsゲα″みιαp72Jα (BATES)ジ ュウニキボシカミキリ

6月 ,C帯 (八巻林道)で採取のセンノキより羽化した 1例のみ。幼虫はセンノキの枯木に寄生する。採
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集記録 :{八巻林道,4・ V,1966採取,4～ 17.vi.1966,3頭 羽化 (郡山)}
169. Cα gο s′滋α sα″gzグ″ο″ι″ια THOMSON ハンノキカミキリ

6～ 7月 ,B帯 (浄蓮ノ滝),C帯 (水生地)少ない。幼虫はハンノキ,ヤシヤブン類,シ ラカバ,カ キ

などの生木に寄生する。採集例 :水生地 ,10・ 宙i.1953(草 間)。 A帯,石廊崎,24.v.1973(鈴木)

170.P24οみαα″″″″ιs BATES ヒゲナガヒメルリカミキリ

7月 ,C帯 (水生地)の アブラチヤンの枯木から得られる,稀。幼虫はアブラチヤン,エ ゴノキ,カ ゴノ

キの枯木,枯枝に寄生する。採集記録 :水生地,10・ 宙i。 1953(小一露木所蔵),12.宙 i.1953,3頭 C/1ヽ ,

小―草間所蔵),{4.lii.1972採 取の水生地のアプラチヤンの枯枝より同年 7月 羽化 (山上)}

171. G′ι″ια″″グιtt PASCOE シラホシカミキリ

6～ 8月 ,B帯 (猫越),C帯 (水生地,八巻林道),D帯 (御幸径路)な どの花上に普通。幼虫はクリ,

ヌルデ,サ ワグルミ,カ エデ類などの枯木に寄生する。採集例 :猫越,16.宙 i.1967(木村),水生地 ,

10.宙 i.1950(′ 1ヽ),28.宙 i・ 1953(露木),17.宙 i.19M(露木),御幸径路,9・ 宙i.1953,2頭 (草

間)。 A帯,下 田,27.宙 i.1969(三 島次郎)

172.Ezl″′σοσι%α″0723α ′α(BATES)シ ラホシキクスイカミキリ

7～ 8月 ,C帯 (水生地)伐採枝より,少ない。幼虫の寄生植物は未だ不明,成虫はオヒョウの生葉上で

良く採集される (奥 日光)。 採集夕1:水生地,31.宙i.1954(小),27.宙 i.1955(露 木),26.宙 .1966

(ノ Jヽ )

173.E.α宅ッ′οsιグε″α(BATES)ヒ ゲナガシラホシカミキリ

6～ 7月 ,C帯 (水生地,八巻林道),D帯 (御幸径路,八丁池),倒木より,少ない。幼虫はダケカンバ

の枯木に寄生する。採集例 :水生地,17.宙 i.1955(露 が ,15.宙 .1957(露木),八巻林道,19・ 宙i.

1954(草 間),3.宙i.1966(小),12.宙 .1966(中 村),八丁池,29.宙 i.1965(草間)

174. E.″″ゴυ″協 ″ (BREUNING)セ ミスジニセリンゴカミキリ

7月 ,C帯 (水生地)の 1頭のみ。幼虫はイタヤカエデ, コナラに寄生するらしい。採集記録 :水生地 ,

宙i.1956(高木―草間所蔵)

175.E.%″ グιο′οr(KANO)ク ロニセリンゴカミキリ

5～ 7月 ,C帯 (大川端,水生地)の枯枝,やや少ない。幼虫はサヮグルミ,オニグルミの枯木に寄生す

る。採集例 :大川端,5.v.1956(草間),水生地,3.宙 .1951(小 ),16.宙 .1955, 4頭 (高木―草

間所蔵),21.v.1956, 2頭 (露木),11・ 宙・ 1961(小 )

176.Nη %″οSιι″OS″ 0′α ″ゴ́ ο″ι″Sゲs(PIC)カ ツ ラ ニ セ リ ン ゴ カ ミ キ リ

6～ 7月 ,C帯 (水生地)の枯木,枯枝,少ない。幼虫はサワグルミ,シナノキ,カ ツラ,ブナなどの枯

木に寄生する。採集例 :水生地,15.宙 .1953(草 間),21.v.1956, 2頭 (露木,草間)

177.Phυ″οισグα″
“
力υι″ι′″S GAUTIER キクスイカミキリ

5～ 6月 ,A帯 (下田),B帯 (猫越,浄蓮ノ滝)な どのキク科植物より,余 り多くない。幼虫はキク,

ヨモギなどキク科植物の生茎に寄生する (キ クの害虫)。 採集例 :下 田,1・ 宙・1951(小 ),猫越,12.v.

1968, 4頭 (木村),浄蓮ノ滝,5.v.1956(草 間)

178.Epzg′ι″′α εοπ′s BATES ヨツキボシカミキリ

5～ 7月 ,A帯 (大瀬崎),B帯 (与市阪),C帯 (水生地)ヌ ルデの枯木より,やや少ない。幼虫はヌル

デの枯木に寄生する。採集例 :大瀬崎,30.v.1970(大 和 ,水生地,11・ 宙i.1948(小 ),11・ 宙i・ 1950

(小),12.宙 i.1953(草間)

179. IVzps′泌α,π arg′″ιJ′α(BATES)ヘ リグロリンゴカミキリ

6～ 7月 ,C帯 (水生地,八巻林道,寒天),D帯 (御幸径路,遠笠山),やや少ない。幼虫はヨモギの生

草に寄生する。採集例 :水生地,2.宙 i.1952(小 ),6.宙i.1952(小),9～ 11・ 宙i・ 1953,14頭 (ノ lヽ ,

草間),17.宙 i.19546診Ю,八巻林道,26.宙 .1966(小 ),26.宙 i.1969(小),遠笠山,18.vii.
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1967(衣笠)

180.0らιrιαみιιιsσι″s BATES フチグロチャバネリンゴカミキリ

6～ 8月 ,C帯 (水生地,八巻林道),D帯 (八丁池,遠笠山)余 り多くない。幼虫はフジに寄生する。

採集例 :水生地,14.宙 .1953(小 ),1・ 宙ii.・ 1954(小),17.宙i.1954,2頭 銀診Ю ,八巻林道,3.

vili.1960, 2頭 (小),遠笠山,4.宙 ii.1963(木村 )

181. 0.ユηο″グ
“

(THUNBERG) リンゴカミキリ

6～ 7月 ,A帯 (下田),C帯 (水生地 ,八巻林道),少ない。幼虫はサクラなどバラ科植物の生木に寄生

する。採集例 :下田,1～ 5.宙 .1951,3頭 (小),1～2.宙 .1952,3頭 (小),水生地,10。 宙i。 1953

(草間)

182. 0.π′αtt BATES ニセリンゴカミキリ

7月 ,C帯 (水生地,八巻林道)少ない。幼虫の寄生植物は不明,成虫はスイカズラの生葉に多く,こ れ

を後食する。採集記録 :水生地,17.宙i.1954(露木),八巻林道,18.宙 i.1957(露木)

183. 0.″Jgriυ笏 ″s BATES ホソツツリンゴカミキリ

6～ 7月 ,C帯 (水生地),D帯 (遠笠山)の 2例のみ。幼虫の寄生植物は不明。採集記録 :水生地,9.

宙i.1953,ア マギアマチャより2頭 (小 ,草間),遠笠山,18.宙 i.1957(衣笠)

各地帯で採集された

カミキリをまとめて見

ると第 7表のようにな

る。伊豆半島全体では

本州本土に産するカミ

キリ総数の半分が居る

ことになる。地帯別に

見ると中間帯林が一番

種類が豊富である事を

不している。

第 7表

各 地 帯 に 産 す る カ ミ キ リ の 亜 科 別 種 数

温 帯 林

中 間帯 林

暖 帯 林

海 岸 地帯

10

28

23

12

地

帯

合

計

D帯

C帯

B帯

A帯

2

2

3

2

4

2

3

1

29

71

∞

38

91

(162

73

140

119

54

187

080)

伊 豆 半 島 合 計

(本 州 合 計*)

*伊豆諸島,冠島,佐渡ケ島,淡路島,隠岐などの小さい島嶼の記録は除外

してある。**追加種,追力日記録を含んでいる。

2)将来採集の可能性のある稀種

近隣の富士山,高尾山や伊豆七島,また地理的に同じような状況にある紀伊半島などとの比較,および古

い記録などから今後採集の可能性のある種 として,本州では稀種に属する次の10種を挙げて見る。

(1)フ タスジカタビロノ`ナカミキリ,Eυο′J″ %sC力οググ″
“
め ら″%srグαttsノ ά ο″ゲι

“
s MATSUSHITA

四国では高地のヤマシャクヤクの花上で得られており,また富士山でも採集 されている。天城山でも

ブナ帯中に同植物がある。

ui)ベーッャサヵミキリ,Lι′ιο″ι″%Sあ〃グJメο″πJS BATES

前述のように BATESの記録後 90年間伊豆では採集 されていない。春 日山では5月 上,中旬花上で

採集され,幼虫の寄生植物のカゴノキは伊豆半島の暖帯林中稀ではない。

ω キイロメダカカミキリ,S″ι″λο″αιαs″αgαοゴHAYASHI

本州では春日山でのみ採集,幼虫はアセビの枯枝に寄生する。天城山ではアセビは数の多い灌木であ

(1(1(黙
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る。

Ov)ツ ヤケシヒゲナガコバネカミキリ,Mυοκんο

`′

αガα″
'た

οgグιカググ(HAYASHI)

伊豆諸島の新島で採集されている。

0 ゾマル トラカミキリ, Xy′οι″′ιんπs ιααι
“
s(MATSUSHITA)

天城山で採集されたと思われる標本が小比賀氏の所に存在するが不確実である。紀伊半島では時々採

集されており,幼虫はアカメガシワ, ウバメガシの枯木に寄生する。

(宙)ク ビアカ トラカミキリ,Xノο力でσλαs″″ル′グπS BATES

北海道から屋久島まで広 く分布するが,個体数は余 り多 くない。幼虫はカエデ規 イヌシデなどに寄

生する。

(vii)キ ュウシュウチビトラカミキリ,P″JSs%sた Jπ sゲ%′″s′s OHBAYASHI

本種も紀伊半島では採集 されており,寄生植物は伊豆の海岸地帯に多いウバメガシとシイである。

(Viii)ク ビアカモモブトホソカミキリ,K″″α,‐

“
α′力0´α′οタカο″ο″‐ HAYASHI

春 日山,岡山,広島,山 口県下の数ケ所で採集 されているが非常に珍らしい種で,現在まで数十頭の

採集品および寄生植物のシキミから羽化した個体,すべてが雌で,雄は未発見,なほシキミは天城山で

はかなり多 く見出される。

(ix) ヨツボシシロォビゴマフカミキリ,■イσsοsα o々Sο Sα)″ιιグ″ο∫αsεグαια BREUNING

高尾山,奥多摩のモミの倒木から採集されているが,非常に稀な種である。幼虫もモミの枯枝に寄生

する。

(X)リ ユ ウ キ ュ ウル リボ ン カ ミ キ リ , G′ι″ια (G々″ια)`み′ο′
‐οψ ″α GAHAN

伊豆諸島では八丈島から大島まで分布し,個体数もそれ程稀ではない。シイゃアジサイの花上で採集
されている。幼虫の寄生植物は伊豆半島にも多いスダジィである。

後    記

1940年に始めて八丁池まで行つた時,一緒であつた父も友人の寺本一雄もすでに幽明を異にしてしまつ

た。故寺本君には中学時代から植物について色々と御教示戴いたが,東大理学部植物学教室に在学中に他界

された。初期の天城山のカミキリ相の解明に努力された森可基。宿舎その他で非常に便宜をはかって下さつ

た伊藤嘉六。この 4名 の御冥福を祈 ります。

また採集や宿泊に多大の御援助を戴いた高木隆, うめ両氏ゃ,カ ミキリの採集記録の纏めに御協力下さつ

た小比賀正敬,衣笠恵士両博士をはじめ、露木繁雄,小官次郎,木村欣二,中村俊彦,高桑正敏,山上明 ,

鈴木和利,大木裕氏他,京浜地区のカミキリグループの方々に厚 く感謝 します。

Summary

From July 1948 tO March 1973, more than 150 tilnes of investigatiOns were taken PIace by

abOut 50 entomologists in tOtal in lzu Pcninsula (Shizuoka Prefecture, Japan), mainly at the

Arnagi MOuntains.  As a result of these investigations, 187 Species Of longicorn beetles were

collected in this region. Izu  Peninsula is divided into four zOnes acccrding to the vegitations.

The zones and numbers Of 10ngicorn beetles collected in each zOne are as f。 110ws:

A zone;Sλグ′Jα s″みο′グググ_ルrασカグ′%sιん%723ら′″g fOrest(ca.0ヽ 200m,altitude),54 species.

B  zone; Q%′ ′́ι
“
S ασσ%ι′ss′′πα―evergreen broad leaf fOrest(ca. 200-500 m), 119 species.

C zoneメ 4b′ιsプ%′′πα一evergreen broad leaf forest(ca.500-1,000m),140 species.

D zone;Fα ttμs″ ι″α″α― Q″ι″ιαs″,0″ gο′グοα var.g7‐ αSSι Sι′7α″α fOrest(ca.1,Ooo-1,400m),

73 species.

The geographical features and the conditions Of vegitation Of this area as well as the host

plants of eaeh species are also described in details in this paper.
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追 記

原稿提出後 2シーズンを経て追加したい記録がかなり出たが,主なもののみを挙げるに止めた。

新たに日録に追加すべき種としては,

184.ングσりι%S yο力q燿″αゴ(KANO)ヨ コヤマトラカミキリ

A帯,採集記録 :石廊崎,24.v.1973,ヤ シャブシの伐採木上 (鈴木)

185.んあιο″ο′%s pαιλ″たz。″ιs THOMsoN タテジマカミキリ

A帯,採集記録 :下田須崎,26.iii.1974,カ クレミノの生木 (鈴木,山上,峰)

186.Eχοιι″ι″%s(Psι″グοιιπι′″s)g″ι′″″ιグs BATES シラオビゴマフケシカミキリ

A帯 ,採集記録 :下田,9・ 宙i。 1968(山上―峰所動 ,1・ 宙i・ 1973(山 ⊃ ,石廊崎,31.宙 i.1973

(鈴木)

187. 0ら ″ιαルιttsα PASCOEホ ソキリンゴカミキリ

A帯,採集記録 :石廊崎,8.宙 .1974(鈴 木)

その他追加の記録の 主なものとしては (目録中に加筆したものを除く),A帯の下田で No.109,ハ イ

イロヤノ`ズ (24.v.1973, 鈴木),城ケ崎での No.180,フ チグロチャバネリンゴ (2.宙 .1974, 4頭 ,

草間), No 182,ニセリンゴ (2.宙.1974, 草間),修善寺での No.62,ヵ ソコゥメダカ(18.宙i.1973,

三島次郎),B帯の猫越口での No.123,セ ンノキ (7.ix.1970,峰),C帯でのN。 .127,ゴマフキマダ

ラ (天城峠, 19・ Vii.1970,山 上),N。 .155,ガロァヶシ (天 城峠,27.v.1971,峰 ;長九郎山,25.
宙i.1971,山 ⊃ ,D帯の遠笠山でのN。 .142,チ ビコブ (29.市 .1968,峰 )な どがある。


