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大井川上流域のカミキ リ 第 2報
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Cerambycid― Beetles in the basin Of the Ooi River

(Supplemenい1)

Keiichi KusAMA*and YOshiaki TAHIRA**

I.緒   論

筆者は,「大井川上流域のカミキリ」の第 1報を「南アルプス・奥大井学術調査報告書」 (1975)に発表

した。これは22年間 (昭和28年～49年)の採集記録を纏めて, 221種 のカミキリについて報告したものであ

る。

今回の報告ではその後の昭和50年 より53年までの4年間に新たに見出された種類と,前回の報告に落ちて

いた記録などを合せて,「第 2報」として27種の初記録の種類について記述した。これにカロえるに前回の報

告で,「採集記録」としたこの大井川上流域では珍らしい種類,お よび採集例 (少ない)と した種の内の2

種,合計68種類について、この4年間の記録を追加した。その他の種類の追加記録は今回は省略してあり,

今後に纏めて発表する予定である。

I.調 査 地 域

前回の第 1報の報告では全く,又は殆んど調査してなかった地域と,可成な報告があるが引き続き調査を

続行した地域の2つ に大別できる。

尚調査地域の後のローマ数字は,前回の報告で用いた調査地域の大区分 (前回報告の第 1図参照)で,こ

れに新らしく I″ として大井川左岸の東河内沢流域をカロえた。

1).今回の報告でカミキリ相が可成り判明した地域は次の6個所で,下流の方から列記すると,

(i)八木～閑蔵間 1
(ii) 逆河内川流域～不動岳 I
(ili) 関ノ沢流域 I
(iV) 東河内川流域～無岳小屋  I″

(v) 信濃俣川流域  I″

(宙)池 ノ沢小屋～池ノ沢池,お よび～間ノ岳下部 I
2).調査を続けて行っている所は

(vii)奥大井県立自然公園付近 Ⅲ

GiiD 寸又川本流、主として左岸林道の大根沢～柴沢小屋跡 I
(ix)上河内沢～茶自岳～仁田岳  I′

(⇒  畑薙ダム～中ノ宿～梅島～木賊～二軒小屋～転付峠,お よび～西俣 I
(xD 二軒小屋～東俣～広河原小屋～池ノ沢小屋 I
3)。 今回の報告中に,新らしく記述されている主な採集地について,次のような略称を用いた。 ( )

内の数字はおよその標高。

逆河内土場 ;寸又左岸林道分岐点より日向林道を約 9.5～ 10腸奥の貯木場 (1050π )

逆河内 ;逆河内土場付近より13勧位い奥までの林道の両側 (1050～ 1150π)
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ヒコーキ平 ;逆河内右岸の石小屋対岸付近の平なピーク,不動岳への途中 (1400222)

市代(右岸);兎辻の分岐点より平田林道を約3腕長島寄りで、大井川鉄道川根市代駅の対岸付近(6∞″)

桃島 ;小河内部落より少し北,本流の彎曲部 (6511″ )

東河内沢土場 ;東河内沢の本流との出合の所の貯木場 (750π)

東河内温泉 ;東河内沢の湯元 000,,2)

無缶小屋 ;筑波大学演習林施設 (1100,,ι )

信濃俣土場 ;畑薙第一ダム手前より右岸に入る信濃俣林道上の貯木場 (1100″ )

聖沢土場 ;聖沢の本流出合の所の貯木場 (1150″)

木賊 (1978年の);木賊より少し椎島よりの欅沢土場の事 (1200″ )

流れ沢上場 ;二軒小屋ロッジ横より流れ沢沿に登った所の貯木場 (1700″ι)

奥池ノ沢土場 ;池 ノ沢小屋より間の岳の方へ約 2腸奥のドロノキ土場 02∞″)

I採

1).この目録中,何回も記録されている採集者の方々は下記の様に苗字のみ記入した。

(五十音順,敬称略)

大石 ;大石剛久  大都 ;大都正巳  大庭 ;大庭俊司  奥田 ;奥田宣生  白根 ;白根敬児

斉藤 ;斉藤克人  野呂 ;野呂政行  平井 ;平井克男

2).特に大都,大庭,山上,奥田および平井の5氏からは採集記録について色々と御教示頂きました。

3).岩崎遅,野呂政行両氏には採集に際し多大の御援助を頂き,自根,大石,柴田博史君には,採集に

協力して頂いた。

4).次の方々の採集記録も記入させて頂いた。 (五十音順,敬称略)

市川恭治  井上富夫  落合 滋  河原義彦  窪木幹夫  小林 昇  鈴木和利  須田哲夫

田中 明  中村芳樹  中山博彦  的場 績  峰  薫  山上 明  山本直文  山元照人

Ⅳ。今回の調査の特徴

1).前回の報告中では殆んど行われていなかった低山帯での調査を早春から行ったので,こ の地帯のみ

での南アルプス初記 録 は,タ ケトラ,フ タオビミドリトラ,コ プスジサビ,ハ スオビヒゲナガ,マ ルモンサ

ピ,ク リサビ,ゴマダラカミキリと7種で,中山帯下部にかけて新たに見出されたシラオビゴマフケシ,ヤ
ハズ, ヨツキボシカミキリの3種を合せると10種にもなる。この地帯 (八木～奥泉～閑蔵間)の精細な記録

については別に報告する予定である。

2).中山帯での前回の報告の大部分が, 7月 下旬～8月 中旬と,タ ニグチコブヤハズカミキリ採集の為

の9月 中旬～10月 中旬であった。今回は特に5月 上旬～7月上旬までに出現する種類を調べる為に,数多く

調査に入り,ニセハイイロハナ,ヤマトヒメハナ,カ エデノヘリグロハナ,ア カネ, トガリバアカネトラカ

ミキリの5種をこの時期に南ア初記録として見出した。また採集記録の少なかったテツイロハナ,キバネニ

セ′ヽムシハナ, ヒナルリハナカミキリなども珍らしい存在でない事が半い りヽ,キ ンケトラ, ヨコヤマトラ,

クロニセリンゴカミキリもこの時期に得られている。

3).南アの中山帯～亜高山帯では従来は叩き綱により採集は余り行わなかったが,今回は積極的に用い

た結果,従来採集記録の少なかった小型種が数多く見出された。例えばニイジマチビ,チ ビコブ,ハイィロ

ツツクビ,ク モガタケシ,シ ラオビゴマフケシカミキリなど。

4)。 東海パルプKKの御好意により,お盆休み中の貯木場での採集を許可して頂けたので,夕刻 (4時頃～

7時半頃)材木に飛来する種類,キモン,カ ツラニセリンゴ,ヘ リグロニセリンゴ,セ ミスジニセリンゴ,ヤ
ツメ,ヒ ゲナガシラホシカミキリなどが多数得られた。木賊近くのけやさ沢土場ではォォアオカミキリが十

数頭採集された。

5).8月 中旬以降に,貯木場の材木を夜間懐中電灯で見廻ったり、こ でゝ灯火採集を行った結果,前回
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の報告では採集記録の少なかったウスバ, ノコギリ,オオクロ,ヒ ゲナガ,セ ンノキカミキリなどは,材上

に静止していたり,歩行したり,又交尾したりしており、個体数の多い事も見出し,普通種と見なし得るよ

うになった。

V。 大井川上流域カミキリの追加種

1).追カロ種の内訳

ここに新たに追加した27種の内訳は,

(1)前述のような低山帯,および低山～中山帯下部で見出された10種。

Ci)前述の中山帯の春～初夏に採集された5種。

(iii)最も調査が進んでいた筈の夏季における中山～亜高山帯下部で,こ の4年間にさらにヒゲナガホソ

コバネ, トガリバホソコバネ,マルクビヒラタ,ナ カネアメイロ,ブ ドウトラ,ジ ュウニキボシカミキリと

発見され,全部で6種

(市)前回の報告洩れで今回記入した,大都氏より御教示頂き標本も拝見したアカジマトラとニセリンゴ

カミキリ,および出口君より教えて頂いたキイロミヤマカミキリの3種

(v)窪木氏 (1977)に より新種として記戴された Pidonia属のミヤマヒメハナとオモテミワ (ト サ)ヒ

メハナカミキリ,ま た前回の目録中ではミヤマヒメハナの亜種に取 り扱ったが,今回は種に変更したクロル

リハナカミキリの計 3種。

2).疑間種

田中亮三氏により報告されている板取山付近で採集記録のあるトゲオイ (=ホオノキトゲバ)と ,誰に教

えて頂いたのか不明のナガゴマフカミキリの2種は,確認できなかったのでこの目録中からは除外した。し

かし両種ともこの地域に産することは間違いないと思われる。

この2種以外に前報 (草間,1975)で述べたチャイロヒゲビロウドとクリチビカミキリの2種も未だ不明

のま でゝある。

Ⅵ.追加種の目録

subfamily Lepturinae はなかみきり亜科

Tribe Rhagiini

222.R力αgJ″773 psι″ど冴″。″ιπ′″ PoDANY ニセハイイロハナカミキリ

採集記録〔中山帯〕I:釜 ノ島, 2.宙 ii.1978(多 比良)。 Ⅲ:黒法師岳,10.宙 .1977,3頭 (大庭 ,

1979)。

Tribe Stenocorini

223.P″ο″″α(PJ′ο″Jα)y″ηιο HAYASHI et MIZUNO ヤマトヒメハナカミキリ

採集記録 [中山帯下部]I:関 ノ沢 (標高約650″ )1.宙 .1978,ァ ォダモの花上 (市り|1恭治)。

224.2(P.)syん′ιο′α KUBOKI ミヤマヒメハナカミキリ

採集記録 E亜高山帯下部]I:転付峠,25。宙i.1970,Paratype.(窪木,1977),流 れ沢 土場,

10.vili.1976,1♀ (多比良)。

225.P.(P.)″ p"αJπ ία KuBoKI オモテミワ (ト サ)ヒ メハナカミキリ

採集記録 [中山帯下部]I″ :東河内温泉,11.宙 .1978, 2♀ ♀ (多比良)。 I:釜ノ島,3.v‖ i.

1977, 1♀ (多比良)。 Ⅲ:蕎麦粒山,16.宙.1975,10頭 (鈴木和利)。

Tribe Lepturini

226.A″ 9p′。′′″ (4″ 9クιο″′″ο″ο′ψみα)″ο″ιグεο″ (NAKANE)ク ロルリハナカミキリ

前回報告書 (草間,1975)のヽ57, ミヤマクロハナカミキリの亜種 (118頁)を種に昇格。

227.Eぉ″″″gα′
`sグ

Js″ι″οゴ″ιs BATES カエデノヘリグロハナカミキリ

採集記録 [中 山帯下部～亜高山帯下部]I:大間林道,14.v.1978,飛翔中 (多比良)。 I:蕎麦粒
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山,24.v.1978(平井 )。

Tribe Necydalini

223.ハウιッグα′ぉ ο′α′ HAYASHI ヒゲジロホソコバネカミキリ

採集記録 [中 山帯]I:寸 又川上流,23.v」 .1977,566, 1♀ , ミズ ナ ラの立ち枯れ (中村芳

樹,1978)。

229.M.ル r″οsα″α″ググ″″滋″HAYASIII トガリバホソコバネカミキリ

採集記録 [中山帯上部]皿 :蕎麦粒山,31.vii.1976(大庭,1979),26.宙 i.1978, 6664♀ ♀(平

井).

Subfamily Cerambycinae かみきり亜科

Tribe Cera・ mbycini

230.ル磁昭 jιιs(動しなどι
`s)ル

ιυ′′″S(PASCOE)キ イロミヤマカミキリ

採集記録 [低山帯]I:寸 又峡温泉,28.viii.1971,灯 火に飛来 (落合滋)*。

Tribe Ⅱesperophanini

231.Trね¨ル物s“″ ιS″JS(FALDERMAN→  マルクビケマダラカミキ リ

採集記録 [中 山帯下部]I:畑 薙ダム, 2.宙 il.1975,灯 火に飛来 (草間)。

Tribe Obr五 ni

232.Oι′J″″2″αたα″グ OHBAYASHI ナカネアメイロカミキリ

採集記録 E中 山帯上部]I:二 軒小屋,28.vil.1975(井上富夫 )。

Tribe CaHidiini

233.P/ty″α′οグιs Ob“グιル″)″ ,αα力′(KRAATZ)ア カネカミキリ

採集記録 〔中山帯下部〕 I:聖沢土場,11.宙。1978(多比良)。 I:柴沢小屋跡付近,19.v蒟 .1977,

2頭,ノ ブドウのつる (草間)。 釜 ノ島,29.宙 .1977.2頭 (多比良)。 逆 河 内 沢 07.vili.1978採

取)ノ ブドウー30.i五 .1979 静岡市大谷で羽化 (多比良)。

Tribe Clytini

234.xノο″′σルspノ″/1。′ιtts BATES プ ドウトラカミキリ

採集記録 [中山帯上部]I:東 俣,14.宙 ii.1977(自 根一草間)。

235,C″ο′9′みο″Sα″″″′α′ゴS(FABRICIUS)タ ケトラカミキリ

採集記録 [低山帯]I:奥 泉 (標高,約350π )8.vii.1978(草 間)。

236.C/2′ ο″″ んο″ S″
“

Sι Os″∫ (BATES)フ タ オ ビ ミ ド リ ト ラ カ ミ キ リ

採集記録 [低山帯]I:市 代 (右岸)(標高 ,約6∞″),15.宙i.1978,ァ ヵメガシワ花上 (草間)。

Tribe Anaglyptini

237.4″αgι,ptts ι′ι″s MATSUMURA et MATSUSHITA アカジマトラカミキリ

採集記録 [中山帯]I:千 頭土場,19.ix.1972(大 都 )。 椎島,12.破 .1973(須 田哲夫一大都), 2

頭ともケヤキの材上。

238.4.″ ´ο″
`お

ゴs BATES トガリバアカネトラカミキリ

採集記録 [低山帯～中山帯下部]I:千 頭,26.v.1967(大都 )。 I″ :東河内温泉,28.v,14頭 ;

11.宙,3頭 ;17.宙 .1978,10頭 (多比良)。

subfamily Lamiinae ら、とかみきり亜科

Tribe Mesosini

239.Lおο′
"′

sοS′′た (E″∫ο″′sοsι′″)g″ど′′ο′ BATES シロオビゴマフカミキ リ

採集記録 [低山帯～中山帯下部]I:市 代 (右岸),15。 宙i.1978,3頭 (草間),28～ 30.vi.1978)

十出口可能君の教示による (1979)
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7頭 (多比良)。 I″ :東河内温泉,28.v;17～ 18,vi.1978,10頭 (多比良)。

Tribe Apomecynini

240.■め″″ J″οがεα BATES コプスジサビカミキリ

採集記録 [低山帯]1:唐 沢,(標高,約4Ю″2)3.v.1978,ハゼの生木 (草間)。

Tribe ⅡippOpsini

241.αら″ο滋
`ι
″%Sιブ″α

`″

′α″
“
s GATES)ハスオビヒゲナガカミキリ

採集記録 [低山帯]I:奥 泉―兎辻の間 (標高,約4∞″)16.宙 i.1978,3頭 (草間)。

Tribe Pteropliini

242.P′ι
"′

9′方Jα (Pι
`′

ο′9pヵグの α47sια (BATES)マ ルモンサビカミキリ

採集記録 [低山帯]I:市 代 (右岸),29.宙。1978(多比良),16.宙i.1978(草 間)。

243.P.(P.)σαS″α″″υο″ OHBAYASHI et HAYASHI クリサビカミキリ

採集記録 [低山帯]I:市 代 (右岸),29.vi.1978(多 比良),16.v五 .1978(草間)。

Tribe A gniini

244.A49ノ″んο″α(4η 9ρ′9夕たο″α)″′α′αsゴα
“

(THOMSON)ゴ マダラカミキリ

採集記録 [低山帯]I:奥 泉,16.宙 i.1978(市川)。

245. 」rαιι力α沸″ιασ
“
′αrα  THoMsoN ヤハjだ カミキリ

採集記録 [低山帯～中山帯上部]I:市 代 (右岸),15.v五 i.1978(草間),28.宙 .1978(多 比良 )。

木賊 ,9・ 宙五;1.X.1978(多 比良)。 I″ :東河内温泉,7.x.1976(多比良)。

Tribe Saperdini

246.晨 筋 磁

“

″′s′α rル″ たゴα (BATES)ジ ュ ウ ニ キ ボ シ カ ミキ リ

採集記録 [中山帯上部]I:車屋沢,9.viii,9頭 ;10.vili,3頭 ;23.宙 ii.1978.セ ンノキの生葉

(奥 田)。

247.二″gル″′α σο′刀′S BATES ヨツキポシカミキリ

採集記録 [低山帯～中山帯下部]I:八木,28.宙 .1978(多 比良)。 唐沢,30.宙 .1978(多 比良)。

I″ :無岳小屋,11.宙 li.1976,約 50頭 (草間,多比良)。 東河内温泉,7.x.1976;18.宙 1978, 2頭

(多比良)。

248.0みιr`α ″Jπ″α BATES ニセリンゴカミキリ

採集記録 [亜高山帯下部]I:転付峠,3.宙 .1967(大都)。

Ⅶ.採集記録の追加

1).追加した記録

ここで追加した採集記録は,前回の報告で「採集記録」とした種と,「採集例」 (少ない)の うちのイガ

ブチヒグ′ヽナと,セダカコブヤハズの2種についての追加の記録である。

しかし追カロ記録の中で,八木～閑蔵間での記録は別に報告してあるので,重複をさける為に,こ こでは記

入しなかった,

2).採集記録と採集例の意味

前回の報告に用いたのと同じ定義で

採集記録 :筆者が知り得た確実な記録を総て記入したもの。

採集例 :沢山ある記録の中,主な地点の記録を一つか二つづつ代表として記入したもの。採集例*この■印

を付した種は,前回の報告では採集記録した種であったが,今回の調査で多数見出されたので採集例と格下

げしたもの。種名の前の番号は前回の報告の日録中の番号である。

3).追加記録の日録

※ 草間慶一,昭和53年度長島ダム環境調査報告書、P256,建設省
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1.■イ′g9p′s(4ιgο∫ο″ια)Sj″ Jεα(WHITE)ウ スパカミキリ

採集例
*(普

通)I:畑 薙ダム,25.宙 li.1976(斉 藤一草間),7.宙 il.1978(奥 田)。  I″ :東河内沢

土場,8.v五i.1975,2頭 (大石,大石―草間),11.v五i.1976(多 比良),15.宙 il.1977く草間).何れ

も夜間材上で採集。

2.P″′ο″″sJ″ s“あ′Fs MOTScHuLSKY ノコギリカミキリ

採集例*(普
通)I:畑 薙ダム,2.viii.1975, 2頭 ,灯火 (草間),6.viii.1978,4頭 (野呂)。 聖沢

土場,3.viii.1975(草 間)。 車屋沢土場,9.宙 li.1978,灯 火 (草間)oI″ :東河内温泉,7.宙 ii.1975

(草間)。 東河内沢上場,8.vili.1975(草 間),11.宙li.1976(多 比良),15.宙 ii.1977(草 間)。

I:ヒ コーキ平,30.v五 .1978,灯火 (草間)。

3.P.s″
“
″σ″″s HAYASHI ニセノコギリカミキリ

採集記録 I:井川土場,16.宙 ii.1977,死 体を拾 う (草間)。 畑薙ダム,宙五.1977(野呂)。

4.Ps■んαι″″S″ι723グgι′ HAROLD コパネノコギリカミキリ

採集例*(や
や少ない,夕刻飛翔中のものを採集する事が多い)1:聖沢土場, 5.v“ i.1978(野 呂―

草間)。 木賊 ,8.宙 ii.1978(多 比良)。 I′ :ウ ソッコ沢小屋,5.宙 li.1978(多 比 良)。 I〃 :東河内

温泉,7.vhi.1975, 2頭 (草間)。 I:逆河内上場,29.v面 .1978,灯 火 (草間)。

5. 8"″ αノJSら″′ιs`οゴグιs(LINNE)ク ロカミキリ

採集記録 I:畑薙ダム,2.vili.1975,灯 火(草間)。 I″ :東河内沢土場,8.宙ii.1975,3頭,夜間材

上 (大石,草間)。

6.Cゅみα′αιルS″″′σο′ο′ (GAHAN)ツ シマムナクポカミキリ

採集例*(や
や少ない)I:椎 島,2.宙 ii.1975,灯 火 ,3頭(草間)。 二軒小屋土場,12.宙 ii.1977(多

比良)。 I″ :東河内沢上場,8,vili.1975,夜 間材上(草間),11.宙ii.1976,5頭 (多比良)。 I:逆
河内土場,29.宙 i。 1978,灯火 (草間),26.vi五 .1978, 4頭 (多比良)。

7.4翡″α′″S″
“

s″グσαs(LINNE)サ ビカミキリ

採集記録 I:畑薙ダム,2.vhi.1975, 3頭 ,灯火 (草間)。

8.動物rSι″″″ 9″α″だεοsι″″′
“
″ KRAATZ オオクロカミキリ

採集例*(普通,夜間材上又は灯火に飛来する)I:畑 薙ダム,2.宙 il.1975, 3頭 (斉藤―草間)。

柱島,2.宙 ii.19る (草間)。 I″ :東河内沢上場,8.宙五.1975(草 間)。

13.E″ yι′9ク sο′Jυαι
`α
 BATES テッイロハナカミキリ

採集例*(少ない,花上)I:聖 沢土場,21.v, 2頭 ;4.vi, 6頭 ;11.宙 .1978, 3頭 (多比良)

I:柴沢小屋跡付近,19.宙 .1977(草 間)。

14.Rλαζ″″プ″ο″Jι″滋 BATES ハイイロハナカミキリ

採集記録 I:広河原小屋,10.v五i;13.v面 i;14.宙五.1978,計 7頭,材上 (草間,多比良)。

22.Gπ
"ι

ιs(Cα′グιグの οιοπ′OHBAYASHI オトメクビアカハナカミキリ

採集記録 I:広河原上場,10.v五 i.1974(峯 薫)

24.Lιπ″′α αιι″′′″s BATES キパネニセハムシハナカミキ リ

採集例
*(普

通,花上)I:井 川, 21.v.1977(白根),5.v.1978(草間)。 畑薙,18.宙 .1978, 2

頭 (多比良)。 I″ :東河内温泉,28.v.1978(多比良)。 I:釜ノ島～柴沢問,19.v.1977(多 比

良)。

27.4σ′″αι9ps(Dれ″ι
`o″

J″

“
rα (GEBLER)ヒ ナルリハナカミキリ

採集例*(普通,花上)I″ :東河内温泉,28.v.1978(多比良)。 I:釜 ノ島～柴沢間,19.宙 .1977

(多比良)。

31P′″ο″jα (P″ο″′α)″∫σοJ′α″グs PIC キベリクロヒメハナカミキリ

採集記録  I:聖 沢土場,21.v, 6頭 ;4.市 ,22頭 ;11.vi.1978,14頭 (多比良)。 I:小根沢～大
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垂沢間,29.宙 .1977(多 比良)。 釜 ノ島,2.宙ii.1978(多 比良)。

50.Nわ″′Jα (N7υ ′″′α)sα″g″′οsα ′″た″sα GEBLER スミイロクビホソハナカミキリ

採集記録 I:雪投沢 (標高,約 27CIClπ ), 19,23.宙 i.1975(山上明)。

51.A4(■ 4ι″α″′zοα)″αε″′α′α MATSUSHITA et TAMANUKI ムナミゾハナカミキリ

採集記録 I:釜 ノ島,2.vⅡi.1978(多比良)。

63.A″ψ′οグι″ (CοηπわJα )ゴgαグ(TAMANUKI)イ ガブヂヒゲハナカミキリ

採集例 (少ない)I:畑 薙ダム,5。 宙五.1978(多比良)。 聖沢土場 (岩崎遅―草間)。 I″ ;東河内

温泉,11.宙 ii。 1976(多比良)。

76.E′ιsι″4r′FS α″′″ε″αttσ′zs HAYASHI クロサワヘリグロハナカミキリ

採集記録 (ノ リウツギ花上)I:二 軒小屋,25.vii;26.v五 .1978(奥田)。

82.Strα4″滋 tS″
“

″οs′

"″
gα′″)た■μ

`″
sグs MATSUSHITA コウヤホソハナカミキリ

採集記録 I:唐沢土場,31.宙i.1974(平井 )。

89.IVaり′α′ゴsみα物
“

″滋 PIC クロホソコバネカミキリ

採集記録 I:奥地ノ沢土場,14.宙il.1978,午前 8時頃飛躍, 1♀ (草間)。 I:蕎麦粒山,23.宙 i.

1977(大庭,1979),26.宙i.1978,16(平井)

90.N.sο′′′α BATES オオホソコバネカミキリ

採集記録 I:蕎麦粒山,23.宙i.1978,4頭 (大庭,1979),26.宙 i.1978,266(平 井 )。

95.A″ο′
`α

ι″s(4″ Oι 4αι″s)ψ ttα″グο″グ″″s BATES トビイロカミキリ

採集記録 I:椎島,3.宙 li.1975,灯火 (草間)。

96.Srι″ο鷺ゝ αs ι″υなι″ BATES アメイロカミキリ

採集記録 I:寸又左岸林道 (下閑蔵沢出合付近),9.v‖ .1978,5頭 (多比良)。

97.S′の ィ″zπ g″
“

腸″ο″αι
“
π BATES ヨツボシカミキリ

採集記録 I″ :東河内温泉,8.宙五.1975(草間),12.宙ii.1976,灯火 (草間)。

99.ハイο′ο″みz∫ ″グ″ο″ノ%sιαS HAYASHI シラホシヒゲナガコバネカミキリ

採集記録 I:二軒小屋上場,1.宙 li。 1975(小林昇)。 広河原土場 ,13.v五i.1978(草間)。

100.■4たο″勲グ (MATSUSHITA)コ ジマヒゲナガコバネカミキリ

採集記録 I:畑薙,18.宙 .1978(多比良)。

101.T/1″ ″′
“
s υα″ιga″

“
s BATES トラフホソバネカミキリ

採集記録 I′ :信濃俣土場,12.宙ii.1976(多 比良)。

102.■ /ι sιιS ttαι″
`α

ιた″S PASCOE クスベニカミキリ

採集記録 I:唐沢土場,31.vil.1974(平 井 )。 畑薙ダム,5.viii.1978(多 比良).I:ヒ コーキ平 ,

30.宙 i.1978(草 間)。

105。 C″οrゴ′οル″ (Pα″εみ′οri′οルπ)′力α″οグιs BATES オオアオカミキリ

採集例*(やや少ない)I:畑 薙ダム,25.宙il.1976(斉 藤―草間)。 木賊 ,5.viii,4頭 ;6.宙 ii.197

8(奥田),7.宙 ii。 1978,4頭 (草間),8.宙 ii.1978(的 場績)何れも夕刻飛翔中。

107.2″αιοια′″α″″ (Pα″′οrα″ググル″)々″7●′αブ YoKOYAMA ミドリヒメスギカミキリ

採集記録 I:二軒小屋土場,26.宙 i.1978,2頭 (奥田)。 東俣上流,4.宙五.1975,2頭 (草間),5.

viil.1975,3頭 (山 本直文―奈良―),8.宙 ii.1976,2頭 (草 間),1頭 (柴 田博 史),1頭 (多比

良)何れも太い生木のカラマツの幹より。

109・ 助 ″αιοル s(Pα″″ゎπα″οど′S)αル′rル″″s BATES シロオビチビヒラタカミキリ

採集記録 I:釜 ノ島,29.vi.1978(多 比良)。 逆河内 (27.宙 ii.1978採取のノブドウの枯づる)→

静岡市大谷にて羽化。30.ili.1978までに80頭 (多比良)。

110・ Xノο″′あ
“
Sυ′′′ゴο

“
′ VILLARD オオトラカミキリ
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採集記録 I:木賊,7.宙五。1978(的場績一奈良―),前報 (草間,1975)で (東海パルプの人)

としてあるのは,同社の河原義彦氏。

113.X.ι 223ασFα
`″

s BATES ニイジマトラカミキリ

採集記録 I:逆河内土場,4.ix.1978(多 比良)。

114.X.協げ″ルS BATES クビアカトラカミキリ

採集記録 I:釜 ノ島～柴沢間,29.宙 .1977(多 比良)。

117.CZyι ″sα′″́ ′ιFS BATES キンケトラカミキリ

採集記録 I:逆河内土場,9.宙 i.1978,3頭 (多比良,野呂)。

118.C.,″″αιπ″s BATES シラケトラカミキリ

採集例
*(や 少ゝない)I:畑 薙,18.vi.1978(多比良)。 梅島,3.宙li.1975(草 間)。 木賊,6

vili.1978(草 間)。 I′ :信濃俣土場 ,12.宙 ii.1976,4頭 (草間),1頭 (多比良)I:逆 河内上場 ,

9.宙i.1978(野呂)。

121.E″εら'rグ
s yο ο々yα″,αグ (KANO)ヨ コヤマトラカミキリ

採集記録 I″ :東河内温泉付近,28.v.1978(中 山博彦 )。 I:釜ノ島,29.宙 .1977,2.宙 i.1978(多

比良)。

122.T′
“

ιοσりιπS pttυ″ゐ′5ヵ Jたου′ ZAITZEV ハセガワトラカミキリ

採集記録 I:流れ沢土場,21.宙 i.19る (山上明)。

124.Cみ′ο″́ んοttS αゴαどι″,α ″々rοιο,` HAYASHI クロトラカミキリ

採集例*(少ない)I:田 代,13.宙ii.1976,4頭 (草 間),4頭 (多比良)。 聖沢土場,5.宙 ii.

1978(野 呂―草間 )。 I″ :東河内沢土場,16.宙五.1977(草 間 )。 I:逆河内土場,9.宙 i.1978(野

呂),10・ 宙i・ 1978,(野呂一草間)。

134.助ψ
“
″ゴει″″s(■

`r22ψ
′グSたS)ψιι′αグゴ″s MOTSCHULSKY ヘリグロベニカミキリ

採集記録 I:聖沢上場,5.宙 ii.1978(野 呂一草間)。 I″ :東河内沢土場,12.宙li.1976(草間),

18.vili.1976(野 呂一草間)。

140.Xノα′′″ SグS(Xノαrグ

"sゲ

S)′″ルι′εα BATES クビジロカミキリ

採集記録 I:畑薙ダム,9.宙 ii;22.宙 ii.1978(奥 田)。

143.Psιπ′ο
“
′α223ο♭ゲ

“
sプ″

"ガ
ε″S(BATES)ド ウボソカミキリ

採集記録 I:東俣,8.vili.1976(草 間)。 I″ :東河内温泉,28.v.1978(多比良)。

146.Pι ″οι″みグα(a′ J¨層の ′グ9ク″ルα (BATEO ヒメナガサビカミキリ

採集記録 I″ :無岳小屋,8.宙五.1975(草間)。

152.Egι sルαば■ザゴ″αグの うザレSι グ́″α(MATSUSHITA)ニイジマチビカミキリ

採集記録 I:中 ノ宿,15.宙 ii.1978(草 間)

154.Rグιο力″″s″α′″sg"s5%S(BATES)セ ダカコブヤハズカミキリ

採集例 (少ない)I:信 濃俣土場,28.v.1977(自 根―草間)。 I″ :無岳小屋,11.宙li.1976,2頭

(柴田博史,草間)。 I:釜ノ島,19.宙 ;3.宙i.1977, 4頭 (多比良)。 逆河内 ,4.破 .1977(多比良)。

156.Mo″οa/2α′η″s(Mo″οσ力α722″S)grα″グJs WATERHOUSE ヒカ芦ナリリカミ
=ト

リ

採集例
*(普通)I:畑 薙ダム,25.宙五.1976,2頭 (斉藤一草間)。 木賊 ,6.宙 ii.1978(草 間)。

I″ :東河内沢土場,8.宙 ii.1975(草 間)。 I:逆河内上場,29.宙i.1978,2頭 (草 間),9.v五 .197

8(多比良)。 上記総ての採集が夜間の材上。

158。 M.04)∫α′″α″′πs(GEBLER)カ ラフトヒゲナガカミキリ

採集記録 I:木賊 ,6.宙 ii;9.vi五 .1978(奥 田)

160.A“ ′ο′″ια″凛″iοsα (BATE9 センノキカミキリ

採集例
十(普通)I:聖 沢土場,3.vili.1975(草 間)。 木賊上場,6.宙五.1975(草間)。 木賊,5.宙 ii.
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1978,4頭 (草間)。 流れ沢土場,10.宙 ii.1976(草 間 )。 I:逆河内上場,29.宙i.1978,5頭 (草間)。

大部分の採集が夜間の材上,灯火にも飛来。

164.X`″ Jσοιι′α pα化″励 α (BATES)チ ャボヒゲナガカミキリ

採集記録 I:井川ダム,18.宙 .1978(多 比良)。

165.Ps・αιοιλια方′′α″グs(PASCOE)キ ボシカミキリ

採集記録 I:椎島,14.宙ii.1977(草間)。

168.B″οι′″α′J″ ιο′α′α CHEVROLAT シロラ(ジ カミキリ

採集記録 I:畑薙ダム,18.v五 .1978(野 呂―草間)。

177.■イJισο滋″ι滋 (Isο ′″οιο″″,″)υιr7ッιοsα BATES チビコプカミキリ

採集記録 I:広河原小屋付近,11.vili.1978(多 比良)。

180.C夕 Z′″′グ′′α gris´ sσι″S BATES ハイイロツツクビカミキリ

採集記録 (総て1978,多比良による採集)I:植 島,11.宙。木賊,9.宙 li,2頭。西俣 ,27.▼五io I″ :

東河内温泉,11.宙 ;18.宙 。

183.Dοゴ″sグ′υα″′σαιzs(BATES)ド イカミキリ

採集記録 I:逆河内,27.宙五.1978,2頭 (多比良)。

184.E″ οgο″れ′SグS″′″″ゲιοttJs(BATES)ホ ソ ヒゲ ケ ブ カ カ ミ キ リ

採集記録 I:釜ノ島,29.vi.1977(多 比良)。

186.Pagο ″οσんι′αs(E″οgο″ο泌
`洵

″s)sιπグ″ゴυ′″s BATES ネジロカミキリ

採集記録 I:聖沢土場,21.v.1978(多比良)。 I″ :東河内温泉付近,21.v.1978,6頭(多比良)。

190.ιι′9クαS′″ο″rα″
“
S HAYASHI ミヤマモモブトカミキリ

採集記録 Ⅲ :蕎麦粒山,31.v五 .1976(山 元照人一平井)。

196.E″οιι′′rrts(Cα″ψ′ο′ηy″)′
"ι

ゴο″′
`ι

s BATES クモガタケシカミキリ

採集記録 I:木賊上場,3.宙五.1975,8頭 (草間)。 I:逆河内土場,4.破.1977(多 比良),27.

宙i。 1978(多比良)。

197.E.(Pse″ ″οιι″″″s)g″″″′αι″s BATES シラオビゴマフケシカミキリ

採集記録 I:畑薙ダム,2.宙五.1975,灯 火 (草間)oI′ :信濃俣土場,12.宙 ii.1978(多比良)。 I″ :

東河内温泉,8.宙 ii.1975(草間),18.宙 .1978(多 比良)。 I:釜ノ島,23.vil.1978(野呂一草間)。

201.&´ι〃α″ιι″sιセ772α BATES ムネモンヤツボシカミキリ

採集記録 I:木賊,5.宙 ii.1978(草間)。 I:釜ノ島,3.v五 1978,2頭 (多比良)。

205.L″ zια/4pλα sfππ″″s(BATES)ニ セシラホシカミキリ

採集記録 I:井川土場,13.vili.1976(草 間)。 I″ :無岳小屋,11.v五i.1976(多比良)。

208.2πα″ι″ sJα 力αs7zg`″ sお (SEKI et KOBAYASHI)カ スガキモンカミキリ

採集記録 I:逆河内土場 ,29.宙i.1978,灯火 (草間)。

211.Eπ″ισοιι″ g″″οゲ″ s(GRESSITT)シ ラホシキクスイカミキリ (学名変更)(草間,多比良,

1977)

採集記録 I:釜ノ島,30.宙i.1978(多比良)。

213.E.″″υ′″αια(BREUNING)セ ミスジエセリンゴカミキリ

採集例・ (や 少ゝない)I:木 賊,5.宙 ii.2頭,6.vili;7.vili.1978(草 間),8.宙 ii.1978(多比良)。

214.E.“″σο′ο″ (KANO)ク ロニセリンゴカミキリ

採集記録 I:釜 ノ島,19・ vi.1977(多 比良)。

217.痰ゅ sιttα παrgJ″′′′α (BATES)ヘ リグロリンゴカミキリ (原亜種)

採集例
ホ
(や 少ゝない)I:桃 島,18.宙 .1978(多比良)。 I″ :東河内温泉付近,18.宙 .1978(多

比良)。 無岳小屋,8.宙五。1975(草 間),11.宙 ii.1976(草 間)。 I:寸又左岸林道 (下閑蔵沢出合
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付近)(標高約860″ )9.宙i 1978(野 呂)。

219.0ら″′αグ″″″2ゴ g′・ιs“∫BREUNING ホソキリンゴカミキリ (学名変更) (林 ,1973)

採集記録  I:桃 島,18.宙 .1978(多比良)。 I″ :東河内温泉付近,18.宙 .1978,2頭 (多比良).

221.0.sοらοsα″α OHBAYASHI ソボ リンゴカミキリ

採集記録 I:二軒小屋,13.v面 .1977.ノ リウツギ花上 (田 中明)。
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Summary

COntinuOusly from the first part of this report,α usama,1975)cerambycid beetles are reported

frOm the basin Of the 00i River in this paper.They were mainly cOllected frOm 1975 t。 1978.

Hitherto, in tOtal, 248 species Of this beetle grOups have been knOn froln this regiOn.

71


