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香川県の蛾〔ⅤⅠ〕
サラサヒトリガ科・ヒトリガ科・トラガ科目録
豊 嶋

豊 嶋 祥 子

弘

（高松第一∵高等学校）

（高松南米高等学校）

Moths from Kagawa Prefecture，Japan（ⅤⅠ）：

Families Camptolomidae，Arctiidae and Agaristidae
Hiromu TosHIMA
（rα烏α∽α≠ぶ〟−かα古壷cゐよぶ例扇0㌢・月壱■gゐ∫c加oJ，rαゑα∽α才ぶ〝−ぶゐよ）

and
Sachiko TosHIMA
（Tαゐα∽αf5〝−ぶノわg．γ0ぶβ〝査0γ・月盲gゐ∫c如βJ，rαゐα沼α≠ざ〟−ぶゐ∠）

この目録を作製するにあたって，いろいろ御助言を
たまわり，また常々御指導をいただいている中傾道夫
教授に厚く御礼申し上げます。この目録でほ．筆者の採

（佐藤）い普通

4．β〃彿矧グム鋸執行】封tler ツマキホソバ

象頑山20，ix‖1963 お♀♀♀，10．vi．19646

集品のはか，佐藤正明氏の採集品も併記したので，デ

♀，18‖Vi．19668♀（豊嶋）．坂口氏は大滝山

ー・タの末尾に（）をして採集著名を記したここに

で採られているり多い

発表を許された佐藤氏紅深く感謝致します
C8mpt0lom；d8eサラサヒトリガ科
1Cα桝〆〃わ珊〃∠〝′♂′んけ・α′αWalkerサラサヒトリ

象頭山18Ⅴ谷，22。Vi1963 竃♀（豊嶋）；
内場20‖Vi．1969 8，岩崎橋26′．Viノノ1971♀
（佐藤）．少ない
Aretijdae ヒトリガ科
1P（［osj 71111LS（Cldq ori（lt（0／is Danielホンホリ
′ヽ

5．E∠■／♂沼〃g′よ5β∂Jααβg′￠fβButler■ キジタホソバ

木綿織17vi，1953 8，新暦15．vi1955♀，
大町11′′Viノ1956♀（豊嶋）；内場6vi．1968

8，2Ⅴ，1971♀（佐藤）．普通
6，戯J♂∽αノ〟S（Od〃㌢・．SαJ∠ざMatsumuI・aヤネホソバ

大町22．Ⅴ1956♀，3．vi．．1996？，新居16
viけ1960 8 ♀（豊嶋）．少ない
7．戯Je招α．如卯頑cα．如如職cαLeecbキマエホソバ

象頭山21．ix．1963 ち♀．11Vii．1964 る

象頭山51ix ＄ ♀・，20．ix1963♀，10・・Vi
1964 6 ♀，26．vi1965 谷，3vi1967る，

6，18けⅩ．1966さ（豊嶋）；内場19vi．1971

大滝山 26りViii．1964 8（豊嶋）．とく普通儲

8（佐藤）．普通．

2凸琉庖α乃∂Cどよs ButleI■クロスジホソバ
象頭山3．viii．1964 ち，11りViiり1966♀（豊
嶋）．稀 ビロクドハマキ Noけ3に四国未記録
として報告したが，四国払おける他の産地は未知
である．
3戯Jβ弼αdβ♪γ・β．Sぶα♪αがβざ（β乃．ざButleI・ムジホソバ

大滝山3ix．19616♀，象頭山22．vi．1963
8♀，10vi‖19648♀，3vi．．1967 るち（豊
嶋）；内場20vi．1968 8，12vi．1971♀

2化のものほノ」ヽ形である。
S Ei／L？J〃a（TiL7rat＜7Staudinger ヒノキホ：／Pべ

大滝山7viii。1956 8♀（豊嶋）；内場24いViii
1968♀（佐藤）．少ない
9／lgγ／lL7gjgalLt（a gigL川ttlq Oberthiit キrくり ！、
ズミホソバ

内場31．vii1971♀（佐藤）．稀
10．Ag．γJJ〃COJJ∠ねよdβゞB11tle【 キマエクロホソバ

大滝山9 viい195688♀，象頭山22，Vi1963
占（豊嶋）；内湯9 vi19718（佐藤）．やや少
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ない
11∴払徹雨α叩頭ねd〝βS ButleIヨツボレホソバ
大滝山8‖Viii1958 ♀，3．ixい19618♀，象
東山22．vi8♀，20ix19638♀♀，28vi
1965 8（豊嶋）ごく普通
12．Cの融J♂♪よαコ扇g7去c0ぶJαLeechマエグロホソバ
内場6．Ⅴ1971竃お（佐藤）．少ない
13りAgγ∠Sよ〝SノおJ彦gよ〝〃S〟S MooIe ゴマフオオホソバ
鮎滝15りⅤ1971♀，内場26．Ⅴ♀，9vi♀，
15，Vi1971♀（佐藤）り近畿地方に蘭多いとい

内場6．vi，1968♀，12 vi1971省（佐藤）．
少ない．坂口氏は大滝山を産地としてあげてい
る
21A5〟タαdゐα7∽αMooIe ヒメホンキコケガ
大滝山10vi1956 8，象頭山22．vi谷，20
Vii♀，20ix1963 谷♀，10，Vi，1964 ＄，
26。Vi1956 ♀（豊嶋）；内場令，17，Vi8，14
Viii1971♀（佐藤）．普通
22腰／ねcゐ㌢∠．sfαα∂β㌢タのけα録 α〃5ButleIハガタ
ペニコケガ

われるが四国でほ産地があまり知られていない．

新居23vi1960 ♀，9vi1968 8，象東山

少ない

22 vi♀，20vii♀，20ix1963 8 ♀（豊

14Cゐよβ乃αβ∽αカα∽α′αカα∽αJαWalker′アカスジン

ロコケガ
新居3viii．1953 ♀，大滝山9vi1956 8，

嶋）；内場7vi1971各省（佐藤）．各地にご
く普通，中横線が消失した個体である
コ3ユIi／I（）（h7t‡／LIITlilZt＜T［a rL7ゞ（71La Butlelぺニ＼

象頑山18Ⅴ1963 a♀，5ix1964 8♀，

コケガ

26．vi．1965 8（豊嶋）；内場7．vi1971（佐

新居30．viii．19538，象頭山3。Ⅴiii．19648，

藤）9月に採れた個体ほ小形であるたいへん多

18．vi1966♀（豊嶋）；宮脇町16 v，1965♀

い．

15，劫b肌沌αγ郎漑紘那協 C愈〝βSよcα StI−andクロスジ
チビコケガ

（佐藤）多くないり 坂口氏は大滝山を産地とし
てあげている
24．脇Jわcカタ■よ・Sねc血物励〃αButlerハガタキコケガ

象嶺山20ix．1963 8，3．vi．1967 谷♀（豊

新居23 vi．1951♀，27Ⅴ1958 谷，象東山

嶋）い 四国では高知県下より記録されているのみ

5．ix．1964 含（豊嶋）；宮脇町16りⅤ1965 ＄

である．少ない
16∫∠cc∠α∂∂．ざCぴ㌢・αLeecbクスグロコケガ

象頭山22，Vi，＄20ix1963ち谷，3．vi．19
67♀，10viii1971る（豊嶋）少なくない
四国でほ高知県下より知られているのみである
17．クαγα一ざ∠路ねα路流通 工edererホシ月−ピコケガ

（佐藤）．多くない坂口氏は大滝山でも採集され
ている．

25Mutochrista striata striata Bremer et Grey
スジペニコケガ

新居4Ⅴ．1951谷，15viii1957 ♀，1臥Vii
1959 ♀，象東山18，Ⅴ令，20vii1963 谷，9

新居5りVi1953 谷，象頭山9Ⅴ1964♀（豊

V1964 谷，10viii，1971杏（豊嶋）；内湯2

嶋）；内場20vi．1968 古（佐藤）い少ない

Ⅴ・19716（佐藤）たいへん多い．坂口氏は大

18肋Jα乃αβ∽α即e乃αfα ButleIオオペニヘリコケガ
象頭山22vi．1963 谷（豊嶋）；内場23vi
1971♀（佐藤）。稀である坂口氏ほ大滝山を産
地としてあげている
19肋dina ariaxidia ButlerフタホVキコケガ
内場22．viii。1971谷（佐藤）．四国未記録であ

滝山でも採集されている
26MutochrilStabulchraPulchra Butlerゴマタラ
ペニコケガ

内場5Vi1968♀（佐藤）．少ない坂口氏は一
官町，大滝山を産地としてあげている
27 Stigmato？horajlava Bremer er Grey 占モマタ

るが，詳細は佐藤氏が 蛾類通信，に投稿される

ラキコケガ

予定であるなお，坂口氏は大滝山で採集されて

新暦30vi1959る，17．vi谷，23．叶1960含，

いる

象頭山26寸i．1966＄（豊嶋）；内場161Vii

20‖ E祝g〃α∂宣♪α〝C≠αfαg′■査cβαButleIクロテンノ＼イ

イロコケガ

り

1968♀（佐藤）．多くない、坂口氏は大滝山でも
採集されている
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28ぶわg∽αね♪ゐγα㌢・ぬれ埴侮 WalkeI モンクロペ
ニコケガ

新居11vi1955♀，27．vi1968谷，象頑山

57

嶋）；内場12vi8，14．viii1971♀♀（佐
藤）ごく普通
37，∫♪∠JoSO∽α之〃／とグー鋸漬・S ButleI−クロバネヒトリ

22Vi8♀，21ix。1963 ♀（豊嶋）；宮脇呵

大滝山17．vii．1971令（佐藤）．四国未記録で

14 vi1965古谷（佐藤）少ない宮脇町産の

あるが詳細は佐藤氏が 蛾頼通信 に投稿される

18は前超の黒紋が消失したf．ね㌢γ−β兜ざButleI
である．坂口氏は大滝山を産地としてあげて∵い
る
29小 SchisioPhleps bipuncta Hampsonクスパフタホ

予定である
38Spilosomaimbarili5Butlerクワゴマダラヒト
リ

甲神26viii．1959 苔，象東山26viii．1965

シ′コケガ

6，10Viii

象頭山7vi．1959♀，18，Ⅴ谷，21りVii‖1963

19688♀（佐藤）少ない．坂口氏ほ大滝山を産

8（豊嶋）次種より少ない

地としてあげている

30．Cん卯払扇ねト成α♪カα〝αIno11e スカレコケガ

1971＄（豊嶋）；内場24．viii

39・ぶ♪ょね5ク∽αJβ紗∠＼s∠∠ButleI・クロフレロヒトリ

大滝山9Vi 1956谷（豊嶋）；内場12．v88
谷，23Ⅴ1971省♀♀（佐藤）り少なくない
苔，11．vii♀，3viii8♀，5ix1964 ♀，
401Sbilosoma
bunciaria CrameIアカハラゴマダ
6 Ⅹ谷，14．Xi1967♀（豊嶋）色彩・斑紋は前
象頭山18，Ⅴ 谷，20ix ち古谷，21Ⅹ‖1963

種と酷似しているが，超脱の様子が異なる．四国

ラヒトリ

では東租谷（徳島）より知られていただけである

大滝山9トVi1956谷，象頑山20Ⅴ1963♀，
5ix1964省，6・Ⅴ・196588（豊嶋）；内場

少なくない
31Sl・ilosoma obliquizonata Miyake フトス汐モソ
ヒトリ
内場20vi1968 8（佐藤）稀
32．∫♪よねs0∽α占∠．／虎ゞC査α才αButleIフタスジヒトリ内

場9．vi1971＄谷♀（佐藤）．少ない
33．∫♪友Joso∽αSβ′ね玖細別ねねSβ′套αわ♪〝〝Cfα才〃

Motschulsky ス汐モンヒトリ
五．剣山16v8，4vi1956 ♀，大滝山9‖Vi
1956 含，象東山18いVl1963 古♀，28viii
1965 令（豊嶋）．たいへん多い
34∫♪壷Jo一ざ0∽α5α∂cαγ■〝βαWalkeI−オビヒトリ

貼滝19．vi1956 8古谷（佐藤）；象東山28

9・Viii1971（佐藤）．次程より少ない

41SPilosomalubricipeda sangaica WalkeIキハ
ラゴマダラヒトリ

新居20・Viii1958苔，9．Vl19556，象頭山
20ix19S3 合名（豊嶋）；宮脇町25vi1965
ち（佐藤）各地に．ごく普通
42ぶ♪套／0SO研α〝∠ぴβαM♂乃βfタよβ・Sシロヒトリ

新居12Viii1952 ♀，象頭山 21．ix1963
谷苔（蟄l即；内場24Viii1968谷（佐藤）各
地にごく普通であるが，新居でほ近年，目立って

個体数が減少した
43Rh．y♪arioideS amWenSiS amurenSisBremer ホ

Vii．1971杏（豊嶋）坂口氏によると大滝山では

レペニシタヒトリ

多産するというが，他の地域では少ないようで

大川山19Vi・1958谷♀，象頭山10．vii1964
谷（豊島）；内場24．viii．1968谷杏含♀，14
Viii1971谷（佐藤）多くない坂口氏ほ大滝
山を産地としてあげている

ある
35勘痛心馴閥ノJα∽∽βOJ〃Mooreアカヒトリ
新居21．vii。1952 古，象東山18．v 8♀，20
ix．19∂3 谷る，観音寺14．vii‖1969谷（豊嶋）
；。内場20vi19∂8 ＄（佐藤）．少ない
36∫♪宣J〃SO刑α∠〃αg曾〟αJ∠・ざ わ泌印鋸漬・S ButleI■ カク

Aga‡・istidaeトラガ 科
1。∫♂〟グγ′・〃・ざ〟々／7α〝αMoo工eトピイロトラガ

象頭山22vi谷♀，20けix19，53 苔♀，10。Vi

新居7りVii1951含，五剣山12Ⅴ1956 谷，
象頭山19x1963 ♀，9．Ⅴ。1964 ♀，26vi

谷♀？，11りVii1964 苔，3．vi一．1957 ♀（望

1936谷（豊嶋）．各地にいるが多くはない

モソヒトリ
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2S（LL（かIa！，（17〝Sf ILeech ペニモントラヤ

西表島（八重山群島）より未記録

大滝山2。Vlll．1952 谷（豊嶋）；内場22．viii

のスズメガ2種

1971谷る令（佐藤），多くはないり坂口氏は大滝

豊 嶋

弘

山でも採られている
3．A扉卯■∂♪βねs 〝￠Cわ 査乃α B11tleIヒメトラガ

内湯15、Vi、1970谷（佐藤）、稀である坂口
氏は大滝山を産地として−あげている．

friIOmu TosHIMA：Unrecordedmoths（SPhi7igi −
dae）fromIriomoteIs，Ryukyus
昨年の香川大学台湾・沖縄生物調査のとき，西表島
より未記録のスズメガ2種を採集したので記録してお

地 名 詳 記
木田郡Kita−gun牟礼町M11re−Ch6；大町6machi，
五剣山Mt．Goken
香川郡Kagawa−gun塩江田1Shionoe−Ch6；鮎滝
Aitaki，内場NaibaDam，甲神 K6jin，
木綿織Momenbri，大滝山Mt6ねki
香南町K6nan−Ch6；岩崎橋IwasakiBridge
高松市Takamatsu1−Shi；宮脇町Miyawaki−Ch6，
叫宮町Ichinomiya−Ch6
綾歌郡AyautaMgun 国分寺呵Kokubunii−Ch6；新居
Nii
仲多度郡NakatadoM・gun 琴平町Ⅹotohira−Ch6；
象頭山Mt．Z6zu．琴南町Koto王】amトch∂，
大川山Mt Daisen
観音寺市Ⅹ弧，onjトsbi；観音寺町Kan 叫ii−Ch6
引 用 文 献
井上 寛他1959：原色日本昆虫大図鑑Ⅰ
井上 寛 1964：サカグチヰドクガ紅ついで．昆虫

叫−

32，3
→1969：日本産蝶蛾総目録
貨六部

坂口 構…・1963：郷土の生物香川高校生物部部報
（タイプ印刷）
小島圭三他1964：四国産ガ類高知大学学術報告13
自然科学ⅠⅠ，4

豊嶋 弘他1964：象東山の蛾ビロウドハマキ（坂
高生物）2−3（タイプ印刷）
ⅩobayasbiH．1936：On 址e geJ】uS 戯／β調〃 fIOm
Japan（Lep．Ar Ctiidae）．蝶と蛾 20
（1／2）

く
Hibbotion velox Fabriciusオバナワスズメ
大原24−扇ii1970含
rみ汁βわ′ααJ♂CねLinne シ／夕べニスズメ

大原25．扇ii1970谷
両種とも隣接する石垣島や，台湾などから知られて
いた（東 清二，1970：琉球産蛾類目録（1）．蛾頼通
信59）

