
 

はじめに 

みなくち子どもの森では，開園準備中の1995

年頃から，継続して動植物相の調査を続けてい

る。本稿では，約15年間に園内で確認された昆

虫相（種類および確認状況）について報告する。 

昆虫類の種数は，全動物の過半数を占めるほ

どに多く（石川 1996），日本では未だ分類研究

の不十分な分野が多く残っている（日高1997）。

また，種の同定には，専門的知見と顕微鏡によ

る精査が必要なグループが多いため，哺乳類・

鳥類・両生類など動物のように，目撃や写真記

録に基づいて，手軽に確認種リストを作成する

ことは難しい。 

一定地域の昆虫相の把握を目的とするには，

標本を採取・保管して，整理を続けながら，論

文や検索表などの資料を片手に確認種を積み上

げて行く，地道で継続的な作業が必要となる。

特に，広い分類群にわたる，精度の高い昆虫相

調査を実施するには，公的な博物館等による標

本資料の収集・保管作業を含めた，数年単位以

上の継続した調査が不可欠である。 

日本で最も精度の高い昆虫相調査が実施され

たと考えられる東京都の皇居（約 115 万㎢）で

は，3 千種以上の昆虫類が記録された（武田ほ

か, 2000）。これは，皇居の昆虫相を把握するた

め，全国の専門家が集結した特異なケースであ

る。しかし一方で，近年の分類研究の進歩や，

同定に必要な各種図鑑など参考資料の増加およ

びインターネットでの情報公開が進み，地域で

の昆虫相調査の条件が整いつつある。地方自治

体でも，福井県，埼玉県，栃木県，神奈川県な

ど精度の高い昆虫目録が発行され始めた。 

みなくち子どもの森が存在する滋賀県では，

県域を対象としたトンボ類（蜻蛉研究会,1998）

やオサムシ類（滋賀オサムシ研究会,2003，八

尋,2009），食糞性コガネムシ類(山本,2002a,b)，

陸生カメムシ類（山本,2003a, 山本2003b）など

の分類別の調査結果が公表されたが，新保（1979，

1991）以来の昆虫相全体についてのまとまった

報告はない。滋賀県および県内各地域で，新し

い知見に基づいた昆虫相調査と目録作成が求め

られる。 

したがって，今回，みなくち子どもの森園内

の昆虫相を継続調査した結果を公表することは，

甲賀地域の丘陵地の昆虫相を明らかにするのみ

ならず，滋賀県の昆虫相の解明に貢献できると

考えられる。 

 

調査方法 

今回の報告では，現在までの採集標本や文

献・目撃記録に基づいて，確実に種の同定がで

きた昆虫類についてまとめた。 

確認された種類は，種名リストと根拠となっ

た標本や資料の出所を簡易に示す形で示した。

採集年月日等の詳細データについては，自然館

所蔵標本目録として，目や科などグループ別に

まとめる予定である。 

利用した既存文献は，新保らによる開園前の

自然環境調査（滋賀自然観察指導者連絡会, 

1996）と，河瀬によるチョウ類およびトンボ類

調査（みなくち子どもの森, 2004）である。それ
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以外に，フィールドノートや関係資料の中から

目撃等の記録情報を収集した。 

使用した標本は，主に1995～1996年の開園前

調査から 2001 年の開園までに新保らが採集し

た標本と，2004年以降に河瀬らが採取した標本

で，自然館に収蔵されている。多くが針刺しの

乾燥標本だが，河瀬が採集した水生昆虫類は

70%EtOHの液浸標本が多い。また，岩西が2008

年以降に採集したアリ類標本の多くも同じ液浸

標本である。これらの標本記録は，

Microsoft-Excel ファイルでデータベース化され

ており，それらも活用した。チョウ目の蛾類に

ついては，地元在住の山崎賢治氏が寄託された

蛾類コレクション内から，みなくち子どもの森

の位置する“北内貴”および隣接する“虫生野”，

“貴生川”の地名で採集された標本記録を使用

した。 

多くの調査が見つけ採りなど任意調査によっ

ているが，2004年以降，不定期にライトトラッ

プ，ベイトトラップによる調査を実施しており，

2009年4～11月には園内の湿地にマレーズトラ

ップを設置した。 

調査範囲は，主にみなくち子どもの森園内（約

34万㎢）であるが，隣接するスポーツの森や虫

生野茶園付近など周縁部（子どもの森園内と隣

接する北内貴，虫生野，貴生川，甲南町希望ヶ

丘の地域）の標本記録も含めた。 

調査分担については，河瀬と新保が全ての目

（グループ）にわたり，標本収集および同定に

関わった。山本は自然館所蔵標本の陸生カメム

シ目と，ゲンゴロウ類・ガムシ類を除いた多く

のコウチュウ目の同定を担当した。岩西はハチ

目アリ科の採集・同定を行った。 

 

調査結果および考察 

以下に，確認された各目別に種数，希少種お

よび注目種と園内環境との関係などについて簡

潔に述べ（目の配列は，吉澤ほか（2008）に従

った），園内昆虫相について総合的に考察した。

確認種リストは本報告の末尾に示した。 

 

シミ目 THYSANURA：1種 

自然館内で職員がヤマトシミを目撃した。古

書に付いてきたと思われる。近隣の水口中学校

で採集された標本がある。 

トンボ目 ODONATA：47種類 

園内の2つのため池，水田周辺，ビオトープ，

湿地などで発生するトンボ以外に，隣接する野

洲川から飛来した河川性の種類が含まれる。 

レッドリストに掲載される希少種や注目種と

しては，サラサヤンマ，カトリヤンマ，ムカシ

ヤンマなど湿地的環境に生息する種類や，オグ

マサナエ，フタスジサナエ，トラフトンボ，ヨ

ツボシトンボなど水草の生育する良好な池沼環

境に生息する種が記録された。キイトトンボは

体験農場の水田で繁殖記録があるが，現在，絶

滅状態にある。 

アカトンボ類では，10月中旬以降ではアキア

カネが圧倒的に多い。次いでノシメトンボが多

く，マイコアカネが劣らず多かったものの，こ

こ数年は激減した。その次にナツアカネで，ミ

ヤマアカネも細々と発生している。マユタテア

カネは稀である。 

草沢池では数年前からヒシ群落が発達し，ク

ロイトトンボ，チョウトンボの個体数が増加し

た。園内の湿地周辺の流れではオニヤンマも安

定的に発生している。毎年，ホンサナエ，アオ

サナエ，オナガサナエ，コオニヤンマなどの野

洲川で発生したと思われるトンボ類が園内の草

地に見られるのもトンボ相の特徴である。 

今後，水辺環境の遷移や変化等によって，確

認種の中で個体数の増減はあると予想されるが，

トンボ類については毎年記録を取っており，新

たな確認種はほとんど出ないと考えられる。 

カゲロウ目 EPHEMEROPTERA：6種 

園内で繁殖するのは，幼虫が止水・緩流的環境

に生息するフタバカゲロウとトウヨウモンカゲ

ロウぐらいで，その他は隣接する野洲川から飛

来したと考えられる。同定が確実な成虫の記録

を採用した。 

カワゲラ目 PLECOPTERA：1種 

フタトゲオナシカワゲラ1種を成虫で同定した。

園内の湿地周辺の流れでは，これらオナシカワ

ゲラ類をしばしば目撃する。冬から春にはクロ

カワゲラ科も見られ，標本も所蔵している。 

ハサミムシ目 DERMAPTERA：1種 

ヒゲジロハサミムシを確認したが，調査が不

十分である。隣接する野洲川河川沿いには，大

型の種類を含む複数種が生息しており，今後の

調査で若干の種数増加が見込まれる。 



バッタ目ORTHOPTERA：43 種類 

キリギリス類，コオロギ類，カマドウマ類の

十分な調査がなされていない。普通種のキリギ

リスは園内で毎年鳴き声を聞くが，標本が無い

ため，ヒガシキリギリスかニシキリギリスであ

るか未確定である。ヤブキリ標本は雌雄ともに

あるが，やはり近似種が多いため未確定とした。

普通に確認されるヒシバッタも標本がなく，種

名を確定していない。今後，直翅類の専門家の

アドバイスを受けて，確認種数を充実させたい。 

ナナフシ目PHASMATODEA：2種類 

晩秋にトゲナナフシをよく見かける。触角の

長いエダナナフシは，夏季に幼虫を何度か見か

けたが，成虫の標本がない。触角の短いナナフ

シモドキは，水口町牛飼で採集しているほか，

信楽山地ではトビナナフシ類も確認しているが，

園内の記録はない。 

ゴキブリ目 BLATTODEA：2種 

 林縁などにモリチャバネゴキブリが多い。ク

ロゴキブリは農場の休憩舎などで時に見られる。

オオゴキブリのように発達した樹林にすむ種類

が確認できるほどに園内の森は成熟しておらず，

今後の種数の増加はあまり無さそうである。 

シロアリ目 ISOPTERA： 1種 

林内に倒れた枯れたアカマツや古い木製階段

でヤマトシロアリを目撃する。毎年5月頃に羽

アリの飛翔が見られる。 

カマキリ目MANTODEA：4種類 

オオカマキリ，コカマキリ，ハラビロカマキ

リの順によく見られる。チョウセンカマキリは

体験農場の水田付近やタンポポの丘付近の草原

に限定して生息するようである。市内ではヒメ

カマキリやヒナカマキリが記録されており，園

内でも採集される可能性がある。 

カメムシ目HEMIPTERA：64種類 

セミ類を除いて，全般的に調査不足であり，

丁寧な標本収集を実施すれば確認種の増加する

余地が大きい。現状では，アカスジキンカメム

シ，オオトビカメムシ，ヨコヅナサシガメのよ

うに目立つ種類の標本が採取された傾向がある

が，ウシカメムシ，オオフタホシカメムシなど

注目すべき種も記録された。越冬のために，自

然館にはクサギカメムシとツマジロカメムシが

毎年侵入する。 

ヘビトンボ目MEGALOPTERA：1種類 

隣接する野洲川から飛翔してきたヘビトンボ

が園内に滞在することがある。園内に生息する

センブリ属について，採集して同定する必要が

ある。 

ラクダムシ目RAPHIDOPTERA：1種類 

自然館内に迷い込んできたラクダムシ 1 個体

を採集した。 

アミメカゲロウ目NEUROPTERA：4種類 

ウスバカゲロウ幼虫は園内の休憩舎の周囲に

個体数が多い。クサカゲロウ類では，ヨツボシ

クサカゲロウとアミメクサカゲロウを同定した。

ツノトンボは毎年夏に見かけており，園内の草

地に安定して生息していると考えられる。 

コウチュウ目COLEOPTERA：246種類 

園内には「ハンミョウの道」があるが，ここ

数年，ハンミョウの姿が顕著に減少した。幼虫

の営巣地の裸地が減少したことが原因である。 

オサムシ類では，野洲川が各種の分布境界線

になることが知られる（滋賀オサムシ研究会

2003）が，園内は野洲川南側に関わらず，北側

に分布するヌノビキオサムシが採集された。ク

ロナガオサムシとオオクロナガオサムシの境界

付近でもあり，雑種個体群の生息する可能性も

ある。ヨシ帯などに生息するとされる（八

尋,2006）オオヨツボシゴミムシも採集された。 

水生甲虫では，オオヒメゲンゴロウ，シマゲ

ンゴロウ，クロゲンゴロウ等は1回限りの確認

で，追加採集できない。レッドリスト掲載種の

中には，園内や周辺の湿地や流れを再調査した

が発見できない種もある。みなくち子どもの森

では，市民と協力して，周辺部を含めた湿地環

境を保全する活動を進めている。 

幼虫が猛禽類等の大型鳥類の巣に生息すると

されるアカマダラハナムグリ（コガネ）が採集

されたのも注目すべきである。園内管理による

伐木や刈草，落葉の集積場には，子どもに人気

のカブトムシやクワガタ類も繁殖している。 

キンイロネクイハムシも湿地に生息している。

水口町内の工業団地建設の際に，埋め立てた池

から移植したヤマトミクリに，幼虫が付いて来

たと考えられる。同じ湿地では，ヒゲナガハナ

ノミも採集された。 

野洲川段丘から園内にはタブノキが点在する

ためか，県内では珍しいホシベニカミキリを見

かけることも少なくない。 



園内には，40～50 年生のコナラ大木が多く，

数年前からカシノナガキクイムシによるコナラ

の枯れ木や，ドングリの数が多いためか，ハイ

イロチョッキリの発生量も多い。 

シリアゲムシ目MECOPTERA：1種類 

園内にヤマトシリアゲが普通である。その他

の種類は未確認である。 

ハエ目DIPTERA：25種類 

ハエ目の多様性を考えると，全般的に同定で

きた種類が少ないが，注目すべき種として，シ

ロスジナガハナアブ，スズキナガハナアブや，

湿地に生息するキヒゲアシブトハナアブ，幼虫

がクロヤマアリ類の巣に生息するキンアリノス

アブが採集された。体長40mmを越える大型の

ミカドガガンボも園内の湿地に生息する。 

チョウ目LEPIDOPTERA：144種類 

チョウ類では，草地環境が残るため，メスグ

ロヒョウモン，ミドリヒョウモン，オオウラギ

ンスジヒョウモン，オオチャバネセセリ等が健

在である。しかし，ウラギンスジヒョウモン，

ウラギンヒョウモンは園内では確認できなくな

った。湿地にはオオヒカゲも生息する。また，

樹林の年齢が高くなったためか，数年前まで普

通だったアカシジミが急減し 2009 年度は未確

認となった。 

ガ類では，園内で採集されたヤママユガ類の

中に，普通種のオオミズアオでなく，オナガミ

ズアオが多かった。山崎賢治氏コレクションの

1975～1980年頃の標本には，スズメガ類など充

実しており，重要な記録も含まれると考えられ，

今後の詳細な研究が待たれる。 

トビケラ目TRICHOPTERA：19種類 

草沢池前でのライトトラップではツマグロト

ビケラを採集した。マレーズトラップでは，小

湿地に生息するイトウホソバトビケラを採集し

た。晩秋には園内の水路沿いをホタルトビケラ

やトビイロトビケラが飛翔する。その他，ヒゲ

ナガカワトビケラ，ムラサキトビケラなどは，

隣接する野洲川の由来と考えられる。 

ハチ目HYMENOPTERA：93種類 

草地や裸地にすむハナバチやアナバチ類など

が豊富に確認できた。クロマルハナバチやルリ

モンハナバチの生息は注目すべきである。アリ

類では，トゲズネハリアリに盗食共生するとい

われるノコバウロコアリが採集された。スズメ

バチ類やアシナガバチ類も種数が豊富で，ヒメ

ホソアシナガバチも生息する。また，園内休憩

舎のヨシ葺き屋根に，複数のハムシドロバチの

仲間やハキリバチ類，ルリジガバチなどのアナ

バチが確認できる。 

ネジレバネ目STEREPSIPTERA：1種類 

モンスズメバチの腹部の節間に寄生している

個体を採集した。寄主から，スズメバチネジレ

バネと仮に同定した。 

本調査で記録できなかった目 

今回の調査では，園内に生息する可能性が高

い目のうちトビムシ目COLLEMBORA，カマア

シムシ目 PROTURA，コムシ目 DIPLURA，イ

シノミ目ARCHAEOGNATHA，チャタテムシ目

PSOCOPTERA，シラミ目PHTHIRAPTERA，ア

ザ ミ ウ マ 目 THYSANOPTERA ， ノ ミ 目

SIPHONAPTERA の各分類群について，記録で

きなかった。これらのうち，カマアシムシ目，

シラミ目，ノミ目以外の各目については，園内

で確認しているか，標本も得ているので，今後

に，各分野の専門家の協力を得て，同定したい。 

 

総合考察 

合計で706種の昆虫類を確認した（リスト参

照）。一般に同様の環境で1年に数回の調査では，

半分の種数にも届かないと思われ，長期間調査

と標本の採集・保存による成果と考えられる。

また，湿地性の種類が生息するなど，園内の里

山環境の多様性が種数に影響していると考えら

れる。加えて，カゲロウ，トンボ，トビケラ類

など水生昆虫については，隣接する野洲川から

飛来，一時滞在する種類が含まれる。園内の南

側には，広大な虫生野茶園と周縁部の荒地があ

り，明るい草地や裸地に生息するハチ類などが，

園内と周縁部を連続的に利用している可能性も

高い。園内と周縁部は，昆虫類にとって重要な

自然環境と理解できる。 

しかしながら，調査結果で述べたとおり，な

お調査の不十分な分類群が多い。今後も，さま

ざまな時期に各種の採集方法を用いて，確認種

を増やしたい。園内で調査が進むと，少なくと

も1千種類以上の確認は可能と思われる。今回

の第1報を皮切りに，分類が困難なグループの

同定については，各専門家の協力を得ながら，

順次に成果を積み重ねることとしたい。 



こうした継続的な事業は，各地域の自然系博

物館が，昆虫標本の収蔵・保管を含めた管理を

行いつつ主導し，アマチュアの専門家や市民の

協力を得ながら実施するのが妥当であろう。地

域の基礎的な自然史資料を得る活動は，自然の

好きな子どもから大人まで市民が，地域の自然

への理解を深めることにつながり，極めて有意

義と考えられる。 

 

 

昆虫類確認種のリスト 

目および科の配列は，吉澤ほか（2008）に拠

った。科内の属および種は，原則としてアルフ

ァベット順に配列した。 

種名の学名は，平嶋（1989）に準拠したが，

一部は各分類群の最新の文献の学名を採用した。 

種の確認の根拠となった資料や出所は，種名

の後に以下の記号で示した。 

 
Ⅰ：自然館所蔵の乾燥（主に針挿し）標本データベース。 

I(○)：虫コブ（ゴール）標本から同定 

Ⅱ：自然館所蔵の液浸標本のデータベース。 

Ⅲ：2008～2009年度アリ類調査の標本データ。 

Ⅳ：1996 年の開園前調査（みなくち子どもの森自然環

境調査報告書 ）および第1号年報 

Ⅴ：第4号年報（2004年度年報） 

Ⅵ(2004～2009)：園内調査記録。（ ）内の数字は確認年

度 

Ⅶ：その他私信。信頼できる目撃記録など。 

 

環境省，滋賀県，甲賀市の各レッドデータブ

ック掲載種については，以下の記号で表記した。 

・ 環：環境省，CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類，VU：絶滅

危惧Ⅱ類，NT：準絶滅危惧，DD：情報不足 

・ 滋：滋賀県，(1)：絶滅危惧種，(2)：絶滅危機増大

種，(3)：希少種，(4)：要注目種，(5)：分布上注目

種，(6)：その他重要種 

・ 甲：甲賀市，(1)：絶滅危惧種，(2)：絶滅危機増大

種，(3)：要注目種，(4)：地域種 

 

なお，種名同定については，極力慎重に実施

し，不確定なものはリストから除外したが，近

似種との誤同定の可能性も残っており，今後に

判明した場合は修正したい。 

 

シミ目 Thysanura 

シミ科 Lepismatidae 

ヤマトシミCtenolepisma villosa, VII 

トンボ目 Odonata 

イトトンボ科Agrionidae 

ホソミイトトンボAciagrion migratum, 

I,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007) 

クロイトトンボCercion calamorum calamorum , 

V,VI(2004),VI(2005),VI(2009) 

キイトトンボCeriagrion melanurum, I,IV 

アジアイトトンボIschnura asiatica , 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2008) 

アオモンイトトンボIschnura senegalensis , VI(2005),VI(2009) 

モノサシトンボ科Platycnemidae 

モノサシトンボCopera annulata , I 

アオイトトンボ科Lestidae 

ホソミオツネントンボIndolestes peregrinus, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2009) 

アオイトトンボLestes sponsa, I,V,VI(2004),VI(2006),VI(2007) 

オオアオイトトンボLestes temporalis , Ⅳ,VI(2006),VI(2007) 

カワトンボ科Calopterygidae 

ハグロトンボCalopteryx atrata, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2009) 

ニホンカワトンボMnais costalis, VI(2006),VI(2007) 

ヤンマ科Aeschnidae 

クロスジギンヤンマAnax nigrofasciatus nigrofasciatus, 

IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

ギンヤンマAnax parthenope julius, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

カトリヤンマGynacantha japonica, I, 滋(4),甲(3) 

サラサヤンマOligoaeschna pryeri, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2008),VI(2009), 甲(5) 

サナエトンボ科Gomphidae 

ヤマサナエAsiagomphus melaenops, V,VI(2004),VI(2005) 

キイロサナエAsiagomphus pryeri, I,VI(2005),VI(2006) 

ダビドサナエDavidius nanus, I 

ホンサナエ Gomphus postocularis, I,IV,V,VI(2004), 甲(3) 

ウチワヤンマIctinogomphus clavatus, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2009) 

アオサナエNihonogomphus viridis, Ⅳ, 甲(3) 

オナガサナエOnychogomphus viridicosta, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

コオニヤンマSieboldius albardae, 

I,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2008),VI(2009) 

フタスジサナエTrigomphus interruptus, 



I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007), 環NT,滋(4),甲(5) 

オグマサナエTrigomphus ogumai, 

I,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2009), 環VU,滋(3),甲

(3) 

ムカシヤンマ科Petaluridae 

ムカシヤンマTanypteryx pryeri, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2008),VI(2009), 甲(5) 

オニヤンマ科Cordulegasteridae 

オニヤンマAnotogaster sieboldii, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

エゾトンボ科Corduliidae 

トラフトンボEpitheca marginata, I,IV,V,VI(2004),VI(2005), 滋(4),

甲(2) 

オオヤマトンボEpophthalmia elegans , 

V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007) 

コヤマトンボMacromia amphigena amphigena , I,VI(2006) 

タカネトンボSomatochlora uchidai , I,VI(2005) 

トンボ科Libellulidae 

ショウジョウトンボCrocothemis servilia mariannae, 

Ⅳ,V,VI(2004),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

ヨツボシトンボLibellula quadrimaculata, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009), 甲

(3) 

ハラビロトンボ Lyriothemis pachygastra, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2006) 

シオカラトンボOrthetrum albistylum speciosum, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

シオヤトンボOrthetrum japonicum, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

オオシオカラトンボOrthetrum triangulare melania, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

ウスバキトンボPantala flavescens, 

Ⅳ,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008) 

コシアキトンボ Pseudothemis zonata, 

IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

チョウトンボRhyothemis fuliginosa, 

Ⅳ,VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008) 

リスアカネSympetrum  risi risi, VI(2008) 

ナツアカネSympetrum darwinianum, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

マユタテアカネSympetrum eroticum eroticum, 

Ⅳ,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006) 

アキアカネSympetrum frequens, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

ノシメトンボSympetrum infuscatum, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

マイコアカネSympetrum kunckeli, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

ミヤマアカネSympetrum pedemontanum dlatum, 

I,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009), 滋(4),

甲(3) 

カゲロウ目Ephemeroptera 

コカゲロウ科Baetidae 

フタバカゲロウCloeon dipterum, I,VI(2004) 

チラカゲロウ科Oligoneuriidae 

チラカゲロウIsonychia japonica, II,VI(2005) 

ヒラタカゲロウ科Heptageniidae 

マツムラヒラタカゲロウEpeorus l-nigrus, II 

カワカゲロウ科Potamanthidae 

キイロカワカゲロウPotamanthodes kamonis, I,VI(2004) 

モンカゲロウ科Ephemeridae 

トウヨウモンカゲロウEphemera orientalis, VI(2004),VI(2005) 

モンカゲロウEphemera strigata, II 

カワゲラ目 Plecoptera 

オナシカワゲラ科Nemouridae 

フタトゲオナシカワゲラNemoura fulva, II 

ハサミムシ目Dermaptera 

ハサミムシ科Anisolabididae 

ヒゲジロハサミムシGonolabis marginalis, VI(2009) 

バッタ目Orthoptera 

コオロギ科Gryllidae 

ハラオカメコオロギ？Loxoblemmus campestris ?, 

I,IV,VI(2004),VI(2006) 

ミツカドコオロギLoxoblemmus doenitzi, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006) 

シバスズPteronemobius mikado, I,VI(2004) 

エンマコオロギTeleogryllus emma, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

ツヅレサセコオロギVelarifictorus mikado, I,V,VI(2004),VI(2006) 

マツムシ科Eneopteridae 

アオマツムシCalyptotrypus hibinonis, I,VI(2004),VI(2005),VI(2006) 

スズムシHomoeogryllus japonicus, Ⅳ,VI(2007) 

カンタンOecanthus indicus, V,VI(2004),VI(2006),VI(2007) 

マツムシXenogryllus marmoratus, Ⅳ,VI(2009) 

ヒバリモドキ科Trigonidiidae 

クサヒバリParatrigonidium bifasciatum, 

I,VI(2005),VI(2006),VI(2007) 

カネタタキ科Mogoplistidae 

カネタタキOrnebius kanetataki, Ⅳ,VI(2005) 

ケラ科Gryllotalpidae 



ケラGryllotalpidae fossor, I,VI(2004),VI(2005),VI(2006) 

キリギリス科Tettigoniidae 

ウスイロササキリConocephalus chinensis, I 

オナガササキリConocephalus gladiatus, I,VI(2004) 

ホシササキリConocephalus maculatus, I,VI(2004) 

ササキリConocephalus melas, I,VI(2004),VI(2005),VI(2008) 

クビキリギリスEuconocephalus thunbergii, I,V,VI(2004) 

ヒガシキリギリス？Gampsocleis mikado ?, 

Ⅳ,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007) 

ハヤシノウマオイHexacentrus hareyamai, 

Ⅳ,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007) 

クサキリHomorocoryphus lineosus, I,VI(2004),VI(2005),VI(2006) 

クツワムシMecopoda mipponensis, 

I,IV,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007), 甲(5) 

ヒメギスMetrioptera hime, VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007) 

カヤキリPseudorhynchus japonicus, VI(2004),VI(2006),VI(2008) 

ヤブキリ？Tettigonia orientalis ?, I,VI(2004),VI(2006),VI(2007) 

ツユムシ科Phaneropteridae 

セスジツユムシDucetia japonica, I 

ヤマクダマキモドキHolochlora longifissa, I,VI(2006),VI(2007) 

ツユムシPhaneroptera falcata, I,VI(2004),VI(2006) 

カマドウマ科Rhaphidophoridae 

マダラカマドウマDiestrammena japonica, I 

ノミバッタ科Tridactylidae 

ノミバッタXya japonica , VI(2004) 

ヒシバッタ科Tetrigidae 

トゲヒシバッタCriotettix japonicus, I,VI(2004) 

ハネナガヒシバッタEuparatettix insularis , I,VI(2004) 

オンブバッタ科Pyrgomorphidae 

オンブバッタAtractomorpha lata, 

I,IV,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007) 

バッタ科Acrididae 

ショウリョウバッタAcrida cinerea, 

I,IV,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007) 

マダラバッタAiolopus tamulus, I,VI(2004),VI(2005),VI(2007) 

クルマバッタGastrimargus marmoratus, 

Ⅳ,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007) 

トノサマバッタLocusta migratoria, I,VI,V,VI(2004),VI(2005) 

ツマグロバッタ（ツマグロイナゴ）Mecostethus magister , 

VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2009) 

ナキイナゴMongolotettix japonicus, I,VI(2006),VI(2007) 

クルマバッタモドキOedaleus infernalis, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007) 

コバネイナゴOxya yezoensis, I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006) 

ヤマトフキバッタ ? Parapodisma setouchiensis ?,  I, 滋(5) 

ツチイナゴPatanga japonica, VI(2004),VI(2005),VI(2006) 

イボバッタTrilophidia annulata japonica, 

I,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007) 

ナナフシ目Phasmatodea 

ナナフシ科Phasmatidae 

トゲナナフシNeohirasea japonica, I,VI(2005),VI(2006),VI(2009) 

エダナナフシPhraortes illepidus, VI(2005) 

ゴキブリ目Blattodea 

ゴキブリ科Blattidae 

クロゴキブリPeriplaneta fuliginosa, I 

チャバネゴキブリ科Blattellidae 

モリチャバネゴキブリBlattella nipponica, I 

シロアリ目Isoptera 

ミゾガシラシロアリ科Rhinotermitidae 

ヤマトシロアリReticulitermes speratus speratus, II,VI(2005) 

カマキリ目Mantodea 

カマキリ科Mantidae 

ハラビロカマキリHierodula patellifera, 

I,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006) 

コカマキリStatilia maculata, VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2008) 

チョウセンカマキリTenodera angustipennis, V,VI(2004),VI(2005) 

オオカマキリTenodera aridifolia, 

I,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2008) 

カメムシ目Hemiptera 

キジラミ科Psyliidae 

クワキジラミAnomoneura mori , VI(2008) 

アブラムシ科Aphididae 

エゴノネコアシアブラムシCeratovacuna nekoashi, I(○) 

ケヤキヒトスジワタムシParacolopha morrisoni, I(○) 

ヌルデシロアブラムシSchlechtendalia chinensis, I(○) 

セミ科Cicadidae 

チッチゼミCicadetta radiator, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

クマゼミCryptotympana facialis, 

IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

アブラゼミGraptopsaltria  nigrofuscata, I, IV, 

V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

ツクツクボウシ Meimuna opalifera, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

ミンミンゼミOncotymrpana maculaticollis, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

ニイニイゼミPlatypleura kaempferi, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

ヒグラシTanna japonensis, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 



ハルゼミTerpnosia vacua, 

IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009), 滋(6),

甲(5) 

トゲアワフキムシ科Machaerotidae 

ムネアカアワフキHindoloides bipunctatus, I 

ヨコバイ科Cicadellidae 

ツマグロオオヨコバイBothrogonia ferruginea, 

VI(2004),VI(2005),VI(2006) 

ミミズクLedra auditura, I 

アオバハゴロモ科Flatidae 

アオバハゴロモGeisha distinctissima, VI(2005) 

ハゴロモ科Ricaniidae 

ベッコウハゴロモOrosanga japonicus, I,VI(2008) 

イトアメンボ科Hydrometridae 

ヒメイトアメンボHydrometra procera, I 

アメンボ科Gerridae 

オオアメンボGerris elongatus, Ⅳ,VI(2004),VI(2007),VI(2009), 甲

(4) 

コセアカアメンボGerris gracilicornis, II 

ヒメアメンボGerris latiabdominis, VI(2005) 

アメンボGerris paludum paludum, I,IV,VI(2004),VI(2005),VI(2006) 

トガリアメンボRhagadotarsus kraepelini, II,VI(2005) 

タイコウチ科Nepidae 

タイコウチLaccotrephes japonensis, 

Ⅳ,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007) 

ミズカマキリRanatra chinensis, Ⅳ 

コオイムシ科Belostomatidae 

コオイムシDiplonychus japonicus, I,VI(2004),VI(2006), 環NT,甲(5) 

ミズムシ科Corixidae 

ハイイロチビミズムシMicronecta sahlbergi, II 

エサキコミズムシSigara septemlineata, II 

マツモムシ科Notonectidae 

マツモムシNotonecta triguttata, Ⅳ,VI(2004),VI(2005),VI(2006) 

サシガメ科Reduviidae 

ヨコヅナサシガメAgriosphodrus dohrni, I,IV 

オオトビサシガメIsyndus obscurus, I 

キイロサシガメSirthenea flavipes, I 

ヤニサシガメVelinus nodipes, I 

グンバイムシ科Tingidae 

アワダチソウグンバイCorythucha marmorata, VI(2008) 

ヒラタカメムシ科Aradidae 

ノコギリヒラタカメムシAradus orientalis, I 

クヌギカメムシ科Urostylidae 

クヌギカメムシUrostylis westwoodi , I 

マルカメムシ科Plataspidae 

マルカメムシMegacopta punctatissima, I 

ツチカメムシ科Cydnidae 

ツチカメムシMacroscytus japonensis, I 

ツノカメムシ科Acanthosomatidae 

セアカツノカメムシAcanthosoma denticauda, I 

エサキモンツノカメムシSastragala esakii, I 

キンカメムシ科Scutelleridae 

アカスジキンカメムシPoecilocoris lewisi, I,I,VI(2005) 

カメムシ科Pentatomidae 

シロヘリカメムシAenalia lewisi, I, I 

ウシカメムシAlcimocoris japonensis, I,VI(2004) 

ホソハリカメムシCletus punctiger, VI(2004) 

ナガメEurydema rugosa, VI(2004),VI(2007) 

アカスジカメムシGraphosoma rubrolineatum, I 

クサギカメムシHalyomorpha picus, I,I,V,VI(2004) 

トホシカメムシLelia decempunctata, I 

ツマジロカメムシMenida violacea, I 

アオクサカメムシNezara antennata, I 

エゾアオカメムシ？Palomena angulosa ?,  I 

イチモンジカメムシPiezodorus hybneri, I 

チャバネアオカメムシPlautia crossota stali, VI(2006) 

ルリクチブトカメムシZicrona caerulea, VI(2007) 

ナガカメムシ科Lygaeoidea 

チャイロナガカメムシNeolethaeus dallasi, I 

オオホシカメムシ科Largidae 

ヒメホシカメムシPhysopelta cincticollis, I 

オオホシカメムシPhysopelta gutta, I 

ヘリカメムシ科Coreidae 

ホオズキカメムシAcanthocoris sordidus, I 

オオクモヘリカメムシAnacanthocoris striicornis, I 

ハラビロヘリカメムシHomoeocerus dilatatus, I,I 

ホシハラビロヘリカメムシHomoeocerus unipunctatus, I,VI(2004) 

ツマキヘリカメムシHygia opaca, I 

オオヘリカメムシMolipteryx fuliginosa, I 

ホソヘリカメムシRiptortus clavatus, I 

ヘビトンボ目Megaloptera 

ヘビトンボ科Corydalidae 

ヘビトンボProtohermes grandis, I 

ラクダムシ目Raphidioptera 

ラクダムシ科Inoceliidae 

ラクダムシInocellia japonica, I 

アミメカゲロウ目Neuroptera 

ウスバカゲロウ科Myrmeleontidae 

ウスバカゲロウHagenomyia micans, VI(2004),VI(2009) 

ツノトンボ科Ascalaphidae 



ツノトンボHybris subjacens, I,VI(2004),VI(2009) 

クサカゲロウ科Chrysopidae 

ヨツボシクサカゲロウChrysopa septempunctata, I 

アミメクサカゲロウ Nacaura matsumurae, I 

コウチュウ目Coleoptera 

ナガヒラタムシ科Cupedidae 

ナガヒラタムシTenomerga mucida, I 

ミズスマシ科Gyrinidae 

オオミズスマシDineutus orientalis, I 

コツブゲンゴロウ科Noteridae 

コツブゲンゴロウNoterus japonicus, II,VI(2008) 

ゲンゴロウ科Dytiscidae 

マメゲンゴロウAgabus japonicus, II,VI(2006) 

クロゲンゴロウCybister brevis, Ⅳ,VII, 滋(3),甲(4) 

ハイイロゲンゴロウEretes sticticus, Ⅳ 

チビゲンゴロウGuignotus japonicus, VI(2005) 

シマゲンゴロウHydaticus bowringi, VI(2009) 

オオイチモンジシマゲンゴロウHydaticus conspersus, I, 環

CR+EN,滋(2),甲(2) 

コシマゲンゴロウHydaticus grammicus, 

II,Ⅳ,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2009) 

モンキマメゲンゴロウPlatambus pictipennis, I 

オオヒメゲンゴロウRhantus erraticus, I,VI(2009) 

ヒメゲンゴロウRhantus pulverosus, I,II,VI(2008) 

オサムシ科Carabidae 

ハンミョウCicindela chinensis japonica, 

I,Ⅳ,VI(2004),VI(2005),VI(2006) 

ニワハンミョウCicindela japana, VI(2005) 

コハンミョウCicindela specularis, I 

コニワハンミョウCicindela transbaicalica japanensis, I 

キイロチビゴモクムシAcupalpus inornatus, I 

アキタクロナガオサムシApotomopterus (Euleptocarabus) 

porrecticollis porrecticollis, I 

スジミズアトキリゴミムシApristus grandis, I 

オオホソクビゴミムシBrachinus scotomedes, I 

マイマイカブリCarabus (Damaster) blaptoides blaptoides, 

I,VI(2004),VI(2005),VI(2006) 

クロナガオサムシCarabus (Leptocarabus)  procerulus procerulus, 

I,VI(2005) 

イワワキ(ヌノビキ)オサムシCarabus (Ohomopterus)  

iwawakianus iwawakianus, I, 甲(4) 

ヤコンオサムシCarabus (Ohomopterus)  yaconinus yaconinus, I 

アカガネアオゴミムシChlaenius abstersus, I 

コアトワアオゴミムシChlaenius hamifer, I 

オオアトボシアオゴミムシChlaenius micans, I 

アトボシアオゴミムシChlaenius naeviger, I 

アオゴミムシChlaenius pallipes, I 

アトワアオゴミムシChlaenius virgulifer, I 

オオアオモリヒラタゴミムシColpodes buchanani, VI(2005) 

ルリヒラタゴミムシDicranoncus femoralis, I,VI(2005) 

オオスナハラゴミムシDiplocheila zeelandica, I 

オオヨツボシゴミムシDischissus mirandus, I, 滋(4) 

セアカヒラタゴミムシDolichus halensis, I 

スジアオゴミムシHaplochlaenius costiger, I,VI(2004),VI(2006) 

ケウスゴモクムシHarpalus griseus, I 

ウスアカクロゴモクムシHarpalus sinicus, I,VI(2005) 

ケゴモクムシHarpalus vicarius, I 

オオゴミムシLesticus magnus, I 

ミイデラゴミムシPheropsophus jessoensis, I 

フタホシスジバネゴミムシPlanetes puncticeps, I 

コホソナガゴミムシPterostichus longinquus, I 

コガシラナガゴミムシPterostichus microcephalus, VI(2005) 

アシミゾナガゴミムシPterostichus sulcitarsis, VI(2005) 

ホソヒョウタンゴミムシScarites acutidens, I 

マメゴモクムシStenolophus fulvicornis, I 

クロツヤヒラタゴミムシSynuchus cycloderus, VI(2005) 

ムラサキオオゴミムシTrigonognatha coreana, VI(2005) 

ガムシ科Hydrophilidae 

ゴマフガムシBerosus signaticollis punctipennis, I 

セマルガムシCoelostoma stultum, I,II 

キイロヒラタガムシEnochrus simulans, I,VI(2005) 

ガムシHydrophilus acuminatus, I 

ヒメシジミガムシLaccobius fragilis, II 

ヒメガムシSternolophus rufipes, 

I,II,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2009) 

シデムシ科 Silphidae 

オオヒラタシデムシEusilpha japonica, I,VI(2005) 

ヨツボシモンシデムシNicrophorus quadripunctatus, I 

ハネカクシ科Staphylinidae 

ムナビロハネカクシAlgon grandicollis, I 

サビイロモンキハネカクシOcypus dorsalis, I 

オオサビイロモンキハネカクシOcypus scutiger, I 

キンボシハネカクシOcypus weisei, I 

ウスアカバホソハネカクシOthius medius, I 

ミドリオオメハネカクシQuedius multipunctatus, I 

ヤマトデオキノコムシScaphidium japonum, I 

クワガタムシ科Lucanidae 

コクワガタMacrodorcas rectus rectus, 

I,Ⅳ,VI(2004),VI(2005),VI(2006) 

スジクワガタMacrodorcas striatipennis, 



I,VI(2004),VI(2005),VI(2007) 

ノコギリクワガタProsopocoilus inclinatus inclinatus, 

I,Ⅳ,V,VI(2004),VI(2007) 

ヒラタクワガタSerrognathus platymelus pilifer, I 

ミヤマクワガタLucanus maculifemoratus, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2006),VI(2007) 

ネブトクワガタAegus laevicollis laevicollis, VI(2006) 

センチコガネ科Geotrupidae 

センチコガネPhelotrupes laevistriatus, I,IV,VI(2005) 

コガネムシ科Scarabaeidae 

コイチャコガネAdoretus tenuimaculatus, I,VI(2004) 

カブトムシAllomyrina dichotoma dichotoma, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007) 

アオドウガネAnomala albopilosa albopilosa, I,VI(2004) 

ドウガネブイブイAnomala cuprea, I,IV,VI(2004) 

サクラコガネAnomala daimiana, I 

ヒメコガネAnomala rufocuprea, I,VI(2005) 

スジコガネAnomala testaceipes, I 

セマダラコガネBlitopertha orientalis, I,VI(2004),VI(2005),VI(2006) 

ヒメアシナガコガネEctinohoplia obducta, I 

ハナムグリEucetonia pilifera, I 

クロハナムグリGlycyphana fulvistemma, I,IV,VI(2006) 

ナガチャコガネHeptophylla picea picea, I 

クロコガネHolotrichia kiotoensis, I,VI(2004) 

オオクロコガネHolotrichia parallela, I 

ヒメトラハナムグリLasiotrichius succinctus, I 

ヒメビロウドコガネMaladera orientalis, I,VI(2004) 

コフキコガネMelolontha japonica, I,VI(2004) 

コガネムシMimela splendens, I 

スジコガネMimela testaceipes, I 

ヒラタハナムグリNipponovalgus angusticollis angusticollis, I 

コブマルエンマコガネOnthophagus atripennis, I 

ツヤエンマコガネOnthophagus nitidus, I 

コアオハナムグリOxycetonia jucunda, I,IV 

アカマダラコガネPoecilophilides rusticola, I,VI(2007), 滋(3) 

マメコガネPopillia japonica, I,IV, 

シロテンハナムグリProtaetia orientalis submarumorea, 

I,IV,VI(2004) 

カナブンRhomborrhina japonica, 

I,IV,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008) 

アオカナブンRhomborrhina unicolor, I,IV,VI(2005) 

マルハナノミ科Helodidae 

キムネマルハナノミHelodes protecta, I 

タマムシ科Buprestidae 

クロナガタマムシAgrilus cyaneoniger cyaneoniger, I 

ホソアシナガタマムシAgrilus tibialis, I 

クロタマムシBuprestis haemorrhoidalis japanensis, I 

ウバタマムシChalcophora japonica japonica, I 

ヤマトタマムシChrysochroa fulgidissima fulgidissima, 

IV,VI(2005),VI(2007), 滋(4),甲(4) 

マスダクロホシタマムシOvalisia vivata, I 

ドウイロチビタマムシTrachys cupricolor, I 

ヒメドロムシ科Elmidae 

キスジミゾドロムシOrdobrevia foveicollis , I,II 

イブシアシナガドロムシStenelmis nipponica , I 

ヒラタドロムシ科Psephenidae 

ヒラタドロムシMataeopsephus japonicus japonicus, I,II 

ナガハナノミ科Ptilodactylidae 

ヒゲナガハナノミParalichas pectinatus, I 

コメツキムシ科Elateridae 

アカハラクロコメツキAmpedus (Ampedus) hypogastricus 

hypogastricus, I 

ヒゲナガコメツキMulsanteus junior junior, I 

オオナガコメツキNipponoelater sieboldi sieboldi, I 

ヒゲコメツキPectocera hige hige, I 

マダラチビコメツキProdrasterius agnatus, I 

ベニボタル科Lycidae 

マエアカクロベニボタルCautires zahradniki zahradniki, I 

ホタル科Lampyridae 

オバボタルLucidina biplagiata, I,VI(2004),VI(2005) 

クロマドボタルLychnuris fumosa, I 

ジョウカイボン科Cantharidae 

ニセヒメジョウカイAthemus lineatipennis, I 

ジョウカイボンAthemus suturellus suturellus, 

I,Ⅳ,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2009) 

ミヤマクビボソジョウカイPodabrus lictorius, I 

カツオブシムシ科Dermestidae 

チビマルカツオブシムシAnthrenus japonicus, I 

ヒメマルカツオブシムシAnthrenus verbasci, I 

シラホシヒメカツオブシムシAttagenus pellio, I 

アカマダラカツオブシムシTrogoderma varium, I 

シバンムシ科Anobiidae 

タバコシバンムシLasioderma serricorne, I 

コクヌスト科Trogossitidae 

オオコクヌストTrogossita japonica, I 

ジョウカイモドキ科Melyridae 

ツマキアオジョウカイモドキMalachius prolongatus, I 

ケシキスイ科Nitidulidae 

アカマダラケシキスイLasiodactylus pictus, I 

ヨツボシケシキスイLibrodor japonicus, VI(2005) 



ホコリタケケシキスイPocadiodes japonicus, I 

オオキスイムシ科Helotidae 

ヨツボシオオキスイHelota gemmata, I 

ホソヒラタムシ科Silvanidae 

ノコギリヒラタムシOryzaephilus surinamensis, I 

ミツモンセマルヒラタムシPsammoecus triguttatus, I 

オオキノコムシ科Erotylidae 

タイショウオオキノコEpiscapha morawitzi, I,Ⅳ 

ルリオオキノコAulacochilus sibiricu, I 

ニホンホソオオキノコDacne japonica, I 

ミヤマオビオオキノコEpiscapha gorhami, I,VI(2004) 

テントウムシダマシ科Endomychidae 

クリバネツヤテントウダマシLycoperdina castaneipennis, I 

ヨツボシテントウダマシAncylopus pictus asiaticus, I 

テントウムシ科Coccinellidae 

カメノコテントウAiolocaria hexaspilota, I,VI(2005) 

ハラグロオオテントウCallicaria superba, I 

ヒメアカホシテントウChilocorus kuwanae, I 

ナナホシテントウCoccinella septempunctata, 

I,Ⅳ,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007) 

マクガタテントウCoccinula crotchi, I 

トホシテントウEpilachna admirabilis, I 

ナミテントウHarmonia axyridis, I,Ⅳ,VI(2004),VI(2005),VI(2007) 

ヒメカメノコテントウPropylea japonica, Ⅳ,VI(2004) 

クロヘリ(アカスジ)ヒメテントウScymnus (Neopullus) hoffmanni, I 

クロヒメテントウScymnus (Pullus) japonicus, I 

クロテントウTelsimia nigra, I 

シロホシテントウVibidia duodecimguttata, I 

ホソカタムシ科Colydiidae 

ホソマダラホソカタムシSympanotus pictus, I 

ゴミムシダマシ科Tenebrionidae 

マルツヤニジゴミムシダマシAddia scatebrae, I 

クロホシテントウゴミムシダマシDerispia maculipennis, I 

コマルキマワリElixota curva, I,VI(2004) 

ルリゴミムシダマシEncyalesthus violaceipennis, I,VI(2004) 

コスナゴミムシダマシGonocephalum coriaceum, I 

キマワリPlesiophthalmus nigrocyaneus nigrocyaneus, 

I,Ⅳ,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007) 

ヨツコブゴミムシダマシUloma latimanus, I 

エグリゴミムシダマシUloma marseuli marseuli, I 

オオクチキムシAllecula fuliginosa, Ⅳ,VI(2005),VI(2006) 

アオハムシダマシArthromacra decora, I 

ヒゲブトハムシダマシLuprops orientalis, I 

アカハネムシ科 Pyrochroidae 

ムナビロアカハネムシPseudopyrochroa laticollis, I 

アカハネムシPseudopyrochroa vestiflua, I 

カミキリムシ科Cerambycidae 

センノキカミキリAcalolepta luxuriosa, VI(2008) 

キマダラカミキリAeolesthes chrysothrix chrysothrix, I 

ゴマダラカミキリAnoplophora malasiaca, I,IV,VI(2006) 

クワカミキリApriona japonica, I,VI(2004),VI(2008) 

サビカミキリArhopalus coreanus, I 

シナノクロフカミキリAsaperda agapanthina agapanthina, I 

シロスジカミキリBatocera lineolata, I,VI(2005) 

ヒメスギカミキリCallidiellum rufipenne, I 

タケトラカミキリChlorophorus annularis, I 

エグリトラカミキリChlorophorus japonicus, I 

アカハナカミキリCorymbia succedanea, 

I,VI(2005),VI(2006),VI(2008) 

キスジトラカミキリCyrtoclytus caproides, I,VI(2004) 

トゲヒゲトラカミキリDemonax transilis, I 

ホシベニカミキリEupromus ruber, I,VI(2005), 滋(3),甲(4) 

イッシキキモンカミキリGlenea centroguttata, VI(2008), 滋(3) 

ヤツボシハナカミキリLeptura mimica, I 

オオヨツスジハナカミキリLeptura regalis, I 

ミヤマカミキリMassicus raddei, VI(2005) 

ゴマフカミキリMesosa myops myops, I 

ヒメヒゲナガカミキリMonochamus subfasciatus subfasciatus, 

I,VI(2004) 

リンゴカミキリOberea japonica, I 

ラミーカミキリParaglenea fortunei, I 

キクスイカミキリPhytoecia rufiventris, VI(2005) 

ノコギリカミキリPrionus insularis insularis, Ⅳ 

ニセノコギリカミキリPrionus sejunctus, VI(2004) 

キボシカミキリPsacothea hilaris hilaris, I 

ワモンサビカミキリPterolophia annulata, I 

アトモンサビカミキリPterolophia granulata, I 

ナカジロサビカミキリPterolophia jugosa jugosa, I 

ヒメナガサビカミキリPterolophia leiopodina, I 

ベニカミキリPurpuricenus temminckii, I,IV,VI(2005) 

ヒトオビアラゲカミキリRhopaloscelis unifaciatus, I 

アオカミキリSchwarzerium quadricolle, I 

クロカミキリSpondylis buprestoides, I,VI(2004), 滋(3) 

ヤハズカミキリUraecha bimaculata bimaculata, VI(2008) 

ニイジマトラカミキリXylotrechus emaciatus, I 

クビアカトラカミキリXylotrechus rufilius rufilius, I 

アオスジカミキリXystrocera globosa, I 

ハムシ科Chrysomelidae 

アカガネサルハムシAcrothinium gaschkevitchii gaschkevitchii, 

VI(2006) 



ジンガサハムシAspidomorpha indica, I 

ウリハムシモドキAtrachya menetriesi, I 

ウリハムシAulacophora femoralis, I 

ヨモギハムシChrysolina aurichalcea, VI(2009) 

ヤナギハムシChrysomela vigintipunctata, 

VI(2004),VI(2005),VI(2006) 

イモサルハムシColasposoma dauricum, I 

クロボシツツハムシCryptocephalus signaticeps, I 

キンイロネクイハムシDonacia japana, I 

イタドリハムシGallerucida bifasciata, VI(2009) 

ミヤマヒラタハムシGastrolina peltoidea, I 

コガタルリハムシGastrophysa atrocynea, VI(2008) 

ヤツボシハムシGonioctena nigroplagiata, I 

フジハムシGonioctena rubripennis, I 

アオバアシナガハムシMonolepta fulvicollis, VI(2004) 

ルリマルノミハムシNonarthra cyanea, I 

イチモンジカメノコハムシThlaspida cribrosa, I 

ヒゲナガゾウムシ科Anthribidae 

スネアカヒゲナガゾウムシAutotropis distinguenda, I 

キマダラヒゲナガゾウムシTropideres naevulus, I 

クロフヒゲナガゾウムシTropideres roelofsi, I 

ナガフトヒゲナガゾウムシXylinada striatifrons, I 

オトシブミ科Attelabidae 

ヒメクロオトシブミApoderus erythrogaster, I 

オトシブミApoderus jekelii, Ⅳ 

エゴツルクビオトシブミCycnotrachelus roelofsi, VI(2008) 

ハイイロチョッキリMechoris ursulus, I 

ゴマダラオトシブミParoplapoderus pardalis, VI(2008) 

ゾウムシ科Curculionidae 

オオゾウムシSipalinus gigas, I 

コクゾウムシSitophilus zeamais, I 

イネミズゾウムシLissorhoptrus oryzophilus, II,VI(2005) 

オオゾウムシSipalinus gigas , I,VI(2004) 

コナラシギゾウムシCurculio dentipes, I 

シロコブゾウムシEpisomus turritus, I 

ヒゲナガホソクチゾウムシApion placidum, I 

マツアナアキゾウムシHylobitelus haroldi, I 

リンゴアナアキゾウムシDyscerus shikokuensis, I 

リンゴコフキゾウムシPhyllobius armatus, I 

オジロアシナガゾウムシMesalcidodes trifidus, VI(2005) 

マツノキクイムシTomicus piniperda, I 

カシノナガキクイムシPlatypus quercivorus, VI(2008) 

シリアゲムシ目Mecoptera 

シリアゲムシ科Panorpidae 

ヤマトシリアゲPanorpa japonica, I 

ハエ目Diptera 

ガガンボ科Tipulidae 

ホリカワクシヒゲガガンボCtenophora bifasipennis, I 

ミカドガガンボCtenacroscelis mikado, I 

ケバエ科Bibionidae 

ハグロケバエBibio tenebrosus, I 

ミズアブ科Stratiomyidae 

ネグロミズアブCraspedometopon frontale, I 

アメリカミズアブHermetia illucens , I 

アブ科Tabanidae 

アカウシアブTabanus chrysurus, Ⅳ 

ウシアブTabanus trigonus, I,IV,VI(2006) 

ツリアブ科Bombyliidae 

ビロウドツリアブBombylius atriceps, 

I,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007) 

ニトベハラボソツリアブSystropus nitobei, I 

コウヤツリアブAnthrax aygulus, I 

クロバネツリアブLigyra tantalus, I 

ムシヒキアブ科Asilidae 

アオメアブCophinopoda chinensis, I 

オオイシアブLaphrua mitsukurii, I 

シオヤアブPromachus yesonicus, I,IV,VI(2004) 

マガリケムシヒキNeophyllaphis podocarpi, I 

ハナアブ科Syrphidae 

ホソヒラタアブEpisyrphus balteatus, I 

アシブトハナアブHelophilus virgatus, I 

オオハナアブPhytomia zonata, I 

キンアリノスアブMicrodon auricomus, I 

シマハナアブEristalis cerealis, I 

キヒゲアシブトハナアブHelophilus citricornis, I 

シロスジナガハナアブMilesia undulata , I 

スズキナガハナアブSpilomyia suzuki , I,VI(2009) 

デガシラバエ科Pyrgotidae 

フトハチモドキバエAdapsila fusca, I 

タマバエ科Cecidomyiida 

ヨモギワタタマバエRhopalomyia giraldii, I(○) 

チョウ目Lepidoptera 

ボクトウガ科Cossidae 

ゴマフボクトウZeuze multistrigata leuconota, I 

ハマキガ科Tortoricidae 

ビロウドハマキCerace xanthocosma, IV,VI(2005) 

マダラガ科Zygaenidae 

ウスバツバメガElcysma westwoodii, I 

キスジホソマダラBalataea gracilis, I,VI(2004) 

ホタルガPidorus atratus, I,VI(2004) 



ミノウスバPryeria sinica, I 

イラガ科Limacodidae 

イラガMonema flavescens, VI(2009) 

ヒロヘリアオイラガParasa lepida, VI(2009) 

セミヤドリガ科Epipyropidae 

セミヤドリガEpipomponia nawai , V,VI(2004) 

メイガ科Pyralidae 

クワノメイガGlyphodes pyloalis , I 

モンキクロノメイガHerpetogramma luctuosalis zelleri, I 

マメノメイガMaruca testulalis , I 

ワタノメイガNotarcha derogata, I 

ノシメマダラメイガPlodia interpunctella, VI(2008) 

キオビミズメイガPotamomusa midas, I 

ベニフキノメイガPyrausta panopealis, VI(2008) 

シャクガ科Geometridae 

ヒトスジマダラエダシャクAbraxas latifasciata, I 

クロクモエダシャクApocleora rimosa, I 

ヒョウモンエダシャクArichanna jaguararia gaschkevitchii, I 

ツマトビキエダシャクBizia aexaria, I 

ギンスジエダシャクChariaspilates formosaria, I 

ギンスジアオシャクComibaena argentataria, I 

クロモンアオシャクComibaena delicatior, I 

クロスジアオシャクGeometra valida, I 

シロフアオシャクOchrognesia difficta, I 

オオアヤシャクPachyodes superans, I 

リンゴツノエダシャクPhthonosema tendinosaria, I 

アゲハモドキガ科Epicopeiidae 

アゲハモドキガEpicopeia hainesii hainesii, I 

キンモンガPsychostrophia melanargia, VI(2004),VI(2006) 

イカリモンガ科Callidulidae 

イカリモンガPterodecta felderi, VI(2004) 

セセリチョウ科Hesperiidae 

ダイミョウセセリDaimio tethys, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

ミヤマセセリErynnis montanus, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

ヒメキマダラセセリOchlodes ochraceus, 

I,V,VI(2004),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

イチモンジセセリParnara guttata, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

チャバネセセリPelopidas mathias oberthueri, 

V,VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

オオチャバネセセリPolytremis pellucida pellucida, 

Ⅳ,V,VI(2004),VI(2009) 

キマダラセセリPotanthus flavus flavus, VI(2006),VI(2007),VI(2009) 

コチャバネセセリThoressa varia, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

アゲハチョウ科Papilionidae 

ジャコウアゲハByasa alcinous, I,IV, 甲(4) 

アオスジアゲハGraphium sarpedon, 

I,IV,V,VI(2005),VI(2006),VI(2009) 

カラスアゲハPapilio bianor dehaanii, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

モンキアゲハPapilio helenus nicconicolens, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

キアゲハPapilio machaon hippocrates, 

Ⅳ,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2008),VI(2009) 

ナガサキアゲハPapilio memnon thunbergii, VI(2005) 

クロアゲハPapilio protenor demetrius, 

Ⅳ,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2009) 

ナミアゲハPapilio xuthus, 

Ⅳ,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

ホソオチョウSericinus montela, VI(2007) 

シロチョウ科Pieridae 

ツマキチョウAnthocaris scolymus, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

モンキチョウColias erate poliographus, 

I,IV,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2009) 

キチョウEurema hecabe, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

スジグロシロチョウPieris melete, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2009) 

モンシロチョウPieris rapae, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

タテハチョウ科Nymphalidae 

コムラサキApatura metis, I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2009) 

ミドリヒョウモンArgynnis paphia tsushimana, 

VI(2005),VI(2006),VI(2007) 

ツマグロヒョウモンArgyreus huperbius, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

ウラギンスジヒョウモンArgyronome laodice japonica, Ⅳ, 環NT,

滋(3),甲(2) 

オオウラギンスジヒョウモンArgyronome ruslana lysippe, 

VI(2005),VI(2008),VI(2009), 甲(4) 

ヒメアカタテハCynthia cardui, 

Ⅳ,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2009) 

メスグロヒョウモン Damora sagana, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009), 甲

(4) 

ウラギンヒョウモンFabriciana adippe pallescens, Ⅳ 



ゴマダラチョウHestina japonica, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2009) 

ルリタテハKaniska canace, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

イチモンジチョウLadoga camilla japonica, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2009) 

アサマイチモンジLadoga glorifica, I,VI(2006),VI(2009) 

コミスジNeptis sappho intermedia, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2009) 

ヒオドシチョウNymphalis xanthomelas japonica, 

Ⅳ,VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2009) 

キタテハPolygonia c-aureum, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

アカタテハVanessa indica, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007) 

ジャノメチョウDryas bipunctata, 

I,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2008),VI(2009) 

クロヒカゲLethe diana, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2009) 

ヒカゲチョウLethe sicelis, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2009) 

ヒメジャノメMycalesis gotama fulginia, 

V,VI(2005),VI(2007),VI(2009) 

サトキマダラヒカゲNeope goschkevitschii, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2009) 

オオヒカゲNinguta schrenckii, 

I,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009), 滋(5),

甲(5) 

クロコノマチョウPhedima oitensis matsumura, 

I,V,VI(2004),VI(2005),VI(2009) 

ヒメウラナミジャノメYpthima argus, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

アサギマダラParantica sita niphonica, 

Ⅳ,V,VI(2004),VI(2006),VI(2008) 

テングチョウSeltis celtoides fruhstorfer, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

シジミチョウ科Lycaenidae 

ミズイロオナガシジミAntigius attilia, 

I,Ⅳ,V,VI(2005),VI(2006),VI(2009) 

ウラゴマダラシジミArtopoetes pryeri, I,Ⅳ,VI(2005),VI(2008) 

コツバメCallophrys ferrea, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

ルリシジミCelastrina argiols, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

ツバメシジミEveres argiades hellotia, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

アカシジミJaponica lutea, I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006) 

ベニシジミLycaena phlaeas daimio, 

Ⅳ,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

ムラサキシジミNarathura japonica, 

I,IV,V,VI(2005),VI(2008),VI(2009) 

ミドリシジミNeozephyrus japonicus, I,V,VI(2004),VI(2005), 甲(5) 

トラフシジミRapala arata, Ⅳ,V,VI(2005),VI(2007),VI(2009) 

ヤマトシジミZizeeria maha argia, 

Ⅳ,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2008),VI(2009) 

ウラギンシジミCuretis acuta paracuta, 

I,IV,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

カレハガ科Lasiocampidae 

マツカレハDendorolimus spectabilis, I 

タケカレハEuthrix albomaculata japonica, I 

オビガ科Eupterotidae 

オビガApha aequalis, I 

ヤママユガ科Saturniidae 

オオミズアオActias artemis artemis, Ⅳ,VI(2004) 

オナガミズアオActias gnoma, I 

ヤママユガAntheraea yamamai, I,VI(2005) 

クスサンCaligula japonica, I 

ウスタビガRhodinia fugax, I,VI(2005), 滋(6) 

イボタガ科Brahmaeidae 

イボタガBrahmaea wallichii japonica, V,VI(2004),VI(2006) 

カイコガ科Bombycidae 

クワコBombyx mandarina, VI(2008) 

スズメガ科Sphingidae 

メンガタスズメAcherontia styx crathis, I 

ブドウスズメAcosmeryx castanea, I 

エビガラスズメAgrius convolvuli, I 

ホソバスズメAmbulyx ochracea, I 

ホシヒメホウジャクAspledon himachala sangaica, I 

ウンモンスズメCallambulyx tatarinovii gabyae, VI(2004) 

オオスカシバCephonodes hylas, I 

ベニスズメDeilephila elpenor lewisii, I 

サザナミスズメDolbina tancrei, I 

ヒメクロホウジャクHyles bombylans, I 

ホシホウジャクMacroglossum pyrrhosticta, I 

ホウジャクMacroglossum stellatarum, I 

モモスズメMarumba gaschkewitschii echephron, I 

シモフリスズメPsilogramma increta, I 

コスズメTheretra japonica, I 

キイロスズメTheretra nessus, I 

セスジスズメTheretra oldenlandiae, I 



シャチホコガ科Notodontidae 

ツマアカシャチホコClostera anachoreta, I 

ドクガ科Lymantriidae 

モンシロドクガEuproctis similis, I 

ドクガEuproctis subflava, VI(2009) 

マイマイガLymantria dispar japonica, I 

ヒトリガ科Arctiidae 

シロヒトリChionarctia nivea, I 

キバラヒトリEpatolmis caesarea japonica, I 

ヨツボシホソバLithosia quadra, I 

ゴマダラベニコケガMiltochrista pulchera, I 

キハラゴマダラヒトリSpilosoma lubricipeda, I 

カノコガAmata fortunei, I,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007) 

ヤガ科Noctuidae 

アケビコノハAdris tyrannus, I,VI(2004) 

ウラギンキヨトウAleria pryeri, I 

シロスジカラスヨトウAmphipyra tripartita, I 

アオバヤガAnaplectoides prasina, I 

フクラスズメArcte coerula, I,VI(2004) 

ソトジロツマキリクチバArytrura musculus, I 

シロシタバCatocala nivea, I 

キシタバCatocala patala, I,IV 

コガタキシタバCatocala praegnax esther, I, 滋(4) 

オオトモエErebus ephesperis, I 

ウスキミスジアツバHerminia arenosa, I 

クロクモヤガHermonassa cecilia, I 

ムクゲコノハLagoptera juno, I 

シロスジトモエMetopta rectifasciata, I 

ニセウンモンクチバMocis ancilla, I 

クロギシギシヤガNaenia contaminata, I 

オスグロトモエSpirama retorta, I 

トビケラ目Trichoptera 

ヒゲナガカワトビケラ科Stenopsychidae 

ヒゲナガカワトビケラStenopsyche marmorata, I,VI(2004),VI(2006) 

シマトビケラ科Hydropsychidae 

コガタシマトビケラCheumatopsyche brevilineata, II 

ギフシマトビケラHydropsyche gifuana, II 

ウルマーシマトビケラHydropsyche orientalis, II 

イワトビケラ科Polycentropodidae 

トチモトミヤマイワトビケラPlectrocnemia tochimotoi, II 

ムネカクトビケラ科Ecnomidae 

ムネカクトビケラEcnomus tenellus, II 

クダトビケラ科Psychomyiidae 

ウルマークダトビケラPsychomyia acutipennis, II 

ヤマトビケラ科Glossosomatidae 

アルタイヤマトビケラGlossosoma altaicum, II 

ヒメトビケラ科Hydroptilidae 

マツイヒメトビケラHydrroptila phenianica, II 

ヒゲナガトビケラ科Leptoceridae 

ゴマダラヒゲナガトビケラOecetis nigropunctata, II 

ヒメセトトビケラTrichosetodes japonicus, II 

ホソバトビケラ科Molannidae 

ホソバトビケラMolanna moesta, II 

イトウホソバトビケラMolannodes itoae, II 

エグリトビケラ科Limnephilidae 

エグリトビケラNemotaulius admorsus, I 

トビイロトビケラNothopsyche pallipes, II 

ホタルトビケラNothopsyche ruficolis, 

I,V,VI(2004),VI(2007),VI(2009) 

カクツツトビケラ科Lepidostomatidae 

トウヨウカクツツトビケラLepidostoma orientale, II 

トビケラ科Phryganeidae 

ツマグロトビケラPhryganea japonica, I 

ムラサキトビケラEubasilissa regina, I 

ハチ目Hymenoptera 

ミフシハバチ科Argidae 

ルリチュウレンジArge similis, I,II 

コンボウハバチ科Cimbicidae 

キイロモモブトハバチCimbex taukushi, II 

ハバチ科Tenthredinidae 

ヒゲナガハバチLagidina platycerus, I 

セグロカブラハバチAthalia infumata, I 

ツマジロクロハバチMacrophya apicalis, I 

クシヒゲハバチCladius pectinicornis, I 

タマバチ科Cynipidae 

ナラメイガタマバチAndricus mukaigawae, I(○) 

ナラメリンゴタマバチBiorhiza nawai, I(○) 

バラハタマバチDiplolepis japonica, I(○) 

クリタマバチDryocosmus kuriphilus, I(○) 

アシブトコバチ科Chalcididae 

キアシブトコバチBrachymeria lasus, I 

シリアゲコバチ科Leucospididae 

オキナワシリアゲコバチLeucospis sinensis, I 

コマユバチ科Braconidae 

ヒメウマノオバチEuurobracon breviterebrae, I 

ウマノオバチEuurobracon yokahamae, VI(2004), 環NT 

ヒメバチ科Ichneumonidae 

オオホシオナガバチMegarhyssa praecellens, I 

クロハラヒメバチCallajoppa pepsoides, I 

セイボウ科Chrysididae 



ミドリセイボウChrysis lusca, VI(2004),VI(2009) 

オオセイボウStilbum cyanurum pacificum, VI(2004) 

アリ科Formicidae 

トゲズネハリアリCryptopone sauteri, III 

オオハリアリPachycondyla biroi, III 

テラニシハリアリPonera scabra, III 

ニセハリアリHypoponera sauteri, III 

ワタセカギバラアリProceratium watasei, III 

ウメマツアリVollenhovia emeryi, III 

トビイロシワアリTetramorium tsushimae, III 

テラニシシリアゲアリCrematogaster brunnea teranishii, III 

ハリブトシリアゲアリCrematogaster matsumurai, III 

キイロシリアゲアリCrematogaster osakensis, III 

ヤマトアシナガアリAphaenogaster japonica, III 

ヒメアリMonomorium intrudens, III 

アズマオオズアリPheidole fervida, III 

アミメアリPristomyrmex pungens, III 

コツノアリCarebara yamatonis, III 

ウロコアリStrumigenys lewisi, III 

ヒラタウロコアリPyramica canina, III 

ノコバウロコアリPyramica incerta, III 

アメイロアリParatrechina flavipes, III 

サクラアリParatrechina sakurae, III 

クロオオアリCamponotus japonicus, III 

ムネアカオオアリCamponotus obscuripes, I,III 

ウメマツオオアリCamponotus tokioensis, III 

イトウオオアリCamponotus itoi, III 

ヨツボシオオアリCamponotus quadrinotatus, III 

ミカドオオアリCamponotus kiusiuensis, III 

ヒラズオオアリCamponotus nipponicus, III 

クロヤマアリFormica japonica, III,IV 

トビイロケアリLasius niger, III 

クロクサアリLasius nipponensis, III 

トゲアリPolyrhachis lamellidens, III 

シベリアカタアリHypoclinea sibirica, III 

ルリアリIrydomyrmex itoi, III 

クモバチ科Pompilidae 

オオモンクロベッコウAnoplius samariensis, I,VI(2004),VI(2007) 

モンベッコウBatozonellus maculifrons, I 

ツチバチ科Scoliidae 

アカスジツチバチCarinoscolia melanosoma, I 

スズメバチ科Vespidae 

オオフタオビドロバチAnterhynchium flavomarginatum, I 

ミカドトックリバチEumenes micado, I 

エントツドロバチOrancistrocerus drewseni, I 

スズバチOreumenes decoratus, VI(2004),VI(2006) 

ナミカバフドロバチPararrhynchium ornatum, I 

ハラナガハムシドロバチSymmorphus foveolatus, I 

ムモンホソアシナガバチParapolybia indica indica, I 

ヒメホソアシナガバチParapolybia varia, I, 滋(3) 

フタモンアシナガバチPolistes chinensis, I,IV 

セグロアシナガバチPolistes jadwigae, I 

ヤマトアシナガバチPolistes japonicus, I 

キボシアシナガバチPolistes mandarinus, I 

キアシナガバチPolistes rothneyi iwatai, I,IV 

コガタスズメバチVespa analis insularis, I,IV,VI(2005),VI(2009) 

モンスズメバチVespa crabro flavofasciata, I,VI(2005),VI(2006), 滋

(6) 

チャイロスズメバチVespa dybowskii, VII, 滋(3) 

オオスズメバチVespa mandarinia, I,IV,VI(2004),VI(2005),VI(2006), 

滋(6) 

キイロスズメバチVespa simillima xanthoptera, 

I,IV,VI(2005),VI(2006),VI(2007) 

ヒメスズメバチVespa tropica pulchra, I,VI(2004),VI(2007) 

クロスズメバチVespula flaviceps lewisii, I 

ミツバチ科Apidae 

スジボソコシブトハナバチAmegilla florea, I 

ニホンミツバチApis cerana, I,IV,VI(2004),VI(2005) 

コマルハナバチBombus ardens, I,VI(2004),VI(2006),VI(2007) 

トラマルハナバチBombus diversus diversus, 

VI(2004),VI(2006),VI(2007) 

クロマルハナバチBombus ignitus, I,IV,VI(2005),VI(2007),VI(2009), 

滋(2), 

ダイミョウキマダラハナバチNomada japonica, I 

ニッポンヒゲナガハナバチTetralonia nipponensis, I,IV 

ルリモンハナバチThyreus decorus, I,VI(2007),VI(2008) 

クマバチXylocopa appendiculata circumvolans, 

Ⅳ,VI(2005),VI(2006),VI(2007) 

コハナバチ科Halictidae 

アオスジハナバチNomia punctulata, I 

ハキリバチ科Megachilidae 

ヒメハキリバチChalicodoma spissula, I 

ヤノ？トガリハナバチCoelioxys yanonis ?, I 

ハラアカヤドリハキリバチEuaspis basalis, I 

オオハキリバチMegachile sculpturalis, I,VI(2006) 

アナバチ科Sphecidae 

ヤマジガバチAmmophila infesta, I 

ルリジガバチChalybion japonicum, 

I,V,VI(2004),VI(2005),VI(2006),VI(2007),VI(2008),VI(2009) 

コクロアナバチIsodontia nigella, I 



クロアナバチSphex argentatus argentatus, VI(2009) 

オオハヤバチ（トガリアナバチ）Tachytes sinensis sinensis, I 

ネジレバネ目Strepsiptera 

ハチネジレバネ科Stylopidae 

スズメバチネジレバネ？ Xenos moutoni ?, I 
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