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いたため，正確な分布域がところにより不確かな
状態にある．壱岐島にフチケマグソコガネが分布
することは浦川ら （1977） および今坂ら （1999） に
よって報告されていたものの，前述の理由により，
どちらの種を示しているか不明であった．しかし，
今回採集された標本には初記録となるヒメフチケ
マグソコガネに加えて，既知のフチケマグソコガ
ネも含まれていたため，本島において両種が分布
しているようである．
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【短報】ババジョウカイを愛媛県で採集
ババジョウカイ Lycocerus babai （Ishida, 1986） は
湿地性のジョウカイで，本州，四国，九州に分
布する （Okushima, 2005）．四国からは Okushima 
（2005） により 1961年に採集された徳島県大歩危の

1雄が記録されているのみで，愛媛大学ミュージア
ムにも本種の四国産の標本は所蔵されていなかっ
た．筆者は愛媛県で本種の生息地を発見したので
報告する．

4雄，愛媛県宇和島市津島町御内源池公園，9. 
IV. 2021，吉富博之採集・愛媛大学ミュージアム保管．
生息地はスゲ類の生育する広い湿地で，以前は
ため池として利用されていた形跡があった．ババ
ジョウカイはスゲ類上で見つかり，採集した以外
にも多くの個体を確認した．ババジョウカイ以外
にも湿地性の昆虫類が多く，愛媛県レッドデー
タブック 2014に掲載されているエサキアメンボ 
Limnoporus esakii （Miyamoto, 1958） やチャバネクビ
ナガゴミムシ Odacantha aegrota （Bates, 1883） も確
認された．なお，当該地は地元住民や小学生によ
る環境保全活動が行われていることから，立ち入
る際には許可を得る必要がある．
ババジョウカイは鞘翅の色彩変異が大きいこと
が知られ，Okushima （2005） は全面が黄褐色になる
型 （タイプ A），黒色に黄色の縦縞がある型 （タイ
プ B），そして全面が黒色になる型 （タイプ C） の 3
型に区分している．徳島県で記録された 1個体は
黄色の縦縞がある型 （タイプ B） であり （Okushima, 
2005），今回採集ならびに目視確認した全ての個
体も同じ色彩型であった．中国地方の広島県 （今
坂・中村，1993，1995，1996） や岡山県 （今坂ら，
1990） では，ほとんどの個体が黒色の型 （タイプ C） 
であり，紀伊半島や九州の個体は黄色の縦縞があ
る型 （タイプ B） が多いこと （Okushima, 2005） を考
えると興味深い．
末筆ながら，本種の同定ポイントなどについて
ご教示頂いた奥島雄一氏と，現地調査に同行頂い
た愛媛大学農学部環境昆虫学研究室の学生たちに
お礼申しあげる．

図 1．ババジョウカイの生息地と確認された個体（右下）．
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【短報】屋久島におけるツツチビヒゲナガゾウムシ
の採集例
ツツチビヒゲナガゾウムシ Noxius japonicus 

Morimoto, 1981は，体長 1.5–2.3 mmのヒゲナガゾ
ウムシ科甲虫である （Morimoto, 1981）．本種の既知
の分布は，本州，九州，トカラ列島 （中之島），八
重山諸島 （石垣島，与那国島）であった （Morimoto, 

1981; Imada, 2019）．筆
者は九州大学総合研究
博物館の所蔵標本から，
未記録の屋久島で採集
された本種の標本を新
たに見出したので，こ
こに報告する．
報告に先立ち，常日
頃お世話になっている
丸山宗利博士にこの場
をお借りして謝意を申
し上げる．

4 exs.（写真），屋久島楠川，17. VII. 1971，入江
平吉採集．
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【短報】兵庫県におけるコーヨーナガタマムシの初
記録
コーヨーナガタマムシ Agrilus koyoi Ohmomo, 

2002は，福島県南会津産の個体を基に記載され 
（Ohmomo, 2002），これまでに本州 （東北や北陸地方） 
や九州地方などでも記録されている （福富，2009；
金只，2019）．筆者はこれまで記録がないと思われ
る兵庫県で本種を採集しているので報告する．

1 ex., 養父市大屋町横行渓谷，22. VIII. 2020，筆
者採集，保管 （図 1）．
午後 3時ごろ大屋川沿いに自生するシオジ （モク

セイ科トネリコ属） の生葉スウィーピングにより本
種を採集した．このシオジは樹高約 15 m程度で衰
弱部は確認されず，日当たりの良い位置に生えて
いた （図 2）．同木では，同年 8月上旬にアオナガ

タマムシ Agrilus planipennis 
Fairmaire, 1888も確認されて
いる．
末筆ながら，本種に関す

る文献情報を教えてくだ
さった福富宏和氏 （石川県
ふれあい昆虫館），採集に同
行してくださった松原慧氏 
（神戸大学大学院農学研究
科）に心より御礼申し上げる．
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図 1．屋久島ツツチビヒゲナガ
ゾウムシ．

図 1–2．1，コーヨーナガタマムシ；2，本種が得られたシオジ．
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