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要約      
｀

杉 繁郎 コ レクシ ョン (ガ類 )、 寺山 守 コレクシ ョン (ハ チ ロ)、 田中和夫 コレクシ ョン (オ

サムシ科)な ど、最近寄贈 されたタイプ標本 379点 を Web公 開 しました。タイプ標本の標本画

像、種名、採集データ、文献情報な どが閲覧できます c

背景 と目的

タイプ標本 (主にホ ロタイプを指す)と は、新種 を報告す る時に、その種名が指 し示す唯一

の個体 として指定 された標本の ことで、世界に 1つ しかない貴重な標本です。国際動物命名規

約 により、相応の研究機 関での管理が勧告 されています。最近、多 くのタイブ標本が含まれ る、

杉 繁郎 コレクシ ョン (ア ジア産ヤガ科 )、 田中和夫 コレクシ ョン (日 本産オサムシ科)お よび

寺山 守タイプ標本 コレクシ ョン (ア ジア産ア リガタバチ科等)な ど、貴重な個人 コレクシ ョ

ンが農環研 に寄贈 されま した。 これ らの標本は、侵入害虫の検出や生物多様性の評価な ど、あ

らゆる生物学的研究を支える分類学的研究の推進 に不可欠であることか ら、世界中か ら容易に

参照できるよ うWebで公開す ることとしま した。

成果の内容

杉 繁郎氏か ら寄贈 された約 4万 5千点のガ類標本 (杉  繁郎 コレクシ ョンと呼称)の 中か

ら 合 計 178点 の タ イ プ 標 本 を 整 理 し 、 Web上 で 公 開 し ま し た (URL:

http://www niacs.affl・ c.go jp/inventory/insect/inssys/typelst.htm)。 杉氏は、アジアのチ ョウロヤガ

科を中心に研究を実施 してきてお り、今回寄贈 されたタイプ標本 コレクシ ョン (図 1)はヤガ

科 としては国内最大級であ り、今後のアジア産ヤガ科の分類学的研究を進 める上で貴重な資料

とな ります。ガ類の著名な 日本人研究者のコレクシ ョン (タ イプ標本を含む)の海外流出がこ

れまで続いていま したが、学術的に重要な杉 繁郎 コレクシ ョンをわが国に留め、タイプ標本

のデータを公開す る意義は大きい と考えられます。

また、杉氏のチ ョウロタイプ標本に加 え、ア リガタバチやア リの研究で著名な寺山守氏のハ

チ ロ 127点、衛生害虫の専門家であ り、またオサムシ科の研究者 としても著名 な田中和夫氏の

オサムシ科 24点 な ど合計 379点 (チ ョウロ 201点 、ハチ ロ 145点 、コウチュウロ 33点)を公

開 しま した。ハチ ロでは、チ ョウロや コウチュウロの幼虫に寄生す ることか ら天敵 としても利
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用可能な小型のハチであるアリガタバチが 93点 と多いことが特徴です。2006年から公開して

いる 568点 と合わせると合計 947点 のタイプ標本情報が閲覧できます。

公開情報 としては、標本全体、必要に応 じて拡大 した各部位、標本ラベル (採集場所等が記

入 された名札)の画像のほか、標本ラベルに記入 された採集地・採集 日・採集者等の情報およ

び新種が報告された文献情報です。 トップページ (図 2)よ り目名をクリックし、種 リス トを

選ぶ と該当種の画像 (図 3)が現れます。

図 1 タイプ標本室で保管 している杉氏のガ類タイプ標本

標本館には現在,以下の目についてタイプ標本を所蔵しています ご覧になりたい
目をクリックしてください
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図 2 農業環境技術研究所標本館所蔵タイプ標本 DBの トップページ
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図3 公開した杉氏のタイプ標本の Web画面

問い合わせ先

農業環境インベン トリーセンター 吉松慎一
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