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A　check　list　of　Japaneseαn，αrαC皿Tls（Homoptera：Aphididae）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　w瞳th　keys　to　the　species

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　V．F．EASTOP

Department　of　Entomology，Natural　History　Museum，Cromwell　Road，

　　　　　　　　　　　　　　　　London　SW75BD，United　Kingdom

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Masahisa　MrYAzAlq＊

Division　of　Entomology，National　Institute　of　Agro－Environmental　Sciences，

　　　　　　　　　　　　　Kannondai3－1－1，Tsukuba，Ibaraki，305Japan

and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Masato　SoRIN

Kogakkan　University，Kuratayama，Ise，Mie，516Japan

Abstract　Thirty　one　species　including5undescribed　ones　of　the　aphid　genusαπαrαare　listed　as

occurring　in　Japan．Notes　are　given　on　these　species　as　well　as　to　the　synomymous　names　recorded

under　the　genus　in　Japan．Keys　to　the　spec量es　are　given　for　both　apterous　and　alate　viviparous　females．

　　C〃zαrαis　an　aphid　genus　associated　solely　v両th　coniferous　trees．　It　consists　of　about200described

species　in　the　world，and　their　identification　is　often　difficult　due　to　the　close　similarities　among　species．

INouYE　（1970）　revised24Japanese　species　and　subspecies　of　C〃zα71αand　provided　a　key　to　the　apterae．

The　key　has　been　difficult　to　use　in　some　places　because　it　relied　on　the　extent　of　pigmentation　and

the　variation　within　species　was　probably　underestimated．Another7species　from　Jαpan　have

subsequently　been　seen．New　keys　have　been　constructed　to　these31species　including5undescribed

ones，both　for　apterae　and　for　the　alatae　which　were　not　previously　keyed．

　　There　are　still　many　uncertainties　conceming　the　Japanese　fauna．Many　of　the　species　described　or

recorded　from　Japanαre　sim孟1ar　to　but　slightly　different　from　specimens　of　species　described、from

Europe．In　many　cases　only　a　few　samples　are　known　from　one　or　other，or　both　localities　and　the

full　extent　of　the　morphological　variation　within　each　taxon　is　unknown．More　samples　from　Europe，

Japan　and　the　intervening　areas　are　needed　to　resolve　these　problems，and　cytological　and　molecular

techniques　w皿probably　also　be　needed　to　establish　meaningful　relationships　between　the　samples．

Nevertheless　it　is　thought　that　the　follo輌ng　keys　provide　a　better　basis　for　identifying　Japanese　Cεπαrα

than　was　previously　available．

＊Present　address：National　Institute　of　Sericultural　and　Entomological　Science，Owasbi1－2，Tsukuba，Ibaraki，305Japan。
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List　ofαπαrαspecies　recorded　from　Japan

　The　following　species　have　been　recorded　from　Japan．The　names　in　the　list　with　serial　numbers

are　keyed　in　the　present　paper．Those　without　numbers　are　either　synonyms　or　species　that　do　not

actuaIly　occur　in　Japan．

　　　一　C加αrαα配eあs　（MATsuMuRA，1917）：See14，C．1ηα6sμ1γ協rαガHILLE　Rls　LAMBERs．

　　1．απαrαceηめrαe（SEITM雪R）：The　correct　name　for　the　Japanese　specimens　hitherto　recorded　as

ceηめrαe　may　be肌oπgol∫cαSzELEGIEwlcz　and　HoLMAN．The　precise　status　of　the　two　forms　is　unclear．

Examination　of　the　INouYE’s　collection　preserved　in　the　Hokkaido　Branch，Forestry　and　Forest　Products

Research　Institute，revealed　that　a　specimen　recorded　as　the　male　of　ceηめrαe　by　b」ou田（1970：78）is

an　alate　viviparous　female　of　a琢rolαch朋s，a　genus魯apparently　not　previously　recorded　from　Japan，

although　known　from　China，Nepa1，India，Thailand　and　Iran．

　　2．　C加αハαch必∫h可ouYE，1962：Placed　as　a　subspecies　of　C．1αr∫αcolα　（MATsuMuRA，1917）by　h寸ouYE

（1970）．C．ch痂may　bebased　on　small　specimens　oflαr薦colα．They　are　alsosimilar　to　C，cαηeoη3αcμ1α孟α

（DEL　G【ERcIo，1909）distributed　in　Eurasia　and　their　separate　identities　need　experimental　or　bi㏄hemical

confirmation．

　　3。　απαrαcos6α孟α　（ZETTERsTEDT，1928）：Placed　in　the　subgenus　C加αrρρsεs　BoRNER，1939，by　INouYE

（1970），but　cosオα6αis　the　type　species　of　Lαchn泥llαDEL　G【ERcIo，1909，which　has　priority．

　　4．απαrαeオ甜hoεINou田，1970：Placed　as　a　synonym　of　sor加㎞ou田，1970，by　EAsTop　and　HILLE

Rls　LAMBERs（1976）as　it　was　thoughtαs読oe　was　described　from　true　apterae　of　sor加that　was

described　from　alatae　and　alatiform　apterae．Further　investigation　including　biochemical　analysis　is

desirable．

　　　一αηαrαe20απαINouYE，1936：Regarded　as　a　subspecies　of　C。bogdαηoωど（MoRDvLKo，1895）by

biouYE（1970），　It　is　generally　accepted　that　C．わog（Zαηoωオis　identical　with　C．p耀加osα（HARTIG，1841）．

See　also21，C．prμぎηosαe20απα．

　　　一　C〃zαrα∫αsc診α6α　（SHINJI，1922）：See22，C．sん∫4ノ彰Z　INouYE．

　　5．απαrα∫orηzosαπα（TAKAHAsHI，1924）：A　short－haired　member　of　the　subgenusαπαrellαalso

known　from　China　and　Thailand。Further　synonymy　is　given　by　EAsTop（1976：8）．

　　6。　（万n，αrα∫resα彦BLANcHARD，1939：0ften　confused　with　J吻乞ゆεrどin　literature．　Both　species　occur

in　Japan．

　　　一　αnαrαgrossα　（KALTENBAcH，1846）：See18，C．μceαe　（PANzER）。

　　7．αηαrαhαオォo漉KoNo　and　h灯omE，1930：The　separation　from　C．loηgゆeη脇（MATs㎜，1917）

needs　experimental　confirmation．

　　8。伽αr醜or♂山・㎜，1956

　　9，απαrαノμnゆeガ（DE　GEER，1773）：In　the　past　often　confused　with　C。∫resαぎbut　both　species

are　widespread，occurring　in　Japan，New　Zealand　and　Europe．

　　　．απαrαhoηo診h灯ou皿，1941：A　synonym　ofαπαrαhα660漉KoNo　and㎞ou田，1930．

　　10．αηαrαhochどINou、E，1939：Very　similar　to　the　European　C．hochどαπαBoRM張，1939，and　their

precise　relationship　is　not　evident．

　　　一C加αrαhoπoぎh“ou田，1941：Synonymous　with　C．hα6孟o漉KoNo　and　IN6㎜至，1930

　　11．απαrα1碗c診colα（MATs㎜uRA，1917）：Similar　to　the　European　C．cαπeo配αcα1α孟α（DEL　GuERcIo，
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1909）which　is　synonymous　with　C．わαグπeパHLLE　RIs　L遡ERs，1956（ニ1αr∫c諺colαBo㎜R，1939）．

　　12．απαrαZαr‘cεs（HARTIG，1839）：Japanese　specimens　have　fewer　siphuncular　hairs　and　are　often

more　heavily　pigmented　than　European　specimens　suggesting　that　they　are　at　least　subspecifically　distinct．

　　13．（ン加αrαloπglρe肌♂s（MATs㎜，1917）：C．hα孟孟o漉could　be　a　synonym　of　this　species．

　　14．απαrα配α6sα肌μrαπαHILLE　RIs　LAMBERs，1966：MATsuMuRA（1917）describedα漉6∫s　which　is

homonymous　withα玩eあs　FITcH，1851，and　a　new　name，η乙αオs麗濡琳απα，was　given　by　HILLE　Rls　LAI〉BERs

（1966）．

　　　一απαrαmoη乞あ（S皿JI，1924）：Regarded　as　a　synonym　of　C．Zo几gゆeη痂s（M入Ts㎜，1917）by

INOUYE　（1956）．

　　　一απαrα肌oπgol診cαSzELEGIEwlcz　and　HoL㎜，1980：This　may　be　the　correct　name　for　the　Japanese

specimens　hitherto　identified　with　C．ce配brαe（Seitner）（BLAc㎜and　EAsTop，1994：625〉

　　15．αηαrαπoPPoroeπs6s（IN・皿；，1937）：Originallydescribedasadistinctspeciesbutlater（IN・㎜，

1970）placed　as　a　synonym　ofβIZco肌おto　which　it　is　very　sim孟lar・As　the　hind　tarsi　ofJapanese　specimens

a：re　relatively　rather　shorter　than　in　European　specimens，n，叩poroeπs診s　is　probably　at　least　subspecifically

distinct．

　　16．　απαrαor診e漉α1診s（TAKAHAsHI，1925）

　　17．α砿rα02αωαεINou、E，1970：Could　be　a　synonym　of　C．孟αぎ乙θαπα（T㎜sHl，1925），of　which

material　is　not　available．

　　18．αηαrαμceαe（PANzER，1801）：Recorded　from　Japan　also　under　the　name　of　C・oα認鵬e♂（Sw蝋，

1929）and　C．grossα（KALTENBAcH，1846）・Japanese　specimens　agree　precisely　with　specimens　from

Europe　and　America　suggesting　that　it　has　only　recently　been　w重d．ely　distributed．．

　　　一απαrαp∫ce∫colα（CHoLoDKovsKY，1896）：DANELssoN（1987）discusses　the　confused　nomenclature

of　p診ccどcoZα。INouYE（1956）describedんo漉as　a　new　species　for　the　taxon　previously　identified　in

J＆P＆n　v直th　p∫cαcoZα，

　　　一απαrαμ1ぎcor漉s（HARTIG，1841）：As　different　chromosome　numbers　are　reported，there　is　probably

a　complex　of　similar　species，which　includesπo卿oroeηs諺s．

　　　一C加αrαp加eα（MoRDv几Ko，1895）：See20，C．p加∫or7ηosαηα（丁鼎s田）．

　　　一　αnαハαμnαど　（FABRIclus）of　K㏄H，1856：See20，C。μnがoηηosαηα（TAKAHAsHI）．

　　　一C加αrαμ砺oolα（KALTENBAcH，1843）二INou盟（1970）identified　the　form　formerly　identified　with

C．P診η～coZα　（KALTENBAcH）　in　Japan　v両th　C．P記診co77zεs　（HARTIG）・

　　19。α照rαP謝dεπsど∫Zorαe（EssIG　and　KuwANA，1918〉：Similar　to　C。sh碗1彰ぬ灯ou盟，their　separate　identity

requ仕ing　confirmation．

　　20．αnαrα、p傭∫or配osαπα（TA畑As田，1923）：This　species　was　recorded　from　Japan　as　C㌧ρ加eα

（MoRDvILKo）and　C．μn厩（K㏄H）which　is　synonymous　withp加cα・㎞ou皿（1970）identified　theJapanese

form　with　C．P謝∫or配osαηα。

　　21。απα君αp辺加osαe20αηα㎞o旺，1936：C㌧ρ耀加osα（H駅TIG）was　originally　described　from　Germany．

Populations　have　also　been　described　asわogdαπoωεMomv几Ko，1895from　Poland，rα耽lcolαWELLENsTE臥

1930from　roots　in　Germany，傭erη⑦e漉αPAsEK，1954from　Czechoslovakia，and　pαZη乞eハαe　GILLETrE，1917

from　Colorado，USA．Again　biochemical　investigation　could　show　whether　the　slightly　different　biologies

reported　for　these　forms　distributed　in　Eurasia　and　N．America　have　any　taxonomic　significance．

　　22。απαrαsh碗1悦h“ouYE，1938：SH岬（1922）described　Lαch測s∫αsc彦α伽s　which　is　homonymous

with∫αsc♂α施s　BモRMEIsTER，1835，and　a　new　name，sh吻悦，was　given　by　b」ouYE（1938）．Similar　enough
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to　C．P加認eπsゲZorαe　to　require　experimental　confirmation　of　its　separate　identity．

　　23．απαrαsor謝h灯ouYE，1970：C，eごs読oe　may　well　prove　to　be　a　synonym．

　　　一　απαrα6αen，どα6α（KocH，1857）：INouYE（1970）identified　the　species　previously　referred　to　in

Japan　as　C．オαe痂αオαwith　C．1αr薦colα（MATsu〉㎜）．

　　24．απαrα渉odocoZα（㎞oαE，1936）：The　usual　hosts　are　Aわεes　spp．but　for　similar　specimens　on

7brreッαandTsαgαseeαπαrαsp。E（no．31）．

　　　一C加αrα60doe　SHmJI，1941：Regarded　as　synonymous　withαπαrα60docolα（INouYE，1936）by

hqOUYE　（1970）．

　　25．C厩αハα碩1◎！ε伽α（DEL　G田RcIo，1909）：Probably　the　most　widely　distributed　species　ofαπαrα

and　probably　distributed　by　commerce　on　omamental　Cupressaceae．Its　most　favoured　host　is　Tゐ吻b

or♂e耐α1おbut　it　also　occur　on　Cαllどか∫s　spp．and　more　rarely　other　Cupressaceae．

　　　一　απαrαoαη（1μ2窺　（SwAIN，1919）＝See　C．μceαe　（PANzER）。

　　26．απαrαωα渉αηα6αINouYE，1970：A　P加μs－feeding　species　in　which　the　alatae　have　unusually

numerous（21－23）rhinaria　on　the3rd　antennal　segment．

　　27．απαrαsp．A：Single　alata　collected、from　A厩s　sαcんα伽eπs‘s（Koshunai，Bibai，Hokkaido，27－

vi－1969，M　Mw配蜘2634）。Generally　similar　to60docolαbut　differing　in　a　mmber　of　proportions．

　　28。απαハαsp．B：A　single　aptera　collected　from　P腕μs　sp．，Koshuka，2－iv．1960，R．TAKAHAsHI，now

in　Hokkaido　University　collection，　Probably　a　fundatrix　of　the　C．（αnα泥llα）規αr痂η↓αε／ωαごsonZ　group，

possibly　P〃z諺∫077γLosαηα。

　　29．απαrαsp．C：Two　apterae　from　A厩s∫加zα（Kinkazan，Miyagi　Pref．，5－vii－1966，Z．YAMAsHITA）．

　　30，C加αrαsp，D：Two　apterae　and　two　alatae　from　P♂ceαノc～oeπs♂s（Lake　Shikotsu，Hokkaido，23－

v－1964，M．MIYAzAlq323）．

　　3L　απαrαsp，E：From招orreッαand　Ts膨gα。This　could　be　C、オα劾αηα（T㎜sHI，1925）of　which

material　is　not　available．It　could　also　be　a　starvation　form　of　C．オodocolα，feeding　on　the　wrong　host

（6apterae，？A漉s，Utsunomiya，3－viii－1962，R　T冊sHI，2apterae，Tsμgα，Mt．Futatabi，nr．Kobe，22－x－

1963，M。So㎜，2apterae，7brハeッα朋砺εrα，Shinaji，Ise，Mie，M．SoRIN）．

Key　to　the　apterae　viviparae　of　Japaneseαηαηα

1　Rostral　IV　with12－34accessory　setae　arranged　in410ngitudinal　rows，2along　the　stylet

　groove　and　the　other21aterally，each　row　containing3－11setae．．＿．．．．．．．＿＿．．＿．．，．．＿。．．．．＿＿．＿．．．．2

－Rostral　IV　with　only（3一）4．17accessory　setae　arranged　in　onIy210ngitudinal　rows　along

　the　stylet　grooveヲother　surfaces　v再thout　accessory　setae．＿＿．．＿．．＿＿．＿．＿＿．．．＿．＿＿＿．．．．＿＿．．＿．．．．．．．．7

2（1）Medium　to　long　haired：hind　tibia7－19x　longest　hair　on　it，antenna1皿1．8－3．5x　longest

　　　hair　on　it9　＿＿．．．．．＿．＿．．．．．＿．．．5．．．．．．．＿。＿9．．．．．＿り＿．．．．．り＿＿＿．＿。．＿＿＿6＿．．．．＿＿。．．＿．．．＿．．＿．．．＿。＿9．．＿．＿．＿．．．＿．．＿．．．．．．．＿．93

　－　Shorter　haired：hind　tibia25－80x　longest　hair　on　it，antennal　IH7－18x　longest　hair　on

　　　it。＿．一．．．一．．＿。．．．．．．＿＿．．＿9＿．＿．．．．＿．．．＿＿．．＿り．＿．＿．＿．．．．．．＿．＿．＿．＿。＿．．9．．．＿．＿。一．．齢』．．．＿＿。＿．．．＿＿層．．．．＿畢＿＿＿．＿．．．＿．．．．．9＿．．．4

3（2）　Hind　tarsal　H2．3－2。6x　I　and1．1－1．4x　rostral　IV　which　is1．8－2．1x　hind　tarsal　I．On

　　　Abies・…＿＿＿．＿。＿＿一＿＿＿＿．一．。．．D＿＿．＿一＿＿一．．．．．．．＿＿＿＿．．D＿匿．．．．＿．．．＿．．＿．．9＿，．＿＿。．．＿＿＿．．＿．．．．．．＿．＿　C雪診odlocolα

　一Hind　tarsal　II2．0－2．4x　I　and　O．7－0．9x　rostral　IV　which　is2．4－3．O　x　hind　tarsal　I．On
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7b77reツαand　Tsμ9α． C．sp．E

4（2）　Hind．tarsal　II1．1－1．7x　rostral　IV　which　is1．4－2．O　x　hind　tarsal　I；antennal　V1．65－2．20

　　　x　VI．Abdominal　tergite　V皿bearing60－80hairs，4times　as　many　as　the　short（14－20

　　　μ）hairs　on　abdominal　tergite　V　between　the　siphunculi．Processus　terminalis　bearing5．7

　　　short　subapical　setae．　On　Lα7・就．．＿。．．．．．．．．。．＿．＿．．．．．．＿。．．．．．＿．＿＿。．．．．．．．＿．．．．．．．．．．．．．＿．．．．．．り．＿．＿．．．．＿．．．．＿　C．hochZ

　－Hind　tarsal　II　O．7－1．2x　rostral　IV　which　is2．2－3．7x　hind　tarsal　Il　antennal　V1．4－1．8x

　　　VI．Abdominal　tergite　VIII　with28－45hairs，usually　fewer　than　the40－55hairs（either

　　　very　short，8－10μ，or　much　longer，60－140μ）on　abdominal　tergite　V　between　siphunculi．

　　　OnP‘ημs．　9＿。＿9＿9．．＿．．＿＿．．＿．＿．＿＿．＿．吟＿．．＿．＿．＿＿．＿，＿9．．．9＿．＿9＿．．．＿，＿6＿．り．＿．．＿．＿．＿，．齢．＿＿9．．＿＿＿。＿。9．9．．＿。．95

5（4）　Hind　tarsaLH　O．8－1．2x　rostral　IV　which　is2．2－2．7（2．7－3．O　in　small　midsummer　specimens）

　　　x　hind　tarsal　I．Processus　terminalis　bearing　only4short　subapical　setae．Dorsal　hairs　on

　　　abdominal　I　to　V　very　short，ca8－10μ。On　P加μs　pα漉∫lorα．。．一＿＿＿．＿＿。．．＿C．乙oα6απαbeぎ

　一Hind　tarsal　H　O．6（mostly　O。7）一〇．8x　rostral　IV　which　is2．9－3．7（2．6－2．9in　fundatrices）x

　　　hind　tarsal　I．Processus　terminalis　usually　bearing50r6short　subapical　setae，sometimes

　　　with　only4in　small　specimens　in　which　the　hind　tarsal　II　is　O．60－0．75x　rostral　IV．Dorsal

　　　hairs　on　abdominal　I　to　V60－140μlong．．＿一．．．．．．＿＿．．＿。．＿＿＿．．＿．．6．．＿．．．．．＿．．．．．＿．9．．．．．．＿．．．＿，＿＿．．＿＿．6

6（5）　Shorter　haired：antennal　III15－18x　longest　hair　on　it，hind　tibia50－80x　longest　hair　on

　　　it．Mostly　on　Pε照s疏肌6c塵♂。＿一＿＿＿＿．彫一D＿＿＿＿一9＿一＿＿＿．。＿＿＿＿＿＿。一＿＿＿＿＿一いじ。C．sor謝

　一　Longer　haired：antennal　III5．4－12x　longest　hair　on　it，hind　tibia25－40x　longest　hair　on

　　　it．Mostly　on　Pε肱s　de蔵∫Zorα。＿＿＿＿＿＿。一＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿．一＿＿＿＿＿．。。＿＿＿＿＿＿。C。e魏hoe

7（1）　Hind　tarsal　H　only　O．70－0．95x　rostral　IV．　On　PZceα．＿．．．．。＿，＿

　一　Hind　tarsal　H　as　long　or　longer　（1．0－2．5）　than　rostral　r▽．

一．．＿＿＿＿＿C．p磁ηosαc～oαηα

　　　　　　　　　　　　　8

8（1）　Very　short　haired：hind　tibia30－85x　longest　hair　on　it．Rarely　with　rhinaria　on　antenna1

　　　皿．　Rostral　IV　bearing4．90r12．17accessory　hairs．．＿．．．．．．．＿．＿，．．＿＿。．．．＿。．＿．＿．．．．．．．．．＿．．．．＿．．．．＿19

　－Medium　length　haired：hind　tibia12－29x　longest　hair　on　it．Without　or　with1－3rhinaria

　　　on　antennal皿．Rostral　IV　with4－11accessory　hairs．＿．．．．＿。。．．＿，＿．．．．＿．．．．＿＿．．．．．＿。．＿。＿。．．＿。＿．＿13

　－　Longer　haired：hind　tib呈a5．5－11x　longest　hair　on　it．　Often　without　rhinaria　on　antennal　HI．

　　　Rostral　rV　bearing　only3－8accessory　hairs．．＿．．．＿．＿。．．．．．．．．．．．．．．＿．．．．＿．＿．＿．．．．＿．．．＿。＿．．＿。＿．．＿．．＿．．．＿．23

9（8）　Rostral　IV1．8－2．5x　hind　tarsal　I　and　bearing12－17accessory　hairs．Processus　terminalis

　　　with6－11short　subapical　setae．Abdominal　tergite　V　bearing　only6－17hairs　between　the

　　　siphuncu1εr　cones．Large　aphid，body　length4。5－8，0mm。On　P♂cεα。＿＿＿＿．一＿＿．C．p♂ceαε

　』一Rostral　IV1．1－1．7x　hind　tarsal　I　and　bearing4－9accessory　hairs．Processus　terminalis

　　　with　mostly4，sometimes5short　subapical　setae．Abdominal　tergite　V　bearing16－58setae

　　　between　the　siphuncular　cones．Body　length2．5－5．O　mm．On　A玩cs，Lα鷹or　P加μs．＿。．．10

10（9）　Antennal皿1．8－2．6x　maximum　diameter　of　the　siphuncular　cones　which　bear　about3concentric
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　rings　of　hairs　around　the　operculum　and　are　then　without　hairs　until　the　peripheral　ring。

　Hind　tarsal　II1．8－2．3x　rostral　IV　which　is1．1－1．2x　hind　tarsal　I．Antennal　V1．5－2．1x

　VI　on　which　the　accessory　rhinaria　are　mostly　proximal　to　the　primary　rhinarium．On　Lα鷹．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C．Zαr諺c‘coZα

一Antenna1皿0．3－1．3x　maximum　d．iameter　of　the　siphuncular　cones　on　which　the　hairs　are

　more　evenly　distributed　and　are　without　a　hair．free　area　within　the　peripheral　ring．Hind

　tarsal　H1．15－1．80x　rostral　IV　which　is1．2－1．7x　hind　tarsal　I．Antennal　V　O．9－1．7x　VI

　on　which　the　accessory　rhinaria　are　more　laterad　to　the　primary　rhinarium．On　A翫es　or　Pど朋s．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11

11（10）Antennal皿4．4－8．7x　longest　hαir　on　it，3．8－4．4x　longest　hair　on　abdominal　tergite　VIII

　　　and　O．9－1．10x　combined　lengths　of　antennal　IV　and　V．Antenna1皿with1－3and　IV　with

　　　l　or2rhinaria．Antennal　V1．3－1．7x　VI　and1．0－1．25x　hind　tarsal　II　which　is1．9－2．3x

　　　hind　tarsal　I．Base　of　antennal　VI　with12－16hairs．Longest　hair　on　abdominal　tergite皿

　　　85－100μ．Body　length2．6－3．9mm．On　P加μs耀加1α．一＿＿．＿＿．＿＿＿＿．＿＿＿＿C．ccηめハαe

　　．Antennal　m11－18x　longest　hair　on　it，4．5－10x　longest　hair　on　abdominal　tergite　V皿and

　　　1．15－1．60x　combined　lengths　of　antennal　IV　and　V．Antennal皿without　and　IV　with　or

　　　without　a　rhinarium．Antemal　V　O．9－1．3x　VI　and　O．45－0．75x　hind　tarsal　II　which　is1．6－

　　　1。90r2．6－2．8x　hind　tarsal　I．Base　of　antennal　VI　with6－8hairs。Longest　hair　on　abdominal

　　　tergite皿14－50μ．．．．．．．．．．．＿．＿．．．＿＿．．．＿。＿．＿。．．．．．．．．．．．．．．．．＿．．．＿．．．＿．．．．．．．9＿．．．．．．．．＿．．．．＿9．．．．．．．．．＿9．。．．．．．．．．．＿9．．．．．．＿。．．12

12（11）Hind　tarsal　II1．6－1．9x　I　and1．14．5x　rostral　IV　which　is1．9－2．O　x　rostral　V．On　P加μs．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C．∫or肌osαηα

　　一Hind　tarsal　H2．7－2．8x　I　and1．6－2．8x　rostral　IV　which　is2．2－2．3x　rostral　V．On　A腕es．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C．sp．C

13（8）　Siphuncular　cones　sma11，so　that　the　antennal皿is1．6－2。5x　maximum　diameter　of　the　cone．

　　　Antema1皿7－9xlongesthaironit，antennalV1．5－2．1xVI．Antenna1HandbaseofVI
　　　each　bearing　only7－11hairs．Siphuncular　cone　with　about3concentric　rings　of　hairs　around

　　　the　operculum　and　then　a　hair－free　area　within　the　peripheral　ring　of　hairs．On　Lα鷹．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C．c配扉

　　一Siphuncular　cones　usually　larger，so　that　the　antennal皿is　only　O．8－2．1x　maximum　diameter

　　　of　the　cone，but　if2．1－2．3x　the　diameter，then　antemal皿only3．5－4．2x　longest　hair　on

　　　the　segment　and　antennal　V1．4－1．6x　VI．Antennal　H　bearing11－19hairs　and　base　of　VI

　　　7－13hairs．Siphuncular　cones　with　hairs　more　uniformly　distributed　or　with　only　a　single

　　　ring　of　hairs　around　the　operculum．．．＿．．＿．＿。．．．．．．．．．＿．．＿＿．＿。．．．．．．＿．．＿．．．．．＿。＿．．．＿．．＿。．．＿．．．．。．．．．．．．＿．．．．．＿．．．．．．14

14（13）Antennal　V1．7－2．O　x　VI，and　base　of　VI　bearing19－23hairs．Rostral　IV2．2－2．4x　hind．

　　　t蟹sal　I　and輌th　about　10accessory　hairs．　On　P諺πωs．．．＿．＿。＿．．．．．．．．．＿．．＿．．．．．＿．．．．．．．．．＿。．C，07ブeη6αあs

　　－Antennal　V1．05－1．65x　VI（or1．4－2．5in　lαπc♂s，in　which　base　of　VI　bears　only5－11

　　　hairs）．．．＿9＿。．．．．．＿．．．．．．＿．．．．99．．．．＿。．．．．．．．＿．．＿．9．．＿．9．．．．．＿．＿＿．．．．．．＿9．．．．．．．＿。＿。．．＿＿。．＿．．．．＿99．．＿99．．＿．．．．．曹＿。＿．．＿．＿．．＿．．．．．15
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15（14）Rostra1Wandhindtarsa111respectively1．8－3．1and2．5－3．3xhindtarsa11．OnAZ）♂esand

　　　Chαmαeqyραπsり．＿＿り．＿＿＿＿．6＿＿＿＿＿＿。．＿．＿＿＿＿＿．。＿＿＿＿＿璽＿．＿＿＿＿．．．＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿。＿16

　　－　Rostral　IV　and　hind　tarsal　II　respectively　O．8－1．9and1．5－2．5x　hind．tarsal　I．On　P加αsン

　　　Lα拐κand　Pε（シcα．．．．．．9＿＿．．．．．．．＿．．．．．＿＿＿，．．．＿．＿＿◎．．．．．．．．＿＿．．．．．＿。◆＿9．．．＿．．＿＿9．．．．．＿．．＿．．＿．．＿＿．．．．．＿，．．．．．＿9＿．．．＿　18

16（15）Hind　tarsal　H1．0－1．2x　rostral　IV　which　is2．2－3．1x　hind　tarsal　I．

　　　VI．Body　length3．2－5．9mm．On　A扉es．．．．．．．＿．．＿

　　一Hind　tarsal　H1．3－1．5x　rostral　IV　which　is1．8－2．3x　hind　tarsal　I．

　　　x　VI．Body　length5．3－7．5mm．．．．．

17（16）Rostr＆1r▽’2．1－2．2xhindtarsa11．

　　一Rostralf▽1．8－1．9xhindtarsalI．

OnA6犯s．．．．．．．．．

OnCんαmα鰐ρ碗s．

Antennal　V1．2－1．3x

　　　　　C．hαあoπZ

Antennal　V1．354．60

　　　　　　　　　17

　C．10η9ゆeη漉S

？C．Zoη9ψeπ庖s

18（15）Hind　tarsal　II1．1－1．4x　rostral　IV　which　is1．6－1．9x　hind　tarsal　I．Antennal　V1．1－1．3x

　　　VI，base　of　VI　bearing12－16hairs．　On　jP〃協s．．．．．＿．＿．．．＿．。＿＿．．．．＿＿＿＿＿＿＿．＿C．p諺n，友距n8ゲlo君αe

　　－Hind　tarsal　II1．4－2．4x　rostral　IV　which玉s　O．8－1．7x　hind　tarsal　I．Antennal　V1．3－2．6x

　　　VI，or　if1．0－1．3times　then　base　IV　bears　only6－12hairs．Base　of　antennal　VI　mostly　with

　　　only4－11hairs（except　for12in　shオ聖悦and．12－16in　ceηめrαe　and　sp．D），＿＿＿＿＿9＿＿19

19（18）　Antennal　I【bearing17－23hairs，base　of　VI輌th15－16haks．

　　　hairs．　On　P置ceα．＿。．＿＿．．

　　一Antennal　II　bearing5－14hairs，base　of　VI　with4－16hairs．

　　　hairs．　On　Lαr厩or　Pεπ乱s．＿、

Rostral　rV　with8－10accessory

　　　　　　　　　　C．sp．D

Rostral　r▽輌th4－9accessory

　　　　　　　　　　　　　20

20（19〉Siphunculus　bearing　only　IO－21hairs，an　inner　ring　of5－12and3－9more　peripherally。

　　　Antennal　V1．5－2．5x　Vll　base　of　VI　with　only4－7hairs．On　Lαr㍍．．．．．．．＿．．，．．＿．．．．．．C．1α鷹Zs

　　－Siphunculus　bearing　at　least30and　usually　many　more　hairs　more　evenly　distributed．Antemal

　　　V1．0－1．5x　VI；base　of　VI　with6－16hairs．On　P加μs．．．．．．＿．＿。＿．．＿．．＿＿．＿．．．．．．．＿＿＿＿＿＿＿．＿．21

21（20）Rostral　IV　only　O．8－1．2x　hind　tarsal　I．Hind　tarsal　H1．7

　　　VI　with　only6－10hairs．　On　PZnμs　deηsザZorα．＿．＿＿．＿

　　一　Rostral　IV1．25－1．70x　hind　tarsal　I．　Hind　tarsal　II1．2

　　　VI　with8－16hairs．＿＿．．．＿。＿。＿．．．．．．＿＿．．．．＿．＿．．．＿．．．．＿＿．．．．＿．＿．＿

2．4x　Rostral　IV．　Base　of　antennal

　　　　　＿。＿＿一C．P顔∫or況osαπα

1．8x　rostral　fV．　Base　of　antenna1

　　　　　　　　．．』．．＿。＿＿φ．．。．．＿＿　22

22（21）Hind　tarsal　II1．20－1．45x　rostral　IV　which　is1．5－1．7x　hind　tarsal　I．Antennal　II　with9－

　　　13hairs，base　of　VI　with12－16hairs．　Genital　plate　with22－52hairs　On　P諺nμs　p那ηπ1α．

　　　9．99－．．．．．．．．璽966．．．．．．6．．璽．．．．9．．．．．6．．甲9．9◎．．．e．．．9魯．．．．999．ρ．8．6．尋9U99．．．．．．．．．．．．．り▽9．9．．．．．．－99．p．．．9．．．．．．9甲．799．966．．．．9．．．9．9．　　　　　　　　　　　　　　　　Cg　ceηめ7、αe

　　－Hind　tarsal　II1．5－1．8x　rostral　IV　which　is1．25－1．45x　hind　tarsal　I．Antennal　l［【with　only

　　　6－9hairs，base　of　VI　with8－12hairs．Genital　plate　with13－17hairs．On　Pぎ照s　pα測ザZorα

　　　m・stly．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C．shど吻

23（8）　Hind　tarsal　II　and　rostral　r▽respectively1．6－1．8and1．3－1．4x　elongate　（190－200　μ）　hind
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　tarsal　I．Antennae　without　secondary　rhinaria．On　P加μs．＿＿＿＿。＿＿＿。＿＿．＿＿＿＿＿．．C．＆ρ．B

－Hindtarsa111androstra1Wrespectively2．6－4．1an（i1．4－2．5xhindtarsa11（60－150μ）．

　Antennal　V　usually　and　IV　often　bearing　at　least　l　secondary　rhinarium．On　A配es，P諺ceαク

　Tsαgα　and　Cupressaceae．＿＿＿＿＿＿＿。＿＿＿＿＿＿．。．＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿り＿。＿＿＿．24

24（23）Siphuncular　cones　very　small　so　that　antemal皿is3．3．4．5x　their　maximum　diameter　which

　　　is　only1．7－3．2times　the　length　of　the　processus　terminalis．Antennal　H　bearing13－23hairs．

　　　Tibiae　black．　On　A玩es　or　P諺ceα．．＿．．．．．．．．．．．．＿．．．．．9．＿．．．．＿．．．．．．＿．＿．．．．．＿。＿．．．．＿．．．．．＿．．．＿．．＿．．．＿．．．．．．．．．．．＿＿．．．．．．．．25

　　－Antennal　III　O．5－2．2x　maximum　diameter　of　the　siphuncular　cone　which　is　at　least2．5and

　　　usually4．28times　the　length　of　the　processus　terminalis．Antennal　H　bearing16－18hairs．

　　　Tibiae　black　or　pale，if　on　P診ccαthen　tibiae　pale　or　dusky。　On　P諺ceα，Tsαgαor　Cupressaceae．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26

25（24）Antennal　III2．5－2．9x　its　longest　hair．

　　　2．4xhindtarsalI．　OnP♂ceα．＿．．．．．．＿．．．＿．

　　一　Antennal皿3．2－3．7x　its　longest　hair．

　　　　2．Oxhindtarsall．OnAZ）♂es．．．＿．．．＿．＿．．

Hind　tibia8－g　x　its　longest　hair．

Hind　tibia9－11x　its　longest　hair．

Rostral　IV’2．〇　一

　　　　C．ho漉

Rostral　IV1．8－

c．ηταオsμ7ημ7・α1zα

26（24）Processus　terminalis　usually　bearing4subapical　setae，sometimes　with　only3．Antennal　V

　　　O。8．1．4x　VI．Primary　rhinaria　with　chitinous　rim．Abdominal　tergite　V皿bearing16．77

　　　hairs。　On」P♂ccα　or　Tsα9α．＿＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿．＿＿．．＿＿＿＿＿＿。＿＿＿＿＿＿＿9＿＿＿＿＿＿＿．。＿＿．．．．．．．．．．．．．＿．．．．27

　　－Processus　terminalis　usually　bearing　only3subapical　setae，rarely　with40r　only2．Antennal

　　　VO。7－1．1x　VI．Primary　rhinariawithout　strongly　chitinised　rim．AbdominaltergiteV皿bearing

　　　17－27hairs．　On　Cupressaceae．．＿．＿．＿．．＿＿．．．＿．．．＿。＿。．．．．．．．＿。＿。．．＿。．．．．＿．．．．．．．．．．．．．＿．．．＿．．．＿．．．．＿．＿＿．＿＿．．．．．29

27（26）Black　hind　tibiae2．5－5．9x　longest　hair　on　them．Abdominal　tergite　V皿with15－18hairs．

　　　Antennal　II　with7－11hairs，base　of　VI　with7－10hairs．Hind　tarsal　II　only3．4－5．O　x

　　　processus　terminalis．On　Ts那gαり＿＿＿＿。＿＿＿＿＿．．．，＿．．．．．．．＿．＿＿．＿．＿．．．．．＿．＿．＿＿．．．．．．．．．．．．．＿．．．＿C．o～αωα診

　　一Pale　or　dusky　hind　tibiae6－12x　longest　hair　on　them．Abdominal　tergite　VIH　bearing20－

　　　77hairs．Antennal　II　with9－18hairs，base　of　VI　with6－17hairs．Hind　tarsal　II4．6－18

　　　x　processus　terminalis．On　P♂ceα．．＿．＿．．．．．．．．．＿．．．．．．＿．＿．．．．．．．＿．．．＿，．．．．．＿．＿。＿．．．．．．．．＿．＿．．．．．．＿．．．．．．．＿。．．．＿．．．．．，．．．28

28（27）Antennal皿0．7－1．2x　large（diameter　O．33－0．53mm）dark　siphuncular　cones．Hind　tarsal

　　　II1．2－1．6x　rostral　IV．Hind　tibiae6－9x　longest　hair　on　them，antennal　II2．〇一2．8x

　　　longest　hair　on　it．．．．．．＿．＿．＿．＿．．．＿．＿．．．＿．．．．。．．＿．．＿．．．．．．．．＿．．．．．．＿．．．＿。．。．．．．．．．．＿＿＿9．．．．．＿．．＿．＿．．．．．．．＿．．．．．．．．C．cos孟α6α

　　一Antenna1皿1．2－2．2x　paler　and　smaller（diameter　O．13－O．39mm）siphuncular　cones．H量nd

　　　tarsal　II1。5－2．4x　rostral　IV．Hind　tibiae742x　longest　hair　on　them，antennal　III2．3－

　　　4・5x　longest　hair　on　it・一9……………・一・…・…………・…・………………………・………・＿。＿＿＿＿。＿＿．C．π（ψporoeπs諺s

29（26）Processus　terminalis　short，18－35μ，only11－20（exceptionally－28）％of　the　total　length

　　　（150－215μ）of　the　antennal　VI．Hind　tibiae　pale　except　for　the　apex　which　is　darker．On

　　　Tゐ岬bフCαllぎかどs　and　other　Cupressaceae・・…＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿＿。＿＿。＿＿＿＿．＿．＿＿＿＿＿C．オ吻物ガ1〃zα
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一Pr㏄essus　terminalis　elongate，40－70μ，20－30％of　the　total　length（180－300μ）of　the

　antennal　VI．Hind　tibiae　darker，either　completely　black　or　with　a　yellow－brown　area　at

　about　the　basa11／3．　On　Jμη4）er膨s　and　C㎎）7℃ss那s．＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿＿。．＿＿＿＿＿　30

30（29）Hind　tibiae　black　and　relatively　short，1ess　than　half（30－45％）as　long　as　the　body．Antennal

　　　III（240－410μ）shorter　than　IV　and　V　together　and　O．5－1．1x　maximum　diameter　of　the

　　　siphuncular　cone．　On　Jz6ηゆerz偲comη乞膨πZsクchぎηeηs∫s夕万9ぬ1α，＿．＿．＿。，＿＿＿＿＿＿。。＿＿　C．ブα1凋ρer’

　　一Hind　tibiae　dark　at　base　and　apical　half　but　with　a　paler　area　from　about　the　basal1／5to

　　　mid　length，usually　more　than　half（50－60％）as　long　as　the　body．Antennal皿usually

　　　longer　than　IV　and　V’together　and　usually　longer（0．7－1．7）than　the　maximum　diameter　of

　　　the　siphuncular　cone。　On　C況press膨sη↓αcrocα7ヌ》α夕60rαlosαand　J配ηな）αus　ho7’房oηオα1∫s，sα6彦πα

　　　ands♂1顔colα，morerarely　on　C叩ressμsα舵o砺cαフ」槻ゆe耀sch‘麗ηsぎs夕sc叩μlo辺η乞ands卿α濡α6α．

　　　Recorded　from　C仰60ηLcr‘αゾαpo漉cα．．。＿＿＿＿＿一＿。一＿＿＿＿＿＿。＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿．＿＿．＿＿＿C。かesα♂

Key　to　the　alatae　viviparae　of　Japaneseαnαrα

　Alatae　of　following　species　have　not　been　available　to　the　present　study：C．α側hoe　and　C．sp．B，

CandE．

1　Rostral　IV　with16－41accessory　setae　arranged　in4（sometimes6）10ngitudinal　rows．Antennal

　H　with17－26and　base　of　VI　with13－31setae．．．．．＿．．＿．．＿．．．＿．．．．．．．．．．＿＿．．．＿。．＿．．＿．＿．＿。．＿．．＿＿＿。．．．2

－Rostral　IV　with4－17accessory　setae　arranged　in　only2rows　along　the　stylet　groove．Antennal

　H　with5．20and　base　of　VI輌th5－22setae．．．．．＿．＿．．．．．，．．．＿。．．．．．．．．．．＿．．＿。．．＿＿．．．＿．．．．．．．．．．＿．．＿＿．＿．．．．6

2（1〉　Long　haired：antennal皿2．0－3．7x　longest　hair　on　it　and1．1－1．3x　maximum　di＆meter　of

　　　the　siphuncular　cone．Hind　tibia9－13x　longest　hair　on　it。Antennal　V1．1－1．3x　VI．From

　　　AZ）記s．．．．．．．．．．＿．．．．．．．．．．．．．．＿＿．．．．．．．．＿＿．＿＿．．．＿．．＿．．．．．＿．．．．．9．＿．．＿．．＿。＿．り．．．＿．．．．＿。．．9．．．＿。＿＿．．．9．．．．．．＿＿。．．．．．．．．＿．．＿。．．．．＿．．．．．9．3

　－Shorter　haired：antennal　III7－25x　longest　hair　on　it　and1．5－2．l　x　diameter　of　the　siphuncular

　　　cone．Hind　tibia23－80x　longest　hair　on　it．Antennal　V1．35－2．40x　VI．From　P加μs　or

　　　Lαパκ．9．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9．．．．．．．．9．9．．．．．．．．．．．＿9．．．9．＿。．の．．．．．．．．．9．．．．＿＿．9．．．．．．．．＿＿．．．．．9の．．．．．．．．．．．．．．．．9．．．．．．．．．．．．．9．．．．＿．．．．9．9曹．．．．．．．．．4

3（2） H量nd　tarsal　II2．5

1．．．

Hind　tarsal　II2．4

1．．．

2．6x　hind　tarsal　I　and　O．9　1．3x　rostral　IV　which　is1．9

2．5x　hind　tarsal　I　and1．5　1．6x　rostral　IV　which　is1．6

2．8xhindtarsal

　　C．60dlocolα

1．7xhindtarsal

　　　　C．sp。A

4（2）　Antennal　III　bearing21－23rhinaria　and7－8x　longest　hair　on　it．Hind　tibia20－30x　its

　　　longest　hair．Antennal　V1．35－1．75x　VI．Rostral　IV2．2－2．4x　hind　tarsal　I．Processus

　　　terminalis　bearing　only4short　subapical　setae．From　P加μs．＿．．．＿．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．C．ωα孟απαbα

　一Antennal皿bearing5－15rhinaria　and11－15x　its　longest　hair．Hind　tibiae50－95x　its

　　　longest　hair．Antennal　V1．75－2．40x　VI．Rostral　IV1．5－2．O　or2．9－3．5x　hind　tarsal　I．

　　　Processus　terminalis　bearing5－8short　subapical　setae，sometimes　with　fused　bases　so　that
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5setae　may　arise　from　only4bases． 5

5（4） Rostral　fV1．5－2．O　x　hind　tarsal　I．　Hin（i　tarsal　H1．2－1．4x　rostral　IV．　Base　of　antennal　VI　bearing

10－18hairs．AbdominaltergiteVwith25－40hairsbetween　the　siphuncularcones．FromLα鷹．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C．hoch∫

Rostral　IV2．9－3．5x　hind　tarsal　I．　Hind　tarsal　II　O．70－0．85x　rostral　IV．　Base　of　antennal

VI　bearing24－31hairs．Abdominal　tergite　V　densely　hairy　between　the　siphuncular　cones．

FromP厩膨s。．．．＿。＿．．．．．＿．．．．．．．．．り．．．．．＿。．．．．．．．．．．＿．＿＿．．＿．．．＿．．．．．．．．．．．．の＿。．＿。．．．＿＿．．．．＿．＿．．．．．り．．．．．．．．．．．＿．．．．＿9．．．．。．．＿Cgsor加

6（1）　Antema1皿3．5－5．O　x　diameter　of　the　small　siphuncular　cones（0．09－0．15mm）which　are

　　　only　l．5－2．5times　as　wide　as　the　length　of　the　processus　terminalis．Head，thorax，tibiae

　　　and　most　of　femora　black，abdominal　muscle　plates，genital　plate　and　spiracular　plates　dark

　　　but　abdominal　tergites　including　the8th　pale．From　P♂ceα．．．．．．．．．．．．．．＿。＿．＿．＿．．．．．．．。．．．．．＿。．．．＿C．ho漉

　　一Antennal皿0．8－2．6x　diameter　of　the　siphuncular　cones（0．17－1．O　mm）which　are4－20

　　　times　as　wide　as　the　length　of　the　processus　terminalis．At　least　abdominal　tergite　V皿

　　　pigmented．．．．．．．．．．．．．＿。＿．．．．．．．．＿．り．．．＿。．．＿．9．．9．．．．．．．．＿＿。9＿．＿．＿．．．．．．9．．＿．．．．曹．．＿．．．．．＿．＿．＿。．．＿．．．．＿＿．．＿。．．9．．．．．．．．．．．＿．．．．．．＿．．7

7（6）　Very　short　haired：hind　tibia65－120x　its　longest　hair．Antennal　III17－26x　its　longest

　　　hair．AntennalV1．8－2．3xVI．Rostra11V1．5－1．9xhindtarsa11andbearing10－17accessory

　　　hairs．Processus　terminalis　with7－11subapical　setae。From　P♂ceα．＿＿。＿＿．＿＿＿＿C．p♂ceαe

　　－　Short　haired：hind　tibia35－50x　its　longest　hair．　Antennal　III11－15x　its　longest　hair．　Antennal

　　　V1．3．2．OxVI．Rostra11VO．8．1．6xhindtarsa111，bearing6－8accessoryhairs．Processus
　　　terminalis　with4subapical　setae．＿＿＿．．．．．．．．．．．．．＿．．＿。．．．．．．．．．．．．．＿．＿．＿．．，．．．．．．＿．．＿＿。．．．．．＿。＿．＿＿．．．．．．＿．＿．．＿。．．．．．8

　　－Hairs　of　medium　length：hind　tibia12－34x　its　longest　hair．Longest　hair　on　abdominal

　　　terg量te皿【70－190　μ．．．．．．．．．．．＿．＿。．．．．．．．．．．．．．．．．．．＿＿．．．．．．．．．．．＿．．＿9．．．．．．．．．．＿．．．．＿9．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＿．．＿．．．．．．．＿．．＿．．．．＿．＿．．．．．9

　　－Long　haired：hind　tibia4．5－12x　its　longest　hair．Longest　hair　on　abdominal　tergite　IH105－

　　　240　μ　10ng．．．．＿．．．．．＿．．．．．．．＿．．．．＿．．．，．．．．．．＿．．．．．．．．＿．．．．＿9＿9．．．．．．＿。．．．．＿．．．．＿。．．＿．．．．＿＿．．．＿．．＿．．．＿。＿。．．9＿．．．．．．．．．．．＿．．＿．．．．．D19

8（7） Hindtarsa1111．25－1．50xrostralrVand1．8－2．Oxhindtarsa11．Rostra1W1．3－1．6xhind

tarsal　I．Antennal　V1．3－1．6x　VI．Secondary　rhinaria　distributed　on　antennal　III4－7，IV

O－2and　V1．Accessory　rhinaria　laterad　to　primary　rhinarium　on　antennal　VI．Abdominal

tergite　V皿bearing　an　unbroken　transverse　band．From　P加彫s，＿＿＿一＿。＿＿＿＿＿C．∫orη⑦osαπα

Hind　tarsal　II2．1－2．6x　rostral　IV　and2．2－2．3x　hind　tarsal　I．　Rostral　IV　O．8－1．1x　hind

tarsal　I．Antennal　V1．9－2．O　x　VI．Secondary　rhinaria　distributed　on　antennal　III10－15，

IV1－4and　V1－3．Accessory　rhinaria　proximad　to　primary　rhinarium　on　antennal　VI．

Abdominal　tergite　V皿with　pigmented　band　broken　in　mid　dorsal　line．From　Lα鷹．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C．1α擁Cぎcolα

9（7） Antenna1Vwithoutsecondaryrhinariaandonly1．1－L4xVI．Antenna11Vusuallywithout，

rarely　with　one　rhinarium．Rostral　IV　only　O．9－1．1x　hind　tarsal　I．Antenna1皿4．2－5．1x

its　longest　hair．Longest　hair　on　abdominal　tergite　III120－160μ．Abdominal　tergite　V皿

with　a　broad　hair　bearing　dark　band　unbroken　mid　dorsally．From　jP厩μs．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C．碑∫∫or肌osαnα

一Antennal　V　usually　with　a　secondary　rhinarium　and1．4－2．7x　VI．Antennal　IV　usually　with

　at　least　one　rhinarium．Rostral　IV1．0－1．4x　hind　tarsal　I，when　less　than1．1then　antennal

　皿7－12xitslongesthairandlongesthaironabdomin＆1tergite皿only70－110μ．Hair
　bearing　band　on　abdominal　tergite　V：肛I　broken　mid　dorsally．．．．．＿．．．．．．．．．．．．．＿＿．．．．．＿．．．．．．．．．＿．＿＿．．．．＿。10

10（9）　Hind　tarsal　H　O。9－1．2x　rostral　IV　which　is2．2－2．8x　hind　tarsal　I　and2．2－2．6x　rostraI　V．

　　　Antema1皿3．1－4．1xitslongesthair．Hindtibia12－15xitslongesthair．Chitinizedstylet

　　　trackofrostralII＋皿1．4－1．7mm．Longestha虻onabdominaltergite皿105－135μ．Both

　　　antennal　H　and　base　of　VI　with13－20hairs．Rostral　IV　with8－14accessory　hatrs。

　　　　　　　　　　　　　　　　．＿．．．．＿．．．．．．＿．．．．＿．＿．＿り．．．．．＿9＿．．．．．＿．．．．＿．．．．．＿。．．＿．．．9．＿9．．＿．＿＿．．．．＿．．．．＿．．．．．＿9り．．9．＿＿611

　　－Hind　tarsal　H1．35－2．10x　rostral　IV　which　is1．10－1．65x　hind　tarsal　I　and1．6－2．4x　rostral

　　　V．Antema1皿4．4－12xitslongesthair．Hindtibia15－30xitslongesthair．Stylettrack

　　　of　rostral　II＋皿0．9－1．4mm．Longest　hair　on　abdominal　tergite皿50－120μ．Antennal

　　　H　bearing5－19hairs，base　of　VI　with7－17hairs．　Rostral　IV　with4－9accessory　hairs。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12

11（10）Processus　terminalis　with50r6short　subapical　setae．

　　．Processus　term量nalis　with　only4short　subapical　setae．

From」P♂肱s．＿。＿．．．．＿．．．．．．．C．o漉厩α1諺s

From　P∫cea．　　　C．p辺厩osαe～oαπα

12（10）Longer　haired：antennal　III3．0－5．O　x　its　longest　hair，hind　tibia13－22x　its　longest　haiL

　　　Longest　hair　on　abdominal　tergite　III120－180μ．Antennal　II　bearing13－19hairs，base

　　　of　VI　with9－17hairs．From　A配esクPぎceαor　P診肥s。．＿＿．＿＿＿＿＿＿．。＿＿＿＿。＿．＿＿一＿＿．＿。＿13

　　－　Shorter　haired：antennal　III5．3－12x　its　longest　hair，hind　tibia16－30x　its　longest　hair．

　　　Longest　hair　on　abdominal　tergite　III65－120μ．Antennal　II　bearing5－12hairs，base　of

　　　VI　with5－16hairs．From　Lαr就or　P♂照s．．．．．＿．．．．＿。．．．．＿．．．．．．．＿．．．．．＿．＿．＿、．．．．．．．．．．．．．．＿．．＿＿．．．．＿．＿．．．．＿、16

13（12）Hind　tarsal　II2．4－2．7x　I．　Hind　tibia13－16x　its　longest　hair。　Rostral　IV1．6－2．O　x　V．

　　　Base　of　antennal　VI　bearing11－17hairs．Abdominal　tergite　V　bearing25－45hairs　between

　　　the　siphuncular　cones．Secondary　rhina血m　on　antemal　V20r　more　diameters　away　from

　　　the　primary　rhinarium．From　P診ceαor　P諺照s．．＿。．．．．＿．．．．．．＿一＿．＿＿．．＿＿＿＿。＿．＿＿ψ＿＿＿＿＿，＿．，＿＿＿14

　　－　Hind　tarsa．l　II2．7－3．5x　I．Hind．tibia16－22x　its　longest　hair．Rostral　IV1．9－2．5x　V．

　　　BaseofantemalVIbearing9－11hairs．Abd．ominal　tergiteVbearingmore　than50hairsbetween

　　　the　siphuncular　cones．Secondary　rhinarium　on　antennal　V　placed　about　one　diameter　away

　　　from　the　primεぼy　rhinarium．From　A6どcs．．．＿。．．．．．．．．＿。＿，．．．．．．＿．．．．．．．．．．＿．＿．＿＿．＿．．．．．．一＿＿＿．．．＿．．．．．＿．＿＿15

14（13）Antenna1V1．2－1．4xVI．

　　　1．From　P診照s．＿．＿

　　一AntennalV1．5－1．8xVI．

　　　1．From　P♂ccα．．．．．＿．

Hind　tarsal　II1．54．6x　rostral　IV　which　is　L6－1．8x　hind　tarsal

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C．P轍伽sご∫Zorαe

Hind　tarsal　II1．7－1．8x　rostral　IV　which　is1．2－1．5x　hind　tarsal

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C．sp．D

15（13）HindtarsaIH2．7－3．Oxl．Antemal皿1．2－1．5xdiameterofsiphuncularconewhichis10一
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13x　processus　terminalis．Antennal　V（1．3一）1．51－1．7x　VI．Antennal　II　bearing13－15

hairs．Body　length5。2－7。O　mm。＿＿＿＿＿．＿．＿。＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿。＿＿＿＿＿＿。＿＿＿C．loηgゆeη漉s

Hind　tarsal　II3．2－3．5x　I．Antemal　III1．6－2．6x　diameter　of　the　siphuncular　cone　which

is6－8x　processus　terminalis．Antemal　V1．3－1．5x　VI．Antennal　H　bearing15－18hairs．

Body　length3．7－5．9mm．．＿。＿。＿。．＿．．＿。．．．．．．．．．＿。．＿．＿＿＿．＿．＿．＿．．．．＿．＿．．．．＿．＿．．．＿＿＿．＿．．＿．＿＿．C．h観o痂

16（12）Secondary　rhinarium　on　antennal　V　close　to　the　primary　rhinarium，only　about　one　rhinarial

　　　diameterapart．AntennalV1．7－2．7x　VI．Antema1皿7－12x　its　longest　hair．Chitinized　stylet

　　　track　of　rostral　II＋皿1．〇一1．15mm．Antennal　II　bearing5－9hairs，base　of　VI　with4－7

　　　hairs．From　Lαr厩．＿．＿．．＿，．＿＿．．＿．．．．．＿．．．＿．．．．．．．．．．．＿。．．＿．．．＿。＿．．．．．＿9．．．．．．．＿．．．．＿．＿．．．．．．．．．．．．。．．．．．．．＿．．．．．．．．．．．＿．．．．．＿．17

　　－Secondary　rhinarium　of　antennal　V　placed20r　more　rhinarial　diameters　from　the　primary

　　　rhinarium．Antennal　V1．40－1．75x　VI．Antennal　m5．3－7．2x　its　longest　hair．Chitinized

　　　stylet　track　ofrostral　H＋皿usually　longer（1．25－1．40mm）orshorter（0．9－1．O　mm）．Antennal

　　　H　bearing7－12hairs夕base　of　VI　with7－16hairs．From　P諺肱s．．．．．．．．．．．．．．．．．＿．．．．．．．．．．．．．，．．．＿．．．．．．．．．18

17（16）Siphuncular　cone　with　a　multiple　inner　ring　of35－40setae　similar　to　the8－100f　the　peripheral

　　　ring．Dorsal　abdominal　hairs　on　anterior　tergites50－80μlong，without　or　with　only　very

　　　small　pigmented　scleroites　at　their　base．．＿．．．＿．＿．＿。．．．．＿。．．．＿＿．．．＿．．．．．．．．．．．．＿．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＿．．．．．．C．ch翫

　　一Siphuncular　cone　with　a　single　innerring　of7－11setae　that　are　finer　than　the4－80ftheperipheral

　　　ring．Dorsal　abdominal　hairs　on　anterior　tergites70－110μlong　and　arising　from　evident

　　　dark　scleroites　many　times　the　diameter　of　the　hair　bases．．＿．．．．．．．．．．．．．．．．．．＿．．＿。＿．＿．＿．．．．．．．C。1αr諺c‘s

18（16）Antennal　V1．504．75x　VI　and1．1－1．3x　hind　tarsal　II　which　is1．35－1．50x　rostral　IV

　　　which　is2．0－2．4x　rostral　V　and1．35－1．65x　hind　tarsal　I．Larger，body　mostly3．8－4．3

　　　mm，with　more　numerous　but　shorter　hairs．Longest　hair　on　abdominal　tergite皿65－100

　　　μ。　Antenna1皿【6．O－7．2x　its　longest　hair．　Antennal　II　bearing9－12hairs，base　of　VI　v再th

　　　12－16hairs。Rostral　IV　bea血g7．9accessory　hairs．Genital　plate　bearing34－410r　more

　　　hairs．Abdominal　tergite　V　bearing440r　more　hairs　between　the　siphuncular　cones，tergite

　　　V皿with29－42hairs。From　P加砺p砿η認α．．＿＿．＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿一＿9一＿＿．＿．．．．．．．．．．．．C．cenめrαe

　　－Antennal　V1．4－1．5x　VI　and　O．8－1．1x　hind　tarsal　II　which　is1．5－2．1x　rostral　IV　which

　　　is1。7－2ユx　rostral　V　and1．1－1．4x　hind　tarsal　I．Smaller　aphids，body2．9－3．5mm，with

　　　fewer　but　longer　hairs．Longest　dorsal　hair　on　abdominal　tergite　III110－120μ．Antema1

　　　皿5－6x　its　longest　hair．Antennal　II　bearing7－9hairs，base　of　VI　with7・10hairs．

　　　Rostral　IVbearing4．6，rarely7accessory　hairs．Genitalplatebearing18－28hairs．Abdominal

　　　tergite　V　with17－24hairs　between　the　siphuncular　cones，tergite　V皿with20－25hairs．

　　　From　P∫照s　and　mostly　P．Pαroゲlorα・・…・＿＿＿＿一＿＿．＿＿＿＿＿＿一。＿一＿＿＿＿＿。一＿＿＿＿＿一．＿C．sh吻幌

19（7）　Antennal　HI4．2－5．l　x　its　longest　hair．

　　一　Antennal　HI2．〇一4．2x　its　longest　hair．

20

22

20（19）Rostral　IV　O．9．1．1x　hind　tarsal　I．Rarely　with　secondary　rhinaria　on　either　antennal　IV　or

　　　V．Abdominal　tergite　V皿with　a　broad　pigmented　band　unbroken　mesially．From　P♂朋s．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿一＿＿＿＿．＿＿一＿＿＿＿C．伽ゲor肌osαηα

Rostral　IV1．4－2．O　x　hind　tarsal　I．　Often　with1－3secondary　rhinaria　on　antennal　IV　and／or

V．Abdominal　tergite　VIH　with　pigmented　band　broken　mesially．．．．．．．．．＿＿．．．。．．．．．．．．．＿。．．．．．．．．＿．．．．．．．21

21（20）Hind　tarsal　H2．5－2．6x　hind　tarsal　I　and1．5－1．6x　rostral　IV　which　beεrs8accessory　hairs．

　　　Hind　tibia13－14x　longest　hair　on　it．From　P加麗s．＿＿＿＿，一＿＿＿＿＿＿。＿＿．C．p〃冨碗nsザZorαe

　　－Hind　tarsal　II3．1－3．5x　hind　tarsal　I　and1．6－1．9x　rostral　IV　which　bears4－6accessory

　　　hairs．Hind　tibia6。541x　longest　hair　on　it。From　PZcεα。＿＿＿＿。。＿一＿＿＿＿C．n，⑳poハoeηs診s

22（19）　Hind　tibia12－14x　its　long¢st　hair．　＿

　　一　Hind　tibia4．5－11．5x　its　longest　ha廿．

23

24

23（22）Antennal　V　O．75－1．15x　VI．Rostral　IV1．7－2．O　x　hind　tarsal　I．Hind　tarsal　II3．6－3．9x

　　　hind　tarsal　I　and1．8．2．2x　rostral　IV　which　bears5－6accessory　hairs．From　P∫ceα．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C．ho漉

　　一Antennal　V1．60－1．85x　VI．Rostral　IV2．2－2．5x　hind　tarsal　I。Hind　tarsal　II2．3－2．7x

　　　hind　tarsal　I　and1．0－1．2x　rostral　IV　which　bears8－14accessory　hairs．From　P∫nμs．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C．orた漉α1診s

24（22）Media　of　forewing　only　once　branched．Forewing　pigmented　near　apex　and　near　apex　of　vein

　　　Culb．　Hind　tarsal　I［【1．3－1．7x　rostral　rV．　Secondary　rhinaria　distributed　on　antennal　I【11－

　　　3ヲIV1－2and　V　O－2．From　P♂ceα．＿＿．．．．＿。．．．．．．．．＿＿。．＿．＿．＿。．＿，＿．．＿．＿．＿＿．＿＿＿．．＿＿＿＿C．cos観α

　　一Media　of　forewing　twice　branched，wing　membrane　pale．Hind．tarsal　H1．6－2．2x　rostral　IV．

　　　Secondaryrhinarladistributedonantemal皿1－11，IVO－4andV1－2．FromA6諺es，丁餌gα
　　　an（1Cupressaceae．．．．．．＿．．＿．＿．．．＿．．．＿。．．．＿9．．、．．．．＿。．．．．．＿．．．．．＿．．＿＿＿．．．＿＿＿＿＿．の＿＿＿＿．．＿。＿＿＿＿＿＿り。＿＿＿．＿　25

25（24）Primary　rhinaria　on　both　antennal　V　and　VI　with　chitinized　rims。Processus　terminalis　with

　　　4subapical　setae．Hind　tarsal　H3。3－3。7x　hind　tarsal　I。From　Ts膨gα．．＿＿＿＿．．＿C．ozαωα診

　　一Primary　rhinarium　of　antennal　V　without　a　chitinized　rim．Processus　terminalis　usually　with

　　　only3subapical　setae．Hind　tarsal　H2．6．3．5x　hind　tarsal　I．．．一＿．．．．．．＿＿＿．．．．＿＿＿一＿．．。。＿＿＿26

26（25）Tibiae　black，in　marked　contrast　to　the　basal3／40f　the　femora　which　are　pale　or　mottled，only

　　　about　the　apical20％of　the　femora　dark　like　the　tibiae．Hind　tibia　rather　short（1．3－1．7

　　　mm），4．5－5．9x　longest　hairs（280－310μ）on　them．Primary　rhinarium　on　antennal　VI

　　　with　a　chitinized　rim．From　A漉s．。．．．．．＿＿。＿．．．．．．＿．．．．．．＿．．＿＿。．．．＿．＿。．＿＿．．＿。．＿．．．．．．．．．．C．η醜s翻協rα澱

　　一Tibiae　pale　in　the　middle　or　completely　black，in　which　case　the　femora　are　also　dark　over

　　　most　of　their　length，with　only　the　basa11／30r　less　paler．Hind　tibiae5．7－8．6x　its　longest

　　　hair．Primary　rhinarium　on　antennal　VI　without　a　chitinized　rim．From　Cupressaceae．一＿27

27（26）Tibiae　pale　to　dusky，rarely　dark　brown，except　for　the　distal　apex　which　is　dark　brown．Pr㏄essus

　　　teminalis10－30μ10ng，8－16％ofthetotallengthoftheantennalVI．Antennal皿300－

　　　450μlong，1．O－1．9but　rarely　less　than1．3x　diameter　of　the　siphuncular　cone．Antenna1
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　V160－200μ10ng．Longest　hair　on　abdominal　tergite　V皿130－210μ10ng．Hind　tarsal

　II240－330μIong，0．7－1．4，usually1．0－1．3x　diameter　of　siphuncular　cone．From　many

　Cupressaceae　but　particularly　Tゐ吻◎or∫en，孟α1♂s．＿＿＿．＿＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿＿．＿＿．＿＿＿C．6吻bガ1加α

一Tibiae　black，or　black　at　base　and　apex　and　dark　brown　in　middle．Processus　terminalis35・

　　80μIong，14－29％of　total　length　of　antennal　VI．Antennal皿350－600μlong，0．8－

　1．6but　rarely　more　than1．3x　diameter　of　the　siphuncular　cone．Antennal　V180－300μ，

　rarely　less　than200μ．Longest　hair　on　abdominal　tergite　V皿190－260μ．Hind　tarsal　H

　280－400μ10ng，0。6－1．2（usually　O．7－1．0）x　diameter　of　siphuncular　cone．From　C砂泥ssμs

　and　Jαπゆerμs．＿＿．。＿＿＿＿＿．＿．．．＿＿．＿．＿＿．．＿＿＿＿＿＿＿。＿＿＿．＿＿．＿．＿＿＿＿＿．＿．．＿＿＿＿＿＿。＿＿＿＿＿＿．．28

28（27）Hind　tarsal　II1．6．2．1（usually1．7．2．0）x　rostral　IV，which　bears5．8accessory　hairs．

　　　Antennal　II　bearing10－14hairs．Antennal　III1．2－1．6（rarely　less　than1．3）x　hind　tarsal

　　　II．Base　of　antennal　VI　O．8－1．3（usually1。〇一1．3）x　rostral　IV．Longest　hair　on　abdominal

　　　tergite　V皿0．9－1．2x　longest　hair　on　antennal皿．Radial　sector　of　forewing　often　not　reaching

　　　wing　apex。From　Cμρハessμs　and　Jμn，1ρerμs　spP。＿＿＿＿＿，＿＿＿一＿＿＿．＿＿＿＿一＿＿。＿＿＿＿C．∫刀esαぎ

　　一Hind　tarsal　H2．0－2。8（usually2．4－2．6）x　rostral　IV，which　bears4accessory・hairs．Antennal

　　　H　bearing7－11hairs．Antennal皿1．0－1．3x　Hind　tarsal　II．Base　of　antennal　VI1．1－1．7

　　　　（usually1．4－1．6）x　rostral　IV．Longest　hair　on　abdominal　tergite　V皿1．2．1．4x　longest　hair

　　　　on　antenna1皿．Radial　sector　reaching　wing　apex。From　Jμnゆe辺s　co肌η昭π♂s　and　J．rぎg♂dα，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．ノ碗ρeπ
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日本産オオアブラムシ属（同翅目：アブラムシ科）の

　　　　　　チェックリスト及び種の検索表

V．F．EASTop（自然史博物館）・宮崎昌久＊（農業環境技術研究所）

　　　　　　　　　　　　宗林正人（皇学館大学）

　オオアブラムシ属は針葉樹を寄主植物とするアブラム

シの一群で，世界で約200種が知られている。属として

は寄主関係において，また形態的によくまとまっており，

他からの区別が比較的容易であるが，種のレベルでは形

態的に近似したものが多く，分類及び同定上の困難が大

きい。日本産の種についてはINOUYE（1970）によって分

類学的な再検討がなされ，24種が認められ，無翅胎生雌

虫について検索表が与えられている。この検索表は，着

色した厚皮板の発達の程度に重きを置いているため，そ

してまた形質の種内変異の程度がおそらくは過小評価さ

れているために，使用の難しい部分がある。

　本研究では下表に示す31種について，無翅胎生雌虫お

よび有翅胎生雌虫の検索表が与えられた。これら31種の

内，5種は検査個体数が少なく，種名の決定には至らな

かったが，今後の研究の便に供するため，「species　A

～E」としてチェックリストおよび検索表に加えた。

チェックリストでは，日本産種に関する従前の論文に現

れた学名をすべて収録し，同物異名性など，本論文にお

ける扱いを明示した。

　日本から記載または記録された種の多くは，ヨーロッ

パから知られている種に形態的に極めて近似しながら，

しかし微妙な相違を示している。これら両地域の種につ

いて，わずか数個体の標本しか知られていない例が少な

からずあり，そのような種では形質の変異幅が不明であ

る。従って，日本のオオアブラムシ属の種構成について

は，未だに不確かな要素が多く残されている。この問題

を解決するためには，日本，ヨーロッパ，そして両者を

つなぐ中間の地域からの標本を多数蓄積し，解析するこ

とが必要である。また，細胞学的あるいは分子生物学的

な手法による解析も重要と思われる。

　なお，本研究は第一著者に対する日本学術振興会重点

領域外国人招聴（RC10514）に基づいて実施された。

日本産オオアブラムシ属種名一覧

種 名 寄　主植物 分 布

C㌦ceηzZ）ハαε　（SEITNER）

　ハイマツオオアブラムシ

C　sh♂々あINOUYE

　ヒメコマツオオアブラムシ
　（ゴヨウマツオオアブラムシ）

C。乙oα6αηαわe♂㎞OUYE

　ヤマベオオアブラムシ

C．e♂sμhoc　INOUYE

　アカマツミキオオアブラムシ

C。∫orητosαηα　（TAKAHAsHI）

　タイワンオオアブラムシ

C．oガe漉α1どs　TAKAHASHI

　トウヨウオオアブラムシ

C．μ痂dc7zsゲlorαe（EssIG　et　KuwANA）

　マツノエダオオアブラムシ

C　pZnがorη↓osαηα　（TAKAHAS田）

　マツオオアブラムシ

P加μs（ゴヨウマツ，ハイマツ）

P加砺（ゴヨウマツ）

P加μs（キタゴヨウマツ，チョウセンゴヨウ，

　　　ストローブマツ）

P加総（アカマツ）

P加αs（クロマツ，タイワンアカマツ）

P加πs（アカマツ）

P説μs（アカマツ，クロマツ）

P加膨s（アカマツ，クロマツ）

日本（北，本），ロシア，ヨー

ロツパ

日本（北，本）

日本（北），韓国，樺太

日本（本）

日本（北，本，九），韓国，中

国，台湾

日本（本），韓国，中国，台湾，

ネパール

日本（北，本），韓国，中国，

台湾

日本（北，本，四，九），韓国，

台湾，マレーシア，シベリア

＊現所属：蚕糸・昆虫農業技術研究所
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種 名 寄主植物 分 布

C．sor厩ε㎞OUYE

　クロマツミキオオアブラムシ

C．sp．B

C　chめ彦　（h曜OUYE）

　カラマツチビオオアブラムシ

C．ゐoc痂h“OUYE

　カラマツミキオオアブラムシ

σ1碗cJcolα（MATS㎜）
　カラマツオオアブラムシ
（二　1α7’δCぢS　（｝IARTIG）

　カラマツイボオオアブラムシ

C．hα髭o漉KoNo　et　INouYE

　ハットリオオアブラムシ

αloη帥ε吻s（MATS㎜A）
　ハネナガオオアブラムシ

C．瀧α診sωη襯rαηαHILLE　Rls　LAMBERs

　トドミドリオオアブラムシ

C．60dbcolα　（h可OUYE）

　トドマツオオアブラムシ

C　sp．A

C．sp．C

C　oos6α孟α　（ZETTERsTEDT）

　コナフキトビイロオオアブラムシ

σ　hor麗　（INOUYE）

　ホリオオアブラムシ

C」ρ∫ceαε　（PANZER）

　クロオオアブラムシ

C．n，卿poroεηS♂S（INOUYE）

　エゾアメイロオオアブラムシ

σp雇ηOSαe～0απa㎞O旺
　エゾマツオオアブラムシ

C．sp．D

C．02αωαどINOUYE

　ツガオオアブラムシ

C∫泥sα‘BLANCHARD

　イブキオオアブラムシ（仮称）

C㌦ブμ砺ρerど（DE　GEER）

　ネズミサシオオアブラムシ

α渉吻αガ1加α　（DEL　GuERcIo）

　コノテガシワオオアブラムシ（仮称）

C．sp．E

P説μs（クロマツ〉

P説μs

Lαr厩（カラマツ）

Lαr厩（カラマツ，チョウセンカラマツ）

Lαr‘κ（カラマツ，グイマツ，オウシュウカラ

　　　マツ，チョウセンカラマツ）

Lαr㍍（カラマツ）

A6♂es（トドマツ，オオシラビソ，ウラジロモ

　　　ミ）

A配es（トドマツ，モミ，チョウセンモミ）

A6εes（トドマツ，ウラジロモミ）

A玩es（トドマツ，モミ）

A配28（トドマツ）

A配es（モミ）

Pεceα（エゾマツ，トウヒ，アカエゾマッ，カ

　　　ナダトウヒ）

P∫ceα（エゾマツ）

琵ceα（エゾマツ，トウヒ，ヨーロッパトウヒ，

　　　カナダトウヒ）

P♂ceα（アカエゾマツ）

Pεceα（エゾマツ，トウヒ，アカエゾマッ，ヨー

　　　ロッパトウヒ）

P∫ceα（エゾマツ）

Tsμgα（コメツガ，ヒノキ〉

（勉∫）η2ssμs，eノμηゆerμs，C殺yz）60η泥海α

　　　　　　　　　　　（ネズ，イブキなど）

」μ砺pe耀s（ネズ，イブキなど）

丁覧吻α，Cαllど薦s（コノテガシワなど）

昭orハ昭α，％μ9α（カヤ，ツガ）

日本（本）

日本（北）

日本（北，本，九）

日本（北，本），韓国

日本（北，本），韓国

日本（北，本），中国，蒙古，

ヨーロツパ

日本（北，本）

日本（北，本），韓国

日本（北，本）

日本（北，本），樺太

日本（北）

日本（本）

日本（北，本），樺太，ヨーロッ

パ，オーストラリア，北米

日本（北），樺太

日本（北，本），中国，ロシア，

ヨーロツパ

日本（北）

日本（北），樺太

日本（北）

日本（本）

日本（北），ヨーロッパ，オー

ストラリア，北米，南米

日本（本州），台湾，ロシア，

ヨーロッパ，北アフリカ，北米

日本（沖），ネパール，ヨーロッ

パ，アフリカ，オーストラリ

ア，ニュージーランド，北米

日本（本）
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　　　　灘

霧

1。

欝

璽、．響、
　　，、懸輪麟　　　　　萎
　　　灘麟　　　　　　　　　　　　　　　　　垂
　　　　　讐　　　　　　　　　　　1

　　　響　　　　　1

α7zαrαceηめrαε（Kawayu，Hokkaido，27．V皿1962，

exP謝sμ而zα）

灘難　灘募　繍灘．

邊　羅

鶏
　嬢

雛

　　　　　　　　　　　　　　　灘縣螺顯　無

灘謹　　謹　蒙難　　　纒灘

鍵鰯螺，聾難灘　・・

　　　醐灘

2．　（二　cεη乞Z）rαe，㎎）6e7rα　（ditto）

照薇繊

鵬『
　3．C　ch痂（Kawakami，Okayama，24．VI【．1975，ex

　　　Lα鷹1⑳ol⑳S）

囲謹

4．　C。ch提）‘，｛ψ孟erα　（ditto）

灘羅羅難羅i

鐵

〆灘』『

一脚騨蜘

馨

獣

5．

親　　碑

襯
　　　　　』
　　　　　』　　㍗　　　侶

　　鞭難
　、
　　　響

鰹　∫

勝
驚
　　懇

鱗．
『灘

C　cos渉α6α（Mt．Odaigahara，23．V皿．1971，ex．P♂ceα

sp．）

灘難騰

6．　C㌧cos6α6α（Bibai，Hokkaido，10．VI．1969，ex　P記eα

　　α厩s）
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欝

譲

　　　　　　　　　　　　　、蹄
7．C。αs曲oe（Ise，Mie，14。V．1978，ex　Pεnμs

　deπsげZorα）

轍

8．　C。eオsz6hoe，αP孟〔37rα　（ditto）

．幽

醗

　　　　　　琢灘　
　　　　　　　　観懸

　灘　　欝鋒奪

躍1
灘

難

繕　　鰻

灘鱗灘．

寂慰

灘
購購難懸i

9．　C。∫orη30sαηα（Hirao，Osaka，29．IV．1960，ex　P加μs　10．　C．∫orη乙osαηα　（Osaka，23．XII．1956，ex　P♂nπs

　渉hμnわe7巻「あ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sp．）

灘

襲
譲

韓鯉

欝

箋

鰻

11．α∫rεsα‘（Sapporo，Hokkaido，7．VII．1970，ex　12．（叉∫rεsαぢ（lse，Mie，23．XI．1980，ex　J槻ゆε辺s

　Jμnゆeπ6s　co7z∫επα）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ch〃zeηs∫s）
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舞

撒

嚢
13．

蒙 鑛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、“曽縷　　毒

C．hα渉60漉（Mt．Kirishima，Kagoshima，29．VII．　14．

1971，ex　Tsα8’αs診（めoldlあ）

C．hα材or麗　（Ebetsu，Hokkaido，23．

A6∫es　sαchα1∫nεηs∫s）

　　蘇灘
響灘難蓑
　　　辮

　鮮

鐵灘

VI．1966，ex

藻

15．

　i難騨鷲i

灘

籔 醐鵠覇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騒灘

C．hoch‘（Tomakomai，Hokkaido，24．VI：L1962，　16。

exLα鷹Zeμol吻S）

懸雲鰯鞘

αゐoch∫（KoumiヲNaganoヲ6．VI．

lep渉oZep∫s）

1960，ex　Lαπκ

羅1『

17．α1αrεcどoolα（Kiyosato，Yamanashi，25．Vml．1970，

　　　exLα鷹Z餌oleμS）

難
響
　18．

繊
醸、

灘

難

報
　　難轍　　　聾

C　lαr♂cεcolα（Kiso－fukushima，Nagano，2VI．1985，

exLα鷹1餌olβρ∫S）
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講織
溝

難

19。C　loη8ゆεηπ♂s（Shimodate，Ibεぼaki，25．IV．1986，

　　exCんαmαecツP醜so伽sα）

20．　0。lon81ρε7z庇s（Kobe，Hyogo，27．X．1956，exA6♂εs

　　sp．）

，難難

灘

灘

21，σmα醜η麗απα（Mt．Kirishima，Kagoshima，29．

　　VIL　1971，ex　Tsz6gα　sp．）

縄

難

轟・

22．　C．ηzαオsz♂ηzμ7rαηα，αp渉e刀α　（ditto）

幽

　　　鰍
麟鯛軸

灘熱灘

23。　C．nρρporoεns∫s（Bibai，Hokkaido，16．V：L1969，

　　ex　PZ6eαα～ガεS）

轟聾難聾講羅
　　　　　　　　轍
醗

　　鞭灘
灘　　。

苺轟
　懸

雛

鍵

　黎
灘

鎗

薩騨睡
　　　　　　欝懸

　　　辮馨騨
　　　　　　馨
　　　　

1鞘鮒
　講灘撫　　贈購

．
鰯
縣

　　　　　鱗
　　　　　　　　　　　　　、職麟雛

難纏欝
鎌

24．C。ηρρpoハoeηs♂s，α碑rα（ditto）
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25．

鍵
謎
．

欝㌶

轍，

欄　釜購羅

嚢
　　　　　　　　　
　　灘難　　鍵

鞘欝轍
難麗

　　　F灘

　　　　羅

難

寒
難羅

C　oパenオα1どs（Lake　Shikotsu，Hokkaido，23．VI．

19弓4，ex」Pどα3αブe20eηs‘s）

灘
霧

灘

繍

囎
灘

26．C　orごe彫α1♂s（Oizawa，Yamagata，30．V皿．1964，

　　exP珈sdセπSザlorα）

27。

繍

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢

C　o～αω碗（Mt．Ishizuchi，Shikoku，10．V皿．1969，

exTsμ9αsp．）

、難

28．　（二　〇～αωα♂，αρ6eハα　（ditto）

　　　　羅

　　さ

國
　　　　灘

　　　　　閣

29．　C．pごceαe（Ebetsu，Hokkaido，20．VI．1936，ex　P♂ceα

　　cαηαdeπsどs）

餓輪灘鱒難難黙響鰍

灘

辮 灘

灘
30． C。μceαe（Mt．Daisetsu，Hokkaido，11．V皿．1970，

exP♂ceαμ0ε蔵S）
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31．

鄭

総糠

．講

壷駐
・難難鍵鷺

縣 蕪灘

融 　　灘　癬　　　　　灘

灘懸繍

C㌧jp〃z♂de7zsど∫Zorαe（Niigata，13．XI．1976，ex　P〃z麗s

sp．）

灘鍵毒鶉

難灘、

難、
隷
騰
　

雛』

　　灘難

灘難灘

無
　　　　灘

32．　C。p〃πdlen，sゲlorαe（Kiso－otaki，Nagano，7．V皿．

　　1976，ex」Pどημs　dleηs諺∫lorα）

麺

豊

灘

33．

灘

撚

C．μηザor規osαηα（Tanashi，Tokyo，17。V，1984，

exP伽s鹿ηsザZorα）

灘

難

簸
毎茎

灘

榊蓮搬羅馨鞭
　　　　難

34．C、p厩∫ormosαηα（Utsunomiya，Tochigi，21．V．

　　1966）

購

嚢

す

羅　糞
　や　’A　、　“

難
婁藝

鶴き

35．C　pr膨加osαe20αηα（Kuriyama，Hokkaido，6．VI．

　　1964，ex　P♂c召αノε20eηsεs）

灘

灘

叢 　　灘一、臨黛．

螺霧
欝’

36．　（二p耀加osαe～oαπα　（Ebetsu，Hokkaido，1．VII．

　　1937，ex、Pぢcεα8』Zεhπ記）



24 農業環境技術研究所資料　第22号（1998）

黛
噸

、私 詩

37．

ご響、
＼響∠

〆

．－

＼
　　　　。　　　朝

　　　　　』
　　　　㌦

蛎

撫

’1

轟．　曝

梅

噸

鰍

〆
ぜ

輪　　，

C．sh♂吻あ（Kobe，Hyogo，23．X．1960，ex　Pぎnπs

Pαroザlorα）

㌢

　　’／
添／

、一

驚晦

＼

38。（二sh吻房（Mt．Apoi，Hokkaido，28．VI．1967，ex

　　P伽spα漉∫lorα）

！，繁

夢
畢

1〆

顎噸

群

｝

39．　C。sor〃z∫　（Osaka，29．IX．1963，ex」P諺ημs　sp．）

挙、

摯
轡く．　ル’

　40． C．

sp．）

溝

　　　　　　　　〆

　　　　　　　　縣　　　、憲欝講

　　　　、躍・熱醜灘縄
麟　　繍　、，・妻－蕊醗聾

　　　　　　　　　　　　　篭藩
　　　　　　　　　　　　　灘懸聾．．’

sor謝（Taki，Mie，13．VIII．1961，ex　Pど照s

砺
ウ

鍵魂職驚
灘
恥　蝋盛穐

ン〆

　叫“

　　’ンく’

窮勲緬
鯉
．
ト
、

潔野

章

41．　C60dlocolα（Bibai，Hokkaido，27．VL1969，exA配es

　　sαchα1伽πs♂s）

42．C．60docolα，α碑rα（ditto）
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羅 麟講

43．C．渉odocolα（lse，Mie，24．VI．1975，ex　A漉s　sp．）　44．

観
騰難欝

難

　　』．鑛轄騰『

獄

縫

　　講

灘

C．如∫αガ1加α　（Tokyo，IX．

o漉漉αZ♂s〉

顛

1982，ex　Th那ブα

　　灘
灘華1．

〆

45．　C．、乙oα孟αηαZ》e‘　（Esan，Hokkaido，1．ix．1967，ex

　　P♂肱spα漉！loηα）

鎌　鱗鱗藤難畑難螺繍

一懸難難灘嚢
　　　　　　難

灘贈鍍

46．

　　　　　　　　難

　　　　　　　　灘華．、

　　　　　　　照

C．乙oα診απαZ》e♂　（ditto）

灘鱒

難羅

幾
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マメハモグリバエ寄生蜂の図解検索

農業環境技術研究所昆虫分類研究室小西和彦

はじめに

　マメハモグリバエLかめ配拶αかがo痂（Burgess）は1990

年頃から侵入害虫として日本で問題になり，それ以来各

方面で寄生蜂の調査が行なわれてきた。その結果，現在

までに，在来の寄生蜂が少なくとも28種確認されている

（表）。

　寄生蜂に関しては，一般向けの同定の手引きや図鑑の

類が無く，同定は専門家に任せるしかない状況にある。

しかも，マメハモグリバエ寄生蜂は一回のサンプリング

で複数種を含む多数の個体が採集されるので，サンプリ

ングのたびに多量の標本を全て専門家に送って同定依頼

するのは能率的でない。そこで，分類の専門的知識がな

くても誰でも同定できることを目標に，マメハモグリバ

エ寄生蜂の図解検索を作成した。また，検索の後に各種

の標本写真を掲載し，標本写真で似たものを探して見当

を付けた後，図解検索で確認するという方法も採れるよ

うにした。生物農薬として利用されている在来寄生蜂の

D診glyph総乞sαeα，および海外から導入されたDαcη醐α

sめ薦cαも検索に含めた。

Eulophidaeヒメコバチ科

　Eulophinae
　　9。Pη♂9α1どosp．

　　10．Heηz♂μαrsεn，μs　oαガcorn．どs（G辻ault）

　　11．P♂9卯加s磁eα（Walker）
　　12．Z）♂gl塑hμsη励oe邸s（Walker）

　　13．Z万gllypん衡s　p況s窃ε泥s諺s　（Erd6sα：Novicky）

　　14．jD♂gl鰹）hμsα1配scαpμs　Erd6s

　Elachertinae
　　15．S診εηo況es如sブαρo痂c那s（Ashmead）

　　　キイロホソコバチ
　Tetrastich士nae

　　16．Oo脚劉ssp．
　　17．Qωαdrαsあchμs　lか∫oη乙ly2αe　HanssonαLaSalle

　　18。　Qμα（かαsあchμs　sp．

　Entedontinae
　　19．　Pεd♂oZ）∫μs　sp．

　　20．Ch型sochαrεs　p傭heμs（Walker）

　　21．Chπysochαr♂s　pμ配cornお　（Zetterstedt）

　　22＿4ρ1餌oか⑳s臨mα顛（Kamijo）
　　23＿漉och耽ysocんαr♂s　ohαzα履Kamijo

　　24．漉㏄h型soch硫s∫orη30sα（Westwood）
　　25．八セoch耽ysochαrどs　sp．

　　26．Cん7tysoπo渉oηzly♂α砂oηα診αe　（Ferri6re）

　　27．Cんπysoηo護oηZly∫αsp．

　　28．αos6erocerμsかご∫αsc‘伽s　Westwood

　　29．Asεoo伽ε漉αs（Walker）

＊在来種ではない。

表　図解検索で扱ったマメハモグリバエ寄生蜂のリスト

Braconidaeコマユバチ科
　Alysiinacハエヤドリコマユバチ亜科

　　1．Pαcη，μsαηゆpo擁cαTakada

　　2．Pαcn，κsαsめ加cαTelenga＊

　Opiinaeッヤコマユバチ亜科
　　3。　Cや診μS　SPP。

標本の取り扱い

Eucoilidaeツヤヤドリタマバチ科
　　4．KZe顔loオoη1αSP．

　　5．　Groπ060ηzα　SP．

Pteromalidaeコガネコバチ科

　Miscogasterinae
　　6．　81pheg♂9αs犯r　hαη麗孟9αr♂oorαIshii・P’て

　　7．Hα1診♂c曜erαcかoぬs（Walker）

　Pteromalinae
　　8．Tr∫oんo醗αZρps♂s　o耽y2αe　KamijoαGrissel1

　同定を正確かつ容易に行うためには，何よりも標本の

状態が良いことが必要である。標本にゴミやカビが付着

していると同定に必要な部分が隠れて見えなくり，また，

腐った標本は壊れやすくなる上，変色して色彩パターン

がわかりにくくなる。飼育容器の底に放置された寄生蜂

の死骸はそのような状態になっていることが多いので，

これを避けるためには寄生蜂を生きているうちに回収す

るのが最善である。

　標本は乾燥でも液浸でも同定に差し支えないが，慣れ

ないうちは乾燥標本を台紙に貼り付け，この台紙に昆虫

針を刺し，いろいろな方向から標本を観察できるように

した方が良い。台紙は薄いケント紙を，高さ約l　cm，底
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辺3～4mmの長三角形に切って作る。この台紙の尖っ

た頂点に接着剤を少量つけ，虫の胸部側面か腹面に貼り

付ける。このとき，接着剤が多すぎて虫体が接着剤に埋

まってしまわないように，また，脚だけ又は翅だけに貼

り付けて標本が落ちやすくならないように気をつける。

　コバチ類を殺して通常の方法で乾燥させるとほとんど

の場合虫体が変形し，ひどいときには全体的につぶれて

生きているときとは雰囲気が大きく変わってしまうが，

このような状態でも同定には支障ない。つぶれていない

乾燥標本を作る場合には，生きたコバチ類をエタノール

に入れ，殺虫して保存し，以下の2つの方法のいずれか

を採用すると良い。すなわち，臨界点乾燥機で乾燥させ

るか，あるいは，エチルセロソルブまたはイソプロピル

アルコールに約8時間浸し，その後キシレンに約5分間

浸渣した後乾燥させる。

検索表使用上の注意

　同定依頼のために送られてくるマメハモグリバエ寄生

蜂の中には，しばしば，アブラムシに寄生するアブラバ

チ類や，マメハモグリバエの卵に寄生する蜂としては大

きすぎるタマゴバチ類が混ざっている。これはサンプリ

ングの際に，マメハモグリバエが侵入している葉にっい

ている他の昆虫を採集してしまったためと思われる。し

かし，この検索表には，マメハモグリバエに確実に寄生

していたと思われるものしか含まれていない。寄生蜂の

科が同定できればおおよそ何のグループに寄生するのか

予測できるが，ハチ目は全般的に科の同定が難しく，簡

単に引ける検索表もないのが現状である。このため，サ

ンプリングの際にはマメハモグリバエおよびこの寄生蜂

以外の昆虫が混入しないよう極力注意しなければならな

い。

　この検索表には，検索表作成の時点までにマメハモグ

リバエから得られた全ての寄生蜂が含まれているが，今

後新たな種が加わる可能性は残っている。たとえ検索表

でどれかの種に行き着いたとしても，それまで自分で同

定したその種の標本と雰囲気が違うとか，標本写真と雰

囲気が違う，といった場合には迷わず専門家に同定を依

頼すべきである。

　寄主であるマメハモグリバエ自体，体長2mm程度の

小さな昆虫であるので，当然その寄生蜂は寄主と同じか

それより小さく，微小なものばかりである。そのため，

同定に際しては，高倍率が使え，解像度の高い顕微鏡が

必要である。また，良い顕微鏡を使っても，しばしば，

見たい部分がよく見えない場合がある。そのような時に

は，光を当てる角度を変えてみる，反射光でなく透過光

で見てみる，多少分解してみる，あるいはプレパラート

にする，といった工夫が必要となる。

　色彩は標本の状態によって変わる可能性がある。特に，

白色や黄白色の部分は変色しやすく，乾燥の状態によっ

ては黒っぽく見えることがある。必ず他の特徴について

も参照する必要がある。

鞭節

中体節
後体節

頭部

＼

、9

鞭節
　梗節
／
　　　柄節

梗節

み丙節

前伸腹節

　　　　　　繋即
棍棒状部

㍉．

図　寄生蜂の体節（左側）および触角の節（右側）の呼び方
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用語解説

　体節：この検索表で扱った寄生蜂は，全てハチ目の中

の細腰亜目というグループに含まれる。このグループの

ハチは，図（左側）のように腹部第1節が胸部と密接に結

合し機能上も外見上も1つのかたまりを形成して，腹部

第1節と2節の問が細くくびれている。このため，一見

すると胸部＋腹部第1節が胸部，腹部第2節以後が腹部

のように見え，以前そのように呼ばれていたこともある

が，最近では前者を中体節（mesosoma），後者を後体節

（metasoma）と呼ぶのが一般的になっている。腹部第1

節は特に前伸腹節（propodeum）と呼ばれる。以上をまと

めると以下のような式になる。

　　　中体節＝胸部＋前伸腹節（＝腹部第1節）

　　後体節＝腹部一腹部第1節

　触角の節（図，右側）：一般に触角の基部から第1節を

柄節（scape），第2節を梗節（pedice1），それより先の節

を鞭節（flagellum）と呼ぶ。鞭節先端の1～数節が他の節

より多少太く，一塊りになっている場合，それを棍棒状

部（club）と呼び，棍棒状部を除く鞭節（即ち，棍棒状部と

梗節の問の節〉を繋節（funicle）と呼ぶ。棍棒状部を形成

する節数は様々で，同属内でも種によって異なる場合が

ある。触角全体の節数が同じでも，棍棒状部の節数によっ

て繋節の節数が変わる。
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研究所の前藤薫博士（コマユバチ科），京都府立大学の阿

部芳久博士（ッヤヤドリタマバチ科）に深謝申し上げる。
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ただいた。また，写真撮影用の同定標本をご恵与下さっ

た北海道大学の池田英司氏をはじめ，採集にご協力いた

だいた関係者各位，標本を送付して下さった各県の関係

者の各位に御礼申し上げる。
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図解検索

科の検索（1）

前翅

縁紋がない

縁紋がある

縁紋がない

＼

翅室（翅脈に囲まれた部屋、△で表示）

が3つ以上ある

触角

翅室（翅脈に囲まれた部屋、△で表示）

が1つ、またはない

1110
　18

17

16

15

14

　13
　　　　　　　　　　4
　　　　　　　　5
　　　　　　7　6
11　10　9　8

　　触角は16節以上

3
21

13

12
9　8　7

　　6　　　5　　　4
7

6　5
　　　4
　　　　3　　　　　21

3　　2

12

触角は13節以下

1

2
コマユパチ科

4
科の検索（2）
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　　　　　　　　　1

　　　　　　　　曹

コマユバチ科Braconidae

前翅

翅脈がある 翅脈がない

頭部

⑪　　　◎
6s　　§

θ　　　　　　　　　　　o

大顎の歯は内向き

大顎を閉じると左右の大顎が互いにふれあう

大顎の歯が外向きについている

大顎を閉じても左右の大顎がふれあわない

3．0ρ砂S　SPP、 3
Oacησsa属
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　　　　2

　　　・曹

Dacησsa属

前翅

雄の縁紋は幅広

縁紋は雌雄とも細長い

♂

、．＿

♀

後体節背面図

－ ×

／耽

　～

ハ
l
l
て

￥璽

Uハ
モ ul 臼1μ

11 ll 1　　ノ

τ

第1節背板は密な

毛に覆われる

　へ

　、

レ

　　　第1節背板の
1毛はまばら

1ノノ＼1

1ハll川1
1u口、1ノ

　　　　　　↓

1．Oacησsaη4）ρoη1ca

1川1け〆〆ノl
l　l〆　　　　　ノ

　　　　　↓

2．Dacησsa　slb1〆1ca
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　　　1

　　　尋

科の検索（2）

前翅

1

，’

翅脈がない 翅脈がある

中胸背面図

－

，ノ

＼
、

〉ノδ

’／

憩

、
、

中胸小楯板は平坦か

膨らむだけで、特殊

な構造はない

⑤ 中胸小楯板にはテーブル状

で真ん中に窪みがあるディ

スクと呼ばれる特殊な構造

がある

6 5
科の検索（3）

（コパチ上科）

ツヤヤドリタマパチ科
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　　　　　　　　　　　　4

　　　　　　　　　　　　0

ツヤヤドリタマバチ科Eucoi”dae

　　（タマバチ上科Cynipoidea）

前翅

ノ

前縁に翅脈がない 前縁に翅脈がある

　　　　＼

弱い切れ込みがある 切れ込みはない

中胸背面図

．ーソ

　！

溝はなし、
溝力くある

ディスク

カく細長し、

鋤 中胸小楯板に　　ディスク

縦緻がある　　　は幅広

　　　　凸

4．κノeldofoma　sp．

～
ヤ

、一

’

⑤

ノ

中胸小楯板に

縦織がなし、

　　　　号

5．Gπ）ηofoma　sp．
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　　　　　　　　4

　　　　　　　　0

　　　　科の検索（3）

コバチ上科Chalcidoidea

35

脚

ノ

ふ節は5節

1
2
3

1
　2

　　3

ふ節は4節
4

角虫角

　　　　ー

　　　ノ

騨／繋節、＼
　　　　6　5　4　　3　2　　1

　　棍棒状部　　繋節
　　　　1、＼／＼

　　　　　　　654321

　　　　　　　　　　　柄節

　　　　　触角の繋節は6節

梗節

柄節

梗節

　　　　

∠＼／讐／梗節

　　　　　　　　三節↑

棍棒状部∠

柄節

梗節

4　　　3 2 1

触角の繋節は4節以下

柄節

　　　◎

　　　7

コガネコバチ科

　　　0

　　　9

ヒメコバチ科
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　　　　　　　　　　　6

　　　　　　　　　　　ウ

コガネコバチ科（1）Pteroma”dae

－

，ノ

　　後体節第1節の柄は見えない

頭部正面図

　　　　　　　　　　　ノ

　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　’　　　　1

　　　　　　　　　　　　0

　　　　　　　　　　　◎◎

　　　　　　　　　頭楯前縁に突起がない

　　　　　　　　　　　　号

　　　　　8．7万cゐoma，oρsた30り∠zae

後体節第1節は棒状の柄になっている

　　　　　⑧　o

　　　●　6

頭楯前縁に一対の突起がある

　　　　号

　　　　8

コガネコパチ科（2）
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　　　　　　7

　　　　　　0

コガネコバチ科（2）

後体節側面図

ノ

第1節（柄）が長い

長さは幅の約3倍

第1節（柄）が短い

長さと幅はほぼ等しい

前伸腹節背面図

ノ

／

．網目状の表面構造を持ち、

縦の隆起線はない

9

へ

奄

表面は平滑で、

縦の隆起線がある

6．Sρねeglgasferゐamμ9σ〃vora 7．月a1〃coρfera　c1κ｛〃σS
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　　　　　　　　6

　　　　　　　　0

ヒメコバチ科（1）Eubphidae

前翅

　　　　　－
　　　　，ノ

翅脈がつながっている
翅脈が折れている

　　　↓

　　10

ヒメコパチ科（2）

　　　↓

　　16

ヒメコバチ科（5）
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体色

　　　　　9

　　　　　0

ヒメコバチ科（2）

黄色。頭部、後胸背板、前伸腹節、

後体節第3節背板に黒色斑紋あり。

少なくとも頭部と中体節は黄緑色か

ら暗緑色で金属光沢がある。

10

触角

ノ

　　　　　　　　繋節
棍棒状部／ 梗節

，ノ

胸部背面図

梗節

4　　　3 2 1

棍棒状部

∠＼芭／梗節
柄節

柄節

　　　2
　　　　　　1
繋節は4節 柄節

2　1

繋節は2節

または4節

－

溝が中胸楯板

後端に達せず

途中で消える

溝が中胸楯板

後端に達する

ヲ
9

　　　　　　　　中胸小楯板に一対

　　　　　　　　の縦溝がある
　　　　　　　号

　　キイロホソコバチ

15．Sオeηomes1σs／aρoηiごσs

／

＼

グ

　縦溝がない　　　　　　縦溝がある

中胸小楯板の縦溝は無いものと

あるものがいる

　　　　　号

　　　　　11

ヒメコバチ科（3）



40

11

触角

農業環境技術研究所資料　第22号（1998）

　　　　　　10

　　　　　　曹

　ヒメコバチ科（3）

　　　　　　　ノ

　　　　　　，1
　　　　　　　’繋節

棍棒状部∠ 梗節

　　　　　4　　3　　　2　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　柄節
　　　　　　　　　　　　　　　♀

　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　4　　3　　2
　　　　　　　　　　　　　♂

繋節は4節で，雄の触角は枝分かれしている

棍棒状部

∠＼芭／梗節

2　1 柄節

繋節は2節で，

触角は雌雄とも枝分かれしない

胸部背面図

－

，ノ

〈

’／

＼

、

中胸小楯板に縦溝はない

　　　　　↓

　　　　12

ヒメコバチ科（4）

刻

中胸小楯板に一対の縦溝がある

　　　　　↓

　　　　　13

　　0勺ウρ加s属
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雄の触角

　　　　　11

　　　　　曹

ヒメコバチ科（4）

12

！

触角の枝の側縁は鋸歯状で

なく長い毛が生えている
触角の枝の側縁は鋸歯状

雌の触角

劉

’
全体黄褐色

大部分黒褐色で

先端は白色

前伸腹節背面図

ノ

o o
0 o

縦向きの隆起線がある

　　　蚤

9．Pη〆ga〃o　sp．

　　　縦向きの隆起線がない

　　　　　　　凸

10．1》emiρfarseη〃s　va”co，7つ1s
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13 　　　　　11

　　　　　0

D／gヶρ加s属（1）

脚

69，

脛節はほとんど黒色

／
脛節は全体白色
で黒斑はない

脚は黒～暗緑色

後脚腿節に暗色斑紋

があるものもいる

脚は白～黄白色

後体節背面図

ノ

後体節は雌雄共全体黒色～暗緑色

号
14

斑紋

雄の後体節は黒色～暗緑色で茶

色がかった白色の斑紋がある

雌は全体黒色～暗緑色

　　　　　号

　　　　　15

0＠lyρ加s属（2） D勺lyρ加s属（3）
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　　　　　　13

　　　　　　曹

Oig加ρ加s属（2）

14

前翅が細長い

長さは幅の2．4～2．7倍
前翅は幅広

長さは幅の2．1倍

　　　　　　　1：’
　　　　　／　　　　　　　　ノ　　　　　ノノ　　　　　　メ
　　　　　〆をくグつニシ

＿〆1一影多多チ

・鷺猶

毛の列が曲がっている

　　　　　　　　チ　　　　／■77　価一■／

　　／〆／　ヲプ／一
　　　　　／！／／！ミ

　　毛の列は直線上

　　　　　　↓

11．Oig躰）わσs　lsaea 12．01g加）わσs　m1ηoeσs
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15

前翅

　　　　　13

　　　　　　ψ

Dig1γρ加s属（3）

前翅は細長い。長さは幅の約2．5倍 前翅は幅広。長さは幅の約2倍

後脚

腿節は通常全体黄白色

　　　　　＼

腿節中央部は広く緑色

　　　　　　　　　　、
時々、基部付近に淡い黒色

斑がある個体もいる

　　　　　　　↓

13．019肋oわ｛ノSρσsz’eηs1S

　　　　　　　↓

14。D19躰）わσs　aめ1scaρσS
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胸部背面図

　　　　　9

　　　　　0

ヒメコバチ科（5）

16

1

，’

溝が中胸楯板

後端に達する

溝が中胸楯板

後端に達せず

途中で消える

＼
中胸小楯板に一対

の縦溝がある
縦溝がない

17
ヒメコバチ科（6）

19
ヒメコバチ科（7）
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17 　　　　　16

　　　　　0

ヒメコバチ科（6）

体色

ノ

，ノ

体は全体暗緑色で、金属光沢がある

　　　　　／

頭部は黄白色
’

－

中体節は茶色で黄

白色の斑紋がある

＼
後体節前半は黄白

色で後半は茶色

金属光沢はない

　　　　↓

16．Oomyzσs　sp． 18

Qσadras〃c加s属
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　　　　　17

　　　　　　0

Q〃adAas〃o加s属

18

色彩パターン（背面図）

中胸盾板はほ

とんど茶色

中胸盾板はほとんど黄

褐色で前方のみ茶色

　　　後体節は末端ま

　　　で茶色
iii婆／

　　　後体節末端が黄褐色

　　　の個体が多い
………………シ！

　　　　　↓

18．Qσad〆asflcんσS　SP・

　　　　　　　↓

17．QσadAas”c力σs””omyzae
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19
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　　　　16

　　　　　曹

ヒメコバチ科（7）

前翅の翅脈の長さ

　ノ
，ノ

　a

～ぶ
多

寧懸　　一　　■　　1
　　■　　』

a＞b a＝bまたはa＜b

a：縁紋脈の長さ

b＝枝脈の長さ

　　　↓

　　　20

ヒメコバチ科（8）

　　　　↓

　　　22

ヒメコバチ科（10）
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　　　　　19

　　　　　　ラ

ヒメコバチ科（8）

49

20

前胸背板背縁

ノ

，’

ノ

隆起線に縁取られる 隆起線がない

　　1
　　モ
0　㌧　　＼＼

O＼

。／

＼Q　＼、

　　　　↓

　　　21

ヒメコバチ科（9）

　　　　　　　　↓

21．Cわノysocわa〃sρσわ1co’η1s
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21

前伸腹節の隆起線

　　　　　20

　　　　　　曹

ヒメコバチ科（9）

0 も
ρ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　無し、

後方で二叉し，前伸

腹節後端に達しない

　　　　　　　　　↓

　20．Oりαsocわa”sρeη酌eσs

前方で二叉し，前伸

腹節後端に達する

ある

　　　　　　　↓

22．Aρ1e静oかoρ1s　kσmafa1



マメハモグリバエ寄生蜂の図解検索

　　　　　19

　　　　　　ψ

ヒメコバチ科（10）

前伸腹節背面図

　　　　　　　　　　　　　　　ノ　ノ

　　　明瞭な隆起線がある

　　　　　　　6

　　　　　　　　　　　　ノ

　　　　　　　　　　　　↓

　　　　　　　19．Ped70b如ssp．

o

明瞭な隆起線はない

　　　　● ■

　　　　↓

　　　　23

ヒメコバチ科（11）

　　51

22
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23

前翅

　　　　　22

　　　　　　曹

ヒメコバチ科（11）

毛の列が1列

一一一ト

！ 1

，ノ

1

毛の列が1列

1’一’，ゴ．

y’
／

縁紋脈 斑紋が1っ

毛が列になっていない

　　斑紋が3っ
斑紋が3っあり、縁紋脈から毛

の列が1列でている。

斑紋がない

28．C／osferoceπノs　f〃角sclafσs

斑紋はないか、あっても1つ。縁紋脈か

らの毛の列は1列、2列、またはない。

　　　　　　　　↓

24
ヒメコバチ科（12）
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前翅

　　　　　23

　　　　　　ウ

ヒメコバチ科（12）

毛の列が1列

24

『層声

〆

1

，！

1

毛が列になっていない

毛の列が2列

〆！〆’！’”一
〆

、　、

へ、、．、

脚

！

｛ρ1
瓢・

！

鄭

馨
真

・ム6

前中後脚の腿節は白～黄白色

黒斑を持つものもいる

・盤

　　　翌
　　　　　　ゆ簿‘
　　　　　　・：・勃’・　　●茜
　　　　　　3：矩。　　　　窮　　　　　靴㌘．　　　　　’
　　　　　ン娼㌧’馬

　　　　　錨　　　謹
　　　　響　　　　灘
　　　　、申　　　　蟹．

麟拶
前中後脚の腿節は全体黒褐色～黒

号
27

◎
25

戸》eOC加ysOC力a〃S属 ヒメコバチ科（13）
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25　　　　　　　24
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹

　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒメコバチ科（13）

前翅

　　　　　　　　ノ

　　　　　　，’
　　　　　　　　・　毛の列が2列　　　　　　　　　　　　　　　毛の列が1列

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油ご　　　　　　　　　　　　　　　　〆■－’1’”一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，r
　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プロ

　　　　　　　　　　　　　　　＼　　』餐

後脚の色彩パターン

　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コギリ

　　　　　　　　　　　　　　　　・　＼　　　　　鐙◎

　　　　　　　　　．藪、　　　　　　　　　　　灘　　　卜
　　　　　　　　　蹴　　髪　　脛節

　　　基節餅懲櫛　　　　　薄．
　　　霧騨　　醗／蕊　　　．　　　　楓

　　　　　基節から脛節まで全体黒褐色で、

　　　　　ふ節は黄白色　　　　　　　　　　　　　　脛節は少なくとも先端付近が黄白色

　　　　　　　　　　　　　↓　　　↓

　　　　　　29・Ase・・dese加as　　　　　　　　　　　26

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C肋／soηofomyla属
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　　　　　　25

CわαS．η漫．myla属
26

後脚の色彩パターン

へまダ

鵜
貿

腿節は黒褐色

脛節は大部分黒褐色

で先端だけ黄白色

．／

脛節は大部分黄白色で基

部付近がかすかに黒ずむ

　　／

腿節は黒色で金

属光沢がある

前翅の斑紋
－－〆

斑紋がある 球正糸文ズジない

中胸小楯板の毛

－

雄の後体節背面図

毛が1対ある

ノ

！

＼

＼
』恩

マ

1（’

毛が2対ある

全体黒褐色

　　　　　　　　◎

26．Cカノysoηofoη？yla　lyoηeflae

、褐色の斑紋がある

27．Cわη〆soηoオoη？yla　SP．
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27

後脚
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　　　　　　　　24

　　　　　　　　ウ

ノVeoo厨ysoc力a〃s属（1）

臨，

雌の後脚腿節には斑紋がない 雌雄とも後脚腿節に斑紋がある

前翅

！

！

細長い

幅広

中胸背板の表面構造

ノ

ノ

表面構造が弱く、つやがある。

　　　　　　　　◎

23．八’eocわり／socわa〃s　o’〈aza’〈〃

細かな表面構造が密にあり、

つやがない。

　　　　◎

　　　28

ノVeoc加γsoc胎〃s属（2）



前翅
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　　　　　　　27

　　　　　　　　ウ

，Veoo加ysooわa〃s属（2）

雌の前翅に斑紋がある

中胸背板の表面構造

llが明瞭

　　　　　比較的強く彫刻される

　　　　　　　↓

24．八’eOCわつ〆sOCんa〃Sえ）rmoSa

　　57

28

雌雄とも翅に斑紋がない

1溝は浅く

不明瞭

　比較的弱く彫刻される

　　　　　　↓

25．八’eocわ1〕〆soσわa〃s　sp、
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マメハモグリバエ寄生蜂各種の解説

　1．Pαcη醐α庖ppo漉cαT㎜A（コマユバチ科）写真1（♀），2（♂）

　体長1．4～1．8mm。幼虫に産卵し蜻から羽化する内部寄生蜂。ナモグリバエC伽o況αの麗ダαho漉coZα（GouREAu）で

は優占種となっているが15，マメハモグリバエからはまれ。本種と次のZ）．sめ漉Cαは外向きの大顎を持つことで今回扱っ

た他の全ての種から区別される。

2．Z）αcπ協αsめか‘cαTELENGA（コマユバチ科）　写真3（♀），4（♂）

体長1．5～1．7mm。ヨーロッパから導入され，生物農薬として利用されている種。日本での自然分布の記録はない。

　3．Op如s　spp．（コマユバチ科）　写真5，6（♀）

体長1．4～1．7mm。Op如s属に含まれる種は少なくとも2種得られている。種の区別と同定が困難なこと及びまれに

しか得られないことから今回はひとまとめにした。
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饗

講

轡
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亀鍬・
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2
塞

ぎ

＼＿ノ饗欝
駕＿ノ／

ぎ
、

麟

婁
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1驚
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鐵
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、

鍵

繍〆も
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　4．κZε認o渉o配αsp．（ツヤヤドリタマバチ科）　写真7，8（♀）

　体長1．1mm。本州で1個体得られたのみで，稀。本種と次のGro几o如濡αsp．が属するツヤヤドリタマバチ科は寄主

幼虫に産卵し蠕から羽化する内部寄生蜂で，中胸小楯板の特殊な構造によってハチ目の他の科から区別できる。

5．G70πoめ配αsp．（ツヤヤドリタマバチ科）　写真9，10（♀）

体長LO～1．4mm。沖縄本島以外では採集されていないが，同地では優占種となっているようである。

　6．Sp舵gZgαs孟er　hα況μgμrZuorαIs皿（コガネコバチ科）写真11（♂）

　体長1．3～1．9mm。虫雨に産卵し蠕から羽化する外部寄生蜂。ナモグリバエC加o濡砿om⑫α加漉eolα（Gou冊Au）の寄

生蜂として記載された6。日本（北海道，本州，四国）のみから記録されている。

　7．μαZ批op孟erαcZrcぬs（W乱匝R）（コガネコバチ科）写真13（♀），14（♂）

　体長！．4～1．7mm。幼虫に産卵し蠕から羽化する内部寄生蜂。全北区に分布し，日本ではナモグリバエC加o配砿om擁α

ho漉colα（GouREAu）8・15とナスハモグリバエ窺r‘o配y2αbαo碗αεK乱TENBAcH8に寄生した記録がある。マメハモグリ

バエからは稀。

　8．Tr諺clzo況αZρρsガs　o型2αε㎞Jo　e孟GRlssELL（コガネコバチ科）　写真12（♀）

　体長1．3～2．1mm。日本（北海道，本州，九州），韓国，中国，台湾から記録がある。寄主としてイネドロオイムシ0μZemα

oぴ2αε（K㎝AY蝋A）1（1，ナシチビガB鷹c認砿r厩ρッrZooハellαKmoKo1。，ミカンハモグリガP伽JlocηZ就sc’かeZlαST㎝ToN’α

’7，イネハモグリバエAgro濡歯αoぴ2αe（Mu刈曲TA）1〔），イネミギワバエ的drεZlぬgrオseolαF乱LEN’。，トゲナシミズ

アブAZ♂ogπoぬsαpporcπs‘s　MATsuMuRAIo，キアシヤガサムライコマユバチAραπ観εs耀∫Zc耀s（H飢IDAY）10，アオム

シサムライコマユバチApα群ε1εs　g・Jo配εrα翻s（LINNAEus）10，ヨトウオオサムライコマユバチM♂oroplめs況edぬめr

（H乱mAY猶が記録されている。マメハモグリバエからは少ない。
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　9．P漉gα1めsp．（ヒメコバチ科）写真15（♀），16（♂）

　体長1．3～L7m　m。幼虫に産卵し幼虫から羽化する外部寄生蜂。本州と四国で採集された。マメハモグリバエからは

少ない。本種と次のμε加餌αrsθπ粥び碗corηどsの雄は触角が枝分かれしていることで今回扱ったほかの全ての種から

区別される。

　10．He碗p厩rsεπ砺oαr乞corηZs（Gm皿丁）（ヒメコバチ科）　写真17（♀），18（♂）

　体長1．1～1．9m　m。幼虫に産卵し幼虫から羽化する外部寄生蜂。旧北区からハワイ，オーストラリア，アフリカまで

広く分布する2。日本では，寄主はマメハモグリバエのみが知られており，本州，沖縄本島，石垣島で多数採集された。

静岡県における調査では，施設栽培で優占種となっている14．レユニオン島（マダガスカルの東）でもマメハモグリバエ

を含む潜葉性昆虫の重要な天敵であり1，台湾でもマメハモグリバエ寄生蜂の中で優占種となっている11。前種同様，雄

の触角は枝分かれしている。雌の触角は全体黒褐色だが先端だけ白色で，この色彩パターンによって他から容易に区別

できる。

　1L　D’gl卿勧s　Zsαεα（W飢旺R）（ヒメコバチ科）写真19（♂），20（♀）

　体長O．9～！．6mm。幼虫に産卵し幼虫から羽化する外部寄生蜂。生物農薬として販売されている種。日本では北海道，

本州，九州から記録されており，北半球に広く分布する。ナモグリバエC加o配α60濡ダαho漉coJα（GouREAu）8－15，イ

ネハモグリバエAξro況移αo型zαe（M㎝慧ATA）8・13，Ph桝o規膣αrαη醜c繭ScHR姻K8では優占種となっており，ムギ

クロハモグリバエAgro肌弊ααZ玩peππ∫s　MEIGEN8からも記録されている。マメハモグリバエからは少ない。

　12．』翫81塑加s漉ηoeμs（W乱皿R）（ヒメコバチ科）写真21，22（♀）

　体長1．0～1．6m　m。幼虫に産卵し幼虫から羽化する外部寄生蜂。ヨーロッパと日本（北海道，本州）から記録されてい

る。日本ではナモグリバエC加o配α加m』yぬho漉ooJα（GouREAu）8114，」％餌o鵬ッ2αブμc醜dαFRosTε6‘SAsAKAwA8，

Ph舛o規⑫αrαη槻c読Sc㎜8に寄生した記録がある。マメハモグリバエからは稀。
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　13．1）オglッphμs　pμs2診eπsZs（ERD6s　e孟NovlcKY）（ヒメコバチ科）写真23，24（♀），25，26（♂）

　体長0．9～1．5m　m。幼虫に産卵し幼虫から羽化する外部寄生蜂。ヨーロッパと日本（北海道，本州）から記録されてい

る。日本ではムギクロハモグリバエAgzo㎜⑫ααZ配peππどsMEIGEN8，ナモグリバエCんro況砿o濡ダαho漉colα（Go肥Au）

8・15，P妙め況移αrαπ槻eμ1ぎSc㎜8に寄生した記録がある。マメハモグリバエからは少ない。

　14．1）♂glγρ勧sα16診scαp聡Em6s（ヒメコバチ科）写真27，28（♀），29，30（♂）

　体長1．0～1．5mm。幼虫に産卵し幼虫から羽化する外部寄生蜂。ヨーロッパと日本（北海道，本州，四国，九州，徳之

島）から記録されている。日本では，ムギクロハモグリバエAgromッ2ααlbゆeηηおMEIGEN8，イネハモグリバエAgro肌移α

砿yzαe（M駅船TA）8a3の優占種として知られており，イネミギワバエ的drellZαgr‘seolα（F乱LEN）8・12，ナモグリバエ

C加o規砿omy‘αんo漉colα（Go皿EAu）8P15，センニンソウハモグリバエP妙60規⑫αpαπ♂cμ1砿αεSAs蝋wA8も寄主とし

て記録されている。マメハモグリバエからは少ない。
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　15．S6επo濡εsZ酪ゾαpo痂cμs（As田E曲）キイロホソコバチ（ヒメコバチ科）　写真31，32（♀）

　体長2．Omm。日本からニューギニアや北アフリカまで広く分布し，多くの潜葉性蛾類が寄主として報告されている7。

マメハモグリバエからはまれにしか羽化しないが，蛾類以外からは初めての記録である。

16．Oo硯移麗sp．（ヒメコバチ科）写真33，36（♀）

体長1．3～L4mm。本州で採集された。マメハモグリバエからは少ない。

　17．＠αdrα就c加s　l漉o隅ッ2αe　H姻ssoNεオLAS乱LE（ヒメコバチ科）写真35（♂），36（♀）

体長O．7～1．7mm。マメハモグリバエの寄生蜂として1996年に台湾から記載された種4。　沖縄本島では多数得られて

いるが，日本のその他の地域では採集されていない。

18．Qμαdrα就漉酪sp．（ヒメコバチ科）　写真37，38（♀）

体長0．7～1．Omm。本州で採集された。マメハモグリバエからはまれ。
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19．Pε4Zo碗μ8sp．（ヒメコバチ科）　写真39，40（♀），41，42（♂）

体長1．1～1．3mm。本州と沖縄本島で採集された。マメハモグリバエからは少ない。

20．C切soc厩腐peπ6加μs（W飢阻R）（ヒメコバチ科）写真43，44（♀）

　体長0．8～1．5m　m。幼虫または蜻に寄生する内部寄生蜂。様々な潜葉性昆虫に寄生することが知られている。日本で

はムギクロハモグリバエAgro瀧拶ααZblρεπη♂s　MEIGEN8，イネハモグリバエAgm規ッ～αo型～αe（M田晶TA）8・13，ナモ

グリバエCんro肌砿o隅ダαんo漉coZα（GouREAu）8’15，Pん』yめ配ッ～αrαημπc認オScHRANK8，ヨメナシロハモグリバエ

Cα1狸o麗拶α勧肌erα傭（voN　RosER）8等ハモグリバエ科及びミカンハモグリガPんッZZo碗就s　c伽εIZαST㎜ToN1◎’7が寄

主として記録されており，場合によって二次寄生もすることが知られている。全北区に広く分布し，台湾工1からも記録

がある。マメハモグリバエからは，本州，四国，九州，沖縄本島，石垣島で多数採集されており，各地で優占種となっ

ているようである。通常，脚は全体黄白色であるが，腿節が黒ずむ個体もいる。

　21．Chηyso疏αr‘s　pμb♂co肌Zs（ZETrERsTEDT）（ヒメコバチ科）写真45（♂），46（♀）

　体長1．4～1．5mm。蠕に産卵し蠕から羽化する内部寄生蜂。日本では以下の寄主が記録されている：ヨモギハモグリ

バエCα1』yoo規y～ααr診ε規∫sどαe（K乱TEM3AcH）5；ナモグリバエCん70濡砿o濡ダαんo漉coZα（Go駅EAu）5・8115；Cんro肌α60況ダα

s漉hα2礎αεSAs嶋wA5；互rめ肌ッ2αhα60♂SAs翻wA510p配o濡y～α濡α浴α（MEIGEN）5；ムギスジハモグリバエPh誕o濡⑫α

痂gm　MEIGEN51P加‘o㎜ッ～αpJα漉αg謝s　RoBMA狭DEsvoDY5。マメハモグリバエからは稀・
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　22．ApZεμroかoμs　hκ況砿砺（㎞Jo）（ヒメコバチ科）　写真47，48（♀），49，50（♂）

　体長1．4～2．5mm。日本（本州，九州，沖縄本島）のみから記録がある9。寄主として，ホソガ科のAcrocεrcops　sp．お

よびハモグリバエ科のササハモグリバエCerodoπ漉αb診s2々orb♂オα（SAS曲WA）が記録されている9。マメハモグリバエ

からは稀で，石垣島で1個体が得られた。

　23．1▽coch削so碗αrぢs　oんα2αた♂Z㎞Uo（ヒメコバチ科）　写真51，52（♀），53，54（♂）

　体長0．8～1．6mm。内部寄生蜂3。分布は日本のみから知られている。イネハモグリバエAgro濡拶αoぴεαε（M“船TA）

8113の優占種として記録されており，イネミギワバエ琢dreZl脇grZsεoZα（F乱LEN）8’12からも記録がある。マメハモグリ

バエからは本州，九州，沖縄本島，石垣島で比較的多く得られており，台湾でも記録されている1’。
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　24．Neoch型so漉碗s∫or規osα（WEsTwooD）（ヒメコバチ科）写真55，56（♀），57，58（♂）

　体長0．8～1．6mm。多くの潜葉性昆虫やハバチの卵に寄生する内部寄生蜂3。全北区からハワイ，アフリカまで広く分

布する3。日本では本州，四国，九州，沖縄本島，石垣島で多数採集された。各地で優占種となっているようである。

25。Neoc鋤yso碗αrなsp．（ヒメコバチ科）　写真59，60（♂）

体長0．9～1．3mm。内部寄生蜂3。石垣島でのみ採集された。マメハモグリバエからは稀。

　26．Cん型soπo如配画α1』yoη副αe（FER団E昭）（ヒメコバチ科）写真61，62（♀）

　体長0．6～1．1m　m。内部寄生蜂で，これまではヨーロッパに分布し，2種の潜葉性蛾類に寄生することが知られてい

た3。日本では本州と四国のマメハモグリバエから羽化したが，寄生率は非常に低い。
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27．Chぴsoηoめ硯ダαsp．（ヒメコバチ科）　写真63，64（♂）

体長0．9mm。内部寄生蜂3。本州で採集された。マメハモグリバエからは稀。

28．Clos孟εrocεr聡加∫αsc’伽s　WEsTwooD（ヒメコバチ科）写真65，66（♀）

　体長1．3mm。鞘翅目，鱗翅目，双翅目，膜翅目に属する潜葉性昆虫に広く寄生することが知られている。日本ではミ

カンハモグリガP砂ZlocηZs傭c∫かεZlαST皿灯ToN1＆17，イネハモグリバエAgro肌移αo型εαε（M田曲TA）8・13，ナモグリバ

エC肋o配α60況ダαho漉coZα（GouREAu）8・15などから記録があり，場合によって二次寄生もすることが知られている。

マメハモグリバエからは稀。ヨーロッパと日本から知られており，日本では北海道から奄美大島まで分布が記録されて

いる。

　29．Aseoo4εsε漉α8（W乱阻R）（ヒメコバチ科）写真67，68（♀）

　体長0．6～1．Om　m。幼虫に産卵し幼虫から羽化する内部寄生蜂。ヨーロッパと日本（北海道，本州，四国，九州）から

記録されている。鞘翅目，鱗翅目，双翅目，膜翅目の卵や小さな幼虫に寄生することが知られており，日本では

Pん』ylloη砿yc孟er　Zαc加診砿αe（KuwATA）8，ナモグリバエC伽o濡砿omy♂αんo漉colα（GouREAu）8・’5が寄主として記録され

ている。
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