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ビロウドコガネ族の採集記録

田中伸一

〒 746 - 0065 山口県周南市上迫町 2 - 40

　山口県産ビロウドコガネ族については，三好 (1988)により 15種が報告されているが，採集記録などの詳

細な標本記録が示されていないため，本県におけるこのグループの分布状況については不明な点が多く残

されていた．そこで， 筆者はこれまでに採集した標本と山口県立山口博物館の所蔵標本を藤岡昌介氏・小林

裕和氏に同定して頂き，その結果を報告してきた（小林・田中 , 2012; 田中 , 2012; 田中・田中 , 2012; 2013)．

　本報告では，前報公表後も継続して調査した結果，複数の種で新たに標本を得ることができたので，追

加記録として報告する．また，特筆すべき点として本県では 2例目となるマツシタチャイロコガネ Sericania 

matusitai Sawada, 1955を確認することができた．

　以下に，確認することができた種の採集記録を採集地，採集数，採集日（dd. mm. yyyy）の順に一覧にする．

学名・配列は小林・松本（2011）に従い同属内の学名はアルファベット順とした．採集者は全て筆者であ

り省略した．標本は全て同定者の小林裕和氏が保管している．

　本文に先立つにあたり，同定して頂いた小林裕和氏に厚く御礼申し上げる．

コガネムシ科 Scarabaeidae

ビロウドコガネ族 Sericini

1. コヒゲナガビロウドコガネ 西日本亜種（ヒメコヒゲナガビロウドコガネ） Serica brevitarsis rectipes Nomura, 

1972

 記録 . 岩国市錦町寂地林道 , 1♂, 3. VII. 2015.

2. ヤマトビロウドコガネ Serica nipponica (Nomura, 1959)

 記録 . 岩国市錦町寂地山 , 1♀, 22. VII. 2013; 岩国市錦町寂地林道 , 1♀, 22. VII. 2013; 岩国市錦町犬戻峡 , 1♀, 22. 

VII. 2013; 岩国市錦町右谷山 , 1♀, 4. VI. 2015.

3. ホソヒゲナガビロウドコガネ　本州・四国亜種 Serica nitididorsis opacidorsis Nomura, 1972

 記録 . 周南市（鹿野）莇ヶ岳 , 1♂, 10. VI. 2015.

4. ツヤケシビロウドコガネ Serica planifrons Nomura, 1972 

 記録 . 岩国市錦町寂地林道 , 1♀, 3. VII. 2015; 山口市徳地飯ヶ岳 , 2♂1♀, 15. VI. 2015.

5. クロスジチャイロコガネ　本州・四国亜種 (ツヤチャイロコガネ ) Sericania fuscolineata fulgida Niijima et 

Kinoshita, 1927

 記録 . 岩国市錦町寂地山 , 1♂, 7. VI. 2013, 2♂, 13. VI. 2015, 岩国市錦町右谷山 , 1♀, 4. VI. 2015, 周南市 (鹿野 )莇ヶ

岳 , 1♂, 10. VI. 2015.

6. マツシタチャイロコガネ Sericania matusitai Sawada, 1955

 記録 .  岩国市錦町寂地峡 , 1♀, 22. VI. 2015.
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