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ビロウドコガネ族の採集記録（２）

田中伸一

〒 746 - 0065 山口県周南市上迫町 2 - 40

　筆者は，これまでに採集した標本と山口県立山口博物館所蔵標本を藤岡昌介氏・小林裕和氏に同定をお

願いし，その結果を小林・田中 (2012)，田中 (2012; 2015)，田中・田中 (2012; 2013)で報告してきた．　

　その後，さらに採集した標本について同定結果が出たので追加記録として報告する．

　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

あり省略する．標本は全て同定者の小林裕和氏が保管する．

　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. アカビロウドコガネ Maladera (Maladera) castanea (Arrow, 1913)

記録 . 周南市 (福川 )上迫町 , 1♀, 4. VIII. 2015, 同 , 1♂,15.VIII. 2015, 同 , 1♂, 23.VI.2016, 同 , 1♀, 18.VIII.2016, すべて

灯火 (自宅網戸 ).

2. ヒゲナガビロウドコガネ Serica boops Waterhouse, 1875

記録 . 岩国市錦町寂地山 , 1♂4♀, 24. VII. 2015, スプレー(ミズナラ部分枯の樹洞）, 岩国市錦町 寂地峡 , 1♀, 8. 

VIII. 2016, スプレー（立枯）,

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 . 岩国市錦町寂地山 , 2♂1♀, 24. VII. 2015, スプレー（ミズナラ部分枯の樹洞）, 同 , 1♂,3.VIII.2016, スプレー

ミズナラ部分枯の樹洞）, 岩国市錦町右谷山 , 1♀, 10.VIII.2016, スプレー（ブナの樹洞）.

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

記録 . 岩国市錦町寂地山 , 1♀, 24. VII. 2015, スプレー（ミズナラ部分枯の樹洞）.

5. オオタケチャイロコガネ Sericania ohtakei Sawada, 1955

記録 . 萩市佐々並男岳 , 1♂, 16. VI. 2016, 樹皮下 (一番外側の薄片状樹皮）

6. クロスジチャイロコガネ 本州・四国亜種 Sericania fuscolineata fulgida Niijima et Kinoshita, 1927

記録 . 岩国市錦町右谷山 , 1♂, 2. VI. 2016, スプレー（ブナの樹洞）.
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