宮崎県昆虫目録2020

正誤表
宮崎昆虫調査研究会

【宮崎県昆虫類総種数】
5 頁左枠バッタ目 1 行目

42

誤）コロギス

5 頁中央枠コウチュウ目 5 行目 誤）ハネカクシ
10 行目 誤）ドロムシ

268
33

13 行目 誤）コメツキムシ
20 行目 誤）ハムシ

511

21 行目 誤）ゾウムシ
5 頁右枠

42

正）コオロギ

正）ハネカクシ

正）ドロムシ
182

小計

誤）2,812

誤）2,803

合計

誤）7,241

誤）7,232

32

正）コメツキムシ

178

510

正）ハムシ

372

267

正）ゾウムシ

370

【各分類群の目録作成に関する解説等】
14 頁下から 7 行目

誤）2,812 種

正）2,803 種

【カマキリ目】
39 頁右上から 13 行目 誤）ムカビロカマキリ
※

正）ムナビロカマキリ

370 頁の索引も訂正

【バッタ目】
47 頁左下から 5 行目

誤）産地：五ヶ瀬町・祖母山。
正）産地：延岡市北川町, 五ヶ瀬町, 祖母山

【コウチュウ目】
96 頁左上から 30 行目

産地の高千穂町を削除

96 頁右上から 14 行目 誤）ナナオレメクラチビゴミムシ
正）ナナオリメクラチビゴミムシ

※

357 頁の索引も訂正

97 頁右上から 21 行目 誤）Porotachys recurvicollis (Andrewes, 1925)
正）Macrotachys recurvicollis (Andrewes, 1925)
98 頁右下から 9 行目

誤）Agonum (Agonum) chalcomus (Bates, 1873)
正）Agonum (Platynomicrus) chalcomus (Bates, 1873)

99 頁左上から 19 行目 誤）Gyrochaetostylus atricomes (Bates, 1873)
正）Agonum(Gyrochaetostylus) atricomes (Bates, 1873)
99 頁左下から 18 行目 誤）Eucolpodes japonicum japonicum (Motschulsky, 1860)
正）Agonum (Eucolpodes) japonicum japonicum (Motschulsky, 1860)
99 頁左下から 4 行目

誤）Metacolpodes limodromoides (Bates, 1883)
正）Colpodes limodromoides (Bates, 1883)

100 頁右上から 21 行目 誤）Harpalus (Pseudoophonus) eous Tschitscherine
正）Harpalus (Pseudoophonus) eous Tschitschérine
100 頁右上から 29 行目 誤）Harpalus (Pseudoophonus) jureceki Jedlicka
正）Harpalus (Pseudoophonus) jureceki Jedlička
101 頁左上から 26 行目 誤）Trichotichnus (Trichotichnus)congruus Motschulsky, 1866
正）Trichotichnus (Trichotichnus)congruus (Motschulsky, 1866)
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101 頁右上から 31 行目 誤）Stenolophus (Stenolophus)castaneipennis Bates, 1873
正）Stenolophus iridicolor Redtenbacher, 1868
101 頁右下から 3 行目

誤）Diplocheila (Submera)zeelandica (Redtenbacher, 1867)
正）Diplocheila (Isorembus)zeelandica (Redtenbacher, 1867)

102 頁右下から 8 行目

誤）Chlaenius (Lithochlaenius) noguchii noguchii Bates, 1873
正）Lithochlaenius noguchii noguchii (Bates, 1873)

106 頁左上から 10 行目 誤）Hydroglyphus japonicus (Sharp, 1873)
正）Guignotus japonicus japonicus (Sharp, 1873)
106 頁右上から 14 行目 誤）Copelatus takakurai M.Sato, 1985
正）Copelatus takakurai M. Satô, 1985
106 頁右下から 2 行目

誤）Agabus japonicus Sharp, 1873
正）Agabus japonicus japonicus Sharp, 1873

107 頁右下から 2 行目

誤）Gyrinus niponicus Brinck, 1941
正）Gyrinus (Gyrinus) niponicus Brinck, 1941

111 頁右下から 21 行目 誤）チビシデムシ亜科

Subfamily Choevinae

正）ヒゲブトチビシデムシ亜科

Subfamily Coloninae

112 頁左下から 12 行目 誤）Dendroxena sexcarinata sexcarinata Motschulsky, 1862
正）Dendroxena sexcarinata sexcarinata (Motschulsky, 1862)
112 頁右下から 17 行目 誤）Apatetica princeps Sharp, 1874
正）Apatetica princeps (Sharp, 1874)
112 頁右下から 6 行目

誤）Trigonodemus lebioides (Kraatz, 1877)
正）Trigonodemus lebioides Kraatz, 1877

113 頁右下から 18 行目 誤）Basitrodes (Basitrodes) coiffaiti Jeannel, 1958
正）Tribasodites coiffaiti (Jeannel, 1958)
114 頁右上から 26 行目 誤）Trissemus mendus Sharp, 1874
正）Trissemus mundus (Sharp, 1874)
115 頁右上から 6 ～ 9 行目を削除
120 頁右下から 16 行目 誤）和名未定

Philonthus cruentatus (Gumelin, 1790)

正）ヒメヒゲナガコガシラハネカクシ

Philonthus parvicornis

(Gravenhorst, 1802)
120 頁右下から 4 行目

誤）Pihilontus kobensis Sharp, 1874
正） Philontus kobensis Sharp, 1874

121 左上から 16 行目

誤）Philonthus numata Dvořak, 1958
正）Philonthus numata Dvořák, 1958

122 頁右上から 18 行目 誤）Aegus subnitidus subnitidus Waterhouse, 1873
正）Aegus laevicollis subnitidus Waterhouse, 1873
124 頁右上から 6 行目

誤）参考：別和名ニセフチケマグソコガネ。少ない。
正）参考：少ない。

124 頁右下から 6 行目

誤）Aphodius quadratus Reitter, 1850
正）Aphodius (Colohopterus) quadratus Reiche, 1847
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129 頁 左 上 か ら 5 行

誤 ） Rhomborrhina japonica ( Hope, 1841)
正）Pseudotorynorhina japonica (Hope, 1841)

129 頁左上から 21 行目 誤）Eophileurus chinensis chinensis (Faldermann, 1835)
正）Eophileurus chinensis (Faldermann, 1835)
130 頁左上から 16 ～ 18 行を削除
132 頁左上から 11 行目 誤）Agrilus decoloratus Lewis, 1893
正）Agrilus decoloratus Kerremans, 1892
132 頁右上から 15 行目 誤）Agrilus asiaticus Y. Kurosawa, 1963
正）Agrilus asiaticus Kerremans, 1898
133 頁左上から 23 行目 誤）Paracylindromorphus japanensis E.Saunders, 1873
正）Paracylindromorphus japanensis (E.Saunders, 1873)
135 頁左下から 20 ～ 24 行目を削除
135 頁右下から 11 行目 誤）ニホンカネコメツキ
正）ヤマトカネコメツキ
135 頁右下から 9 行目

誤）参考：別和名ヤマトカネコメツキ。まれ。
正）参考：まれ。

135 頁右下から 4 行目

誤）Megathous suturalis (Candèze, 1873)
正）Harminathous suturalis (Candèze, 1873)

136 頁右下から 13 ～ 15 行を削除
136 頁右下から 4 ～ 8 行を削除
138 頁左上から 1 行目

誤）Ampedus tenuistriatus (Lewis, 1894)
正）Ampedus tenuistriatus tenuistriatus (Lewis, 1894)

138 頁右下から 4 行目

誤）Ischnodes sanguinicollis maiko W.Suzuki, 1985
正）Ischnodes maiko W.Suzuki, 1985

139 頁右下から 8 ～ 12 行を削除
142 頁左上から 9 行目

誤）ミヤザキハナボタル
正）アツシハナボタル

Melaneros atsushii (Nakane, 1995)
Plateros atsushii (Nakane, 1995)

142 頁左下から 22 行目 誤）Laterialis oculatus (Gorham, 1883)
正）Kolibacium oculatus (Gorham, 1883)
143 頁左上から 24・25 行

誤）参考：以前はネアカクロベニボタル・・・・・。ふつう。
正）参考：ふつう。

143 頁右上から 26 ～ 33 行を同頁右上から 19 と 20 行目の間に移動し、ホタル科へ入れる。
145 頁左上から 11・12 誤）参考：別和名モロツカクビボソジョウカイ、ヒゴニンフジョ
行目

ウカイ。まれ。
正）参考：別和名モロツカクビボソジョウカイ。まれ。

145 頁左上から 22 行目 誤）参考：別和名ミツメクビボソジョウカイ。まれ。文献（・・
・）。
正）参考：まれ。文献（・・・）。
145 頁左下から 13 行目 誤）参考：別和名モロツカクビボソジョウカイ。まれ。
正）参考：まれ。
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145 頁左下から 12 行目 誤）ヒゴニンフジョウカイ
正）センダンクビホソジョウカイ
145 頁左下から 10 行目 誤）参考：別和名センダンクビボソジョウカイ。まれ。
正）参考：まれ。
145 頁左下から 4 行目

誤）Laricobius osakensis Montgomery et Shiyake,
正）Laricobius osakensis Montgomery et Shiyake, 2012

147 頁左下から 22 行目 誤）Tillus igarashii Kôno, 1930
正）Falsotillus igarashii (Kôno, 1930)
149 頁右上から 8 行目

誤）Haptoncurina paulula Reitter, 1873
正）Haptoncurina paulula (Reitter, 1873)

150 頁 左 上 か ら 26 行 目

誤 ） Trimenus parallelopipedus ( Motschulsky, 1863)

正）Trimenus adpressus Murray, 1864
151 頁左下から 8 行目

誤）Psammoecus triguttatus Reitter,1874
正）Psammoecus trimaculatus Motschulsky,1858

152 頁右上から 10 行目

誤）Antherophagus pallens (Linnaeus,1758)
正）Antherophagus nigricornis (Fabricius,1787)

155 頁右上から 16 行目

誤）Sosylas crassus Aoki et Narukawa, 2013
正）Sosylus crassus Aoki et Narukawa, 2013

155 頁右下から 20 行目

誤）参考：別和名セスジツツホソカタムシ。まれ。熊本県に分
布する。
正）参考：まれ。熊本県に分布する。

162 頁左上から 23 行目

誤）Melandrya dubia (Schaller, 1983)
正）Melandrya dubia niponica Lewis, 1895

162 頁右下から 9 ～ 12 行のヨツボシキバネナガクチキを 171 頁左のクビナガムシ科ナミ
クビナガムシの次へ移す。
164 頁左下から 9 行目

誤）Mordellina (Mordellina) atrofusca atrofusca (Nomura, 1951)
正）Mordellina (Mordellina) atrofusca atrofusca (Nomura, 1951)

165 頁右上から 4 行目

誤）Sympanotus pictus Sharp, 1885
正）Sympanotus picta Sharp, 1885

167 頁左上から 8 行目

誤）Tarpela brunnea brunnea (Marseul, 1876)
正）Nalassus (Nalassus) brunnea brunnea (Marseul, 1876)

168 頁右上から 21 行目

誤）Enanea testacea (Lewis, 1894)
正）Menimus testacea Lewis, 1894

169 頁左上から 19 行目

誤）Promethis valgipes (Marseul, 1876)
正）Promethis valgipes valgipes (Marseul, 1876)

172 頁右下から 5 行目

誤）Clvicollis aevipennis (Marseul, 1877)
正）Anticus aevipennis Marseul, 1877

175 頁右上から 1 行目

誤）参考：まれ。
正）参考：四国亜種。まれ。
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177 頁左上から 4 行目

誤）Necydalis (Eonecydalis) niimurai Hayashi, 1949
正）Necydalis (Eonecydalis) formosana niimurai Hayashi, 1949

179 頁左上から 15 行目

誤）Chlorophorus quinquefasciatus (Castelnau et Goly, 1836)
正）Chlorophorus quinquefasciatus (Castelnau et Goly, 1841)

179 頁右下から 10 行目

誤）Xylotrechus rufilius rufilius Bates, 1884
正）Xylotrechus rufilius Bates, 1884

180 頁右上から 10 行目

誤）Mesosa (Perimesosa) poecila (Bates, 1884)
正）Japanomesosa poecila (Bates, 1884)

180 頁右上から 22 行目

誤）Mesosa (Mesosa) myops japonica Bates, 1873
正）Mesosa (Mesosa) japonica Bates, 1873

180 頁右下から 4 行目

誤）Asaperda agapanthina Breuning, 1939
正）Asaperda agapanthina Bates, 1873

182 頁右上から 16 行目

誤）Monochamus (Monochamus) alternatus Hope, 1842
正）Monochamus (Monochamus) alternatus eodai Makihara, 2004

183 頁右下から 10 行目

誤）Acanthocinus griseus orientalis Ohbayashi, 1939
正）Acanthocinus orientalis Ohbayashi, 1939

186 頁右下から 6 行目～ 8 行目
187 頁右下から 5 行目

キベリトゲハムシの記述を削除

誤）Apophylia kimotoi Bezdek, 2003
正）Apophylia kimotoi Bezděk, 2003

189 頁左上から 18 行目

誤）Stenoluperus nipponensis (Laboissiere, 1913)
正）Stenoluperus nipponensis (Laboissière, 1913)

191 頁の右上から 12 ～ 16 行、フタツメタマノミハムシを全て削除。
193 頁右下から 8 行目

誤）Melanopsacus kinke (Morimoto, 1978)
正）Araeocerodes kinke (Morimoto, 1978)

193 頁右下から 3 行目

誤）Melanopsacus makiharai (Morimoto, 1978)
正）Araeocerodes makiharai (Morimoto, 1978)

195 頁右上から 20 ～ 22 行
198 頁右下から 12 行目

ハギツルクビオトシブミを全て削除。

誤）ツヤクチブトゾウムシ
正）ツヤツチゾウムシ
※

199 頁左下から 22 行目

Asphalnus japonicus

Asphalmus japonicus

354 頁の索引も訂正

誤）Scepticus griseus (Roelofs, 1873)
正）Scepticus uniformis Kôno, 1930

199 頁右上から 24 行目

誤）Larinus latissimus Roelofs, 1873
正）Larinus latissimus latissimus Roelofs, 1873

200 頁左上から 2 行目

誤）Dinorhopala takahasii Kôno, 1930
正）Dinorhopala takahasii (Kôno, 1930)

200 頁右上から 8 行目

誤）Orchestes mutabilis Boheman, 1843
正）Orchestes (Orchestes) mutabilis Boheman, 1843
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201 頁左上から 10 行目

誤）Demimaea circula (Roelofs, 1874)
正）Demimaea circula Roelofs, 1874

201 頁右下から 4 行目

誤）Dorytomus rectinasus (Morimoto et Enda)
正）Dorytomus rectinasus (Morimoto et Enda, 1962)

203 頁左上から 1 ～ 4 行

グルーベルカタビロサルゾウムシの全てを削除。

206 頁右上から 26 行目

誤）Echinocnemus sguameus (Boheman, 1835)
正）Echinocnemus bipunctatus Roelofs, 1874

207 頁左下から 5 行目

誤）Xylosandrus amputatus (Blandford, 1894)
正）Amasa amputatus (Blandford, 1894)

【ハチ目】
223 頁左下から 17 行目
誤）産地：高千穂町（菅木 d）・五ヶ所高原），五ヶ瀬町 c），高千穂町，
正）産地：高千穂町（菅木 d）・五ヶ所高原），五ヶ瀬町 c），
【ハエ目】
238 頁右下から 8 行目

誤）ミズシミバエ
※

正）ミスジミバエ

369 頁の索引も訂正

【チョウ目ガ類】
306 頁左下から 6 行目

誤）Cotocala acuaea felder et Rogenhofer, 1874
正） Cotocala acuaea Felder et Rogenhofer, 1874

319 頁右上から 17 行目

誤）Cerastis pallescens (Butler, 1878)
正）Cerastis pallescens (Butler, 1878)

【チョウ目チョウ類】
324 頁左下 8 行目

誤）日本南限は綾町大森岳で，
正）日本南限は綾町と小林市須木境の大森岳で，

【索引】
328 頁左上から 5 行

誤）アイヌハンミョウ

95

正）アイヌハンミョウ

94

329 頁右下から 4, 5 行間

アツシハナボタル

142

342 頁左下から 11 行

グルーベルカタビロサルゾウムシ

343 頁中央下から 9 行

クロナガヒラタコメツキ

348 頁右下から 6 行

シラケチビミズギワコメツキ

351 頁左上から 22 行

セアカヒメドロムシ

351 頁右下から 27 行

ソボキアシマメコメツキ

136

を削除

358 頁中央上から 5 行

ニセフチケマグソコガネ

124

を削除

358 頁右下から 17 行

ネアカクロベニボタル

359 頁中央下から 6 行

ハギルツクビオトシブミ

を追加
135

130

363 頁左下から 21, 22 行間

を削除

を削除

を削除

195

を削除

111

ヒメヒゲナガコガシラハネカクシ
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を削除

を削除
136

143

361 頁中央上から 11,12 行間 ヒゲブトチビシデムシ亜科

203

を追加
120

を追加

367 頁中央上から 11 行

誤）ホソミスジホソカタムシ

165

正）ホソミスジホソカタムシ

155

370 頁中央上から 29 行

ミヤザキハナボタル

142

372 頁左上から 7 行

モロツカクビボソジョウカイ

372 頁左上から 10 行

誤）モンイネゾウモドキ

206

正）モンイネゾウモドキ

201

を削除
145

を削除

139

を削除

372 頁中央下から 21 行

ヤクヒラタクロクシコメツキ

373 頁左下から 5 行

ヤマトマルクビハネカクシ

373 頁右下から 20 行

誤）ヨツボシキバネナガクチキ

162

正）ヨツボシキバネナガクチキ

171

115

を削除

【プロフィール】
376 頁左上から 12 行目

誤）職

歴：宮崎県内公立高校（小林・高鍋・日向など）

正）職

歴：宮崎県内公立高校（小林・富島・延岡・宮崎大宮

など）
【裏表紙解説】
377 頁下から 16 行目
誤）八木真紀子（3，6，8），安本潤一（4），新開孝（24），木野田毅（26），
岩﨑郁雄（1，2， 5， 7- 23， 25）
正）八木真紀子（3，6，8），安本潤一（4），熊谷信晴(20), 新開孝（24），
木野田毅（26），岩﨑郁雄（1，2， 5，7- 19, 21- 23，25）
（2021 年 3 月 1 日現在）

-7-

