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福井市自然史博物館研究報告 第48号：65－74（2001）

福井県産ヨコバイ，カメムシ類（カメムシ目）分布メモ

下野谷　豊　一＊＊

福井県産カメムシ目については，岸本修ほか（1998）に詳しく纏められており，これまでに634

種が記録されている．手許の福井県産ヨコバイ類，カメムシ類（カメムシ目）標本の整理をおこな

った結果，30種の福井県未記録の種が認められた．また，クヌギカメムシ科の種は採集しにくいの

か県内からの記録は少なく，岸本修ほか（1998）にも新しい記録は全くないので，この科の種につ

いても合わせて記録する．未記録種には種名のあとに＊印を付しておいた．なお，従来メクラカメ

ムシ科とされていたものが，最近出版された「日本原色カメムシ図鑑」第2巻（安永ほか，2001）

ではカスミカメムシ科と改称されているので，これに準じた．

ヒシウンカ科　Cixiidae
（1）オビカワウンカ　Andes harimaensis Matsumura ＊

1 ex. June 16，1997 敦賀市黒河，2 exs. Aug. 1，1997 福井市西下野

ライトトラップに飛来．（写真－1）

オオヨコバイ科　Cicadellidae
（2）ヨモギシロテンヨコバイ　Mileea dorsimaculata（Melichar）＊

1 ex. June 5，1998 足羽郡池田町金見谷

ライトトラップに飛来．（写真－2）

クビナガカメムシ科　Enicocephlidae
（3）ヒメクビナガカメムシ　Hoplitocoris lewisi Distant ＊

1 ex. July 18，2000 足羽郡池田町水海

ライトトラップに飛来．（写真－3）

カスミカメムシ科　Miridae
（4）ガマカスミカメCoridromius bufo Miyamoto & Yasunaga ＊

1 ex. Sep.19，1994 坂井郡金津町笹岡

ライトトラップに飛来．（写真－4）
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（15）オオモンキカスミカメ　Deraeocoris olivaceus（Fabricius）＊

1 ex. July 18，1996 大野市上小池

ライトトラップに飛来．（写真－15）

（16）ヤナギウスバツヤカスミカメ　Deraeocoris salicis Josifv ＊

1 ex. Aug. 4，1999 大野市和泉村上半原，1 ex. Aug. 4，1994 福井市足羽山

1 ex. Sep. 29，1997 福井市深谷，日野川河川敷き，

1 ex. July 16，1997 福井市二日市，九頭竜川河川敷き，1 ex. Aug. 1，1997 福井市西下野

1 ex. July 19，1997 吉田郡松岡町下合月（写真－16）

（17）クロモンコアオカスミカメ　Apolygus atrosignatus T.Yasunaga & M.Yasunaga ＊

1 ex. July 31，1994 大野市南六呂師保月山

1 ex. May 23，1998 足羽郡池田町田代冠山の峠付近

何れもライトトラップに飛来．（写真－17）

（18）ヒゲナガクロバカスミカメ　Apolygus furvus（Kerzhner）＊

2 exs. Aug. 6，1996 足羽郡池田町志津原

ライトトラップに飛来．（写真－18）

（19）ツヤクロカスミカメ　Arbolygus glaber（Kerzhner）＊

1 ex. Aug. 4，1999 大野郡和泉村上半原（写真－19）

（20）クルミツヤクロカスミカメ　Castanopsides falkovitshi（Kerzhner）＊

1 ex. May 17，1993 大野郡和泉村長野，1 ex. June 6，1999 大野郡和泉村伊勢

1 ex. June 4，1999 大野市中島（写真－20）

（21）カシワカスミカメ　Castanopsides potanini（Reuter）＊

1 ex. July 4，1996 大野市上小池

1 ex. May 30，1994 / 1 ex. June 24，1994 / 2 exs. July 10，1994 大野市南六呂師

何れもライトトラップに飛来．トラップ設置地点の周囲にはカシワはなく，ここではミズナラ

が寄主であろうか．（写真－21）

（22）アカホシカスミカメ　Creontiades coloripes Hsiao ＊

2 exs. June 4，1994 坂井郡三国町殿島，九頭竜川河川敷き

1 ex. Oct. 2，1997 福井市深谷，九頭竜川河川敷き

何れもライトトリップに飛来．（写真－22）

（23）クルミミドリカスミカメ　Lygocoris（Neolygus）juglandis Kerzhner ＊

1 ex. July 29，1999 大野市中島（写真－23）

（24）オオミドリカスミカメ　Macrolygus viridulus Yasunaga ＊

1 ex. Aug. 11，2000 大野市南六呂師保月山

ライトトラップに飛来．（写真－24）
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（5）ツヤクロマルカスミカメ　Strongylocoris leucocephalus（Linnaeus）＊

1 ex. June 2，1999 大野郡和泉村下半原

安永（2001）では本州中部以北に分布とされているが，今回の記録は，それよりかなり南の分

布地となる．（写真－5）

（6）ナラオオホソカスミカメ　Cyllecoris vicarius Kerzhner ＊

1 ex. July 8，1999 大野郡和泉村下半原

（写真－6）

（7）ヒイロカスミカメ　Pseudoloxops miyatakei Miyamoto ＊

1 ex. Aug. 15，1996 丹生郡越廼村西大味，

背面が鮮紅色の美麗種で，採集地点の環境は常緑照葉樹林．ライトトラップに飛来．

（写真－7）

（8）ホソヒョウタンカスミカメ　Pilophorus erraticus Linnavuori ＊

1 ex. Aug. 1，1997 福井市西下野，九頭竜川河川敷き

ライトトラップに飛来．（写真－8）

（9）オオクロヒョウタンカスミカメ　Pilophorus niger Poppius ＊

1 ex. Sep. 29，1999 大野市中島

ライトトラップに飛来．（写真－9）

（10）コブヒゲカスミカメ　Harpocera orientalis Kerzhner ＊

1 ex. May 24，1995 敦賀市黒河

ライトトラップに飛来．（写真－10）

（11）ウスバツヤカスミカメ　Deraeocoris castaneae Josifov ＊

1 ex. July 26，1997 福井市二日市，九頭竜川河川敷き．

（写真－11）

（12）カワヤナギツヤカスミカメ　Deraeocoris claspericapilatus Kulik ＊

1 ex. July 3，1994 坂井郡金津町笹岡，6 exs. July 19，1997 吉田郡松岡町下合月

4 exs. Oct. 7，1997 吉田郡松岡町下合月，1 ex. Oct. 3，1997 福井市西下野

1 ex. Aug. 4 ，1999 大野郡和泉村上半原，1 ex. Aug. 26，1996 足羽郡美山町西天田

1 ex. July 6，1996 足羽郡池田町松ヶ谷，1 ex. May 26 ，1996 小浜市遠敷，遠敷川河川敷き

（写真－12）

（13）コベニモンカスミカメ　Deraeocoris elegantulus Horvath ＊

1 ex. Aug. 10，1994 大野市南六呂師保月山（1000m）

ライトトラップに飛来．（写真－13）

（14）オオウスバツヤカスミカメ　Deraeocoris kerzhneri Josifv ＊

1 ex. Oct. 21，2000 足羽郡水海（写真－14）
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（34）サジクヌギカメムシ　Urochela striicornis Scott

1 ex. Sep. 29，1999 大野市中島，2 exs. June 16，1993 / 1 ex. Sep. 16，1993 敦賀市黒河

何れもライトトラップに飛来．

（35）クヌギカメムシ　Urochela westwoodii Scott

1 ex. Sep. 3，1992 大野郡和泉村大谷，1 ex. Sep. 9，1992 大野市中島
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（25）トビマダラカスミカメ　Phytocoris nowickyi Fieber ＊

1 ex. June 16，1993 敦賀市黒河，1 ex. June 25，1994 敦賀市浦底

ライトトラップに飛来．（写真－25）

（26）クロオオマダラカスミカメ　Phytocoris scotinus Kerzhner ＊

1 ex. Aug. 25，1999 大野市平家平（1450m）

ライトトラップに飛来．（写真－26）

ハナカメムシ科　Anthocoridae
（27）ヒラタハナカメムシ　Elatophilus nipponensis Hiura ＊

1 ex. May 30，1997 福井市深谷，九頭竜川河川敷き

ライトトラップに飛来．採集例の少ない稀種で，アカマツの樹皮下から見つかることが知られ

ているが，採集地の周囲にアカマツはない．（写真－27）

（28）ツヤヒメハナカメムシ　Orius（Heterorius）nagaii Yasunaga ＊

1 ex. Sep. 26，1997 福井市二日市，九頭竜川河川敷き

ライトトラップに飛来．（写真－28）

グンバイムシ　Tingidae
（29）オオウチワグンバイ　Cantacader japanicus Drake ＊

1 ex. Aug. 1，2000 坂井郡金津町笹岡，（写真－29）

ナガカメムシ科　Lygaeidae
（30）マツヒラタナガカメムシ　Gastrodes grossipes japonicus（Stal）＊

1 ex. May 24，2000 足羽郡池田町水海（写真－30）

クヌギカメムシ科　Urostylidae
（31）ナシカメムシ　Urochela luteovaria Distant

1 ex. Sep. 13，1999 大野郡和泉村長野，1 ex. Aug. 8，1997 大野市平家平

ライトトラップに飛来．

（32）ヨツモンカメムシ　Urochela quadrinotata（Reuter）

1 ex. Oct. 21，2000 足羽郡池田町水海

トビナナフシ類を採集する目的で，ミズナラの枝をスゥイーピング中に入ったもの．

（33）ヘラクヌギカメムシ　Urochela annulicornis Scott

2 exs. Sep. 18，1994 大野市南六呂師保月山，1 ex. Sep. 29，1999 大野市中島

2 exs. Oct. 21，2000 足羽郡池田町水海

何れもライトトラップに飛来．
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写真－7 ヒイロカスミカメ 写真－8 ホソヒョウタンカスミカメ

写真－9 オオクロヒョウタンカスミカメ 写真－10 コブヒゲカスミカメ

写真－11 ウスバツヤカスミカメ 写真－12 カワヤナギツヤカスミカメ
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写真－1 オビカワウンカ 写真－2 ヨモギシロテンヨコバイ

写真－3 ヒメクビナガカメムシ 写真－4 ガマカスミカメ

写真－5 ツヤクロマルカスミカメ 写真－6 ナラオオホソカスミカメ
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写真－19 ツヤクロカスミカメ 写真－20 クルミツヤクロカスミカメ

写真－21 カシワカスミカメ 写真－22 アカホシカスミカメ

写真－23 クルミミドリカスミカメ 写真－24 オオミドリカスミカメ
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写真－13 コベニモンカスミカメ 写真－14 オオウスバツヤカスミカメ

写真－15 オオモンキカスミカメ 写真－16 ヤナギウスバカスミカメ

写真－17 クロモンコアオカスミカメ 写真－18 ヒゲナガクロバカスミカメ
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写真－25 トビマダラカスミカメ 写真－26 クロオオマダラカスミカメ

写真－27 ヒラタハナカメムシ 写真－28 ツヤヒメハナカメムシ

写真－29 オオウチワグンバイ 写真－30 マツヒラタナガカメムシ


