
29 

Mikurensis (2013) Vol. 2, pp. 29-50 
–みくらしまの科学- 

 

伊豆諸島・御蔵島のカミキリムシ（中間報告）	 

A preliminary report on cerambycid-beetles  from Mikurajima Island of the Izu Islands 

 

藤田  宏  
日本甲虫学会	 〒305-0005	 つくば市天久保 4-1-1、国立科学博物館動物研究部内  

 

はじめに  
	 伊豆半島の沖に飛び石状に連なる伊豆諸島は独特の生物相をもつことが知られて

いるが、島ごとにもそれぞれの特徴があって、北の端の大島と南の端の八丈島では、

その生物相はかなり異なる。ほぼ中央に位置する御蔵島は、島全体に広く原生林が

残されていることから、とりわけ興味深い生物相をもち、未だに解明されていない

部分も多い。  
	 筆者は約 40 年前にこの伊豆諸島の昆虫相に興味をもち、その実情を解明して成
立の過程を考証することをライフワークの 1 つとして、長年にわたって各島を調査
に訪れてきたが、1980年にカミキリムシ科の 4つの新亜種を含むまとめを報告し、
1985 年と 1989 年にクワガタムシ科の新亜種の記載と分類の変更を含む報告をした
以外には、短い報告を新発見のつどに 48 回ほど報告してきただけで、調査の結果
を大きくまとめる段階には至らなかった。  
	 2010年になって、東京都から都内の希少野生生物の調査が企画され、昆虫では神
奈川県立・生命の星地球博物館の高桑正敏博士らが、この調査に参加された。この

調査の過程で、伊豆諸島の昆虫は、まだまとまった報告書がほとんどなく、保全な

どの問題を考える以前に各島の実態が明らかにされていないことが、改めて浮き彫

りとなった。  
	 すなわち、島にどんな昆虫がいるのかをまとめたリストがあるのは御蔵島（1969）
と三宅島（1972）の 2 つの島のみで、他の島は 2013 年の現在でもまったくまとま
ったリストがないので、一部のグループの昆虫を除いては、「島に何がいるのかわ

からない」という状況がずっと続いていることになる。また、リストがある 2島も、
調査後に 40 年以上が経過した現在では、その後に追加された知見を広範な文献か
ら収集して再整理しなければならない古い内容になっている。  
	 この現状を踏まえ、高桑博士を中心とした昆虫の研究者有志が、40 年以上ぶりと
なる御蔵島と三宅島の昆虫リストの改訂版を作るだけでなく、伊豆諸島全島の昆虫
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リストを作成することを計画した。筆者のカミキリムシ科の調査はこの一環で、す

でに 2012 年の始めに「伊豆諸島のカミキリムシ相」（中間報告）を 2 回にわたって
報告し、今回はこの御蔵島の中間報告とほぼ同時に「大島のカミキリムシ相」（中間

報告）を書き終えて投稿中である。  
	 また、各昆虫の研究者は、自分の専門以外の昆虫も併せて採集し、それを全国各

地の専門家へ送って調べてもらうというシステムをとっているため、現地の調査を

していない研究者からも、伊豆諸島の昆虫を研究材料にした論文が次々と発表され

ている。それらの成果については、論文の掲載誌、別刷り、あるいはコピーを地元

（島）に送って、成果を還元できるように配慮したい。とくに、御蔵島のように受

け入れ施設のある所には、調査の終了と共に標本の一部など資料のサンプルも島に

還元していきたいと考えている。  
	 今回の報告は、表題にもあるように御蔵島のカミキリムシについての中間報告で、

後述するように本島のカミキリムシについてはまだ不明な部分も多く、今後も新種、

新亜種を含む興味深い種が発見される可能性があるだろう。  
	 調査にあたっては、御蔵島村役場の方々、御蔵島観光協会の方々に大変お世話に

なった。また、1983 年度に渡島した折は「民宿・しげを工房」の故・広瀬重雄氏に
お世話になり、2011年以降はご子息の広瀬芳則氏にお世話になった。さらに、神奈
川県立生命の星・地球博物館の名誉館員の高桑正敏博士には、調査にご同行いただ

き、数々のご教示を賜った。これらの方々に心からお礼申し上げたい。  
	 2011 年春以降の調査については、御蔵島村自然保護条例第 11 条および同条例施
行規則第 4 条第 2 項に基づき、御蔵島村村長の許可を受けて行なった。  
	 なお、本文中では、カミキリムシの種名の末尾「カミキリ」を一部で省略した。  
 
御蔵島のカミキリムシ相解明の小史	 	 	 	 	 私と御蔵島との出会い  
	 御蔵島のカミキリムシ相の解明、すなわち御蔵島にどんなカミキリムシが分布し

ているのかが調べられ始めたのは、今から 50 年以上前の 1950 年代後半頃だったと
思われる。  
○ミクラミヤマクワガタが発見された頃  
	 伊豆諸島のカミキリムシを初めて一覧表の形でまとめて概説を書いたのは梅谷

（1961）だが、その一覧表では御蔵島のカミキリムシはわずか 3 種しかあげられて
いない。チャイロヒメ、フタオビミドリトラ、Pterolophia sp．の 3 種で、最後の
種は現在のオオキハネナシサビカミキリを指すようなので、この特産種の存在は黎

明期の頃から判明していたことになる。  
	 やがて故・沢田玄生博士や渡辺泰明博士を中心とする東京農業大学昆虫学研究室

のメンバーが伊豆諸島の昆虫全般を調べだすことになり、この一連の調査の中でミ
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クラミヤマクワガタも発見され、両先生により 1960 年に新種として記載された。
この発見のくだりは渡辺（2002）に詳しい。  
	 この調査の集大成の 1 つが「御蔵島の昆虫相」（沢田玄生・渡辺泰明、1969）で、
これによって伊豆諸島の昆虫相が初めて本格的にまとめられだすことになった。カ

ミキリムシについても画期的な内容で、本土のそれとはかなり異なった構成である

ことが明らかになった。御蔵島の昆虫相が公にされてわかった最大の収穫は、伊豆

諸島の昆虫相の特異性が南方から海流で流れ着いたものだけではなく、本州中部の

山地性のものが見られるという点で、これは伊豆諸島の成立そのものにも関わって

くるような重大な発見だった。今でも、クロヒカゲ、タカネトンボ、スジクワガタ、

ムラサキツヤハナムグリ、クモノスモンサビカミキリなどはその代表例とされ、さ

らに侵入経路が今なおわからないミクラミヤマクワガタがいる島の存在は、伊豆諸

島全体への認識を変えたといっても過言ではなかった。  
	 この調査にやや遅れて、東京都立豊多摩高校生物部 OB 会の有志 5 名による 1968
年 7 月 22 日～8 月 7 日の記録をまとめた「御蔵島総合調査報告」があり、当時の常
識では思いも寄らなかった南方のクロソンホソハナカミキリが発見され、ミクラチ

ビカミキリ（現在はシロオビチビカミキリの亜種）、オオキハネナシサビカミキリ

（御蔵島の特産種）、ミクラビロウドカミキリ（現在はビロウドカミキリの亜種）

などは、この時の採集品を元に新種記載された。「幻のミドリカミキリ？」が目撃

されたというのも、この時の話である。  
	 1970 年代になって、旧・京浜昆虫同好会のメンバー4 名によって「伊豆諸島のカ
ミキリ！！その中間報告」（小宮次郎・他、1972）が「月刊むし」に掲載され、伊豆
諸島のカミキリムシ相が注目されるようになった。御蔵島の項は酒井香氏が執筆さ

れたが、筆者が伊豆諸島に興味を持ったのはこの報文によるところが大きかった。  
○1 9 7 3 年 6 月の初めての訪島  
	 1973 年の 6 月 28 日に、筆者は初めて御蔵島の土を踏む機会をもった。伊豆諸島
を訪れること自体が、この時初めてだった。今からちょうど 40 年前で、筆者が 21
歳になったばかりの時のことである。東海汽船の大きな船で三宅島まで行き、小さ

な船（たしか、えびね丸）に乗り換えて御蔵島へ渡った。初めて見る御蔵島はお椀

を伏せたような形で、深い林に覆われて、どんな虫が生息しているかわからない期

待感を抱かせた。長い急勾配の坂を登ると、そこに当時は島で 1 軒しかなかった宿
の「きよや旅館」があり、玄関の横にはミクラミヤマクワガタのペアが入った小さ

な標本箱が飾ってあった。筆者の友人の市川敏之氏が宿に寄贈したものだった。  
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図 1. 1979 年頃（34 年前）の里から川田方面へ向かう道（途
中までは未舗装の広い道があった）。  
 

図 2. シラホシカミキリ
とリュウキュウルリボシ

カミキリの後食によって

線状の穴だらけになった

タマアジサイの葉（川田

方面、1979 年 7 月）。  
 
 
 

図 3. 昼なお暗い、細い山道にあった
道標．ここから下に降りていく道があ

り、川田発電所へ至る（1979年 7月）。  
 
	 集落の中でもハチジョウウスアヤカミキリ（この種も当時は独立種だった）をは

じめカミキリムシが多く、川田方面の道（図 1）を行くとさらに色々な種が見られた。
やがて道は行き止まりとなり、左手に１人が歩ける程度の細い山道があって、道の

両側のアジサイ類の葉上には無数のリュウキュウルリボシカミキリとシラホシカミ

キリが見られ、とくに多い所ではアジサイ類の葉はこの 2 種の食痕だらけになって
いた（図 2）。枯れ枝などのポイントも多く、初めての伊豆諸島での採集は新鮮で、
鬱蒼としたスダジイの巨木の中を歩いていると、とても「小さい島にいる」という

感じがしなかった。  
	 毎日、このコースを歩いてみたが、ほとんど他の人と会うこともなく、1 日に 1
人くらい島の人とすれちがうかどうか、というくらいの寂しい森だった。昼なお暗

い森の中を 1 人で歩いていると、やがて小さい三叉路に辿り着き、まっすぐ進めば
南郷、左へ降りて行けば川田の発電所となる（図 3）。途中にポイントが多かったの
で、寄り道しながら歩いているとこのあたりで引き返すことになる。南郷への道は

さらに心細く、草ぼうぼうだった。まだ半分も来ていないはずだから、南郷まで行

ったら里まで戻れないだろう。  
	 道脇に大きなスダジイが倒れている所があって、叩くとアラカワシロヘリトラカ

ミキリやオオキハネナシサビカミキリなどがたくさん落ちてきた。大きな木なので、

一通り叩くのに 1 時間くらいかかる。上の方から叩いて、最後に下の枯れ枝を叩い



33 

たら妙なカミキリムシが落ちてきた。オオキハネナシサビに似ているが、落ちたポ

ーズがまるで違う。手にとって、よく眺めて、ようやくその正体がわかった。八丈

島で見つかって新種として記載され、その後に御蔵島でも見つかったが、ずっと追

加の記録がなかったハネナシチビカミキリという珍種だった。現物を見るのはもち

ろん初めてで、誰もいない森の中で、この小さいが体の表面に不思議な彫刻のある

カミキリムシ（図 4）をいつまでも眺めていた。後年になって、このカミキリムシが  
 

 
図 4. 体長 4.8～7.7mm のハネナシチビカミキリ  

                    （1976 年、藤田・画）  

 

飛べないために地表近くに多く生息する  
という生態が判明したが、今にして思え  
ばこの時に最初のヒントをもらっていた

（地表近くの枯れ枝から落ちた）ことに

なる。わかってみれば、このカミキリム

シは里の集落内にもたくさんいた。  
	 この時から御蔵島と伊豆諸島の面白さ

に魅かれ、やがて伊豆諸島の昆虫相の解

明をライフワークの 1 つにしたいと思う
ようになった。御蔵島は、その中でもも      
っとも調べがいのある島で、その後に島

を訪れた同好者によって、海流由来の南

方系種ではコゲチャヒラタ、ツマグロア

メイロ、キイロアラゲなど、本州の中山

帯系の種ではフタスジハナ、ジュウニキ

ボシ（この種は噂だけで誤認の可能性が

高い）などが発見されて驚かされた。毎

年のように驚異的な発見があった 1970 

図 5. 「月刊むし」104 号の「分布地
理からみた・伊豆諸島の昆虫特集

号」の取材のために御蔵島を訪れた

頃の筆者（右端）。中央と左端は調

査に来ていた信州大学の学生（1979
年 7 月、きよや旅館付近で）。  
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年代の頃は、ミクラミヤマクワガタの例もあることから、「御蔵島にはどんな南方

系の種が流れ着いているか、またどんな本土系の種が遺存しているか見当もつかな

い・・・といった期待感が高まって、若かった当時の筆者は、ミニコミ誌に「御蔵

島にこんな新種がいるかもしれない」という特集記事を書いたことさえあった。  
	 その後、1974 年 6 月、1975 年 7 月、1979 年 7 月と御蔵島を訪れたものの画期的
な発見はなく、1979 年は「月刊むし」誌 104 号の「分布地理からみた・伊豆諸島の
昆虫特集号」の取材を兼ねていたが、きよや旅館で今の女房を採集した？だけだっ

た。現在は島にも立派な診療所があるが、1979年当時の御蔵島にはそういったもの
はなく、都内・市ヶ谷の予防医学協会（保険会館）の医師と看護婦が、ヘリコプタ

ーで定期的に島を訪れて巡回診療をしていた。その看護婦の 1 人だった女房と、島
で知り合いになって結婚したので、筆者にとって御蔵島は特別な思い出のある島に

なっている。1983 年 6 月、30 歳の誕生日もこの島で迎えた。  
 
 
図 6. 「きよや旅館」2 階の中
村俊彦博士。巡回診療の医師

として来ていた昆虫研究家

(1983 年 6 月 ) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 7. 「民宿しげを工房」
の前で。後列の中央は

故・広瀬重雄氏。その右

が筆者 (1983 年 6 月 ) 
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○約 3 0 年ぶりに訪れた御蔵島  
	 2011 年の春になって、高桑博士と久々に御蔵島を訪れた。1983 年以来なので、
約 30 年ぶりということになるが、里の集落に「御蔵荘」をはじめとした立派な建物
が増えているのにまず驚いた。昔はなかったイルカのブームで島は繁栄していると

のこと。観光協会の方に車で南郷まで連れて行ってもらったが、南郷までの道が舗

装されたハイウェイのようになっているのに唖然とした。40 年前に筆者が 1 人で歩
いていた、あの草ぼうぼうの細い山道はどこへいったのだろうか？  
	 この年は、今度こそ昔の夢を実現させようと季節を変えて 6 回も御蔵島を訪れた
（11 月は、東京都自然ガイドの講習のため）が、地味な発見やカミキリムシ以外で
は面白い新発見があったものの、予想はことごとく外れてしまった。不気味なこと

に、1970 年代のコゲチャヒラタとツマグロアメイロ、1980 年代のフタスジハナは
未だに 1 例の記録があるのみで追加がない。まだ、後述するように未解決の問題は
少なくないが、御蔵島のような原生林の環境は実は採集が難しく、とくに生態がわ

からない昆虫を見つけるのはかなりの困難がともなう。  
	 以下に、御蔵島のカミキリムシ相の現状と、今後の課題をまとめてみたい。  
 
御蔵島のカミキリムシ  
	 御蔵島産のカミキリムシを、和名、学名、野外における個体密度、成虫の出現時

期、生態の順に記述し、形態などに特徴がある種については併せて書きとめた。  
1．ホソカミキリ   Distenia gracilis gracilis (Blessig,1872) 
やや少ない。7～8 月。夜間、灯火に飛来する。  

2．コゲチャヒラタカミキリ	 Eurypoda(Eurypoda) unicolor Hayashi、1956 
非常に稀。8 月。伊豆諸島では御蔵島のみで記録されている。採集例は 40 年前
の 1973年の 1例のみで、その後はまったく採集されていない。屋久島産や四国
産の個体に比べて、上翅の点刻はやや融合する傾向にあり、光沢が強いとい

う。  
1♀、御蔵島里、5．VIII．1973、中村俊彦採集。夜間、次種のベーツヒラタカ
ミキリと共にシイの立ち枯れにいたものが採集された。  

3．ベーツヒラタカミキリ	 Eurypoda (Neoprion) batesi Gahan、1894 
少ない。7 月下旬～8 月。夜間、枯死部のあるシイの大木を這い回り、灯火にも
良く飛来する。  

4．ウスバカミキリ	 Megopis(Aegosoma) sinica sinica (White,1853) 
普通。6～8 月。夜間、灯火に飛来する。  

5．ノコギリカミキリ	 Prionus insularis Motschulsky,1857 
やや少ない。6～8 月。夜間、灯火に飛来する。  
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6．コバネカミキリ   Psephactus remiger insularis Hayashi,1961 
少ない。6～8 月。夕暮れ時の薄暮時に、やや古い倒木や立ち枯れを這い回り、
灯火にも飛来する。  

7．フタスジハナカミキリ   Leptura(Nakanea) vicaria Bates,1884 
非常に稀。伊豆諸島では御蔵島のみで記録がある。枯れ木から羽化した下記の

1 例があるのみ。  
1♀、黒崎高尾付近、VI．1983（材採集）～9．V．1985（羽化脱出）、武田雅志
採集。直径 20cm ほどのかなり朽ちた広葉樹の立ち枯れから羽化したもので、

本州産の個体に比べると、頭部および前胸背板の色彩が明るく、屋久島産の個

体に比較的似ているという。  
8．ベニバハナカミキリ   Paranaspia anaspidoides (Bates,1873) 
非常に稀。5 月下旬～7 月上旬。伊豆諸島では御蔵島のみで記録がある。シイの
花に来たもの、飛翔中のものが採集されている。御蔵島産の本種は、黒化が著

しく、今までに採集されている個体は全身が黒色なものか、ほとんど黒色で上

翅の肩部に小さな汚赤色部があるもので、本土で通常に見られる暗赤色のもの

は見つかっていない。このように全身が黒化した型は、他では紀伊半島で見つ

かっているだけである。最近、御蔵島の特産種と思われていたミクラツヤヒサ

ゴゴミムシダマシが紀伊半島で見つかっており、この種の元の産地は紀伊半島

の方で、御蔵島の個体群は紀伊半島から海流で運ばれたのではないかと考えら

れだしている。御蔵島の黒いベニバハナカミキリも同様な例かもしれない。  
9．クロソンホソハナカミキリ   Mimostrangalia kurosonensis (Ohbayashi,1936) 
稀。7 月。伊豆諸島では御蔵島のみで記録がある。飛翔中のものが採集されて
いる。亀澤（1985）は、黒崎高尾へ至る山道で、直径 15cm 程度のハイノキ伐

採木に次々と飛来して、日影の部分に好んで産卵する本種を観察している。晴

天時には、午後 4 時以降に林道が日影になってからしか、本種の産卵行動は観
察できなかったという。  

10．ヨコヤマヒメカミキリ   Ceresium holophaeum Bates,1873 
もっとも普通。6～8 月。昼間は花上に見られ、夜間は灯火に良く飛来する。  

11． チ ャ イ ロ ヒ メ カ ミ キ リ   Ceresium simile flavopubescens Kusama et 
Takakuwa,1984  
もっとも普通。6～8 月。夜間、灯火に良く飛来する。  

12．リュウキュウヒメカミキリ   Ceresium fuscum fuscum Matsumura et 
Matsushita,1932 
もっとも普通。6～8 月。夜間、灯火に良く飛来する。  

13．ツマグロアメイロカミキリ   Pseudiphra apicale (Schwarzer,1925) 
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非常に稀。8 月。伊豆諸島では御蔵島と三宅島のみで記録があり、御蔵島での
採集例は 40 年前の 1973 年の 1 例のみで、その後はまったく採集されていない。
三宅島でも 1975 年 7 月下旬に 2♀が記録され（藤田、1976）、1977 年にも筆者
が 1♀を採集（未発表）しただけで、その後は採集されていないようである。  
1♀、御蔵島川田、6．VIII．1973、中村俊彦採集。  

14．トラフホソバネカミキリ   Thranius variagatus variagatus Bates,1873 
少ない。6～7 月。アカメガシワ、タブ、スダジイなどの新しい倒木、立ち枯れ
に集まる。御蔵島産の個体は、本土産に比べて黒化の傾向が強い。  

15．ヒメスギカミキリ   Callidiellum rufipenne (Motschulsky,1860) 
やや少ない。3～5 月。スギ材に付いて御蔵島に侵入した外来種の可能性が高
い。  

16．トラフカミキリ   Xylotrechus chinensis kurosawai (Fujita,2009) 
普通。6 月下旬～8 月上旬。クワ類の太い生木に見られ、里の集落内で良く見か
ける。形態と動作がハチに擬態をしているため、虫を知らない人にはスズメバ

チとよく間違えられる。御蔵島産の本種は体は黒色部が多くて大型の個体が多

く、前胸背板基部中央に黄色紋がなく、上翅肩部は黒色部が広いなどの特徴が

あり、隣の三宅島産の個体とは一見して区別がつく。  
17．ウスイロトラカミキリ   Xylotrechus cuneipennis (Kraatz,1879) 
やや少ない。7～8 月。オオバヤシャブシ、アカメガシワ、クワなどの伐採木に
集まる。  

18．キュウシュウチビトラカミキリ  （伊豆諸島亜種）  Perissus kiusiuensis 
hisamatsui Ohbayashi,1958 
やや少ない。7～8 月。スダジイなど各種広葉樹の伐採木に集まるが、ツバキ類
をもっとも好む。  

19．フタオビミドリトラカミキリ   Chlorophorus muscosus (Bates,1873) 
もっとも普通。6～8 月。アカメガシワ、カラスザンショウなどの花上、各種広
葉樹の伐採木に多く集まる。御蔵島産の本種は上翅の黒帯が消失気味の個体が

多く、ほとんど無紋になった個体も少なからず見られる。無紋型の本種は他の

中部伊豆諸島でも見つかることがあるが稀で、御蔵島のように高頻度に出現す

る所は他にない。  
20．ヒメクロトラカミキリ   Rhaphuma diminuta diminuta (Bates,1873) 
やや少ない。4～5 月。スダジイの花上、オオバヤシャブシなどの伐採木に見ら
れる。  

21．アラカワシロヘリトラカミキリ   Anaglyptus arakawae arakawae (Kano,1933) 
もっとも普通。5～7 月。伊豆諸島では御蔵島と八丈島のみで記録されている。
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スダジイ、アカメガシワなどの花上に多く見られ、スダジイなどの伐採木にも

多数が集まる。御蔵島産は小型で、上翅の斑紋は変異に富む。  
22．ナガゴマフカミキリ   Mesosa(Aphelocnemia) longipennis Bates,1873 
普通。6～8 月。各種広葉樹の枯れ枝のビーティングで採集される。  

23．ウスアヤカミキリ（伊豆諸島亜種）   Bumetopia(Bumetopia) oscitans heiana 
Hayashi,1963 
普通。5～7 月。ススキ類などのビーティングで採集される。  

24．カノコサビカミキリ   Apomecyna(Apomecyna) naevia naevia Bates,1873 
非常に稀。7 月。採集例は、33 年前の下記の 1 例のみ。カラスウリなどによく
見られる種だが、伊豆諸島では個体数が少ない。  
1ex.、里、19．VII．1980、渥美洋介採集。夜間、民宿「二郎丸」の灯下に飛来
した個体という。  

25．シナノクロフカミキリ（御蔵島亜種）   Asaperda agapanthina obliquevittata 	 	 	 
Komiya,1984 
少ない。4 月下旬～7 月上旬。御蔵島の特産亜種。ハチジョウキブシ、アカメガ
シワなどの枯れ枝のビーティングで採集される。灯火に飛来することもある。  

26．シロオビチビカミキリ  （御蔵島・三宅島亜種）  Sybra(Sybrodiboma) 
subfasciata mikurensis (Hayashi,1969) 
やや少ない。6 月下旬～8 月。独立種として記載され、「ミクラチビカミキリ」
という和名で呼ばれていたが、現在はシロオビチビカミキリの亜種として扱わ

れている。御蔵島と三宅島だけに分布する亜種。スダジイなどの枯れ枝のビー

ティングで採集される。  
27．ハネナシチビカミキリ（伊豆諸島亜種）  Palausybra hachijoensis hachijoensis 
Hayashi,1961 
少ない。5 月下旬～7 月上旬。御蔵島と八丈島だけに分布する亜種。本種は後翅
が退化して飛べないので、スダジイの地表に近い部分の枯れ枝や、地面に落ち

た枯れ枝のビーティングで採集される。八丈島では、オオバヤシャブシの枯れ

枝からもよく落ちた。トカラ列島に分布する亜種はタブを特に好むが、伊豆諸

島の原名亜種は筆者の経験ではタブの枯れ枝から落ちた例がなく、伊豆諸島に

もタブがあるのにもかかわらず、この生態の違いは興味深い。  
28．ハスオビヒゲナガカミキリ   Cleptometopus bimaculatus (Bates,1873) 
やや少ない。6～8 月。アジサイ類のビーティングで採集される。  

29．ハイイロヤハズカミキリ   Niphona(Niphona) furcata (Bates,1873) 
少ない。4～7 月。  

30．アトモンサビカミキリ   Pterolophia(Pterolophia) granulata (Motschulsky,1866) 
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普通。4～8 月。スダジイなどの枯れ枝のビーティングで採集される。  
31．ワモンサビカミキリ   Pterolophia(Hylobrotus) annulata (Chevrolat,1845) 
稀。6～7 月。普通種であるが、御蔵島では個体数が少ないのか、筆者は下記の
2 例しか採集例を知らない。  
1♂1♀、御蔵島、7～9．VII．1973、高桑正敏採集；1ex．、8－10．VI．1974、
藤田宏採集。  

32．ナカジロサビカミキリ   Pterolophia(Ale) jugosa jugosa (Bates,1873) 
やや少ない。4～7月、11月。アカメガシワなどの枯れ枝のビーティングで採集
される。  

33 ． オ オ キ ハ ネ ナ シ サ ビ カ ミ キ リ   Pterolophia(Pseudale) izumikurana 
(Hayashi,1971) 
もっとも普通。5 月下旬～7 月。御蔵島の特産種。スダジイなどの枯れ枝のビー
ティングで多数採集される。  

34．ゴマダラカミキリ   Anoplophora(Anoplophora) malasiaca (Thomson,1865) 
普通。6～7 月。オオバヤシャブシによく見られ、幼虫は生木を加害する。灯下
にもよく飛来する。  

35．センノキカミキリ   Acalolepta luxuriosa kuro Makihara,1977 
やや少ない。6～8 月。シチトウタラノキの衰弱木に集まり、幼虫は生木を加害
する。灯下にも飛来する。  

36．ビロウドカミキリ  （御蔵島・八丈島亜種） Acalolepta fraudatrix hachijoensis 
(Gressitt,1956) 
少ない。6～8 月。御蔵島と八丈島だけに分布する亜種。以前は独立種の「ミク
ラビロウドカミキリ Acalolepta mikurensis Hayashi,1969」として扱われてい
たが、hachijoensis の方が記載が僅かに早く、後から記載された  mikurensis
は無効名とされる。hachijoensis を独立種として扱う研究者もいるが、筆者は
ビロウドカミキリの亜種が妥当と考える。各種広葉樹の枯れ枝のビーティング

などで採集されるが、次種に比べて個体数は少ない。  
37．ニセビロウドカミキリ（伊豆諸島亜種）   Acalolepta sejuncta izuinsulana 
Hayashi,1968 
普通。5 月下旬～8 月。各種広葉樹の枯れ枝のビーティングで普通に採集される。  

38．チャイロヒゲビロウドカミキリ   Acalolepta kusamai Hayashi,1969 
少ない。6～7 月。伊豆諸島では御蔵島と、だいぶ離れて大島の 2 島だけから記
録されており、御蔵島ではユズリハの枯れ葉の付いた枯れ枝から採集されてい

る。武田（1983）は、持ち帰ったニワトコから本種を羽化させている。  
39．トカラヤハズカミキリ（伊豆諸島亜種）   Uraecha gilva hachijoensis 
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Hayashi,1969 
少ない。5～8 月。アカメガシワ、オオバヤシャブシなど、各種広葉樹の枯れ枝
のビーテイングで採集され、灯火にも飛来する。  

40．キボシカミキリ  （三宅島・御蔵島亜種）  Psacothea hilaris miyakejimana 
Matsushita,1937 
少ない。7～8 月。御蔵島と三宅島だけに分布する亜種。ハチジョウグワの生木
を加害する。以前はやや普通に見ることができたが、最近では隣りの三宅島と

もども姿を見かけなくなり、クワの葉に見られる成虫の後食跡も少なくなって

いる。本種は本来は普通に見られるはずの種なので、近年になってなぜ減って

いるのか理由がわからない。  
41．トカラコブヒゲカミキリ（伊豆諸島亜種）   Rhodopina tokarensis komiyai 
Hayashi,1969 
やや少ない。6～8 月。スダジイ、アジサイ類などの枯れ枝のビーティングで採
集される。  

42． ハ チ ジ ョ ウ チ ビ コ ブ カ ミ キ リ   Miccolamia(Isomiccholamia) inspinosa 
Takakuwa et N. Ohbayashi,1995 
少ない。3～5月、11月。御蔵島と八丈島だけに分布する種。ハチジョウキブシ
の枯れ枝のビーティングで採集され、稀にスダジイやアカメガシワの枯れ枝か

らも落ちる。体の色は薄茶色の個体から、黒色味の強い褐色の個体までの変異

が見られる。  
43．クモノスモンサビカミキリ  （伊豆諸島亜種） Graphidessa venata takakuwai 
Fujita,1980 
やや少ない。4～6月、11月。主にスダジイの枯れ枝のビーティングで採集され、
イヌビワ、アカメガシワ、ミズキ、ハチジョウキブシの枯れ枝にも見られた。  

44．キイロアラゲカミキリ   Penthides rufoflavus (Hayashi,1957) 
やや少ない。7～8 月。下村（1976）が御蔵島から伊豆諸島初記録として記録し、
その後に三宅島（藤田・小笠原、1977）、八丈島（Fujita,1980)からも記録され
た。成虫はカラスザンショウの葉を後食し、幼虫は中空に突き出たカラスザン

ショウの枯れ枝を食べる。  
45．ドイカミキリ（伊豆諸島亜種）  Mimectatina divaricata similaris Takakuwa,1984 
やや少ない。4～7月、11月。主にアカメガシワの生木から出ている枯れ葉のな
い枯れ枝のビーティングで採集され、ユズリハ、ミズキ、ハチジョウキブシ、

スダジイの枯れ枝からも得られた。11 月には新鮮な個体が多く、春先に見られ
る個体は汚れた不完全な個体が多いことから、秋に野外へ出た成虫がそのまま

野外で冬を越すものと思われる。  
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46．コゲチャサビカミキリ   Mimectatina meridiana ohirai Breuning et Villiers,1973 
普通。4～8月、11月。主に地表に接したアオキの枯れ枝のビーティングで採集
され、スダジイの枯れ枝にも見られた。  

47．ケシカミキリ   Sciades(Miaenia) tonsus (Bates,1873) 
普通。6～8 月。各種広葉樹の枯れ枝のビーティングで採集される。  

48．シラホシカミキリ（伊豆諸島亜種）   Glenea(Glenea) relicta izuinsulana 
Fujita,1980 
もっとも普通。6～7 月。タマアジサイ、ラセイタソウ、ハチジョウイチゴなど
の葉を後食する個体を多数見かける。伊豆諸島中～南部の三宅島、御蔵島、八

丈島に分布する亜種で、筆者（1980）が三宅島大路池産の個体を基準標本とし
て記載した。東京都御蔵島村（2007）では、本亜種に「ミクラシラホシカミキ
リ」という和名を使っているが、前述のように基準産地は三宅島であって根拠が

よくわからない。図鑑類では、「イズシラホシカミキリ」という和名が使われた

例がある。  
49．リュウキュウルリボシカミキリ（伊豆諸島亜種）  Glenea(Glenea) chlorospila 
hachijonis Matsumura et Matsushita,1933 
もっとも普通。6～7 月。前種と共にタマアジサイ、ラセイタソウ、ハチジョウ
イチゴなどの葉を後食する個体を多数見かけ、多い場所では両種によってタマ

アジサイの葉が図 2 のようになる。  
 
御蔵島のカミキリムシ相の特徴  
○産するカミキリムシは 4 9 種  
	 御蔵島産のカミキリムシは現在 49 種が知られており、このうち御蔵島の特産種
が 1 種、特産亜種が 1 種、伊豆諸島では御蔵島だけで記録されている種が 4 種含ま
れている。伊豆諸島の一部、または広域に見られる特産の種は 1種で、亜種は 13種、
亜種名は付けられていないが特徴のある個体群として認識できるものに、コゲチャ

ヒラタ、トラフホソバネ、トラフ、ウスイロトラ、フタオビミドリトラなどの 5 種
があり、これらを合計すると 25 種になるので、産する種の半分がなんらかの特徴
をもっている興味深いカミキリムシ相ということができる。  
	 梅谷（1961）の一覧表によれば、1961 年の頃は大島から 20 種、利島から 3 種、
新島から 13 種、神津島から 6 種、三宅島から 21 種、御蔵島から 3 種、八丈島から
20 種、八丈小島から 5 種を記録している。  
	 それから 53 年後の現在では、筆者の手元の最新資料では次のように増えている。
大島 20 種→57 種、利島 3 種→31 種、新島 13 種→49 種、式根島 0 種→23 種、神津
島 6 種→32 種、三宅島 21 種→53 種、御蔵島 3 種→49 種、八丈島 20 種→46 種、八
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丈小島 5 種→5 種、青ヶ島 0 種→9 種。  
	 1961 年の初めてのまとめから半世紀以上が経過した 2013 年では、ずいぶんと多
くの種類が生息することが判明したことがわかる。  
	 まず、棲息するカミキリムシの種類数だけで言えば、伊豆諸島の中で一番多いの

は大島の 57 種で、次が三宅島の 53 種、3 番目が新島と御蔵島の 49 種となり、御蔵
島はその面積の割には多くの種類が生息している。さらに、大島、三宅島、新島で

は昔から物資の移動にともなう外来種の移入が相当数考えられるので、他の島に比

べて外来種の少ない御蔵島の実質的な数字（外来種の可能性がある種を含めない数

字）は、さらに高いものと考えられるだろう。  
○御蔵島のカミキリムシはどこから来たのか？  
	 生息する種の内訳を見ると、コゲチャヒラタ、コバネ、クロソンホソハナ、ヨコ

ヤマヒメ、チャイロヒメ、リュウキュウヒメ、ツマグロアメイロ、トラフホソバネ、

キュウシュウチビトラ、フタオビミドリトラ、アラカワシロヘリトラ、ナガゴマフ、

ウスアヤ、ハネナシチビ、オオキハネナシサビ、センノキ、ビロウド、トカラヤハ

ズ、トカラコブヒゲ、キイロアラゲ、ドイ、コゲチャサビ、リュウキュウルリボシ

などの 23 種は、黒潮の海流によって過去の長い時間に枯れ木と共に運ばれてきた
ものの末裔である可能性が大きい。カミキリムシ科の甲虫は幼虫が枯れ木の中に生

息するために、枯れ木ごと海流で流されて分布を拡げていくことが知られている。

伊豆諸島はとくに鹿児島県のトカラ列島との類似性が高く、上記の中でもコバネ、

キュウシュウチビトラ、ハネナシチビ、オオキハネナシサビ、センノキ、トカラヤ

ハズ、トカラコブヒゲ、ドイ、リュウキュウルリボシなどの 9 種は、非常に良く似
たものがトカラ列島とその近辺に生息しており、トカラ列島から黒潮で伊豆諸島に

運ばれた可能性を強く想起させる。御蔵島に分布しているカミキリムシのうち、半

数近くが海流で南方から運ばれてきた可能性が高いことを、まずは指摘しておきた

い。  
	 南方から海流で運ばれてきたと思われる種が多いのは、伊豆諸島全般に見られる

特徴で、とくに三宅島、御蔵島、八丈島などの中～南部伊豆諸島ではその傾向が顕

著になっている。これを 1 番目のグループとしたい。  
	 次にあげられるのは、本州では山地帯に見られる種が分布することで、海流由来

と考えられる例に比べて数は少ないがフタスジハナ、ウスイロトラ、クモノスモン

サビなどがあり、フタスジハナは御蔵島以外では見つかっていない。他の昆虫まで

含めれば、特産のクロヒカゲ亜種、スジクワガタ、ムラサキツヤハナムグリなどは、

伊豆諸島では御蔵島以外では発見されていない。  
	 この 2 番目のグループの山地性の昆虫が見られ、しかも一部が特化していること
が、御蔵島の昆虫相が他の伊豆諸島と大きく異なる非常に興味深い特徴と言える。  
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	 3 番目のグループとして、カミキリムシでは見あたらないが御蔵島と神津島だけ
に分布し、日本本土には近縁なものがまったく見当たらず、遠く中国大陸に近縁種

がいるというミクラミヤマクワガタのような驚異的な種が存在する。なぜ、このよ

うな種が伊豆諸島の小さな島に今でも奇跡的に生き残っているのかは、諸説がある

が説明は大変難しい。しかし、すべての謎を解く鍵もまた、この小さなクワガタム

シにあるのかもしれない。ミクラミヤマクワガタについては、別に研究史から見た

総論を本誌に書く予定なので、これ以上の考察はその稿に譲りたい。  
	 4 番目のグループは、1～3 番目を除いたものとなるが、このグループは本州の平
地から低山にかけて分布する普通種がほとんどで、一部にはスギ材に付いて御蔵島

にやって来たと思われるヒメスギカミキリのような外来種も含まれる。  
	 海流由来とは考え難い 2～4 番目のグループの種が、どのようにして御蔵島など
の伊豆諸島へ入って来たかという問題については、実は今だに諸説があり、研究者

によって考えが異なっている。  
	 それは、大きく分ければ 2 つに集約できる。  
	 1 つは生物（この場合は昆虫）の側から考えられた説で、コガネムシ類などのよう
に土中に幼虫が生息する種は「地続き」でないと島に侵入できない（ミクラミヤマ

クワガタも、この例に入る）から、伊豆諸島はかつては伊豆半島まで地続きの巨大

な半島（古伊豆半島）で、この時代に多くの昆虫が現在の伊豆諸島にあたる地域に

辿り着いた、とする説である。昆虫の生態を考えれば、たしかに海を渡るすべ（自

力で飛んで来て島に渡る；枯れ木の中にいて海流で島に漂着するなど）のない昆虫

の分布を説明するには、説得力のある説ではある。  
	 一方、もう 1 つの説は、現在の地質学では伊豆諸島が本州と地続きであったこと
は否定されていることより、分布している昆虫はすべて何らかの方法（今はその方

法がわからないものが多くあったとしても）で、やはり海を渡ってきたものの末裔

であるとする説である。地質学に沿った合理的な説だが、昆虫の生態からは説明し

難いものが多く残ることが欠点ではある。この説の変形で、長い距離の移動は難し

くても、伊豆諸島を島ごとに飛び石のように伝わって分布を拡げたという説もあ

る。  
	 後者の説は、地史の側から考えられた説であり、昆虫の研究者以外では後者の説

を支持する人も多いだろう。しかし、植物の研究者の中にも伊豆諸島の一部は本州

と地続きだったと考える人はいるようである。  
	 今のところ、どちらの説も説得力があり、昆虫では地続き説の立場でものを書い

ている人がやや多いようだが、これからの調査しだいでその方向も変化していくか

もしれない。  
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○中～南部伊豆諸島のカミキリムシの不思議な分布  
	 御蔵島の特産種は、オオキハネナシサビ 1 種で、特産の亜種にシナノクロフカミ
キリの御蔵島亜種がいる。伊豆諸島では御蔵島からしか記録のない種はコゲチャヒ

ラタ、フタスジハナ、ベニバハナ、クロソンホソハナの 4 種。  
	 御蔵島と三宅島の 2 島だけに特産の亜種はシロオビチビとキボシの 2 亜種で、ツ
マグロアメイロは伊豆諸島では御蔵島と三宅島の 2 島だけで記録されている。  
	 また、御蔵島と八丈島の 2 島だけに特産の種はハチジョウチビコブカミキリがい
て、特産の亜種にはハネナシチビ、ビロウド（旧ミクラビロウド）の 2 亜種がおり、
伊豆諸島では御蔵島と八丈島だけで記録されている種にアラカワシロヘリトラがい

る。  
	 御蔵島、三宅島、八丈島の中～南部伊豆諸島のカミキリムシ相で興味深い点は、

御蔵島と三宅島のみに共通な種がいるのは距離的に近いからまだしも、御蔵島と八

丈島のみに共通な種が少なからずいて（三宅島との共通種よりも多い）、それが隣

の三宅島にはいない例があることである。筆者も三宅島でアラカワシロヘリトラ、

ハネナシチビ、ハチジョウチビコブを探したが、未だに採集できず、分布していな

い可能性が高い。また、八丈島にはいないが、大島から御蔵島にかけて広く分布し

ているシナノクロクも三宅島にはいない。ビロウドカミキリも御蔵島と八丈島のも

のは全身真っ黒の特化した亜種だが、三宅島のものは大島、利島、新島、神津島に

分布するやや黒化した個体群に似たもので、御蔵島・八丈島の特産亜種とは明らか

に異なる。  
	 三宅島は、伊豆諸島では大島に次いで 2 番目にカミキリムシの種類数が多いこと
は前述したとおりだが、その構成メンバーをよく見ると三宅島だけに特産の種や亜

種は 1 種もないことが特徴的である。伊豆諸島で三宅島だけで記録されている種は
スジマダラモモブト 1 種だが、この種はマツ類に付いて移入された外来種の可能性
もある。以上を総合して考えると、三宅島のカミキリムシは記録されている種類数

こそ御蔵島よりも若干多いものの、それは物流の移動が過去に頻繁にあったことに

より外来種が増え、言わば「外来種による水増し」部分があった結果とも言える。

実質的な、人間の手の入らない自然史的な構成メンバーという観点では、2 島共通
の特産亜種であるシロオビチビとキボシの存在を含めて、三宅島のそれはむしろ御

蔵島の出店的な内容と言えるかもしれない。  
	 この中～南部伊豆諸島の共通種と共通しない種の問題は、伊豆諸島の成立に関わ

る問題を提供してくれる。なぜ、こういう現象が起こったのかは、いくつかのケー

スが想定できよう。  
	 まず、重要な点の 1 つは、問題となっている種に伊豆諸島特産の種や亜種が多い
ということである。他の地域では見られないということは、これらが最近になって
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海流などでやってきたものではなく、種や亜種に特化するほどの長い時間を経て現

在に至っているということになる。  
	 御蔵島、三宅島、八丈島の 3 島に共通したりしなかったりする「特産の昆虫」が
いるということで一番に考えられるのは、現在は深い海でそれぞれの島は隔てられ

ているが、かつてはこの 3 島が 1 つの大きな島（あるいは神津島以北の地域も含む
大きな島、もしくは伊豆半島にまでつながる巨大な半島）だった時代があったので

はないか？という仮定である。その時代の名残で共通な特産種が海で隔てられた島

にいるが、一部の種は環境の変化などで絶滅したと考えると昆虫の側からは説明が

つきやすい。  
	 もう 1 つは、3 島は 1 つになった時代はなかった。共通種は南からの海流によっ
てそれぞれの島に辿り着き、よく似た形態に特化した。共通しない種は、もともと

その島に辿り着けなかった（あるいは辿り着いたが、その後に絶滅した）と考える

こともできる。  
	 どちらが正しいのか、もっと別なパターンがあるのか、あるいはこんなに単純な

ものではなく、複雑なことが絡まって現在のようになったのか、タイムマシでもな

いかぎり答えは誰にもわからない。ただ、今の私の考えでは共通する特産のものが

良く似ているどころか、区別ができない（御蔵島と三宅島のシロオビチビとキボシ、

御蔵島と八丈島のアラカワシロヘリトラ、ハネナシチビ、ビロウド、ハチジョウチ

ビコブ）ことから、別々に辿り着いたとするよりも、かつては同じ場所にいた、つ

まりは 3 島が 1 つの大きな島だった時代があったと考えた方がすっきりすると思っ
ている。  
	 そのような大きな「古・南伊豆島」（仮称）があれば、神津島も一緒だった可能性

があり、ミクラミヤマクワガタはこの古い大きな島に広くいて、島の分離後に三宅

島と八丈島にあたる地域では環境の変化で絶滅したので、現在は御蔵島と神津島の

みに生き残っているという仮説も考えられる。  
 
御蔵島のカミキリムシの調査課題  
	 以上が御蔵島および中～南部伊豆諸島のカミキリムシ相の特徴の概論と筆者の仮

説であるが、個々の種に目を向けていくと、まだまだ調査不足による現実的な課題

は多い。  
○再調査が必要な種（ 1 例しか記録のない種）  
	 コゲチャヒラタカミキリ：1973 年に採集された 1♀しか、この世に標本がない。
この種は九州南部、対馬、屋久島、奄美大島などに広く分布するが、御蔵島で採集

されたものはこれらの地域のものと比べて、やや光沢が強いとされている。良く似

た種に小笠原諸島に分布するオガサワラヒラタカミキリがいて、この種はコゲチャ
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ヒラタカミキリよりもかなり体の光沢が強い。御蔵島のものがどのような個体群か

非常に興味深いが、1 頭のみでは判断が難しい。♂を含めた再発見が強く期待され
る。  
	 フタスジハナカミキリ：1983年に黒崎高尾付近で採取された広葉樹の枯れ木から
羽化した 1♀が知られるだけの種である。本州では中山帯に分布する種で、御蔵島
にいることは驚きである。ただし、野外で採集されたものではなく、枯れ木から羽

化したという点がやや不安材料ではある。そのようなことはないと信じたいが、他

の地域からの枯れ木から羽化したという可能性もゼロとは言えないからである。羽

化した個体は、屋久島の個体に似ているというから、野外で早く再発見されて欲し

いものである。  
	 ツマグロアメイロカミキリ：1973 年に採集された 1♀が知られているだけである。
筆者は隣の三宅島で 2 頭を採集している。沖縄ではアカメガシワの葉上で採集され
ることが多い種なので、今後はアカメガシワに注意をして再発見を心がけたい。  
	 カノコサビカミキリ：1980 年に「民宿・二郎丸」の灯火に飛来した 1 頭が採集さ
れているだけである。通常はカラスウリで採集される普通種であるが、なぜか伊豆

諸島では採集例が少ない。  
○再検討が必要な種  
	 チビコブカミキリ属の 1 種：御蔵島にはハチジョウチビコブカミキリが分布して
いるが、1976年 7月にこの種とは別のヘリグロチビコブカミキリに似た種が採集さ
れている。ごく小さい種であり、他の地域で採集された個体に誤って御蔵島のラベ

ルが付けられてしまった可能性もあるが、この標本をさらに調べるとともに、野外

での再調査がまだ必要と思われる。  
○噂だけで、御蔵島で得られた標本がない種  
	 ミドリカミキリの仲間の 1 種：1968 年の豊多摩高校の調査の際、「アジサイの葉
上にミドリカミキリがいた」という話があり、伊豆諸島にはミドリカミキリが分布

していないことから、ミドリカミキリではなくて九州南部や屋久島に分布する別種

のヤクシマミドリカミキリではないかと考えられるようになった。その後の採集例

はもちろん、目撃例もない。なにかの見間違いという可能性もあるが、黒潮によっ

てヤクシマミドリの系統の種が御蔵島に運ばれた可能性はあり、もし発見されれば

特化している可能性もある。ツバキの新しい倒木に集まるので、発生期前の 5～7
月頃にツバキが伐採されるようなことがもしあれば、ぜひ教えていただき、調査に

訪れてみたいと思っている。  
	 ジュウニキボシカミキリ：この種も、1973 年に「きよや旅館」の電灯に夜間飛来
したという話があるだけで、証拠となる標本が存在しない。本州の中山帯に分布す

る種で、御蔵島に産するとしたら大発見になる。食樹のセンノキは、里の集落内で
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1 本を見ただけであるが、この木では見つからなかった。御蔵島の島内を歩いてい
ても、他ではセンノキをまったく見かけていない。葉に特徴があって大変目立つ木

なので、山歩きの際にセンノキを見かけられたら、ぜひ教えていただきたい。  
○記録を削除した種  
	 アヤモンチビカミキリ：筆者が 1974 年に御蔵島から記録したが、その後に他の
場所のラベル間違いであった可能性が高いことがわかったので、2012年の報文で記
録を削除した。  
	 オビレカミキリ：黒澤（1990）が御蔵島の昆虫の中にあげていたが、筆者がご本
人に聞いて違う種の可能性が高いことを確認し、標本も存在しない（採集しなかっ

た）ので、2012 年の報文で記録を削除した。  
	 以上の他にも、御蔵島には黒潮によって流れ着いた未発見のカミキリムシがいる

可能性が高い。今後にもし発見されるとしたら、伊豆諸島からの記録はないが、よ

く調査されていない春季の花に来るヘリウスハナ、タケウチヒゲナガコバネ、シバ

タヒゲナガコバネ、クビアカモモブトホソ、ケブカトラなどの種、夜行性で人目に

触れにくいオガサワラチャイロ、ムネスジウスバ類、クロモンキイロイエ、ムモン

チャイロホソバネなどの種、高所にいて目に触れにくいキイロメダカ（伊豆諸島で

は八丈島のみで記録がある）やヒゲナガヒメルリなどが考えられる。  
	 また、本州の中山帯に分布する種が飛び離れて御蔵島にいる可能性もあり、さら

にはミクラミヤマクワガタのような予想もつかない種が発見されることもありう

る。  
 
	 1973 年 6 月の、21 歳になったばかりの時に初めて御蔵島に来てから約 40 年が経
ち、筆者も今年の 6月で 60歳の還暦を迎える。元気で山歩きができるうちに、若い
頃からのライフワークの 1 つだった伊豆諸島の昆虫相解明をすこしでも前進させて、
まとまった形にしてみたいと考えている。  
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図 8.	 伊豆諸島・御蔵島で見られるカミキリムシ  
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