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日本産野生絹縣轟分類　〔1〕

入　木　誠　政

　　　　1　天錨蛾科一〔幼轟の部〕　　　　’

　日本に産する絹緯癒の中天獄蛾類に属する種の歎は十厩十三種な

り．而して此等の種は総てSuperfhmily　Saturエ10i（iea中の一科Fam－

ily　Saturllidaeに入るべきものξす。世界のSaturnian　lnsectts　｝a現今

の分類學上SLi　pc，rfa　nl｛1アSatulユ10ideaの中三科を設け此の中に包含

さる5に至れb一陰PちSatuvnidae・Cet’tlt・o：arlユ1）idULe．及びHemilenLidae

tす。　　・

　旧本に於ては未だSatarnid｝te　L］　A一の科に属する昆鍛獲見されす然

れざも此科に近縁なるものこ如何に相關係し居るかは系統學上必要

なる一ミければ此所に簡軍に述iべんこす。

　Celatocall・pid良cご臨tunlidaeεの職別に就てはFQrbes（1905）はDアur

氏に從ひ第九腹節のβ（scoli）を目｛票こせb一帥ちβは前科に在りては

背中線に於て融含す一ご。此れに關しFraGker（1905）は該βの融合

はHem｛leucidaeに属する所のAu七〇trleriti属に於ても趨り得る例わる

故に此のβtrcoliの目距は寧ろCemもocampidaeごHen｝ileucidaeこの關

係に採用す＾sきものなりご提言せり。fllllorこのSaturnoideaに於ける

第八第九腹節の毛炎起の配列は分類學上重要なる意義を有するもの

なるを知り得べしb　　　　　　’

　冷Fradくαの鱗翅目の幼強艦節に輿へだる假設的基ム型を探用し

Superf｝mlily　Sattlrnoideaの幼鐡にある毛突起を見ちにその配剰は五個　’

のtypeに分たる。而して此の五tiypeε雛も第八節に於けるRhoごKa－

PPaは1101’ril　il　iであbながら第九節にありては時に二個のscoliが少し

く中背の方に移b存してこ者間のHomolo　yが疑はしく見ゆる蠣合

あり。さり乍ら大槻して腹部の第入第九飾に於ける四個の毛突起に

就いて見るに次の如き差異あb。即ち（a）一一一　Asの背中毛叢突起が第八
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節にありて第九櫛になき鋸合。（b）亜背毛突起が第八節に存在せざる

場含。（c）背中毛爽起が第八飾ご第九節ごに存在する蕩会。〈d）一個の背

中毛突起が一甥のこれに件ふ毛突起こ共に第八節に存し第九笛に

は背中毛突起のみが存する揚合。（e）第八節には背中毛突趨なく第九
節｛編礁する場飢而してSatll　1’　11　id　tl　（｝の幼蹴は（tl）が（b）の配列を示し

Ileinilctucidaeの幼鐡は（e）を示しCerat〔｝ua1）IPid｝1｛1の幼鍛は（d）か（e）を示す

此腓に注意す・sきはHemi1（lueid網す1認日本には居らざれどもHemileu・

ca，　P6eudollagiらAu七〇meris♪及びG）1（，raclitLの四属は第一第二腹節の

毛突起はSat・urnidueよりもCe韻oeampidaeに近し。

　要するにこの籍突起なるもの5存在は鱗翅類幼愚類中Xymph面d舵

及びHelic田1idaeを除きてはSaturnidaeのみに存するものにしてこれ

が他のOderご腱i別さる5点なb、

　Saturnoideaの幼愚の頭部はt・uberc・ulat，e叉はharnedする事なく然

も背部に向ひ狭長こなるもの多し。叉背中毛突起は必す第八第九腹

衝1に限られたb。唯Agli油“1（Saturnidae）の幼鐡に於ては最俵の齢に

於て毛突趨は一個の大なるgibbositiesこなbて残れざも是れはS漁r・

・　1・illn　aneestorよりdescendせる最近の形態を示すものご見徹、されて居

るものなり。

　一一般に第八腹節のβはθ（Sefa）に依りて代衰せられて存するか然ら

ざれば映存す。然しCeratocampiJaeに於ける第八節はAの後方に一封

の小毛突起存在するが故に例外なbこす。

　Saturnoideaの爪（Croahets）は常1二二測1りこiこてmesoser1esに酉己列す。

（1－3♪9圏）

　尾脚は一：一一般に後方へ扁李こなり居b尾板（anal　？kte、ご共に三角

のpy】’an】idを形成す。

　　　　　　　　　S艮七urlloldea科の槍索

　　a・　第九腹飾が背中線に毛突起を有せ・す毛突起は中途に於て分

　　　　枝せす第八腹節の背中突起が存在する蕩合は一劉の小突起

　　　　を其後側に件はす　　　　Saturniidae

　　aa・第九腹節が腹中線にtW個の毛突趨を有す。
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　b．中胸の毛突趨Aが腹部の毛突趨より極僅かに長く腹部の毛

　　　突起が中途に扮枝し尾板は滑かなb。　1｛Ilernileuciclae

　　Lb．中胸の毛突起Aが腹部第一乃至第六節の毛突超より少なく

　　　　も二蔽く毛幾は中慰珊枝せ梶灘塑くも州
　・　　以上の小キチン突起を有す。　　　　CeratocamPldae

　以上の如き槍索i受によbて明かにSaturui｛d瀬の幼鐡を匿別し得べ

し次に日本に於けるSat・urniidae　pjuの属瞼索表を詑さん。

　　　　　　　　S・LtUl’r）ii（hc属槍索炎

　　a，第八腹節が中背に一欄の毛突趨を有す。

　b．　中胸及び後胸のAが他の体蔀の毛突起こsul：equalか或はノ1・。

　　　　フ〔が第一及び第二腹節に存在せ参。　　　　　　　　　　、

　　c。毛突起が螢達し居り圓筒状にて太さより長し。

　　　cc，毛突起が小瘤状に退化し居り太さより長からす。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［）h｛10samia

　　　d．第一乃至第九腹節が各側に黄色通節線を有し第二第三

　　　　　腹節氣孔上に銀斑を有す。　　　　Anth。raea

　　　ddL腹都は各側に通節線を有せざるか叉は微にして第二第

　　　　　三腹笛上に銀班を有せす。　　　　A面as

　bb．中胸及び後胸の毛突趨Aは第二乃至第六腹節の毛突起より

　　　　も大。

　　e．　第一及び第二腹節はi氣門下に二欄の簸突趨を有し第一・復

　　　　飾の毛突起は第二腹節のそれよbも大。　AttaClls

　　ce．第一及び第二腹節は氣門下に毛突起一個か叉は無く時に

　　　　　は第二次的のものが微かに存す。第一腹鄭の毛突起は次

　　　　の節のものよりも長から寄。　　　　Rho：lia

　aa，第八腹節は中背に毛突趨を有せす。

　　b．第二次setae各箇に多く而かも長し毛突趨は極めて小。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GしllglLla（DictyOPIQea）

　　bb．第二次昌e厩は稀か叉は無し毛突起顯著にして大きさは

　　　　餐節殆んど同大。　　　　S：durnkし
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　　　　C，　氣門下に二個の毛突起顯著。　　　　Eryo9γ1凪

　　　　ce，』氣門下の二個の毛突起中下方のもの微。　Loepa

　　aaa，第三胸節獄外毛突起を全然映く。　　　　Aglia

　　　　　　　　　1）hiiり5am軌Grote属

　Sa’ilLiELα且厩r；Verz．　Bek・SGllme也馬P．鰯，182　L）　1）’

　1）1’）ilosamia　Grote．　Prec．　AmeL　ll）hil，　So〔うりX亙V，　P．2与8，1871

　’　　R（，thschlldは次の種を世堺，より記載せb。　Nov．　ZooL，　IL　1895

　　　1，P・cアllもhia　Dfur）・・　　ジヤバ

　　　2、P。1unu！a　Walker．　西印度．
　　　　・　　　　　　ab．　．◎bseura　　玉3u七1er．．

　　　　　　　gl）‘　　　queri　lユi　　　コts・X：oore　　　　　　 ペ　ン　ガノV

　　　3．P．　Walkeli　Fel　ler鵠cアnthia・auet（necDrury）北支那

　　　　　　　txb，　iol¢　XMes七W　　アツサム　’

　　　　　　　SubsP．　pryeri　　Ilutler　　　　日本

　　　シ　ンジ認サン　　　　 P丑1ilo・SIL111｛a　　（iyiLthitし　　．　i）1’u1’Y●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　　　Attaetts（・y，it臨，1）1’　tWY　III．　Ex．　Enし，1工（1773）p1。6．592，

’　　　　StLMitl　cynthia　J｛）じdan♪Seitz，“farolefz．，　Div．1，　p．212フ1911

　　　之れに二亜種認めらる郎ぢprアeri及びwalke2i・

　tこの櫨こまJordan1911に依り8ami潟“偏入されずヒれこも幼鐡の毛突

起の配列より見るに明かに1’hiiosa］　ni　，・｝鵬巾に緻くべきものなb。’

（1圖）　日本に居る種はこのSubsP・prγerlなり。師．
　　　P．・c）7n七111a　Suhsp，　王）ryer童　Butler　（A∫bta（｝us　l）　1’Yeri　〕BuLler7）

　　　．Il）rec．　Zool；　Soe．　1」01ido正｝，　1：）・387、　NQ・18，　1878・　111uest／ration　of

　　　I」6｝）．　Het，　Brit．　Mns．，　Pl．　IH♪p．1L　P1．　XL　II工，　fig．15．

　　　ユ879．tt

此の種は明かにP．cylltbiaの氣候的攣種な「）。

　幼鑛の成長せ6ものは体長501i聴・頭巾5】｝LnL体色淡黄緑魚全体

に白色粉を着ナあるが如し。頭部は黄緑色1abrumごantellntxeは冑色

scoli　Kの纂部に黒色背部の毛突鵡は同大唯第九箇のもの少しく短

かし。毛鍵趨の頂端にある三四本り・spinu　le中長きものは毛突趨よう
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長し。一般に四本のspi1、uleの中二本は短鏡二本は毛朕なり。前胸

のA　ttcoliのtubei・eleは稲堺にして横卵形内方の二個は各二個のsetae

を有し外力のものは二本乃至六本を有す。総て黒色。前胸板は黄色

第九乃至第十腹節及び尾脚の中央は緑色の縁ある黄色。第九腹節の

Aは他のscoliの三倍の大さあb。先端二頂点を有すれごも境界は淺

し各側に四本の噸nu噸eを有す。各節にある四掴の毛突起は皆横の

rldge上に立つ。前胸板の爾側に小黒点あ～）。申胸には中央黒点二

個ゐりて一個は後方に存す。中胸には一点存す。第一腹節上には一

点も参く第二乃至第九節上に一1贋めり。最後の節上のもの最大なう

A・scoli及びP・scdi間には二黒点ゐリヌ三黒点は氣孔の近くにあり

印ち一個は氣孔の前方に二個は氣孔の後方に存す。時に腹飾第四第

五上の氣孔に近き黒点が映くる協合あり。一個の黒点が胸飾及び

腹節の墓部に存す。胸脚は黄色．腹節の基部は青色。他部は凡て淡

黄色及び淡緑青色。尾脚は中央その上下の縁は青色。尾背板は三角

形表面は4三滑にして毛なし．t：　5“末端に二個の廣く轟李なる青色瘤

存し各八本の小papillaeを有す゜該tubercleの中間及後方に黒色細

毛ある瘤あり。前胸のK及兀は黒色。

　繭Gynthiaに於けるが如くAilalltl｝usの一葉を以て其の中に螢繭

し柄は頗るよく爽逡す。繭の外凱は淡紅色又は淡紅次表面はCarru・

gateす。畿蛾後繭色礎化すごJo且tel氏は云ふ。

　食物　　シンジユ，ナンキンハぜ，ヌノンデ）ゴンズイ，キハダ．

　　　　　　　　　An七heraea　H銭bner属

　Anthera’ea　　HUbller，　』X「erz．　Bek．　Sclmユeもt．1822？，　pユ52♪Type

　　歌ccordil19　to　Kib）r，　A・mylitta　Drur）r・

　　1｛otl）tsehilclはi欠の種を器げだb。　Nov．Zoo1．，II　1895，　pp43＿44，

　1，　A，　assaTnensi，g　　Ilelf．

　2．A．」）e｝　feri　Moore．ダージー一リング

3・A・p・…Lt・ti　Gu6r，カ｛ンヂチエソー．　。

　4。A・papliia　Linn・　ジ雪’バ，アンガイナ

　5，A．　anda・mana　M⑪ore．　t7ンダマン島
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　　6・A．myli七ta　Drury　インド

　　　　　a・b，　cillgalesa　　！～foore　　　　　　　．

　　7．A，　semperi　Feld．　ノレーゾソ

　　8・A．pe］’11Yi　Gu6r・　北支ヌ那

　　9，A，　lariS臼a　　N？Ve8t～V　　ジヤノ“

　10，A．　frithii　］S，L［Ot）re　　ダP一ジーリ　ン

　　　　　ab．　frllterna　M．oore　ヒマLラヤ　　　　　　♂

　11．A・1）田itonensis　Mo。re　u“　pツトン島

　12．A・yamamai　Guさr　E・1本

　　　　　1’v　）thschildはvarietkY及oberra七inごされたるserges七eG

　　　　　WeSLWり　n｝QrOSa］BUtl．7　haZina　Bntl・♪　ft｝11tOtli　j3UtL，　CaliCIEし

　　　　　BntL，をSyno】lymSこなせるがこれは余も至極同載なり。

　13．ム．g　SGirOll　S］Vestw．　ワイキ“三1ウ

　14・A．1）ristina　Walk、・ヴア

　以上の外Jordal1（ユ910）はAs肌maよりA・castane吻寵載し其他多

くの歪重はMoore（1892），　Sw・inhoε（1892，1893），1｛am　psoii（1892）及Luc－

as等に依りて報せられたり。

　XYatsonは又Wi】d　silk　moths　of　the　world（Manuhester　1912）に於

　てA・アamamaL，　A．・cOlnpacttv　Roもh・，　A・1nyli｛｝ta，　A・POInyi，

．A．　ai｝dttmana等色彩圖を附し繭等も記せb。

　Antheraea属中日本に塵iずる種はA，　yam＆mai一種のみにしてA：

pernyiは満州より楡入し飼育せらるが故に飼育地に於て産せども其

の他以外末然には生棲せす。然れこも此所には此の種をfl本の種に

見微して二種Sなし鐙かむ。

　　　　　畠ヤママイ　　Anthei’aeaア臨mam顛　Guerin

　幼罎　一齢　襲生せるものは体長6m．m　頭は大．褐赤色。体は太

く一般Saturlliall　larvaの形態を有す（Tele寵同様に）体は茨黄色に

して細き黒色の側線及亜背線並に背線を有す背線は亜背線より太し

而してこの線は第八腹笛のA，－scoliにて止りその毛突起の後方には

第八第九節間に横の黒線を有す。
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　set曲及踊rはタ鯉）は褐色なれど｛、澄ちに黒色に鍵す然しながら

毛突起は始め凡て黄色なれこも後にその基部が黒色に礎じ先嬬のみ

黄色にて獲る。齢の終りに至れば全部黒色こなる。如斯登生後二十

四乃至三十六時聞のものは第三胸節上のA及？は黒色こなb來るご

同時に第入腹節上のAも圃様になる。尾板上には三角型黒板存し尾

脚上にも一一個宛黒斑存す。

　第二第三胸節上の毛突’鴇は頗る大に且球状を示す。第八腹簿上の

A一呂coliは二倍の高さを有す。叉第九腹節のA∴scoliも可成高し。氣

門止の丹P－s｛！oliも顯著なり。

　第一胸節上の胸板は燈黄色A・seoliを園める前縁は自色なり．頭

部及前胸の背面に近き］lai1’は褐黒色なれざも体の側方以下のもの

は白色なb。

　背部A，svoliのsetaeは一般に少しくstOllt，にして短かきspiniileを

有す然れこも側部のεetaeは系11脹にしてde｝ieateなるs画uleを有す。

第五齢の成長せるものは体長75m・m．頭部は大に圓形をなし（圖2　）　・

体の二分の一の大さを有す季滑にして細き淡色の毛を前　方及dyp

eusの雨側に散在す。色は体色よ1）も濃き織色を呈す。

　前胸節は新月状をなし胸板は前繰黄色後方は繰黄色をなす。ASC

oliの位置に二三本の毛を有す。　Kには六本。πには三本の8幽eを生

す。第二第三胸節は著しく簿状をなしAseo｝しLには五本の毛を有ず

pcrllyには顯著なるPseoliも此の種にばその痕跡を示すのみにして

存在せす。第一乃至第七腹飾に於ける各節の前縁ごAsooliこの中

間に太く長きsetaeが爾側に四本宛雨方に向ひて生じ白色又は淡黄

色を呈す6A＄α，liには三四本の1｝alrを有す。鋤三乃至第七腹節のA・『

ri・　c。1iは次第に毛の数少し。　P　scoliは第八節にては一本の毛を以つて

第九節上には二本の毛を以て存在すれざも第一乃至第七腹節上には

PSCOIiは殆んご存在せす此れA・perlwこの大なる斑別点なb。　K　s－

coli上には第一腹節には六本を有し次第に後方飾に猿少し第八節の

同seoli上IT．は三本を有するに至る。

　腹節第二第三氣孔上には常二銀光澤の斑点を有す第四腹節氣孔上
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にも時に存在する塊合あり。

　体の背及側方に棍捧獣の自色，getaeがAntl］eraeama　1二於ける他の幼愚

’L？同様に存在す。

　氣孔は淡黄色　側線は自黄色にして氣孔の⊥部に存しその上縁ば

赤褐色に℃線εらる。この側線は第八腹節に到ゲご褐色が勝ち尾板

の端及尾脚に於ては全くlivld　browllとなる。

　胸脚は淡色　腹脚は尾脚を除き凡て緑色にして側面に黒唖及白毛

を有す。

　鐸濁　　オ陪圓形　　無1；丙　　線色　　長ざ43m．血．　r022m．111，

　寄生植物瑠斗科植物　輩樹　ヤマ毛・

　　　　　　サクサンAntheraea　pernyi　Gti6rin・
　　　Satてli’nita　pernアi　Gu6fin，　Rむv．　Zoolり　玉855　pp．6．29学，　F｝g．1．

　幼鐙　一齢　螢生せる幼鐡はアamamaiご同大．頭蔀は黄謁色体は

濃黒色これyamanrai　S大いに異る点なり。各毛突起の毛は先端僅か

に白色を呈せるも他は黒色　形態はyamamaiご殆んご同機。

　二齢幼錨は此の期に入り体は淡黄線色こなる。頭は褐色．前胸

板の前縁に近く晒褐色の横帯ご個並び存す。此れは一齢時代に連績

せるものが背中にて断絶せるものなり。

　五齢s体長38－45m・m・頭は娩皮直後1よ淡白線色の斑点あれざも

褐色点なし。頭部及胸節にある毛は始め軟柔なれざも薮分後には腹．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配蔀の毛は求熟なるに剛直ざなる

三十分後に於て頭部及脚は一層禍色ごなb幼愚は食を囁b飴む。

　頭部は大にして体ざ殆んご同巾を有し茨褐色　前方に入佃の明か

なる黒点を有す。clyPeusの後繰は黒色雨側に短かき黒線を脊ず．頭

の雨側oeelllOj上方遍く短噺影を見ts　e

　体はcy1｛n‘｝r量Oa1にして節はc鋤vexなり．美しき黄線色を呈す。

　日本にて餉育しずこるA1）ernyi・の幼鐡に就きて見るに呂coli　Pは各節

に於て顯著にして第一胸節に於てPsσ。ltのst｛，ut　se罐は四イ固11airは三

本　第二乃至第八腹節に於てはset血e二三個1）atir二本なち。唯第九腹

節のPはhair六setae－・一個を有す。
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　全体表面には第二次se士ae多く皆長し（圓3）

　第二第三腹節は時には第四腹節ticuli　Pの下に鼓形の銀斑を有し外

に第…乃至第三腹節のAse。liの下にも銀斑現はる、窮合あり。髭等

に關してはi縫異あるものこす。　　　　　　　　｛　　噛

　満州薦のA．per呼iは飼育者により幼巌の俸色を以て二品種に分
け居るもの、如し帥ち青皮（Tln｝pi）及黄皮（Ho跳mpi）の二なり。

　余は南満州熊岳城満鐵農事試駿膓湯川技師より息與されたる二個

体を見tzるに次の如き差異あb。

　　青皮（timpi）は体皮緑色なるこSyamnmn，　iの如く尋常にして各

毛突起のsetae及漁irは褐色　第二．第三腹節Pse。li下に銀斑を認め

す。（圖3．a）　　　　　　　　　　　　　　　T

　黄皮（bOftml）i）は体皮淡黄色にして僅かに緑昧を加へだるもの各

毛突趨のse士ae及1】airは前漕より少しく太く且晴褐色を呈しseCQndary

setae多し　第二第三腹節Pscoli下に三角形の銀斑を有す。（圖．3b）

　繭　茨褐色　有柄

　食物　溜斗科植物　マノレバヤナギ　　　　　　　　　　　　　”r

　　　An七heraeant　，1こ於ける】】ybτid、は從來次の如き組合せに於て行

　　　はれたり　　　　　　　　　　　“

　　　　pemyi↑　×roylei♀（hybr・ki　vbyl’rLi　tt．）　・　…

　　　　・　r（，ylei　　↑　　　　 〉ぐ　　1）eriiyi　　♀　　　（hア1）rO　　UIoorei・Tl耳七t）

　　　　　P色1’nyi　T♀×yanlam飢i　T♀（hアbr・pel’　tPYi　一　YtA　ll？．130urd．innversa

　　　　　、Tutt）

　　　　　　　　　Acti・S　I・eecl・．薦

　　」Aetias　ILeech，　ZooL　Misc．♪　II，　p．25，1815

　　　TroP貸ea　｝1“L’nei’，　in　l～ar亡，　Verzeiel）liiss，　152覧　1816　　　職

　　　　　　（SaleneがH柚11er氏に依り1UI1寵して上げらる）

・　PlecLr・pter・n　Hutt・1㌧Annuals＆Mag．　Natl．　Hist．，

　　　　　　：辱：v・［1，　p。　60・　1846・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　　　「Jl　i　opa　ea　Walker，　Cat．　LeP．　Ha七・Br，　Mus．，　VI，　Pj262，

　　　　　　　1294，　185e「・
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脚　凹

　　　Actias　・Ma　st　se．　ii，＆　『㌧▽eアmer♪Beitr乱3e　Sehmett。，　II　fig．ユ6，

　　　　　　　1892．

　　　Acti・s　Pr鴫AbbUd・ulgen　N・1chs・，hn・。tt．，　P．6，　t．6，登9．2，

　　　　　　　］888．　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　’

　　　Actias　　Kir1晒y　Sアn、’Cat，　Lep．　Het，　1，．　p．7’6fS，1892．

　此れに薦する何は一世，界に於て次のもの認めらる（：Rothc］聖ild　N｝v，

多（》ol・，　1工　（1895）『P・　47

　　　1．Ae七ias　isabeUt、e　Graells．　，スペイン

　　　2・A・　sinensis　Walker．支1｝β　日本

　　　3．A．　　　hlna　L．（GenUs　TrOl）aea，　AmeNric，i）

　　　　　　　翫b．　azteca　］2ack．

　　　　　　　　ab．　va　q．　si　1｛O言S、

　　　　　bubsp・dic七Yl1］la　Wal　ker。

　　　4．A．°　seletie　H亡bner．

　　　　　subsp・　ningpoara　I　i’el（ler’・　　　　　　　支　　Si～　ゴ

　　　　　　ab・　　lllaELsselli　K：irby．

’　　　　　subsp・　artemis　B1’em・　　1アムr・“一ノレ　臼　本層

　　　　　　ab・9n・且・・EL［Butler　　日本

　　　　　　・b．d・・lcine・Butler　　日本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　tt　ab．　　ahella噛’I　u七ler‘

　　　　　∫’ubbP．　Ctt］1ialld1；a　JOrdan．　　ア7ダマンス

　日本に産するは三種なり。

　　　ヲナカミツア騨　Actias　selehe　Macleaγ，

　　　　　At七・cu・lun・C・・皿・・，　Pゆil・ns．　E蹴P．51，　t．31，

　　　　　・　　　　　　［［？isVs，　A，．B．　1775．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ　　　　　T・・paea　selene　HUb・・e・，　S・t’11Ui・ultmg　Ex・，七．　S・hmcitt，，，　r，

　　　　　　　　　1806？　「

　幼鐙　五齢　体長78m．m．頭部は圓く栗色にして激本の長き毛を

有す。体は圓筒状なれこも各節は深く総る。前胸飾は不く毛突罵は

1退化し居れざもAは四本の細長無毛を有す。Kには紅色の刺毛及二
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体の毛を有す。第　第三胸節には大なるA存し一皆同太なり。毛突

起ノ）墓部は黒色の環を有する緑色．先端は燈紅色にして五六本の細

き刺毛ご二三本の筆を有す。孕．は櫨紅色なる小圓形をなしg第三胸

節に於ては兀も存在す。腹節第一一乃至第七のAは澄紅色なるがRは

同色にて形は小．KはPの約孚の大さ秘軌（Fig・4）

　第八腹節Lの突起Aは母大にして緑色゜小な6刺毛四万本属簸毛

五本存す。氣孔は内輸白色なる檀紅色．側線嫉上方燈紅色下方薫亀

体全面に第二次s漁吸hair徴在すr

　繭　1・5inch長・O・8i，、cl｝巾・無柄・赤色楕圓形なb。

　寄生植物　揖・撞・

　　　　　齎象ミヅアヲ　Actias鱒鱒1is　IBtelner・　．

　　　Stltul’llia・m’ヒ曲Brelue・et　Gr・ア漫gi晦呂・，S・hm・もむ・

　　　　　　　1？auna．　H・erd・Chi・・’・乏P・4q丹呂53・

　　　T・・paea　’gy／／emis　Breme・，　B・IL魎ヨ・lpxP・Si’c・’

　　　　　S七・B・麟bUlg，　III，　ll］・　T566，　1861，　1・ep・Qs七・liSlbi・i・・s

　　　（mom．　Acad．　Imp．　SG．　St．，翠elersh翼rg，　yll　e　Sφr．，　T．　Vll1ブ

　　　　nビ～・1＞，P・r纂三1）lr　II，　fig・647曜ユ8（14・

　　　Tropaea　arteLnis　M⑪tscliulskM，　EU畢de鐸　Ep　t－．，　1，，　p．64，　N．28，　、

　　　　　1862，

　　　T・・｝・aea　“　ar　teln　i，bx　v・・r・911・m4　Butle・，　Aqn・＆　Mag・N・t・

　　　　　Hi箏t．，　（4）　XX，　p．　480，，耳877；　IUua七じ！　1イep，　Br．　MUsり　1」二

　　　　　P・17・t・25，fig，ユ・1878・　　・‘　　，－i　t
　　　T・・paea・　art・tni・　v“r・　duUtiQ，　’Bt1tlb，rl　Trgns．　En七・SPC・．

　　　　　bondp，n，　p，1もユ881．

　　　T・・paca　・・’tennis　var・　aliena　Btttl・i・e　Am・・＆M・g・　N・t・・

　　　　　（5）IV，　P・s365，　1879・　　　　　・

　　　Tr〔｝pacaεLr七emis　C．　OL’erthiiv，　Etudes　cl’El1七〇molo3ie，　V．　p’・

　　　　　929，　1880・　　　　　　　　．、・
　　　T・・P－vt…｛・1（i・by・Sア・・C・t，　L。p・H嚇・噛1r⑫メ

幼麟五齢体卿8Ln・m’頭部栗色体1凝色前種に脚ζり臨箏
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　二第三のAは長大なb。突起は凡て黄澄色．褐色のhair及setae生

すその数は棚種ご同様。P．及K突起は家第に後方に小さく第九腹部

に於ては殆ず突媒の形をなさ航之れ鳶榊ご異る点なり・個5）、

　前胸板は淡緑色，尾板は栗色にして上方に黄色部存す

側線は赤及黄の縁線上及下に有す。氣孔は赤黄色なb。　　　　　，

　全体黍面に毛散奄して生じ背部のものは白色を呈し側部のぢのは

短くレて茨磁蓼帯ぷ。　　　　　　1

　繭．赤褐色．葉にて被覆さる。

　寄生植物．革樹．梨．櫻．蜴。

　　　　タイワンヲナガミヅアヲ　Actias　s　inen　sis　WalkcL

　　　T・・P・・a　・in・psi・SV41ker・　Cat・工囎H・t・　By・　Mus・，　U・　p・

　　　　　　　　　12β4，NQ・7，18菊・

　　　Actias写inen＄is　Kirby，　Syr．　Cat，　Lep・耳et．，1・P・776・1892・

・幼蝕　五齢膿母a8叫馬頭部褐色体濃緑色煎種に似才ζれこも

突起の先端は赤叉は黄色にしてset，ae及h晦は前樋よりも短し．氣孔

　は青色。第八腹節A・突起は前種よりも太く．第九腹節に突起．A及

㌧R存す。之れ前種εの囁別点なb。（圖6）

　　繭

　寄生植物．楓。樟

　　　　　　　　　　Attae”s　Linn6贋

　　之れに贋する種は多からす。

　　　1．A伽叫s　ea脚r　M｛xas・s・e七Weym・ミソゼナオ，フヰリツピン

　　　2．真，　edw病rd昌ii　whi七e．　1北印度

　　　3∴A．　　dobe帥yi　璃Qth¢hild｝　　　テ毛ア及フロー…一レ’ス

　　　4．A．．’auran七icus　Ro七hchild・　　西北ニユーギネア

　　　　5・A・　staudipgeri　RoVhehNd　　西北ジヤバ

　　　6．A．　crameri　Felder　　　　　アンボ7ナ
，　　．　7．A．　　atlas　L．　　　　　　　　　　日　本（盛灘儀流球1

　　日本に産するは一一種な転　　1

　　　　ヨナクニサンAt七acus　atlas　Linn6，
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　　　璽Omb）lx　atlas　LinnCi，　S｝’st・．　Na七．1768，　i，p．495。

　幼懸　五齢　約851um・頭は荻緑黄色．大ならす。全突起は角状

を呈す。第一一胸節のAA．突起は前方に向ひ。兀突起は小さく存す。

第二第三胸節のβ爽趨はhlberde｝伏に退化す。　P突起及兀突起あり。

第一乃至第九腹節の突起は長太にして後方に向ひて生じ。第一第二

腹節にはK・突趨の下方に兀突起存す。第9腹節には突起存在噛す。

（圏6）　全突起の色は茨膏色。体表には毛存在せす茨緑色を塁す

尾脚上面に三角形の赤檀色の環斑存す。

　繭．茨色堅牢にしで葉間に瞥まる。

　寄生植物．蒋柘榴。大戟科植物

　　　　Rkodia　込’leore　〔llhodiliia　Staudinger，　ユ892〕　灘

　　　〔Rh・dla　M・。re，　P・・c，　Z・・L　S・e，　LQnd・1872，　P，578，　n・m，

　　　　　P．…aeoce，（Bell，1835、〕

　　　Rothcllildは次の動き案璽を認むNov．　Zo（，L，　II（1895），　P．4昼　・

　　　1．R．・・ewara　MOOre．　　　ネパノン

　　　2・R・fu9乱x　Butler．　　　　　　日本
　　　　　　sul）3P．　di～Lna　　　（）bertli・　　　　　ミ司彗り・卜i

　　　3。R，1」磁Qwskii　Oberth。　　　アスコ川ド　　　　　　　・

　　　4．】丸．davidi　Oberth．　　　　　　　　　fJL　s“ッ、ト

　H本に産するは一種なり。

　　　　　　ウス、タ隙労　Rl〕odia　fhgax　Bu七ler．

　　　Pvhedia　fngax　　I3uLler，　Anuals・＆ム圧a昏　Nat・正［iSit’，（4）XX，　P．

　　　　　　　480，1877・Illustrati〔｝Zl，s　of　Lep・1王e七・］Bli払　rVIIus．，　II♪

　　　　　　　p，　】7，pl，　XX，VI，　fig　I，1878．

　　　〔Rliodinia　fus，ax　　Bu七ler．〕

　幼鐘　一齢　体長6mm・頭大にして体の巾よb優る長毛体表に散

在ず一般S之由1ruian］乱rvaが食を擬らざる時ご同襟なり外槻を有ず

突起は著大にして巾よb長し．胸節上のものは腹節上のものより長

し。体色は次黄の地色なれども背面は黒色を呈す。

　餐突趨は朋に認め得。
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　二齢此齢に入れば膿色は淡黄色こなる而して前齢に見し黒点な
し。

　頭部は滑なる淡緑色輩眼の後方のみ黒し．突起は明に且つ帯得色

の緑¢なる。前胸節の突趨は以前よりも長くなり。黒き剛毛を有す

第二第三胸節のA突起も腹節のそれよb蓬に長し。凡ての腹節の突

起は緑色叉は黄緑色。第八腹節のA突起は他ご異b膏色にして他の

2倍の長さを有す。氣孔は黒色。胸脚黒色。腹部は緑色。尾脚は緑

色にして外面中央に大なる黒点存すL

　三齢此齢に入り頭部は全く線色こなる。第二のP第三胸節のA．

及P・突起嫉青色．然し．第二胸節のA、突起は緑色．第三胸節の突起

は第二飾のそれよb大なり。第八節A突起は他の近きものより大な

b。氣孔は淡褐色。尾脚は全部緑角ごなり前齢の黒点なし。胸．脚

も緑色。　（圖8乱）

　四齢　之の齢に入b第三胸節太ま1・突起の大さは戚退す。

　殊に第三胸節のA突超及第八腹笛のA突色は退小ざなる。皮膚は

微小なる顯欄ミ突起にて覆はる・1こ到る・体色は黄緑色こなりP突

起は前齢ご同様．青色を呈す。凡ての突起上の毛は突起よlp短くな

る。第一第二の胸節の突超は共に他より大なれども前齢に比して頗

る小なり。，各々6本の黒色突起こ一本の剛毛ごを有す。

　腹節第一・Jb至第七節上の突鵡は巾よりも短く各々3本のs甑eを

有すa第8腹節のAはε本のsett｝eを有せこも．同節のB突鵡はsetae

酒奪タ亡し第九節A突起もも同模～5なる．（圖8b）

五齢体長78n皿・此の齢に入り第三胸節の突起及第八腹節上の

A突趨は明に存在すれピも他の凡ての突起は殆ざ退行して認められ

さ“るに到る。帥体表は無毛εなる。第8腹節のK及第九腹節のA突
　　　　　　も起が痕跡を示す場合あb。

　第三胸節上のA突鵡は左右融合して一ケこなb，°その前方に突出

したる部分に暗点を認む。幼懸静止の際は頭部を下げこの突起は目

立つて前方に炎出す。前胸節のA突起はボタン歌をなし上1こSetaeな

し。体は緑黄色．節間は黄色，側緑は黄色を暴しその上に各簾黒点
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を有し尾板⊥にも一点あb。

　亥【1斯突起の退化、i現象はatumidaeに於ては他にIPIiothc｝iildia　betit　，

　CercOpliana且auenf¢14i及Agli乱亡au等に見る所1こして如何なる意義

　を有するやは疑問なり。幼鍛は本分に於て前胸線及頭部の綬部ご

　摩擦して晋を登す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　繭．有柄．開ロ部あり。枝に垂下す。

　寄生植物．楢。櫟．垂解．栗．楢。

　　　　　　　　　Caliginltv　八fOore　　薦

　　〔C乱1igu】翫Moore，”rrans．　En七．　SoG．　Lon（㍉（3）1（1862），　p，321．〕

　　　世界に於て次の種が紹めらる．Roti］icl’｝ildi　Nov．　zool．，1895，

　　　　　P・44・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

　　　∫．C．　simla　W《・s七w．　tt，　北方印度”

　　　　　　su　bsp・japonica　B疋1七1er　日本

　　　2，C．　eachara］Moore　　　　　カノ・Nノレ

　　　3・C・belena　white　　　　牙一ストラソプ．タ誠マ良ア

　、　4・（）・　i！｝terniedia　lLve　　　　　ギツプスランド。メリ気謹ソ

　　　5・C．euea／　yPti　Scotも　　　　シド＝イ　　　　　・

Wafsq1銑6・C，　thi1・eta　Moore　　　チN“’ツト・　　　．

　　〔Jordal1は前者ご異る意義に於けるO霜gula申に訳あ種を記戴せ

　　　り。Macr・lepid・pter’a　i・t童、e　w・rld，1911．〕

　　　C．thibeta　Westw．　　　　　西1ヒヒマラヤ

　　　C・extenS・Butler．　　　　印度　　』

　　　C・boisdnvalii　Ersch．　　　　バイカル湖の西

　　　，jsubsP　fullax　Jorda【1・　　ウラジヲストツク．ア’スSt／vド

　　　　　　　　　　　　　　　　　ウスズ鳳りaアムP・一地方。

　　　　　subsp　jortasi　BU±ler．　日本

　　　C・lillda　W［oore　　　　　　　ヒマラヤ　　　 ー

　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　　　sul；gl）．　bOnita　Jordan．　　　　　チAミッ　ト

　　　C．bie七i　Oberth。　　　　　　　西部支那

　　　C，aulla　M。ore．　　一　　　北印度．南支那
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　　　C・9ro止ei　M，〕01・e，　　　　　　北印度

日本に麗するは二種なり．此の中Calittula　ja1）onica．　Jo1U芝mはITLe　Ma－

cldepid　of　Ulo　I？alae・11’ctic　Fauna♪Vol，2．　P，218．1913）

Diet｝アQplocaなる新囑を設け此れに編入し居れε’も幼巌のGhaetotaxy，

及蜥の形態上より見る時はCaligul寵別つ点を認めす．只爽起A及B

がSetae下にRepellel1と91and（余の新に見出したるもの｝を有する点は

他ご大に異る点なり。此れが£llylo即1Ψに女口何なる意義を持ち來す

かは術比較研究を要するを以つて之のglan（！の存在を此の著に於で

は意…義づけざるこεにしてPaしtkau’dが元のCaligula（Memoirti　of施e

natienitl　A㈱dmy‘）f　Sciences・VQI　XH・1｝t・．191・1）が元のCllliguhに編

入したるこごに余も讃意を表し目下はCaligula中に置け9も確定の

ものに非るこごを附言し置かむ。

　　　　クスサン　Caligul妊Dictyopl・ea）jap。・・ica　Moore
　　　（シラガタ國ウ）
　　　Caliguka　japonica　A’loc　re・π£rans・］Dtn七・Sl｝（ソ　1」ondon，（3）1，　P．

　　　　　322，1862　　・「1）uehnologist，　No・37♪P・7．工mago］862．

し　　　　Callgula　japonica　　〕Butler，　Ann　＆Afa9．　Na七，　Hi8t．，（4）　）（X，　P，’

　　　　　479，　1877．　111us走rations　of工」ep．　正【比七，　Brit，】NII　us．，　II，　〔P．1〔｝

　　　　　pL　XXVIノ，触，2，1878．

　幼鍛　1齢　機生せるもの5－6τnln・頭の巾1．011um、頭部は殆ざ

体の巾ご同機にして体は垣黒色．SalUmi翫n七yl）eの外ヲ疹を保ち「Polea

及び野opaea麟のものに似たう。　A．突趨は大にして此れに晴色の大

なるse亡ae存す。契憩は体ご同様に黒色．繭胸節の胸板は極めて小．

第二第三胸節及腹節五の突鎚は太さより少しく長し．御こは二倍位

あり。

　齢の絡りに到れば体色は褐黒色こなり側線は微なる緑黄色蓬なる

　2齢　黒き断線或は淡線黄¢線点は前齢よりも朋瞭’Leなれごも体

色は眞黒色。体表面全部に長臼毛生す。同襟なる毛はム突起上にも

’存す。毛の長さは体の三分の一一位。K突起上の毛は之れよb短し，

白色は胸板及頭部に最も多し。体表上の短電は黒色．
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　”3齢　前薗合に比しての愛化は前胸上及側面の毛は次黄色．尾脚部

’も黄色にて縁ざらる。体は延長巴なれごも多毛なる事Anfユ1eraea幼

鐡に優る。突起は黒色。bairは長く剛からすして縮る。

　突灘は全く同大，

　　壁齢　此の齢に大なる攣化をなす・頭部は体S殆ざ同檬に白色S

　なり黒色のClypeUsの先端は白色labruniは黄色．頭部は長黄毛にて：

覆はる．体節はAntheraeaの如くeonvexならす扁否尾脚は三角形．突．

趨堺町し珀飯は黄絶・胸板脹毛を持ち・A突起は鵬
　す。工（及び兀突起は著明．且黒色．

　第入腹節上にはA突起融合せる状態を示さす前飾ご同位置に一封

存す。一般にA突起上には五本の褐黄色剛毛及その中央に三本の長

　き黄白色の長毛生す。P突趨上には中央の長毛1－3本なり。

　体は氣孔の周園に異色部存する外白色．胸脚は黒色．脚卸は淡黄

緑色．尾脚は三角形にて黒色．此の齢の幼愚美麗なり。

　　5齢　体長35－40mm．頭巾4－4．5rnm・頭部は前胸ε殆同巾にし

て緑黄色．褐起班あり．側面褐色前方にV形の暗線あり。

clypeりsの雨側は黒色　体色は眞珠機緑白色．節のsuむ11reは淺し，突

起は明なれざも殆ざ皆同大巾ご高さピ同檬。5etaeの敷は前側’“e大な

　るi墜化なし。前胸のA・兀・突起及凡ての節の工ζ突起を除き各突起に

はその面にξLぜる毛及sefaeのtw　S同数の多細胞よ｝成る捌擾腺存

　し幼鍛に接鯛或はあるdisturballceを輿ふる時はそのglandよb悪息

ある揮登性の液体を毛ざ体皮ご接績す6間隙叉は突起上の毛及setae、

が折れて居る時はその先端より無色の液滴εして分泌す。その液滴

は二三分後には黄金色のや5堅き塊こなbて大さを縮む。

かくなbたるものは毛に接する時離落するござ松脂粉の一渦の如し

その液は小生の實験に依れば主こして烏類のAttaci〈に防衛の目的を

働くもの、如く吾人の限球に刺激を與へて少しく痛味を壷ゆ。（此の

構幾に關しては他日報ヰベし）。

　氣孔は大にして帯赤青色。之れを團み濃き不規則の條点班あり。

嵐の黒班は個体によb愛化多く存在せざるものもあb。
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胸節の下面黒色を呈す二ご一般なれご。氣孔園に黒班なき場合は此

所も淡緑色．胸脚は褐色．腹脚は黄色．時によゐ．六齢を維過する

場合あり。此の際は頭部は全部黒色ごなる。禮側は全部黒色．背面

は第入腹節逡黄白色．

　繭．寵状の褐色繭にして一方に開口す。無職

　寄生植物．渠．白楊．輩樹．漆。櫨．樟。胡桃。

　　　　　セメヤママイ　Caigula　boisduvaii　Eversma1L

　　　Sa七urnia　boisduvalii　〕Eversm，」3ull，　Soc．　Nat、〕N．i［ag，3，　P・83

　　　S．　Boif）duv’alii　　Al’e　ni．　Nれtio1L　A　t’acl．　ttTCi　「V「ol　）ζ二II　　Rt・　1・　P・

　　　　　156．，P，L，　XXXVIII　　　lig．1．，1914，

　此の種に三亜禰あi）帥Subs、），　boi，silnN“alii，　Subsp．焦llax．友Subl浬、・jo－

・・　aEii・εす。日本に産するは最後のもなり。

　　　　ヒメヤママイ　Caligula　bo三s’duvalii　jollasi　Bu’tler：

　　　Calig〔xla，jOTIasi　Butler，　Ani1，＆　Mai　・Nat・L　His七’（4），　XX，

　　　　　P・479，1877・lll　u’s　t・rati・hs　I」ep・H・t・B・i’U　ax’1’tts・・II／P・16・

　　　　　IPI．　XXV，1｝’iS，’．2，1878’

　　　Sa七urui島jollasi　Btl　tler，　Mとun，　N紘AcaLl．　Sc．マo｝，　XII・Pt・

　　　　　1，　p．　156，　．1914

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋　　　　　　　　キ　　　C・lig・1・　bni・d・v・liづ・11・・i　8・tl・・’，・S・量｛・・｝圧・藍c蜘・W岬・／t

　　　　　Vol，H．　p．218．1913．

　幼鐡　二齢　頭部次褐色。膿緑色，背線は黒色．第二第三胸節の

黒條中には一一一本の穂や長き紅色班あり。第一乃至第六腹蔀黒條中に

は各二個の圓班ありて紅色を呈し．A突趨を團む。氣門ユ：線及氣門

下線も黒色．P及1〈突起上には一本乃至工本の臼毛生す。

　幼鐡　五齢　艘黄緑色．腹面にては濃緑色，第二次Setaeは短く．

騰表に多くして黄緑色を呈す。P突趣上の毛は黒くして長し。

　繭．黄緑　錐形の網状せる粗繭にしてイリムシの繭に似て小。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む寄生櫨物．樵梨．羅胡桃・igtsV・7vツギ・カマズミ・∵、t

　　　　　　　　　Erio慧ylla　Jordan　　贋も

　　　E、7　viogyna　Jord乱n，　SL・i｛z，　M爲cr（》lep．　M「orld，　Divisien　I♪p．221
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　之れに薦するもの日本に一種あ｝）。

　　　　　フウサン　1・］riogyna　Pyretor1・m　W｛8』wood

　　　SaLuriiLia　1）　yre　tor　ti　Ln　NVe，stw．　Cそ山．　Oi・．　Etlt．　p．49，工）1．24，

　　　　　fig．2；C．＆S。　No，1560，

　　　S1しturlli乳　ckdosa　M（）ore　TraLユs・　Ent，　Soe，（3）ii，　P。423；C．＆

　　　　　S，No．　154｛3．

　　　Satul’llia　pyretortlm、Ves七、v　IFiuuia．　British．’lndi’a，　Vo1．1，

　　　　　1）・23．　1［892、　　　　　　　　　　　　　　　　t

　　　Eri（，gylla　Pアretorし1m　Wes七w，　Seitz，　MacroleP，　Wo翠la，　DiVision

　　　　　I・P・221・　　　　　　　　　　，

　　　Eriogyna　P｝・retorum　West、v，　Meαユ・NTaton．　A（・ad。　f　c．　vol，

　　　　　XIらPヒ．1，1・．　163　pl．　X．XXI．ll，X，　X，　1，VI，L」T，．　1914．・

卿剛踏螂の元醜れこも欄ご購鱒、駆して蘇
をこらむご試み寄生鍛のため飼育は失敗し其の後壷灘に居る種

　幼鐡　一齢　体長7mm．頭rij　O・95－1nlu〕・頭は黒色．休灰赤謁色

煎胸板は暗褐色．」復面は荻褐色．胸部は黒色．腹脚は荻褐色．氣孔

も褐色．A・P・K漏301i上の毛は黒色．＝N　SCoHは太き六乃至入本の毛

を有し第三胸節以下腹部第九節迄のIP　scoliには五乃至八本の褐色毛

存す。iN　，scoli上にに十乃至十二本の7X臼毛存す。

　幼鍛　七齢　体長9．5　一一　10eeni．頭巾8m：n．頭部は緑色。上唇は黒

色．体は緑色。背中線は細く体色よう濃き綴色。亜背線は稽や太き

緑色側線は前線の三倍太き濃線色を呈す。此の下縁に黒色第一第

八腹節迄断績す。各突起は黄色。（兀及Kを除き）

　Aには六本乃至七本の剛毛生じ殊に第一第二胸節のものよりは前

方に向ひて長き臼色毛一一本乃至二本生す。

Rには四本乃至林σ側毛冴・b・K劫は六本乃至七本の岡ll毛生

じ二三本の長臼毛を有す。之の突趨は綴色（圖12）胸脚及腹脚1ま隷

色揃齢迄は胸脚は褐色）尾ll駐には・映に大なる褐黒色の斑点存す

氣門は黒色，

　繭。茨臼色の堅：繭。欄圏形をなし一端には胴口部あり。
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　　寄生櫨物。楓．樟。

　　　　　　　　　　LoePa　Moore　燭
　　工」oepa　Affoore，　Ctlt・1“e正）d　Ins・E．　J．　Hollse，　II，ユ85g　P。399．　・

　　此の燭にRothch　ildは世界に於て三種を認む（Nov．　zoQL，1895，）術

　Jorclflnは此れに追加せり（Sei・tz・MaroleP，　WQyld，1911－12．）

　　　1・Loep批ka　t，｛111くa　Wes七w・　　　日　本

　　　　　ab，　slkkima　　Moore，

　　　　I　Subsp．　n］egaeore　Jordan　　 スマトラ

　　　2．L．　　miranda　Moore．

　　　3・L・　damattis　Jord鍛・　　申央及西支那
　　　4．　］［”．　　　　　　Ql）Qr　thuri　　　Leecll．

　　　　　S）ru・do91エi1ユi　South．　　　　　　　　　　　　　　ぞ

　　　5・L　anthera　J。rda…　　トンキン及アッサム

　此の申日本に産するは一一種なり。

　　v　　八ケルマヤママイLoepa　k乱伽ka　WesLwood．

　　　LQepa　1〈ati　lka　Wes七、v，　Cab・Or・E陶）．25，　PL　12，丘9．2；C．

　　　　　＆S．No．15」「4　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　“　　　・E

　　　L・ep・n・iti．1・・d・M・。r，　T・ans．　E・七、　S・e．（3）i｛，　P．424、　C．＆S・

　　　　　No．1e「D「s，

　　　⊥aoepa，・爵ikkima　Mooi’，　P．　Z．　S．1865，　p．8183　C．＆S．

　　　　　No，　1556．

　　　1ゆepa璋蜘k乱W鰯七wゲFOUna・Br醐1，　Itidia，　Vol．1，　P．25，

　　　　　1892，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　　工・oepa　katinka　WesむwJ　Meln。　Na七ion．＆Ac癩．　Sc，　vo】．　X工工，

　　　　　1～七．1．　p．　163，　1914．

　幼鍛体色は濃紫褐色。各突起は太さの二倍の長さを有し紫紅色

を呈す此れより剛毛5－6本生す6第Pt乃至第九腹節K突起の下方に

，は断綾せる不定形の黄色班存す。尾脚は紅色．胸脚は黒色゜腹脚は

紫紅色、第一第二腹節及策八第九腹節には兀瘤状こなりて存し六拾

本の毛を生す。（圃10）　　．
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　寄生食q勿．　ブダウカ　！　ラ。　ヤプヵツラ。

　繭．紡錘状をなせる厚き繭

　　　　　　　　tNglia　（）cl）senheitner　燭

　　　Aglia　　Oc：hsi　nhei　rn　erンSchmett。　Eur．，　III，　p．ユ1，1810，

　　　Echi（lna　Htibner，　Telltainell，　p．　1，　ユ810？

　　　Aglia　l｛ttbl・e，r・ve・zeicliniss　k］ektLnt・Sch　rne七t・，　P・ユ52，1818

　　　　　0r　1822，

　　　Agl　i・W・1ker，　Cat・Lep・Heti・B・・Mus・，　V1・P・1313，1855・

　　　Aglia　　Kirby・，　Syn．　C；xt．　Lep．　He七，，　1．　1｝．　783，　ユ892．

　ムglia馬は當初に於て記しtzる如くSatumliMkl　larvaの中最もancestr－

al　typeに近きものなbε考へらる。此の燭はAsialより東部及西部隊

洲に移動する際にancestr“l　formご切り離され寒冷なる爆地の氣候に

適鷹せるに到れるものならむ。

　　　　　　　　瓢ソヨツメ　A91ia　七肌1　L．　　　　　，

　　　Agli・士・u　l・．　Sy・七．　N・七．（x），　P，497．　　、　　，

　　　　A．tau　L　Seitz，　Maero／ep．　World．　Vo1．　II，　p，224，1914．

　日本に産するは此の攣種なる次のものなlp。

　　　Aglia士au　L　vali・」・P・nica・LeeGl］．　Leccb，　Pr・c・Z・・L　S・c・

　　　　　I」oncl・　］、888，　P・　632．

　　　A．t，au　japonica’IJeech，　Seitz，　Maerolep・W・）rld，　Vo】・If，　PP・

　　　　　224－227。　1913，

　幼鐡　一齢　騰長六二五・頭は緑色にして圓し。膿色は暗緑色゜

伽線は白色にて第一胸節K突起に始りSuranal　spiIleに絡る。七本の

泊色斜線ありて艦の前方に下る（之れはSphingidaeの方面ご反封）

　前胸に在る背部のA突起は中胸のそれより頗る短し。之等は第八

第九腹節の突起ご共に赤色。

　二齢　騰艮10．5mm，齢の絡bにては16．5－17mm・前齢に｛以たる

弼豊色を有し大なるi差なし。

　三齢　膿長16m・m・齢の終22・％－27m・m：僅に一齢に比し色彩

異る。第九｝復節の突趣は一齢に比し短くなる。
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艦表面は微細なる多激の第二次se七aeが愛形せる願粒を以て覆はる。

　四齢　禮畏24－25m，m・齢の絡45m・m．齢は十日乃至十二日にて

終る。此の齢に入り突起は全く退化し．前齢にての頼粒．斜線及側

線のみ残る。（圖ユ1）

　繭。地上の蘇苔。或は落葉下に於て粗繭を螢む．

　寄生植物。樺。赤楊．栗。櫓。

　此0）種ぼ天獄蛾科に於て幼鐡の類似点より　Cevatocam｝）idae及Satur－

nideごを連結する形態を有する一つの猫立せる亜料Agliin亀eを存立

せぱ共の亡ypeこなるべきものなりご考へらる。（1？roc・Am　t：ir．　Plli19S・

Soe，　XXXI（1893），　PP・139－141：）然し乍ら此の禰の成蜘8頭部及

燗角はHemileUcldaeのAutomeris　ioの≡其れに甚だ似たる点あb。此等

の点を総合するご此種は8aturllidaeのancestorに近きものこ考ふる

を合理的こす。Paekardは此の種をCel　atocampidaeに二亜料Oeratoea－

mpinae及A竃linaeを設けて後者に入るべき提言をすれざも余は寧ろ

猫立せるAglldaeを創設するの自然なるを思ふ。
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