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Abstract: The scientific survey held in Geihoku.cho during l992-1994 identified a numbel- of species of

moths, and these together with others which had been found in the past surveys. were incorporated in this

latest list of moths inhabitmg in Geihoku-cho・As a result, 535 species of moths belonging to 26 families
were identified Eleven of these species had not previously been recorded in Hiroshima Prefecture

は じ め に

筆者らは，1992～1994年に実施された芸北町自然学術調査により確認された種と，過去の未発表の記録
の整理を行ない，芸北町のガ類目録を作成したので報告する．
芸北町のガ類に関しては，清水（1974,1975,1976,1977)，後藤ら（1983）により，滝山峡（戸河内

町側を含む）において，400種程度が記録されているほかは，晴山ら（1959)，宮川（1964)，後藤ら（1986)，
清水（1986)，相良（1988）により，若干の種が記録されているに過ぎず，現在のところ，町内を広域的
に年間を通して行なわれた調査はなく，西中国山地における調査の空白地帯となっている．
筆者らの調査も，採集地 採集時期，採集方法等に偏りがあるため，確認された種数は想定される種数

よりはるかに少なく，空白を埋めるには極めて不十分な結果となっているが，芸北町においては初めての

目録であり，今後の調査により，逐次補完していきたいと考えている．
なお，採集に御協力をいただいた愛媛県の仲田幸樹氏，九州大学の山内健生氏，広島県立北養護学校の

上野吉雄氏には，ここに記して謝意を表する．また，隣接する島根県のガ類の分布に関する最近の情報は，
松江市の大島弘氏から，山口県のガ類の情報は，下関市の岡歌一郎氏からいただいたあわせてお礼申し
上げる．
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芸北町のガ類目録

凡 例

1 学名については，井上ら（1982）をもとに，杉（1994）の時点に統一した．
2 井上ら（1982）以降の追加種の同定に当たっては，その根拠文献により行った．ただし，過去の未発
表の記録の中には，標本の存在力轆認できないものも含まれていたため，これについては注意書きを付
した．

3 分類体系は, Scoble  (1992)を採用した．
4 目録には，採集地の後に採集者を（ ）書きで付した．標本は概ね採集者により保管されているが，
宮川採集の標本は，富山市在住の中川秀幸氏のもとに送付されている

鱗翅目 Lepidopte ra

コウモリガ科 Hepialidae
キマダラコウモリ 戯,docly" si,""sis (Moore)

東八I幡原（桑原)．
コウモリガ E. e""sce,,s  (Butler)

東八幡原（桑原)．
ミノガ科 Psyc hid ae

オオミノガEz"""α岬0,""  (Heylaerts)
細見（相良)．

ホソガ科 Gracillariidae

マメハマキホソガ CtzIOM"a sの,g"a(Deventer)
東八幡原（桑原)．

マルハキバガ科 Oecophorid ae
ヨモギヒラタマルハキバガ Agり"叩彫γ" yo"20gZe"αSaito

東八I幡原（桑原)．
ボクトウガ科 Cossidae

ボクトウガCbss"s jezo8,,sis (Matsumura)
東八I幡原（桑原)．

ゴマフボクトウ Z@"ze7n〃"""s"ig(z" Moore

東八幡原（桑原)，川小田（相良)．
ハマキガ科 Tortricidae
チャハマキ 鋤加01" ""g""""" Diakoff

東八幡原（桑原)．

リンゴノコカクモンハマキ A do"ﾒ)伽som71a（Fischerリンゴノコカクモンハマキ A do"ﾒ)妙esom7”（FischervonR6slerstamIn）
東八幡原（桑原)．

ウツギアミメハマキ Acle"s exsi"""  (Kennel)
東八幡原（桑原)．広島県初記録．

マダラガ科 Zygaenidae
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ホタルガ P"0"js "7秘如s Butler

東八幡原（桑原)．
シロシタホタルガ C"αIcos" 7忽""" (Walker)

東八幡原（桑原)，川小田（相良)．

ウスグロマダラ agl" "sc(z (Leech)
東八幡原（桑原)

イラガ科 Limacodidae

ナシイラガ N"りsoide"sβα抄鰄0,""s (Staudinger)
東八幡原（桑原)，臥竜山（相良)．

イラガ Mb砿加αβ(z"esce"s Walker
川小田（相良)，東八幡原（桑原)．

アカイラガ P"γ肱ol"" se"c" Butler
東八幡原（桑原)．

クロシタイラガ P"tzs(z s"ic(z Moore

川小田（相良)，東八幡原（桑原)，臥竜山（相良)．
アオイラガ P. co"soc" Walkel-

東八幡原（桑原)．
トリバガ科 Pterophol･idae

ヨモギトリバ αd"7"α”h0"#S〃伽sα〃"",'s (Matsumura)
東八I幡原（桑原)．

マドガ科 Th yl･ididae
アカジママドガ St7電"泥αcα"ce"(zt(z (Christoph)

東八幡原（桑原)．

ウスマダラマドガR/i0d0"､z "J"" (Butler)
東八幡原（桑原)．

メイガ科 Pyralidae
ゴマダラノメイガRyc,z(z?",o" I(zctWrz"s  (Walker)

東八幡原（桑原)．
クロオビノメイガ P.'α伽娩"tz" (Butler)

東八幡原（桑原)．
コブノメイガ CI@""Joc7り"s 7"ed伽α"s (Guenee)

東八幡原（桑原)．
シロヒトモンノメイガ A71(z""esse柳"γ"α"s Lederer

東八幡原（桑原)．
クロスジノメイガ乃妙α"odes s"""  (Butler)

東八幡原（桑原)．
シロテンキノメイガ jVtzcolei(Z Co""""" (Butler)

東八幡原（桑原)
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キバラノメイガ O"odes 7,0ctes",,s (Moore)

東八幡原（桑原)．

ヨツメノメイガ P I " " " " " " " " " " " J Iα"s (Ko l l a r )
東八幡原（桑原)．

マエアカスカシノメイガ Rz妙"α〃j9,”,","α"s (Bremer)
川小田（相良)，東八幡原（桑原)．

マメノメイガ Mtzγ‘‘cα""""  (Fabricius)
東八幡原（桑原)．

モンキクロノメイガ H@7pgjog7""" "c"osα"s (Guenee)
東八'幡原（桑原)．

キムジノメイガ P7り"Syc"e""S "00'7'""  (Butler)
東八I幡原（桑原)．

フチグロノメイガ P"tz" I " " "ss, " " "s (Bremer)

東八幡原（桑原)．

フキノメイガ Ost""" sc"&"α"s (Walker)
東八幡原（桑原)．

マダラミズメイガEj叩仰"""te""""s (Pryer)
東八幡原（桑原)．

オオフトメイガ S"柳αα""c(z  (Butler)

東八幡原（桑原)．

ナカアオフトメイガ ””has(z 919gu"s (Butler)
東八幡原（桑原)．

ナカジロフトメイガTe""叩加“"‘α増"錨"‘(Butler)
東八幡原（桑原)．

クロモンフトメイガ Oγthag(z ""(iγ"sα"s Walker
東八幡原（桑原)．

オオウスベニトガリメイガE"dot"cIz(z """sα"s (Walker)
東八幡原（桑原)．

シャクガ科 Geometridae

シロオビフユシャク AIs妙""α/"oe"sis (Warren)
東八幡原（桑原)．

ウスモンフユシャク ル""りis九""os(z (Inoue)
東八幡原（桑原)．

オオアヤシャクPacllyo(jgs s"em"s (Butler)
川小田（相良)，東八幡原（桑原)．

カギバアオシャク Tα“"加皿s,℃cゅ7Dc(z" (Walker)
東八幡原（桑原)．

カギシロスジアオシャク Geo"2etm diecた"z“ﾉ" Graeser
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東八幡原（桑原)．
コシロスジアオシャク 恥""s"α"‘"ct(z (Butler)

東八I幡原（桑原)

ハガタキスジアオシャク 〃､陀岬‘""'" (Alpheraky)
東八幡原（桑原)．

コベニスジヒメシャク Ti"""(Im co"z〃α"(z Walker
東八幡原（桑原)．

シタコバネナミシャクT7'jc"叩陀7:"ﾉZe"2,α"a(Butler)
臥竜山（相良)．

チャオビコバネナミシャクT. te"",e(z (Butler)

臥竜山（相良)．
クロオビシロナミシャクT"s"" (Christoph)

臥竜山（相良)．

シロオビクロナミシャク T流c血ob(I""" "sect(I (Felder & Rogenhofer)
東八幡原（桑原)

ナカモンキナミシャク 〃""""(I e"α"sce,@s  (Staudinger)
臥竜山（相良)．

ギフウスキナミシャクノdeb"""" (Leech)
臥竜山（相良)．

ネグロウスベニナミシャク P伽j･0sCOjpS“α"りs"増(," (Bremer)
東八幡原（桑原)．佐藤（1986）により，日本産は2種に分割されたが，標本は未確認

ヨコジマナミシャク E1,""畑s co,""1ge,""  (Bremer)
臥竜山（相良)．

キマダラオオナミシャク Gα""""s "se," (Bre,ner)
東八幡原（桑原)，川小田（相良)．

シロホソスジナミシャク MiclりりgWsﾉ"""is""" (Moore)
東八幡原（桑原)．

クロオビフユナミシャク即""/1te?n池"g(z" Prout
東八幡原（桑原)．

ナカオビアキナミシャクノV0肋叩0""α〃zed io""""  (Prout)
東八幡原（桑原)．

ナカオビカバナミシャク E""ﾉ12c" s"I)I)7'EIﾉi"(z Staudinger
臥竜山（相良)．

ナガイカバナミシャクE〃αg"' Inoue
臥竜山（相良)．広島県初記録．

サザナミオビエダシャク H@ te7Dstegα"eﾉり'""'i(z Warren
東八幡原（桑原)．

フタホシシロエダシャクLo"10g7"" I)j""c肌！"(z (Fabricius)
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東八幡原（桑原)．
バラシロエダシャク L彫'"e'"" (Denis & Schiffermliller)

東八幡原（桑原)．

クロミスジシロエダシャク M'7'tetaa犯禦化αBu tler
川小田（相良)．

ホシスジシロエダシャク M. P,",c""  (Warren)
臥竜山（相良)．

キスジシロエダシャク Oγ"zoc｡bem se"c" (Butler)
臥竜山（相良)．

ミスジシロエダシャク Te"iOp加畑拠獅jo (Oberthiir)
臥竜山（相良)．

フタスジオエダシャク Ry"れcIIob"" cg'"""cI (Moore)
東八幡原（桑原)．

ニッコウキエダシャクPsg"dePio"g ,"g""" (Wileman)
臥竜山（相良)．

フタテンオエダシャク Godo"elfz (I""," (Walker)
東八幡原（桑原)．

シャンハイオオエダシャク Gsﾉ""glz"sα流α(Walker)
東八i幡原（桑原)．

キベリゴマフエダシャク OI)e"" "g"" (Guenee)
東八I幡原（桑原)．

ウスゴマダラエダシャクM"(zI)7'n郡as加況""" ""α虹Inoue
臥竜山（相良)．

キシタエダシヤク A "cIz""" "191α"α," (Linnaeus)

川小田（相良)．

ヒョウモンエダシャク Aﾉαgzl"""  (Guenee)
川小田（相良)

ルリモンエダシヤク α20" "sol"a(Butler)
臥竜山（相良)．

ナカウスエダシャク A Icis (MMg,""tz (Butler)
川小田（相良)．

ヒメナカウスエダシャクA . "1e(i"肋舵7tz Inoue
〃

東八幡原（桑原)．広島県初記録．

フタヤマエダシャク Rjﾙios"0@z g"setz (Butler)
臥竜山（相良)．

ナカジロネグロエダシャク Ra" "腕α”ed iod " i sd . I noue

臥竜山（相良)．
ウスバキエダシヤク P s e " d e l " " f s〃 " "認 " ' " ( P r o u t )
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臥竜山（相良)．

ウスバシロエダシャク P.α"ゅ"2","s (Inoue)
臥竜山（相良)．

ハミスジエダシャクl帥o"zecis 7りl)01rz"d (Denis & SchiffermUller)
東八I階原（桑原)．

リンゴツノエダシャク P""""osg"," tg"""os(I"(z  (Bremer)

東八幡原（桑原)．
セブトエダシャク CMs"I(z s""""(M (OberthUr)

東八幡原（桑原)．
フトフタオビエダシャク Ec""js c7"ﾙ‘s""α"(z (Denis & Schiffermiiller)

臥竜山（相良)．

チャマダラエダシャク A"'blycl'" "s'#e" (Butler)
東八幡原（桑原)．

ヒロオビオオエダシャク X"1dm"12s f"zoJ"" Moore

川小田（相良)．

シロスジオオエダシャク X.！α雌↑"Z(z (Walker)
東八幡原（桑原)．

ミヤマツバメエダシャク T"伽""7:)w dejgc",,s (Butler)
天狗石山（相良)．

チャバネフユエダシャク E"""s goMaDj akonov
東八幡原（桑原)．

シモフリトゲエダシャク P航gα"αs""os"" Leech

臥竜山（相良)．
チャエダシャク Mbg(zI)isio" """os""  (Leech)

東八I幡原（桑原)．
シロシモフリエダシャク Bisjo〃郷gjqc7り〃Wehrli

東八幡原（相良)，臥竜山（相良)．
トビモンオオエダシャクB7りI)Ms"s Butler

臥竜山（相良)．
ハイイロオオエダシャク B'忽gn"s  (Moore)

東八幡原（桑原)．

アミメオオエダシャク E7"0"2 07伽α〃gz"tz"(z Walker
川小田（相良)．

ニッコウエダシヤク L(zss(zI)a郷ﾙﾙo"is (Butler)
臥竜山（相良)．

ニトベエダシヤク WMle"α"jα加蜘l)gi (Nitobe)

臥竜山（相良)．

アトジロエダシヤクRzc伽"giamolos(z Butler
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臥竜山（相良)．
ハスオビエダシヤク Dcsco7"[z s""I" Butler

臥竜山（相良)．

カバエダシャク Colotois pe"’,α"(z (Linnaeus)
東八幡原（桑原)，臥竜山（相良)．

ホソバトガリエダシャク PI"10cjα"ゅα,"ofigs" (Butler)
臥竜山（相良)．

ゴマフキエダシヤク A1fgelりIZd.祁噌獅妙a"cI Butler
臥竜山（相良)．

オイワケキエダシャク E"""gwり" """"" (Leech)
東八幡原（桑原)．

ハルタウスクモエダシャク M@""",tzI"z""i (Inoue)
臥竜山（相良)．

ウスクモエダシヤク M. se""is (Butler)
臥竜山（相良)．

ヒケマダラエダシャク C7:y"cﾉzO""αα"ゅﾉz"α"'"z(z (Obf
臥竜山（相良)．

クロモンキリバエダシャク Psym 6l"e"zgw"  (Pungeler)
臥竜山（相良)．

サラサエダシヤク 印加j" ""os(z (Butler)
臥竜山（相良)．

キリバエダシャク E",,0",os "l""""" (Werneburg)
東八'幡原（桑原)，臥竜山（相良)．

エグリヅマエダシャク O(io"tOPem q"" (Butler)

臥竜山（相良)
ハガタムラサキエダシャク Sej " " (z so7t j j " " (z Leech

東八幡原（桑原)．

ムラサキエダシャクS ietmJz"'""  (Hufnagel)
東八幡原（桑原)．

ナカキエダシャク pI｡go"s doI(z67Tz"" (Linnaeus)
東八幡原（桑原)．

ウコンエダシャク Co7:y""" ","i (Butler)
東八'幡原（桑原)

ウスキツバメエダシヤク Oz""tgり'〃〃"" Butlel･
東八'幡原（桑原)．

シロツバメエダシャク O. "2(zc""""""(z (Motschulsky)
川小田（相良)．

トラフツバメエダシャク T,･js"""s "e"e"s (B utl er)

(O bel-th nr)
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川小田（相良)．

ツバメガ科 U raniidae

カバイロフタオ 即ゆI21"" siwW" Warren
東八幡原（桑原)．

アケハモドキガ科 Epicopeiidae
アゲハモドキ 動jc""αル""es" Holland

臥竜山（相良)．

フジキオビ Sc " s t o " " " " " " s Bu t l e r
臥竜山（上野)．

キンモンガ PSycIzos"""α御"Iα郷邸域aButler
東八幡原（桑原)，臥竜山（相良)．

カギバガ科 Drepanidae
マエキカギバ Agw",n sc｡I)iosCz (Butler)

東八幡原（桑原)-

ヤマトカギバNり7tis加加" j"0"ic(z (Moore)
東八幡原（桑原)，臥竜山（相良)．

ウコンカギバ Tf"7""" c"c" (Leech)
川小田（相良)，東八幡原（桑原)

ギンモンカギバ Ctz"",""" """" (Moore)
川小田（相良)，東八幡原（桑原)

ウスギヌカギバ Mtzc7りc"琳",s""" (Walker)
川小田（相良)，東八幡原（桑原)．

ナカモンカギバα"jv如吻e" Kardakoff
東八幡原（相良)．

クロスジカギバ 07℃如脚"伽s Butler

東八ll'番原（桑原).
ナガトガリバ E"'"""s"" " '"" '" (Leech)

東八幡原（桑原)．
キマダラトガリ（ M"7り恥,α"、伽"'"  (Butler)

天狗石山（相良)，掛頭山（相良)，東八幡原
ウスベニトガリバ Mb"o","" ',ye" (Butler)

臥竜山（相良)

アヤトガリバ """S)'"2ﾒly""od8s (Hufnagel)
臥竜山（相良)．

ホソトガリバTV"ze(z octOges"" (Butler)
東八幡原（桑原)

イカリモンガ科 Callidulidae
イカリモンガ PIE7りde"αんjdg" (Bremer)

(桑原）

- 1 3 7 -



臥竜山（相良)．

カレハガ科 Lasioc ampidae
ヒメカレハ Pﾙ少"odes7"α/α加脇化a(Leech)

東八幡原（桑原，相良)
ヨシカレハ E" "1""加"to"" (Linnaeus)

東八幡原（桑原)．
タケカレハ Eaj伽""""α加(Bremer)

東八幡原（桑原)．
マツカレハ De"d,,o",,,"s Si)ec " bi"s (Butl er )

東八幡原（桑原)．

ツガカレハ D s"9'"'s (Butler)
東八幡原（桑原)．

ウスズミカレハ""""α"ゆα"""""〃〃MatSu'nura
東八幡原（桑原)，臥竜山（相良)．

オビガ科 Eu pterotid ae
オビガ A'haae9"α"s (Felder)

川小田（相良)，東八幡原（桑原)
カイコガ科 Bombycidae
クワコBo",ll" ",",""," (Moore)

川小田（相良)，東八I幡原（桑原)．
オオクワゴモドキ O621't""e"α〃cigem (Butler)

東八幡原（桑原)．

カギバモドキ Pse'#"''d7tzcq gmc"is (Butler)
川小田（相良)，東八幡原（桑原)．

スカシサン P"s7"os"ctαﾉり'α"郡α虹Butler
臥竜山（上野)．

イボタガ科 Brahmaeidae

イポタガ B7nh↑""雌"αj",[z j"o"ic(z (Butler)
臥竜山（相良)．

ヤママユガ科 Satu rniidae

シンジュサンSα”" Cy""流a(Drury)
才乙（相良)．

ヤママユ A''"leltze(z y""""" (Guerin-Meneville)
川小田（相良)，東八幡原（桑原)．

ヒメヤママユ Qz"學血j0"as" Butler
東八幡原（桑原)，臥竜山（相良)．

クスサン C. j"0"ccz Moore
川小田（相良)，東八幡原（桑原)．
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ウスタビガ RIzo""α伽噌" (Butler)
東八幡原（桑原)，臥竜山（相良)．

オオミズアオ Ac"asαγ彪""s (Bremer & Grey)
川小田（相良)，東八幡原（桑原)．

オナガミズアオ A gwo,"(z (Butler)
大佐山スキー場（相良)，樽床ダム（相良)．

エゾヨツメ Ag"αj"01"" Leech
東八幡原（桑原)，臥竜山（相良)．

スズメガ科 Sphingi dae
エゾシモフリスズメ Meg("'otoiz sc"6" (Aulant)

川小田（相良)，東八幡原（桑原)
サザナミスズメ Dol"" "7""j Staudinger

東八'幡原（桑原)．
クロテンケンモンスズメ K@71toc"7ysα"s co"s"""s RothsC

東八幡原（桑原)．
ホソバスズメ A " " " " "畑c " Bu t l e r

東八幡原（桑原)．
フトオビホソバスズメA j"01"" Rothschild

川小田（相良)．
モモスズメ M(z"""6(z g(zscﾙﾙe1""sc" (Bremer & Grey)

川小田（相良)，東八幡原（桑原)．
クチバスズメ M,”"℃施伽s (Menetries)

川小田（相良)，東八I旙原（桑原)．
ギンボシスズメ Pα"""“"増a" (Walker)

東八幡原（桑原)
ヒサゴスズメ M1,,z(zs c""st"" (Staudinger)

大佐山スキー場（相良)，東八I幡原（桑原)．
ウンモンスズメ “"α'""" """''o""  (Brenler & Grey)

東八幡原（桑原)，臥竜山（相良)．
コウチスズメ S""γ加地”Sm妙0"s Matsumura

川小田（相良)．
ウチスズメ S. Pl""s Walker

川小田（相良)，東八幡原（桑原)．
エゾスズメP"j"o"ん伽gi" dissi"""s (Bremer)

川小田（相良)．
クルマスズメA"ゆ“ゆんαgαγ〃I)jg"os(z Bremel･ & Grey

川小田（相良)，東八幡原（桑原)．
ハネナガフドウスズメ Acos",27:yx 70aga (Moore)

R o t h s c h i l d
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川小田（相良)，東八幡原（桑原)．
ブドウスズメA cas""" Rothschild & Jordan

川小田（相良)．

クロホウジヤクMtzc"glossl"抑s(Ig(z Butlel-
東八幡原（桑原)，臥竜山（相良)．

ベニスズメ De"2ｶﾉ‘"αelﾒ)g,,0,･ (Linnaeus)
大佐山スキー場（相良)，東八幡原（桑原)．

キイロスズメ Tﾉ,e,"Yz "ess"S (Drury)
才乙（相良)，東八幡原（桑原)．

コスズメ Tjap0"ic(z (Boisduval)
東八ll'附原（桑原)．

セスジスズメ T. olde"""'" (Fabricius)
才乙（相良)．

ビロードスズメ R"g""s "20"""" (Butler)
川小田（相良)，東八幡原（桑原)．

ミスジビロードスズメR〃"伽"" Matsumura
臥竜山（相良)．

シャチホコガ科 Notodontidae

ギンモンスズメモドキ7IMsol"isﾉ"0"" Wileman & South
才乙（宮川)，川小田（相良)．

シヤチホコガ S t"""Ms血瓢(Linnaeus)
細見（相良)．

ヒメシヤチホコノVCos""""s b"α"s (Moore)
細見（相良)．

プライヤアオシヤチホコ Q"""C"Jc""" "'e" (Leech)
東八幡原（桑原)．

アオシヤチホコ Qjα""""  (Nakatomi)
才乙（宮川)，川小田（相良)，東八幡原（桑原)．

オオアオシャチホコ Q妙α""  (Leech)
川小田（相良)．

ブナアオシヤチホコ Q. """"""仏(Motsch ulsky)
東八幡原（桑原)．

バイバラシロシヤチホコCWe"Io(jo"" g"sesce"s Staudinger
臥竜山（相良)．

シロシヤチホコ C.j〃0ﾉ"" Sugi
才乙（宮川)，川小田（相良)，東八幡原（桑原)．

ニッコウシヤチホコ SﾉZach"c"℃"1"sc7"" (Butler)
臥竜山（相良)．
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オオモクメシャチホコα""tz """"α犯a(Moore)

橋山（相良)．
タッタカモクメシャチホコC.ノα"α"11(z MatSumura

大佐山スキー場（相良)，川小田（相良)．
ナカグロモクメシヤチホコ ハ"""αハ"℃"ﾉα(Clerc k)

東八幡原（桑原)．
ギンシャチホコ 恥,"(z ""2I),os(z (Staudinger)

才乙（宮川)，川小田（相良)．
ムラサキシャチホコ UM)'" '"e"c"10(ii"(I  (Oberthiir)

才乙（宮川)，大佐山スキー場（相良)．
ホソバシャチホコ 膨肥to"" 0(W)ete (Bremer)

東八幡原（桑原)，臥竜山（相良)．
クロシタシャチホコ M@s加alem sig"1"" (Butler)

東八'幡原（桑原)．
フタジマネグロシヤチホコjV""'"zoI"(z (ie"a(Leech)

才乙（宮川)，東八幡原（桑原)．
オオネグロシャチホコE峡"jp," "",0,0ic(M (W i le m an )

才乙（宮川)，東八幡原（桑原)．
ムクツマキシャチホコ Pﾉ”"畑""st"e"抑js Matsulnura

才乙（宮川)，東八幡原（桑原)．
シマキシャチホコ P. "s"'""s (Bremer & Grey)

川小田（相良)．
モンクロシャチホコP. /I(z"escelos (Bremer & Grey)

才乙（宮川)，東八幡原（桑原)．
クロテンシャチホコ E"〃α67""c〃〃(Oberthn r)

才乙（宮川)．
シロテンシャチホコ E."γ加伽"" (Bremer)

掛頭山（相良)．
ナカスジシヤチホコ N@""岬αγ"" Butler

才乙（宮川)，川小田（相良)，臥竜山（相良)．
アカシャチホコ Gα,噌α"dOj)sis cl"" (Wileman)

東八幡原（桑原)，臥竜山（相良)．
カバイロモクメシャチホコ H"od o" t(z cOγ"c(z"s Butlel･

才乙（宮川)，東八幡原（桑原)．
ヘリスジシヤチホコjV@OPl,eos" /tmsc"" (Moore)

才乙（宮川)．
アオバシャチホ． Z""tgu力eγ",αg"‘(B utler)

東八III爵原（相良),臥竜山（相良).
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クビワシヤチホコ Shaﾙα“'り"i"""s (Bremer)

才乙（宮川)，東八'幡原（桑原)‘
クロスジシヤチホコ LOpj@0cos柳αSam泥"(z Schintlmeister & Kinoshita

才乙（宮川).、
セダカシャチホ． Rαb"J(z c"s"" (Butler)

才乙（宮川)，東八幡原（桑原)．
アオセダカシャチホコ RSﾒ)ﾉ'"i" (Oberthiir)

東八幡原（桑原)，臥竜山（相良)．
ウスキシヤチホコ Mjl"心｡"α""idQ  (Butler)

才乙（宮川)．
マエジロシヤチホコNひめdo"jααﾉl)icost(z (Matsumura)

臥竜山（相良)‘

アカネシヤチホ．Pe7｡ideaﾉα"""”(Wilema,,)
大佐山スキー場（相良)，東八幡原（相良)．

ナカキシヤチホコ P. gigW"" Butlel-
川小田（相良)，東八幡原（桑原)．

シノノメシャチホコP. elz" Kiriakoff
才乙（宮川)．

マルモンシヤチホコP. ' " ' " " " (Matsumura)
臥竜山（相良)．

ニトベシヤチホ． P､α""," (Staudinger)
臥竜山（相良)．

スズキシャチホコPIIgosi"sis ""''" (Butler)
東八幡原（桑原)．

ウグイスシャチホコ P.0"""" (Matsumura)
才乙（宮川)．

アマギシヤチホコ E"odo"tαα"zα瓢sα"a(Marumo)
臥竜山（相良)．

トビモンシヤチホコ Dry'"o"" (iodo"ides  (Staudinger)
川小田（相良)．

トビモンシヤチホコ D j"oMicq  (Wileman)
才乙（宮川)，東八I幡原（桑原)，臥竜山（相良)．

ノヒラトビモンシヤチホコ D. l)(zsα"S Wileman & South
才乙（宮川)．

モンキシロシャチホコLe''co(jo,@m bico/o"(z (LinnaeuS)
川小田（相良)．細見（相良)．

ハイイロシヤチホコMic?""(zIg7tl g"s" Butler
才乙（宮川)，東八幡原（桑原)，臥竜山（相良)．
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ヤスジシャチホコ 印0(io"虹〃〃e"(z (Oberthtir)
東八幡原（桑原)，臥竜山（相良)．

オオトビモンシャチホコ PIz(z I27りdo"如加α郷layi (Leech)
臥竜山（相良)．

タカオシャチホコ 戯'“0"如如〃""is (MatSun,ura)

才乙（宮川)．

ツマジロシャチホコH""ｳ忽"'"" !e"cofie,rz (Staudinger)
才乙（宮川)，東八幡原（桑原)．

エゾエグリシャチホコ P"ﾉ0d0w jezog"sis (Matsumura)
才乙（宮川)，臥竜山（相良)．

クロエグリシャチホコ P0""'0j (Inoue)

才乙（宮川)，川小田（相良)．
スジエグリシャチホコ PI,oe" (Graeser)

才乙（宮川)，川小田（相良)．
シロスジエグリシャチホコ Fz's""':)'" I"Zsj" (Oberthtir)

才乙（宮川)，臥竜山（相良)．
プライヤエグリシヤチホコL妙加""s" P,:ye" (Butl er)

才乙（宮川)，川小田（相良)．
クシヒケシヤチホコP"j"Izom "o"" (Matsumura)

東八幡原（桑原)，臥竜山（相良)．
エゾクシヒケシャチホコ Pjezoe,,sis (Matsumura)

臥竜山（相良)．広島県初記録．
キエグリシヤチホコ 砿"""t27iy" """cMIos(I Staudinger

臥竜山（相良)．
タテスジシャチホコ Tbg""" "j"""a(Oberthti r)

東八幡原（桑原)．
エゾギンモンシヤチホコ砂“α"αjezo2"sjs Wileman & South

東八幡原（桑原)，臥竜山（相良)．
ウスイロギンモンシャチホコ S . ( I " " " s i G r a e s e r

才乙（宮川)，川小田（相良)，東八幡原（桑原)．
ギンモンシャチホコ S伽〃" OberthUr

才乙（宮川)．
オオエグリシャチホコP " 7り s ” " " s " " " " " M o o r e

才乙（宮川)，川小田（相良)．
トビギンポシシャチホコ Rosa"’α0伽"(z (Oberthiir)

才乙（宮川)．
クワゴモドキシャチホコ Go"oclos"" ","o"io"""  (Bremer)

才乙（宮川)，東八幡原（桑原)．
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コフタオビシャチホコ “ゅhjs" ""忽α(Fabricius)
東八幡原（相良)．

セグロシャチホコ Clos陀畑α"asｵ0",osis (Linnaeus)
才乙（宮川)．

ドクガ科 Lylnantl･i idae
スギドクガ QL"池α" "fgg""" (Butler)

川小田（相良)．

リンゴドクガ C. j)se"(zbig"s Butler
東八I幡原（桑原)．

アカヒケドクガ C〃"“α"(Bu tler)

東八幡原（桑原)．

ヒメシロモンドクガ O7gyia伽g""" Butler
東八ll'箭原（桑原).

エルモンドクガ A "to""sﾉ.'"g"""  (Mdllen)
臥竜山（相良)．

コシロオビドクガ M""g"es "Sﾒ)""is Staudinger
川小田（相良)，東八I幡原（桑原)．

シロオビドクガ N. qII)q/tzsci(z (Leech)
川小田（相良)，東八I幡原（桑原)．

マイマイガ 〃"2(z""(z (j岬αγ(Linnaeus)
東八I幡原（桑原)．

ノンネマイマイ L"""αc/,(z  (Linnaeus)
川小田（相良)．

ニワトコドクガ T妙0112esoidesﾉり"as"  (Butler)
大佐山スキー場（相良)．

モンシロドクガSﾒ)伽'"""s si"""s (Fuessly)
川小田（相良)．

キドクガ E"7DC"S j)"e"" Oberthtir

東八I幡原（桑原)．
フタホシドクガ Es伽“伽噌e" (Leech)

川小田（相良)，東八'幡原（桑原)．
ヒトリガ科 Arctiidae

ムジホソバ E"e畑α(ig/)1"'(z (Esper)
東八幡原（桑原)．

キベリネズミホソバ G加"[z gjg"'/" (Oberthiir)
臥竜山（相良)．

ヨツボシホソバ 〃"zos" 9"",tz (Linnaeus)
東八幡原（桑原)，臥竜山（相良)．
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クビワウスグロホソバ Mtzc"6"cMs s""d伽噌e" (Alphel

東八幡原（桑原)．
アカスジシロコケガ Bizo"g j z "1 " " Wa lke l -

川小田（相良)，東八'幡原（桑原)．
ホシオビコケガRzmsicc”α""" (Lederer)

東八幡原（桑原)．
スジベニコケガ M1"｡c"流sm s"q" (Bremer & Grey)

川小田（相良)，東八幡原（桑原)．
ゴマダラベニコケガ M・"IcIzem Butler

東八I階原（桑原)．
スジモンヒトリ 剛I"℃"ase7""脇獅c如如(Motsch ulsky)

大佐山スキー場（相良)．
カクモンヒトリLe"ly),α伽(ze9"α"s (Butler)

川小田（相良)，東八幡原（桑原)．
クロフシロヒトリ EO叩"α,ど"αjgi"is" (Butler)

川小田（相良)，東八幡原（桑原)．
アカハラゴマダラビトリ 砂"OSO"1"か"""," (Stoll)

川小田（相良)．
キハラゴマダラヒトリ S lz!6"c"e" (Linnaeus)

東八幡原（桑原)．
シロヒトリ CMo,脚α施仇α,""e(z (Menetries)

川小田（相良)，東八幡原（桑原)．
ホシベニシタヒトリRﾉ"ゆα流oi(ies (z,""""sis (Bremer)

東八幡原（桑原)．
ベニシタヒトリ R. 71gb"IosMs Butler

川小田（相良)，東八幡原（桑原)．
ヤガ科 Noctuid ae

ウスベリケンモン A棚αc","c" """  (Butler)
才乙（宮川)，川小田（相良)．

コウスベリケンモン A c(zj噌伽" (Butler)
才乙（宮川)．

ナマリケンモン A〃脇",6"  (Butler)
才乙（宮川)，臥竜山（相良)．

キバラケンモン TTic"os" c"""" (Moore)
才乙（宮川)，東八I幡原（桑原)．

ニセキバラケンモン T. ","' (Wilen,an)
東八幡原（相良)．

カラフトゴマケンモンPα”"," coe"ol)"[z (Esper)

(Alpheraky)
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大佐山スキー場（相良)．

ネグロケンモンqjocasiajEzo9"sis  (MatSumura)
東八幡原（桑原)．

アオケンモン Belci"es """Ia(Motsc hulSky)
細見（相良)

ゴマヶンモン Mb"2αα""""  (Osbeck)
才乙（宮川)，川小田（相良)，東八幡原（桑原)．

キクビゴマケンモン M.刈りjco"is (Lattin)
東八幡原（桑原)，臥竜山（相良)．

ニッコウアオケンモン MMcM(z """c""S (Oberthiir)
臥竜山（相良)．

争

タ

スギタニゴマケンモン H""s",e,"" "",7,0om" (Hamp(
臥竜山（相良)．

シロフヒメケンモン G2l･b"l'odes "c"gl'0d2s (Graeser)
才乙（宮川，相良)．

オオケンモン Ac7り7塊c如加〃07' Bremer
才乙（宮川)，川小田（相良)．

サクラケンモン IMo)" " " 'c " (Warren)

才乙（宮川)，東八幡原（桑原)．
ゴマシォヶンモン 刀,"e"iSoC"S/)is (Sugi)

臥竜山（相良)．
リンゴケンモン T. i"te",2ed" (Warren)

才乙（宮川)．
キハダケンモン TJcMcocMSpis Bu tlel･

東八幡原（相良)．広島県初記録（図版1 -A).
キシタケンモン HyloIIJ,c" c"oc(zloid(z (Graeser)

川小田（相良)，東八I幡原（相良)．
シロシタケンモン H.ﾉzel"/es (Felder & Rogenhofer)

川小田（相良)．

ナシケンモンW"" " " " " " " s (L innaeus )
才乙（宮川)．

二ツコウケンモン Cm"qjﾉ"" "tzeclqm (Graeser)
臥竜山（相良)．

シロフクロケンモン Mz7℃0"cα〃"eoS"," (Matsumura)
才乙（宮川)．

アミメケンモン L妙加Iり'cm col"!sq (Leech)
才乙（宮川)，川小田（相良)

イチモンジキノコヨトウ B7iy“ﾉ'"αgm"""s (Butler)

(Hampson)
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才乙（宮川)．

ハイイロキノコヨトウ C,""" g"sgolQ (Nagano)
東八幡原（桑原)．

シロスジキノコヨトウ StgjlOJO6aﾉ470ﾙ0"s〃〃(Ob e rth
東八幡原（桑原)．

タバコガ 睦"COひgゅaass""a(Guenee)
才乙（宮川)．

タマナヤガ Ag7り"sゆS"0" (Hufnagel)
才乙（宮川)，細見（相良)．

カブラヤガ A . segetl'"' (Denis & Schiffermiiller)
才乙（宮川)，細見（相良)．

マエジロヤガ Oc"γ"I9'"tzplec" (Linnaeus)
才乙（宮川)，東八幡原（相良)．

ホシボシヤガ H@,7"o""sstM ",@"oscI (Butler)

東八幡原（相良)．
クロクモヤガ H . " " " α B u t l e r

才乙（宮川)，川小田（相良)．
アカマエヤガ Sﾒ)"Io"s fﾉα"" Walker

才乙（宮川)．広島県初記録．

カバスジヤガS伽g"g,"Ize ""s" (Butler)
才乙（宮川)，川小田（相良)．

ウスイロカバスジヤガ S.6ゅαγ"虹(Graeser)
東八幡原（桑原)

コウスチャヤガ D"岬αd妙伽℃α(Butler)
才乙（宮川)，川小田（相良)，東八幡原（桑原）

オオバコヤガ D. c",escg,,s (Butler)

才乙（宮川)．

ウスイロアカフヤガD. ,"c"jdQ  (Warren)
才乙（宮川)．

シロモンヤガ X@st" c-”電”",z (Linnaeus)
東八I幡原（相良)

クロフトビイロヤガ X. /Wscos"g"l"  (Bremer)
大佐山スキー場（相良)．

ハコベヤガ X. "0"α" (Lederer)
大佐山スキー場（相良)．

キシタミドリヤガ X. e"I07℃scg"s (Butler)
川小田（相良)，東八幡原（桑原)．

ハイイロキシタヤガ X. se""l,e7,I)j" (Walker)

(Oberthtir)
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才乙（宮川)，細見（相良)．
クロギシギシヤガ Mze"" co"tα"‘伽"[z (Walker)

才乙（宮川)．

オオァオバヤガ A71(Zplecto"es ""℃"s (Butler)
才乙（宮川)，東八幡原（桑原)，臥竜山（相良）

カギモンヤガ α'tms"s ""9sce10s (Butler)
東八'幡原（桑原)，臥竜山（相良)．

シラホシヨトウ M'jα｝""、′eγs化α,"g (Linnaeus)
東八'幡原（相良)．

ヨトウガ MIM,"es" 6,tzssicqe (Linnaeus)

才乙（宮川)，細見（相良)．
シロシタヨトウS"℃qpo"""o1)" (Butler)

才乙（宮川)，川小田（相良)．

キミャクヨトウDic"es" "ss"" (Walker)
川小田（相良)．

フタスジヨトウP7り/0""se"αbi""" (Hampson)
才乙（宮川)，川小田（相良)，東八幡原（桑原）

ケンモンキリガ Eg"<z s"" (Leech)

才乙（宮川)，東八'幡原（相良)，臥竜山（相良）
マツキリガ Rz710"s.j(zI)0"ic(z Draudt

才乙（宮川)，東八幡原（相良)．
キンイロキリガ Cl”ゅαjか"zz """me (Oberthnr)

臥竜山（相良)．

スギタニキリガ Pe"g7"ﾉzα加g"" Pungelel-
臥竜山（相良)．

カバキリガ Oγ仇os"e"""" (Butler)

臥竜山（相良)．

アオヤマキリガ OαのIα"""sis (Matsumura)
臥竜山（相良)．

クロミミキリガ O・〃詔"αB utlel･

臥竜山（相良)．
ブナキリガ O. j)"ひ剛0" (Hampson)

才乙（宮川)．

ホソバキリガ O ""gzIs"e,"s  (MatSumura)
才乙（宮川)．

ヨモギキリガ 0.e"a(B utler)

東八幡原（相良)．広島県初記録．
シロヘリキリガ O〃肌6"(z  (Butler)
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東八幡原（相良)．
スモモキリガ O"''"'" (Denis & Schiffermiiller)

東八幡原（相良)．
チャイロキリガ O o"os(z (Butler)

才乙（宮川)，臥竜山（相良)．
カシワキリガ O.9り"c(z (Linnaeus)

才乙（宮川)，東八幡原（相良)．
アカバキリガ O.cαγ岬e""s (Butler)

才乙（宮川)，東八幡原（相良)．
フタオビキヨトウ My"",,"" "" (Linnaeus)

才乙（宮川)．
ミヤマフタオビキヨトウ M. "1"s2""""α"a(B ry k)

東八幡原（桑原)．
オオフタオビキヨトウM. gm""s Butlel･

才乙（宮川)．

ナガフタオビキヨトウ M伽"27ge"s Butler
大佐山スキー場（相良)．

クロシタキヨトウ A""αChOS2"icol(z (Bryk)

東八幡原（相良)．
マダラキヨトウ A.""os"g7"a(Bremer)

才乙（宮川)．
アワヨトウPs""" le"as"""" (Walker)

才乙（宮川)，細見（相良)．
スジシロキヨトウ L " " " " a s t " " " L e e c h

東八幡原（桑原)．

ナカスジキヨトウSe""伽"""" (CurtiS)
才乙（宮川)．

ハイイロセダカモクメα"汎"jα〃"c" josfz Stau dinger

東八幡原（相良)．
キクセダカモクメ C. elo""t(z (Butler)

才乙（宮川)，東八'幡原（相良)．
ケンモンミドリキリガ DaseocIz(zgt(z 1ﾉ""s (Leech)

才乙（宮川)，臥竜山（相良)．
プライヤオビキリガ D7yobotodes l,:ye" (Leecl,)

才乙（宮川)，臥竜山（相良)
キバラモクメキリガ Xyle"α/b''"osq (Butler)

才乙（宮川)，臥竜山（相良)．
ハンノキリガ L"ﾉz妙吻"12 "St2"αmButler

- 1 4 9 -



東八I幡原（桑原)．
シロクビキリガ L. co"soc"  (Borkhausen)

臥竜山（相良)．

ヤマノモンキリガ S1"""" cﾉ"tIS ugi
臥竜山（相良)‘

テンスジキリガ QI"s"切此"he" Sugi
臥竜山（相良)．

ホシオビキリガ C. alb妙！""j(z (Leech)
東八幡原（相良)．

ウスキトガリキリガ ”I0,mαc"",j""  (Butler)

才乙（宮川)，臥竜山（相良)．
キトガリキリガ T ede""t(z (Leech)

才乙（宮川)，臥竜山（相良)‘

ノコメトガリキリガ T.""e':ge'@S (Butler)
東八幡原（桑原)，臥竜山（相良)．

アオバハガタヨ1､ウ A """(z"〃α加"","(z"'" (Graf

臥竜山（相良)．

ヒマラヤハガタヨトウノVyc"c" sj"gi"sc(z (Moore)
臥竜山（相良)．

オオハガタヨトウ MM0M)g "zgjα"0(Zo"t(z (Hampson)
臥竜山（相良)．

クロビロードヨトウ Side"li(z 671"le" (ErSchoff)

東八I旙原（相良)．広島県初記録（図版1 -B)
アカモクメヨトウ 〃α"Zeaa9""a(Donzel)

川小田（相良)．
マエアカシロヨトウL"""α卿eαﾙat"""  (Sugi)

東八幡原（相良)．

セアカヨトウO"g"加伽ae  (OberthUr)
東八幡原（相良)．

サッポロチャイロヨトウScW)0"" 7"g"" (Butler)
大佐山スキー場（相良)．

ギシギシ､ヨトウ A"cI0" '"""s (Butler)

才乙（宮川)．

ショウブヨトウ A"ゅﾉ〃o" ,!ss""e"sis (Petersen)
川小田（相良)，東八'幡原（桑原)．

ゴボウトガリヨトウGO↑,61"α〃"s (Butler)
東八I幡原（桑原，相良)．

イネヨトウ Sesα"〃α〃唯,F,,s (Walker)

(Graeser)
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才乙（宮川)．

シロホシキシタヨトウ T7""e"opsis ""j"αButler
川小田（相良)．

ウスキシタヨトウTc伽"℃sce " s Bu t l e r

臥竜山（相良)．

アカガネヨトウ 風ゅj"iα〃!c""" (Linnaeus)
才乙（宮川)，川小田（相良)，東八幡原（桑原)．

トビイロアカガネヨトウ E. alb"伽goIcz (Wileman & South)
大暮（相良)．

シラオビアカガネヨ|､ウ P"o9qj)"omi",'s"" (Graeser)
東八幡原（桑原)，臥竜山（相良)．

マエグロシラオビアカガネヨトウ Pajbo"""" (Moore)

臥竜山（相良)．

モンキアカガネヨトウ P.""穆叩""c" (Hampson)
臥竜山（相良)．

コゴマヨトウ Cﾉ,α"d"" be"a(Butler)

東八幡原（桑原，相良)．
ホソバミドリヨトウ EM""j"aa邦gMs" Yoshimoto

臥竜山（相良)．
シロフアオヨトウ X@"otmc"g(z 71""01"" Kishida & Yoshimoto

臥竜山（相良)．
コモクメヨトウAc"""(z "j膠77"e""｡ (Bremer)

才乙（宮川)．

モクメヨトウ A秒"α〃L"s (Linnaeus)
才乙（宮川)，東八幡原（桑原)．

シロスジアオヨトウ Tmc"gαα"秒""s (Linnaeus)
才乙（宮川)．

アオアカガネヨl､ウノrtzl"" l " "" ' " "s (Oberthi ir)

川小田（相良)，東八'幡原（桑原)．
ヨスジアカヨトウ BIgOi)"" """ Staudinge'-

才乙（宮川)，東八幡原（相良)．
ハスモンヨトウ Sﾒ)od""7tz I"'"Iz (Fabricius)

才乙（宮川)，細見（相良)．
スジキリヨトウ Sdep7切りα#(z (Butler)

才乙（宮川)，東八'幡原（桑原)．
クロテンヨトウ A仇e"s cj"2msce"s (Motschulsky)

才乙（宮川)，川小田（相良)．
ヒメウスグロヨトウ A . l"ide(z (Wileman)
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東八幡原（桑原)．
シロテンウスグロヨトウ Aα肋isigwla" (Oberthtir)

才乙（宮川)．
シロモンオビヨトウ A. ""eostz (Moore)

才乙（宮川)．

フタホシヨトウ HOplod ""(z伽ゅJα"" (Wileman & South)
東八I幡原（相良)

オオシマカラスヨトウ A”"物？〃"0"ol"haGuenee
才乙（宮川)，川小田（相良)，東八'幡原（桑原)．

カラスヨトウ A.〃加" (Denis & SchiffermUller)

才乙（宮川)，東八幡原（桑原)．
シロスジカラスヨトウA””αγ"脇But ler

川小田（相良)，東八幡原（桑原)．
オオウスヅマカラスヨトウ A. 2"l)伽α(Butler)

川小田（相良)，東八幡原（桑原)．
ツマジロカラスヨトウA. sc加忽〃ch〃Menetries

東八'幡原（桑原)．
アオバセダカヨトウMb " " 0 7 " " s " " " " s B u t l e r

才乙（宮川)．
ノコメセダカヨトウ Oγ"1ogU"" sem Felder & Felder

川小田（相良)，東八幡原（桑原)．
ヒイロキリガ CりS""αSα祁却L"" Sugi

川小田（相良)．
ムジギンガ C"as柳""des 'se"(zj加秘倣ews Sugi

東八幡原（桑原)．

マエホシヨトウ 即7伽d"α〃αso,""  (Butler)
才乙（宮川)，大佐山スキー場（相良)．

ヒトテンヨトウ C"αlco'" "silo" (Butler)
川小田（相良)．

キクビヒメヨトウP7り"g jpj)Msβα"ico"is (Leech)
才乙（宮川)．

トガリヨトウ I/Wigo d"""" (Butler)
才乙（宮川)．岸田・吉本（1991）により2種に分害｜

ムラサキツマキリヨトウQz"opishn/Z"g""" (Stoll)
才乙（宮川)，川小田（相良)．

マダラツマキリヨトウ C.形雄" Walker
東八幡原（桑原)．

マルモンシロガ 砂九f(zgW7tz s狸""Q (Menetries)

2種に分割されたが，
(Stoll)
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臥竜山（相良)．

コマルモンシロガS. b"IQgrz (Walker)
才乙（宮川)，細見（相良)．

フサヤガE"彫"αg2ye" (Felder & Rogenhofer)
川小田（相良)．

コマバシロキノカワガノVbl"加伽/α"αγi(z (Graeser)
臥竜山（相良)．

ネジロキノカワガMg"to"z7伽hα""so" (Wileman)
才乙（宮川)，臥竜山（相良)．

キノカワガ Ble"伽ase"" (Butler)

才乙（宮川)．
ネスジキノカワガC〃α,nco"" ,M""q (Hampson)

東八幡原（相良)．

マエキリンガ 伽g(Iodes ,,ol)j"s (Staudinger)
川小田（相良)．

クロオビリンガ GcI(zstoce" ""s" Butlel･

才乙（宮川)．

ミドリリンガ α""?”加畑“"〃c" (Leech)
大佐山スキー場（相良)．

アオスジアオリンガ Rse"0"sﾒ),""""'s (Linnaeus)
才乙（宮川)，東八幡原（桑原)，臥竜山（相良)．

ギンボシリンガ A流o"cαα増e""(I (Butler)
川小田（相良)．

アミメリンガS伽測α“脚惣",(z (Walker)

臥竜山（相良)．
ウスベニコヤガ S妙"as"67りse(z (Butler)

才乙（宮川)．
テンモンシマコヤガS.γ城cgj)s (Walker)

才乙（宮川)．

ヒメネジロコヤガ Ma"αけんαsigw"rz (Walker)
才乙（宮川)．

ネジロコヤガ M.c“jc"7秘"""a(Bryk)
才乙（宮川)．

シロヒシモンコヤガ ハ〃ca7戒αα7群”α" Butler
才乙（宮川)．

シロマダラコヤガ Pmto(ie"ote dis""g"e"" (Stauding
才乙（宮川)，川小田（相良)．

ネモンシロフコヤガS,!gjq j(jjostygi(z (Sugi)

(Staudinger)
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才乙（宮川)．

スジシロコヤガL"畑}co"" "s" (Butler)
東八幡原（桑原)．

シロモンコヤガ E,ns"jodes ""to"i  (Butler)
東八幡原（桑原)．

ウスアオモンコヤガBb,"九"j"α"""""！“(Graeser)
才乙（宮川)，川小田（相良)．

モンキコヤガ 恥ゅ273”"α/7αりゅ‘"'c" (Leech)
東八幡原（桑原)．

ヨモギコヤガ P心,"叩/'"[z ol)J"2"" (Butler)
才乙（宮川)．

マダラキンウワバ HIyc/Z7:ys" s此"di" (Butler)
天狗石山（相良)．

シーモンキンウワバ LQ"ゅ7otes """""a(Butler)
東八幡原（相良)．

ギンモンシロウワバ MIzcd@""10z噌伽αj)""ssi"2(z (Butler)
才乙（宮川)，川小田（相良)．

ギンボシキンウワバ A"toc"lcom loc"leS (OberthUr)
東八'幡原（桑原)．

ギンスジキンウワバ Eり!""""αγ""肋り脇s (Walker)
才乙（宮川)．

セアカキンウワバ E " , " " (But ler )
東八幡原（相良)．

イネキンウワバ P"s伽んst"c(ze  (Linnaeus)
才乙（宮川)，東八幡原（相良)．

リョクモンオオキンウヮバ D j " " Vs " c o " " ( I n o u e & |

川小出（相良)，大佐山スキー場（相良)，東八l幡原（桑原）
キクキンウワバ TIlysα’'叩"Ls" "1"γ""""(Warre n)

才乙（宮川)，細見（相良)．
エゾギクキンウワバ αe"O/)"siaa肋osJ""" (Bremel･ & Grey)

才乙（宮川)．

ミツモンキンウワバ C (zg7,"" (Staudinger)
才乙（宮川)，臥竜山（相良)．

モモイロキンウワバ A"czde""" hel)""Iz (Butler)
臥竜山（相良)．

ウリキンウワバA '"o1"s  (Fabricius)

リヨクモンオオキンウワバ Dj"":ys" co"" (Inoue & Sugi)
才乙（宮川)，細見（相良)．

コヒサゴキンウワバ D”“"a(Oberthn r)
川小田（相良)，大佐山スキー場（相良)、東八ll'爵原（桑
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才乙（宮川)．

ムラサキシタバ “幼caja伽"" (Linnaeus)
東八幡原（桑原，相良)，臥竜山（山内)．（図版1 -C)

ベニシタバ C. 9lect(M (BorkhauSen)

東八幡原（桑原，相良)．
オニベニシタバ C. d " jaBreme l -

東八幡原（桑原，相良)．
シロシタバ C . " 1 ﾉ e ( z B u t l e r

才乙（宮川)，東八幡原（桑原，相良)．
ミヤマキシタバ C . e "αBu t l e r

東八幡原（桑原，相良)．広島県初記録．桑原(1995)の：
カバフキシタバ C. "WMc(I Butler

東八幡原（桑原，相良)．
ワモンキシタバ C """,," (Scopoli)

才乙（宮川)，臥竜山（相良)．
マメキシタバ C. d""c"(z Butlel･

東八幡原（桑原)，臥竜山（相良)．
エゾシロシタバ C " s s " " i s B l - eme r

東八幡原（桑原)，臥竜山（相良)．
ヒメシロシタバ C. 7""0(jgs Wilenlan

才乙（宮川)，東八幡原（桑原，相良)‘
ゴマシオキシタバC 11" I ) " ( I But ler

天狗石山（相良)，東八幡原（桑原)，臥竜山（相良)．
ヨシノキシタバ C. cO"伽"(I Butlel･

天狗石山（相良)．
キシタバ C. """ Felder & Rogenhofel-

才乙（宮川)，東八I幡原（桑原)，臥竜山（相良)．
コガタキシタバ C. Pmeg"" Walker

才乙（宮川)．
ジョナスキシタバ C. jo"as" Butler

東八I幡原（桑原)，臥竜山（相良)．
ムラサキアシブトクチバ D)'sgひ"iα恥",""(z (Walker)

才乙（宮川)，臥竜山（相良)．
オオウンモンクチバ M0cis """" (Fabricius)

東八'幡原（桑原)．
ウンモンクチバ M. "1712"a(Bu tler)

才乙（宮川)，細見（相良)．
ニセウンモンクチバ M・”‘""a(W arren )

桑原(1995)の記録を再度掲載した ( 図 版 1 - D )
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才乙（宮川)．

ユミモンクチバ Mel"j(z elect"" (Bremaer)
大佐山スキー場（相良)．

モンムラサキクチバ E" Iz"α況加6"sfz Butler

臥竜山（相良)．
モンシロムラサキクチバ E.ｼ側がeost"ga" Warren

大佐山スキー場（相良)．

ムクケコノハ L(zgo","'",0 (Dalman)
才乙（宮川)，大佐山スキー場（相良)，東八幡原

フクラスズメ A7℃彫cog"!!" (Guenee)
川小田（相良)．

カギバトモエf切)吻'畑"‘"‘γ""0 (Fabricius)
川小田（相良)．

オスグロトモエ 跡,""α形加γ" (Clerck)
才乙（宮川)，川小田（相良)，東八幡原（桑原)．

オオトモエ E7gl)1@s gｶﾙeSi)e"s (Hiibner)
才乙（宮川)．

シロスジトモエ Me"" "cMzsc"" (Menetries)

才乙（宮川)，臥竜山（相良)．
クビグロクチバZJE""lα”“",(z (Bremer)

川小田（相良)．

アカキリバ A"0""s 7"esogo" (Walker)
東八幡原（桑原)．

ハガタキリバ Sco"""71'" "6αかな(Linnaeus)
東八幡原（相良)．

ウスエグリバ “岬”〃Zα"c"ヅ(Borkhausen)
才乙（宮川)．

キタエグリバ C. jzOﾙﾙα"(z (Wile,nan)

臥竜山（相良)．広島県初記録．
オオエグリバ C g"!escI (Draudt)

才乙（宮川)，川小田（相良)．
アカエグリバ Omesi(z "c""(z (Butler)

才乙（宮川)．
マダラエグリバ PI"siodo"t(z c"" (Butler)

川小田（相良)．

ヒメアケビコノハ O"""s /b!"o"" (Clerck)
大佐山スキー場（相良)

アケビコノハ A(Z"s ","',"'s (Guenee)

(桑原）
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東八幡原（桑原，相良)．

タイワンキシタクチバj帥"αjas"bs(z"7u Guenee
大佐山スキー場（相良)．

ルリモンクチバ Lacg7Izかり""osfz Butler
川小田（相良)．

アカテンクチバ E7@ygiα”""s Guenee

才乙（宮川)，川小田（相良)．
ネジロフトクチバ Se""gs cα"ゆα”a(G uenee)

大佐山スキー場（相良)
シラフクチバS","ooi(ies "c" (Butler)

才乙（宮川)．
アヤシラフクチ（ S.jze,"les (Butler)

臥竜山（相良)．

オオシロテンクチバf加恥妙"oides s" 67"α噌伽at(z (Walker)
川小田（相良)．

ハガタクチバ Daddaja"c"ja(Butler)
臥竜山（相良)．

コウンモウクチバ BI(Is"cO7畑祁況s "ss""e"sis (Bremer)
東八幡原（桑原)

ナカジロシタバ A""ﾉe"co,"g"s (Linnaeus)
才乙（宮川)

カクモンキシタバ C"7ysoγ""”""(*"'" (Bremer & Grey)
才乙（宮川)，大佐山スキー場（相良)．

ウスヅマクチバ D加伽獅卯αd " " " s Wa l k e r

才乙（宮川)，川小田（相良)．
シャクドウクチバ M@cO"伽α拠拠b""s (Leech)

才乙（宮川)．
ウンモンツマキリアツバ Rz,噌,”jα”"",彫sα"s (Walker)

才乙（宮川)．
シロモンツマキリアツバ P.z"姉'ひscz (Leech)

才乙（宮川)．
ツマジロツマキリアツバ Pﾒ)se""JI)is"97"(z Yoshimoto

川小田（相良)．
マエモンツマキリアツバ P. cos""o"" (Butler)

才乙（宮川)．
ミカドアツバ L妙h0”"αβα"妙jag(z (Warren)

川小田（相良)．
マエヘリモンアツバ Dio"2gαjα"ﾙouﾉs" (Oberthnr)
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才乙（宮川)．

キンスジアツバColO60c剛asα"""s (Denis & SchiffermUller)
才乙（宮川)．

マエキトガリアツバ A 1107"血a"stα"s Moore

掛頭山（相良)．

キシタアツバ IMe" cl(z'"g""is (Butler)
才乙（宮川)．

クロキシタアツ（ H. (z""c(z (Butler)

東八I幡原（桑原)‘
ミツボシアツバH・かjstα"s Lederer

才乙（宮川)．
ムラサキミツボシアツバ " . 1 " " "α " s Wa l k e l ･

臥竜山（相良)．

ヤマガタアツバ Bo"10Iochas轆iα伽a(Bu tler)
臥竜山（相良)

ウスヅマアツバ B.PeIMc"(z (Leech)
臥竜山（相良)．

フジロアツバ Ad,"sq "0"gWn (Butler)
才乙（宮川)．

ヒロオビウスグロアツバ Hy(I""0(ies "'o''os(z (Butler)
臥竜山（相良)．

オオシラホシアツバ Edesse"αhα"'q" (Felder & Rogenhofer)
細見（相良)．

ミスジアツバ P"ncol" t""7"α"s (Bremer)
才乙（宮川)．

シロテンムラサキアツバ R "g" (Butler)
才乙（宮川)．

オビァッバ P. /tzscjα"s  (Leech)
才乙（宮川)．広島県初記録．

オオアカマエアツバ S伽ゅ""α'〃"0"a(Bu tler)
才乙（宮川)．

ツマオビァッバ Zt""JOgW""αgWsel" (Butler)
才乙（宮川)．

ウスグロアツバ Z."秘ostz (Butler)
東八I幡原（桑原)．

トビスジアツバ 馳" " " " f s i c " " " s ( Knoch )
才乙（宮川)．

オオシラナミアツバ Hi加e力α/M"α"s (Guei,6e)
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才乙（宮川)．

ヒメトラガ Aste'"etes "oc"" (Butler)
東八I幡原（桑原)．

トラガ C/1elo""zOゆ“ﾉ""" Motschulsky
東八幡原（相良)．

摘 要

この報告において，広島県芸北町で採集されたガ類26科535種を記録した．この内11種が広島県初記録
となる．

芸北町のガ類の調査は，まだ十分とはいえないので，ガ類相全体の考察は今後にゆずるとして，今回の
報告の中から，分布上特筆すべき事項を述べておく。
1 次の6種は，日本国内において，分布の中心が，概ね北海道や本州中部地方以北となっているが，芸
北町がその分布の西限となっている．

ナガイカバナミシャク，ナカジロネグロエダシャク，ヒメカレハ，アカマエヤガ，クロビロードヨト
ウ，ムラサキシタバ

2 東八幡原において，広島県では初めて，ハンノキに寄生する次の2種を確認した．
キハダケンモン，ミヤマキシタバ

3 臥竜山において，ブナ帯に固有とされる次の2種の多産を確認した
アマギシャチホコ，ゴマシオキシタバ

4 また，同じくブナ帯に固有なヨシノキシタバは，天狗石山で確認した．
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芸北町のガ

キハダケンモン東八幡原
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ムラサキシタバ東八幡原

ミヤマキシタバ東八幡原
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1992年9月5日採集
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