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北海道に於ける脈麹日

岡本宇次郎

NEUROPTEROUS INSECTS OF HOKKAIDO. 

BY 

HANJIRO OKAMOTO. 

一ー~，ト... ・・－『ーー一一

予は目下本邦産服麹自の研究中なるが、其北海道の部はー先づ

其取調べを終へたるを以τ、今之れを公にせA，とすO 但し予が不敏

なると差是考書の不足とによ b、充分の結果を得る能はぎるは甚だ遺

械の至 bな bとすO 而し℃此の研究をなすに嘗 b、参考とし℃用ゐ

し書目の主なるものを記すれば次の如しO

1. Bul'meister, H. : Handbuch der Entomologie (r839). 

2. Rambur, M. P.: Histoire naturelle des Insectes (1842）・

3. M’Lachlan, R. : A Sketch of our present Knowledge of the Neu-

ropterous Fauna of Japan (1875). 

4・松村松年： 千晶園解審ー（1904).

此研究をなすに嘗 b、思師峰村博士に負ム所甚た多し、依て控

に深謝すO

I. Sialidre 蛇賄蛤科 2 species 

IL Chrysopidre 草晴蛤科 5 

III. Hemorobiidre 姫晴蛤科

IV. Os my  lidぉ 虞麹晴蛤科 3 

V. Coniopterygid記 粉蛸蛤科

VI. Myrmeleonidre 蚊鯖蛤科 4 

[TraDs. Sapporo Nat. Hist, Soc., vol. L 1905.] 
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以上の諸科のタトに本邦には

Rhaphididre 騎舵最科

Mantispidre 

Ascalophidre 

擬蛤蜘科

長角晴蛤科

の三科あれども未 tl本道に費生せるを見まる在 b0 

一-4-←

I. Sialidre 蛇鯖蛤科

1. Neuromus grandi・sTHUNB, へrxとんぼ

採集地ー一札幌附近。

躍は暗黄。頭大にし℃届卒な b、一見蛇の頭肢をなす、故に此名

あれ複眼は小にし℃突出す、車眼は大にし℃三個、鞠角は黒色基

節は黄色な b。前胸は細長〈雨側 に一個の黒縦燦あれ麹は淡暗

色、趨脈は暗褐 lとして黄脈を混ぜ bo 前麹は綾麹よ b精大な ho 腹

部は 黄 褐 、 脚は黄色、開節は暗黄色なれ幼轟は水中にあれ世俗に

孫太郎虫と稲すO 艦長一寸五牙内タト、麹の開張三寸六牙内外O

2. Sialz・sjシequensMATS. (n. sp.) せんよ b

採集地一一札幌、石山、登別、厚,81Jo

躍は黒色。頭は小、複眼は小なれども飴 b突出せず。車眼を欠

け b0・鯛角は杢睡黒宅を以て覆るo 前胸は矩形、中、後胸は短〈背

上膨起すO 麹は竿透明にして前線、後縁、外縁は暗色を帯べ bo麹 脈

は暗 褐 、 腹部と脚部は黒色なれ幼畠は水中に住せれ関長三分三

厘内外、麹の開張一寸内外o

IL Chrysopid記 草晴蛤科

3. Chrysopa perla L. < j かげろう

採集地一一札幌、石山、藻岩。

躍は線色。顕及鯛角は黄色、後者の聞に X字形の黒紋あ bo 顔

比四個の黒紋あ b。後頭にも四個の黒紋あ bo 前胸は細長、六個の
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黒紋あ b。中胸にも六個の黒紋あ bo 麹は透明、異珠様の先揮を有

せ bo 縦脈は緑色、横脈の大部は褐色なれ脚部と腹部とは緑色、鮒

節は寅褐な b。睦長三分内外、麹の開張一寸内外。

4. Chヴ sopabipunctata BURM. ょたほしく 3かげろう

採集地一一札幌附近。

韓は線色O 鯛角黄色にし℃其聞に X字形の黒紋を有せずO 顔 iこ

四個の黒紋あれ而℃上の二黒紋は鯛角基節の直下に位せ b。下唇

裳黄色。前胸細長く、前、中、後胸脊の中央を通じ℃ーの大なる黄線

色の縦線あ b。週は透明、麹脈は緑色にして、前縁脈よ b出る横服

は黒色な b。腹部と脚部は線色、開節は黄褐なれ館長四身内外、

麹の開張一寸四分内タl、。

5. Chヮsopaseptempunctata WESM. ななほしく 3かげろう （新稲）

採集地一一札幌附近。

躍は雑色。頬、頭頂及前頭に黒紋あ b。鯛角 iま基節と第一節と

を除きて褐色な b。下唇髪は黒褐色O 脚は線色、附節は淡褐色な b0 

麹服は線色、前線脈の横脈は黒色を呈せ b。瞳長三芳五厘内外、趨

の開張九分五厘内外。

6. Chrysopa mt・croceplwlaBRAUER? 乙がしらくさかげろう（新稲）

採集地一一札幌附近、定出渓。

髄は緑色O頭部は黄色、頭頂に黒紋を有せず、頬部にのみ黒紋あ

9 。鯛角は寅褐色にし℃基節は黄色な b。下唇髪は黄褐色、附節は

淡褐な b。麹の縦脈は線色、横脹は悉〈黒色を呈せ bo 瞳長三分内

外、麹の開張九分内外。

7. Chrysopa intima M'L. μ とほしくさかげろう（新都）

採集地一一札幌附近。

睡は緑色。頭部は黄色、鯵角は黄褐色にし τ其聞に明了なる一

個の紋を装へ b。顔に六個の黒紋あ b。後頭にこ個の黒紋あ b。前

胸短し麹は透明にして緑色の脈を 有せ ho 腹部及脚部は線色、鮒
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節は寅褐攻 ！＞ 0 睡長三舟五厘内外、麹の開張一寸T内外。

III. Hemorobiidre 姫晴蛤科

8. Megalomus punctatus MATS. (n. sp.) 〈びか〈しかげろう

採集地一一札幌附近、苫小牧。

瞳は黒褐色O鯛角糸肢にして連鎖、肢を呈し、黒色な b。頭部は

前胸下に匿れて能く見へず。前麹は褐色、麹脈は多しと雄も横服少

在〈、前線室を除くの外黒紋と白紋を散在せ hO 後麹は前麹よ b小

〈、暗黄色 iとして紋を欠げ bo 脚は黄褐色な bo 韓長二分五厘内

外、麹の開張九号内外0 （此科 lζ 属するもの数種あれ Eも他日を期

し℃接表せん。）

IV. Osmylidre 虞麹晴蛤科

9. Osmylus jlaz止ornisM’し 以ろばかげ λう

採集地一一札幌附近。

躍は淡黄に Lて黄紋を装J、。頭頂の中央は黒色、黄色なる三個

の車眼を有せ bo 鯛角は連鎖肢にして黄色且つ剛毛を装よ、。前胸

長 Lo 麹は透明にして虞〈。遡脈は黄色と黒色の涯を成せ ！＞ 0 前

麹の前線室は基部に於℃虞し縁紋黄色其雨側に黒紋あ b。 叉 後 縁

の中央よ b稀基部に近〈一個の黒紋あ ho向内側に小黒紋あ b。後

麹は前麹よ b小在 bo 腹部暗褐、脚は淡黄、館長四身内外、麹の開

張一寸二分内外。

IO. Osmylus tessellatus M’L. まだら以ろばかげろう（新稗）

採集地一一定山渓。

瞳は黒色 tとして灰色の毛~：＇.＇生ず。頭部は膨起し車眼小にし℃

黄色なれ鯛角 連鎖 肢其 基部 lに於て黄色の環あ b。顔は黄色、鰯

角の聞に枝を有せる黒紋あ h。前胸脊の前の中央に黄色の小里liあ

b。脚は淡黄、開節の末端は黒色を帯ベ bo 前麹は贋〈且麹脈多〈

其大部は黒色な b、一部は白色な bO 副前線臓と径服とは黄色にし
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て黒色の小枝を出せ b。麹の中央に網版脈あ bo 前縁、タト縁及後縁

に は 縦 脈枝多〈且つ虞〈撲 b℃灰色を呈し、麹は恰も縫合したるが

如主観を呈せ b。縁紋は黒色、後麹は前麹よ b小な b。其後縁は淡

褐色な b。躍長四分五厘内キト、麹の開張一寸六卦内外。

11. Osmylus hyali仰 tusM’L. くろひげひろばかげろう（新稀）

採集地一一札幌附近。

頭は多〈黄色、（時に褐色のものあ 9）コ鯛角は連鎖般にし℃黒

色O 前胸 背も黒色。腹部は褐色 に しτ黄褐色の毛を生ぜ b。脚は

黄白色。前麹 は 虞 〈 外 線 角 に 於て鋭角をなすO 麹は透明にし τ虹

色を放て b。 麹服黒〈副前線脈と径脈は黄色な b。前麹の中央及

麹端に褐色の紋あ 9o 前縁脈り横服は枝を有せ bo 縁紋褐色、後麹

は褐紋を有せず、只褐色の縁紋あるのみ。館長五卦五屋内外、遡の

開張一寸八分内外。

V. Coniopteryg凶器 粉晴蛤科

12. Coniopterynz abdominalis MATS, (n. sp.) Z なかげろう

採集地一一札幌附近、銭函。

嫡角は連鎖服、黄色にして鯉よ b長し、黄毛を有せ bo前胸極主う

て短〈、二双の麹は殆んど同大。麹は暗色を帯伏、麹脈は暗褐色攻

b、而て横脈非常に少く縁紋を欠け b。轄に白粉を袋ム。脚は黄色、

腿節の末端は褐色、開節は黄褐在 bo札幌附近に多し。睡長一舟ニ

厘内外、麹の開張三分二庫内外O

VI. Myrmeleonidre 蚊晴蛤科

13. Acantltaclisis moiwanus MATS. (n. sp.) ゑぞあほうすばかげろう

採集地一一藻岩、定山渓。

躍は暗灰色。燭角は黒褐にし℃根棒肢を呈し赤褐の輪環あ b0 

顔は黄色O 前胸背には三個の虞き横溝あ b。南側には寅紋あ bo麹

は透明、刻版は黄色と黒色との斑をな L、黒紋を散在すO 前趨の縁
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紋は白色、其内側に黒紋あ b。前線には五角形の細胞あ bて’こ列比

排列す。基部と尖端には此を侠け b。後麹は前掲と同大、白色の縁

紋あ bて黒紋な LO 胸下に白毛を密生すO 腹部班紋なく。脚は白色

と黒色の長毛を密生し黄色な b。腿節及び腔節の末端井に附節は

黒色O 爪は褐色。本道珍らし 3種 類 lとして本年始め℃此を採集せb0 

瞳長一寸ー卦内外、麹の開張二寸八分内外O

14. 及fyrmeleonfonnicarius L. 之うすばかげろう

採集地一一札幌附近、浦河。

臆は灰褐。頭及鯛角は黒色、口部黄色、下唇髪は黒色な b。鯛角

基節の大部及基部は黄色、複眼の周園も亦黄色、前胸背の前雨側は

黄色。麹は透明、麹服は黄色と黒色の瑳をなす。前縁の横服は黒色、

麹底にあるものは黄色、縁紋黄色、後麹は前麹よ b蓬に細小。第五

腹節よ b尾端に至る迄各節の後続は黄色な b。脚は黒色にして轄

節及腿節の基部は黄色な bo瞳長一寸内外、麹の開張ニ寸三分内外。

15. 1/fyrmeleon nigrivenosus MATS. (n. sp.) くろみやくうすばかげλラ

採集地一一札幌附近。

鰭は黒褐。嫡角及顔は黒色、口部は黄色な b。鰯角り基部と複眼

の周閣は黄色を呈せ bo 前週は透明にし℃黒色の！蹴あ hO 複前縁

脈と腔服とは黄色な 9o 縁紋は卵形にし℃寅褐色な bo 後 麹 は 前

趨よ b和、小、寅褐の縁紋は前麹に比して蓬，に小形。胸下は黄色。脚

は黒色にし℃轄節腿節の大部及腔節の基部は黄色な bo 瞳長一寸

四分内外、麹の開張二寸九安全内外。

16. Glenurus pupillaris GERST. ほしうすばがげろう

採集地一一岩内。

健は暗褐。頭頂は黒色、顔は黄色、鯛角は褐色にして黄色の環あ

!J 。其末端 は黒褐にしτ膨大すO 麹は透明、白色り縁紋あ b。麹脹

は重に黄色、後縁の中央に黒色の短かさ斜傍あ ho向後縁のタl、縁に

近 き庭に大なる白色紋あ b。綾麹 は前麹よ b細小にし℃後縁の末
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端』と近〈黒色の大紋あ 9o向タト縁暗色を呈す。腹節の後縁は黄色O

脚は黄白、腔節端及び関節端は黒色な bo 艦長一寸ー舟内外、趨の

開張二寸五分内外O

The species of Neuropterous insects found in Hokl王aidδarecomparatively 

few in number. In the following list, five species seem to be new, and 

the descriptions of them will shortly be published by Prof. Dr. S. MATSUMURA. 

I. Sialid記 a

1. Neuromus grandis THUNB. 

2. Sialis jトequensMATS. (n. sp.) 

II. Chrysopidεe. 

3. Chrysopα安tγlaL. 

4. C. bipunctata BURM. 

ち‘ C. se合teη•zpu托ctata WESM. 

6. C. microcephala BRAUER? 

7. C. intima M’L. 

III. Hemorobiid記 E

8. fl1egalomtts punctatus MATS. (n. sp.) 

IV. Osmylidre. 

9. Osmylus詩的icorηis、a’L‘

IO. 0. tessellatus M'L. 

I I. 0. lzyalinatus M’L. 

V. Coniopterygidre. 

12. Conz・opteryxabdominalis MATS. (n. sp. 

VI. Myrmeleonidre. 

13. Acanthaclisis moiw仰 usMATS. (n. sp.) 

14・J砂rmeleonformicarius L. 

15. M. nなrivenosusMATS. (n. sp.) 

16. Glenurus pupillan・s GERST. 
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