
巴知本邦産噛量目類目録

岡本 竿 戎 郎

ON THE PROCIDλ2 OF JAPAN. 

BY 

H.のKAMOTO. 

本邦産茶柱畠 lこ就き τ邦人の研究せるものあるを聞かまると

同時に外人の之れが調査に従事せる者亦極めて稀な bo 而して余

の知れる範圏内に於ては一千八百八十二年にコノレペ氏が唯一種即

ち PsocusノりonicusKolbeを記載せるのみ。然るに先頃恩師松村博士

の濁園博物館内コy ぺ氏に寄還せられたる標本に就きて Dr.G. En・

derlein 氏は之れが碗究を注し費表せしもの四科九属十七種あち。而

して此内十四種は新障にして二種は欧洲のものと同種在 bo 九属

中二属は新種にて其のーは松村博士の名春の矯めに・Matsumuraiella 

主命名せ b。
同氏報告の外に余の研究によれば本邦産茶柱最は其種類甚だ

多〈其 E襲名の知れあるもの賓に廿三種の多~ ！ζ達せち 。向此外一

新属並 (Alζ 二十鈴種の新種あるを信ずれ躍も今記するを止め下に

己知噛品目の皐名和名を列記し採集地及分布を付して日銀を調製

し本邦産茶柱最を調査せえとする士の奉考に供 j ,iとす。

Psocidre. 茶柱品科 2. P. toかoensisEnderl, 1906. 

第一麗 Psocus Latr. 1796. 和名 すじちゃれて（新橋）

I. 穴fO(lts止111’okianzrsEnderl. 1906. 採集地 北海道（札幌）

和 名 お l主すじち『＇.） 1こて｛新ffi) 本島（東京．箱根．青森．門司）

採集地 北海道（札幌．定山渓） 3 .. P. nebulosus S色eph. 1836: 

本島f岐阜） 和名 か Ifいろち.＇＼＇.＇ 1こて （新稽）

''[Trans. Sap. Nat. Hist, Soc. Vol. I. Part 2.J 
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採集地 北海道（札幌．定山渓）

本島（岐阜）

分布 献納.！，,P-y ベイ

4, P.japonic前 Kolbe. 1882. 

和名 ひげながちゃれて（新稿）

採集地 不明

5. P. obtusus Hagen. 1858. 

和 名 I！ーもんち OT：て （新稽｝

採集地 本島（弘前）

分布 錫蘭．新嘉攻
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和 名 くろみや〈ちゃれて （新

鰐）

探集地 九州（鹿児島｝

7, A. nubila Ender}. 19o6. 

和名 ぉ l五ひげちゃれて（新橋）

採集地 北海道（定山渓）

第三麗 Matsumuraiella Enderl. 

1906. 

8. ivfatsumuraiella radiopicta Enderl. 1906. 

和名

採集地

はぐるまち 予 1：て （新橋）

北海道＜W・小牧．札幌．定山

渓）

本島（京都．岐阜．明石・東京）

九州（鹿児島）

第四属 TreniostigmaEnderl. 1901. 

9・Tmniostigmaingens Enderl. 1903・

和 名 まt：らひげちゃ Tこて （新

務｝

録集地 肇湾（新高山．新量士）

分布支那（東京）

第五属 Stenopsocus Hag. 1866. 

10. Sienopso臼tsnなerEnderl. 1906. 

和名 〈るほそちゃれて（新橋）

採集地 北海道｛札幌・苫小牧）

I I. S. aphidiformis Enderl. 19o6. 

和名 l主そち弓＇.｝ 1こて （新稽）

採集地 北海道（札幌．函館．定山渓）

本島（大山寺．明石．門司．東京）

九州（鹿児島）

12. S. PY.gmmw Enderl. 1906. 

和名 すかし l孟そちゃれて （新

稽）

採集地 北海道（札幌）

本島（岐阜・京都．門司｝

第六麗 Graphopsocus Kolbe. 1883・

13. Graphoso口M cruciatus L. 

和名 Lつもんほそちゃ Tこて

（新橋）

採集地 九州（鹿児島）

分布伺牙利

Creciliidre. 毛茶柱轟科（新橋）

第ー麗 Dasypsocus Enderl. 1906. 

14. Dasypsocus japonicus Enderl. 19o6. 

和名 主げちゃ Tこて （新潟）

採集地 本島（東京．京都．門司）

九千！？（鹿児島）

第二麗 Kolbea Bertkan. 18子3・

15. Ko!beafusconervosa Endrel. 1906. 

和名 くろみ弓コ〈げち 予 1こて

（新情｝
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採集地 北海道（札幌｝ 和名 ぎん l孟しち~ t：て｛新鶴｝

本島｛箱根．高砂） 採集地 本島｛東京．大久保．中野j

第 三 麗 Crecilius Curt. 1837. 

16. Cuciiius o；’amai Enderl. 1906. 班偲opsocidre. 国茶柱最科｛新橋｝

和名 しろもんげち 0 7こて （新 第ー麗 Mesopsocus玄olbe. 1880. 

隅） 21.λ仏 oprocus仰がunctatusMull. 1776. 

－ 

採集地 北海道（札幌．函館） 和名 まるら号：， 1：て｛新橋）

本島（東京） 採集地 北海道｛札幌）

17. C. gonostigma Enderl. 1906. 

和名 べl二もんげちゃ Tこて （新 A色ropidre. 小茶柱品科｛新橋）

構｝ 第一属 Atropus Leach. 

採集地 九州（鹿児島） 22. Atropus pulsatrius L. I 758. 

18. C. japonfrus Enderl. 1906. 和名 しちゃれて（新橋）

和名 きいろみちゃれて｛新稽｝ 採築地 北海道（札幌）

採築地 北海道l札幌） 分布全世界

第四属 Dypsocus Hag. 1866. 

19. Dypsocus印 leopt町 atusHagen. 1858. Troe世dre. 紛茶柱最科（新橋）

和名 ひげぶとち 0 7こて｛新帝｝ 第一属 Troe色isBurmeister. 1839. 

採築地 遺書華 23. Troctis dioi.仰 to,itts Muller. 1776. 

分布錫蘭 手口名 こなむし叉（tこ な ち ゃ れ

て

Myopsocidre. ・星茶柱最科（新橋） 採集地 北海道（札幌）

第一局 Myopsocus Hag. 1866. 分布全世界

20. ill;抑,pso何回訓uscon,sEnderl. 19c6. 

・ 一ーーーー－ . －ー幽ーーー－企. -




