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本側は日本の統治下にある地域 ナ

&わら北潟地本州.凹国九州。

刻励及ぴ4匡実大島とそ札以北にある島

.!り知られる4ヒー向を再検封したも

のであ勺て.小笠原諸島並びに沖縄の

ものは含まれていない セ、科は昆虫

の中では大形であるが。それにもかか

わらず，前によ。ては属の特1lI<-近似

剛閣の制進点のめまりはっきりしたい

もの識ある，できるだけ多くの係市に

当るように努め。側10変拠と見なされ

るものは一応ζれらを象現したのて

日本の統治Fの地焔から製在知られて

いる縄ほらょうどお縄となる

本研光のため 安松百円=怖1:1ま九た
Fill'. I. J{.J/(I'U“d.，ul'u，."~(i，，， Linn~ 17~与ぞも 4実拘 Jo

所織の保4ドの貸与を砕きれ 九大教貨
上.下~

婦の宮.if氏&:Fに白"'唾民俗同氏 (!taX"字Q?=i:i:!芳首噂怠 そnOされた省益増.!:nf'守 J~"剛"

t荷厳の限与をll'':..(!;l!!{'jされ 護辺 P何回訓lunia，、I-I.193り

平 向附.b1)調1(/t£.で.ttkfi守債の傑3いを険ナζ ことができた これら1)~r.氏 1.:..(:1·?議謝D窓を11.ナ乙

"懐 阻

Ci;:adidaeセ吋::Hen吋p惚 ra'1=姐1"1. I!omoptera ~~姐曜日 λ関henolrh'"nctoa 謝吻 i41. Cic.-adoid伺 セ

ミHlを代表する狐著と1Mである 中形'よいしx形。昆虫で， 'ti6rt3鯛ニ角形状。こ返縦Lて須町D製限

間にあり 触fllは剛毛状を2し 短い庄簡にJ盛会る5-600'iより成， 両姐ともに膜慢で 師 1<のr，~には宵」に

$縦状に引金れる耐l筒節は太〈下ノJに練K~提起を銭フ 猟簡I全3節爪に同窓(.m凹ala)を欠く 体はかな

り色むに寓み特に然、可i'i:fl訟の中には鐘穏念刊が見州さsιる ー忽n附叫を除雪 3"制itη脱却の嗣飢腹弁。

内側によ〈宛i1!L':銃製伎の楚{'02包官を只える

腔界に初。れるもの"oJ1玩lO縄全世界に広〈分布ナるが 地ーストラ9アに起も多〈 同地権"約180械に

遣す る イド邦磁の既知刊は既記刀工うに20悼 ζJ'を策本ょにわす，.，縄全ヨーU ノノには~通のもの10 ;'r:

閣に比べればその樋羽ほiたして少傘く怠いと宮える

卵陪刷本のfl."時に河県沼専に巌み込まれ 甥化した幼虫ば砥らに泊中山宮入L 隙nの間にあ，て そ礼

からit液を援ヮて生uし 泊中j;括It!ミ〈 蝿.二主りさ、 3 勾こ b ゅ 10~ 以上』 ζ及ぶものがある 未国の攻誌から

ゆ郎日けて分縮ナるllfilgicicudaJr，/，undu;mLIM、企十ヒ..ゼミ (theU\"l ~l 、teen·yur I舵 US!，lheperiodical

cicada)(Fig.1)It南与の喫地でlHf・、北方では災に173ドのE則を裂ししばしば政斜欝に紹介される若れな

温である セ、科の幼!hIま地中生活の聞にる司、6令を経過し を然すると地上に!l!ゎ九本の"ゃ。伎に遣い上勺

て製皮して ζζに成虫，す&わら，セミが羽化出'"ナるζ とにとる 羽It"平地栓の慢でほ通鴛タ剣以後であ

るが 山地性の舗位日中に行わ九るもの8多ρζうである 喫1えのほl'椅n'l息地にあっては臼に触れる概念が

多<.股1li翻によりその績を認定ナるζ ともできるE後述p.:!J:

4ヒ‘"の1夜虫は倒I・. -綱:は志願にItみ 1> 1ま剛院の発l1~Lfを 'IIいて，にきた， ll で目('i く ζ とは問団J)'n"J.fであ

る Lかし8 の砲渚総れを欠くす』ストラH 簡の下等た陪例えばタスマニー'脅T.> Trttigarclll tomUIlf1Ja

-Iー
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日本足袋分現図酎 イヒミ狗
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FiC_t. Gr，・pI"p.oJtric刷<'，・，j...c<UQ(MotKhul.Io，)アプ，ゼ'.念
'.曹司医燭(.....，・iew);Z.D:・'II彊酒ド聞1n.1....ofthe・....個》

民自信・(....個個)C・，・・・. ・恥調at.M:!， ヨ81011111(I・Itod._.._..lOth・bdom'D&1HI皿 nt.≫;K.繍室
《申."..wi}【同・h 舵‘携1 第2......m;8場'j{(l'l，2nd，......8Ihapw，alttlls≫;・固...角{・.IIten...)目b<.
鍾皇室h 凶 ...11);bal.鍵1Il1ll(bual園田b.叫:Cl!'，X極包《町四formek'o・E回れ町-"'Ol. !f5:I-M・関畷
(l・ぃ..thCrDII・Yc'n.);e，複腹(C:J<!);f.ME【1....llr)cr，.lI'JID節(.叫同"f四川);h 鋼 (fro叫 h 碩..
(b<・d):t..，鍾鈎(h岡山・);i.，闘駒脅e内毎(inner..刷。『問醐岨);j 姻.(j"，1l叫 I."【同)(I，.I.弘前
"(foreIq)，ゆ..(幽idlea) 像..(hiMlq:)); m・前鞠背禄辺国眠(..甲田1・reoofpm醐岨} 皿釜節制
〈皿Z田昌山"，);II 胸'"岡咽): D，的胸膏〈抑制urn): n，.中JIM(mu。醐urn);。単観恒..m);op 腹弁
(opere..]，，"n);・腹侮腹鮫〈副e.uile)(~匂 恥 II縮colf!:2.M3・ ...msIV仮 (2nd，3rd，.....8th.Inni，e・≫0

・..前陶脅の重像"'(・¥lbm...;".lgrooveofpro剛 U陥"・'.気門(opiracl...):I弘樹節0・<sUI)(t.，前樹術(for.，
t.rs....);I旬』俊樹節(hind'U.¥I・)J;Ie笥弁(tympaniceoverin~-) :，i，l§Jl:i (lib;吋 (til 附樫附(lore値目u.≫;.，
前姐(£0叩 "'ing);町，後燭(hind"';1¥8)

F.B.Whiteやピクト'ア盛のT.cri"向 Dislant，J!舗で打鰻脅を立てる米国国榔に普通の P1Qly~di4 minor

Uhler(thePutnam・e・e・do)のような特典&祖も知られている

III 日本車の亙科，瞳及び腐の検事委

1 (12) 脅弁を務ナる (F唱 2)._，"'_."._.................................CICADlNAEホYヒグクシ夏伺【p 町

2 (9) 体ほ廻〈。やや騎平 健雄信殆んど向調惨岡大，したが。て背面より性別の判定m.
3 (.) 前腕背の側段低顕著傘る禁状を在して側方"に突出し.1t!.i!1CH，:明らかUl色系統の蟹状敏(Fig..】

を袋う比般的小形橿 PO・typleuri制エイニイゼミ篠(p.司

a (d) 的l!lの前極膜貫録(，~包 I membrane)，含逝曾で.舛録ほ多少とも外備に湾曲ナる【Fig.4:1-2).

b (e) 後忽のタII量得(marginalarea 夏周腿腺(・ubmarginal叩吋より外方の得分】陪絡に亮還して

おらず遁.，;t. ...........•........•.•...••..pfaJ.yo〆ω'raAm)'olelSen.-ille， 1M3;.イエイゼミlit(p町

e (b) 後姐の外縁侮低売遣していて広い /l1.m坦 DiSlanl，1鈎4クロイヲユイニイ属(p町

d (・〉前姐の前lUI!質留は発遣して広し外縁ほ直線状(Fig.4:3).頭飾隊中駒背の基憾と同信

S削減aKalo，1928ケナガニイニイ属(p.7)

ー-2-
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INSECTAJAPONICA CICADIDAE
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F;I'.3. Cra/>tl>'Jtdlri..副 ・vl>f・u“..(~I Ol$C hlll.kr) 倉アプラゼ a

"碩徳'"置函(f~岨 I .健・・(theh個 d);2 後方主'見k生殖庖 (a“・1riewoflhea~ftital 健.~制。'
"陰茎側蘭図(l at~ ra1 "i~... ofぬ.....‘a・0・4陰:0 (.ωU8U1);g，鯛("叫 " 下電事 (Iabi岨); 10.矧仮(1o<Um); Ir.上唇0・brum);m 陰茎日願貿

鋤加 価b，aneo凶附<of瞬 d""'IIII);up触角上旬雇(.lIp四・"tell".1pi・te(-1£!edae)

他の符号ほFig.1l:同じ(OIherJette...・re...illFilllre1)

〈吋

<5J
(8)

4

5

a

b

6

7

(3) 前胸背の側融，まやや業設を呈するζ とがあゥても，著しい葉状をなして側方に突出ナるとと信念ν、
耐1錨に明らか~!眠状叙を欠く

(6) 観限を含む瓢術館腹ti"I三ぼ悶継で" Iま辺. (marei皿 1ue.a)を除〈前腕笥より明らかに幅広い

大形橿 TibiC't副.1ヱゾゼξ筆 (p.7】

<bJ 織 の 第8臨阪信著しく上方に巻t上り，殆んど同筒挟をたして後方に突出ナる 後尉III!1の後側
縁は隆起してit，状をなして突出する 体ほ黒色又陪栂黒色で，無fI'叉位鮮明な廃鉱を欠〈

......... .............Cryp削 :ym，ρ田'l'SIAl.1861クマゼミ属【p.7】

調障の;:g8I:隻復位土7;""庁"曲るが同筒扶を念さず.後"I賢板の後鍵an.曜 休は環色又位向黒色

で涯叙を有する T出atfLatreille，1825 エゾゼミ属(p町

後'"を含む蹟続四舗は明らかに臨鰯よりE突い

視眼を含む碩鮪低級辺舗を除〈前腕背tI引笠岡幅又信それよりやや狭く，前姐の第1検吸は銅器に

向ヲて樗歯する(Fig.2).体麹ともに大/Ill分裕色系統の犬訓膨櫨

Tu岨 n制アブラゼミ筆(p.12)

-3ー
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日本島虫分領国践 を、科

Ckadini*ソヒグラシ悠[I'.14)

Pig... 日本厳Platypl制"叫ユイZ イゼ、製の的組(¥V，)と俊也(Wρ(Forewing(W，)andbindwing(¥Vt)of)
1，Pfalyple..ra企a<:mpjもri(Fabricius)ュイzイゼ， 2，lH..，u..hro;wae(Ma'$umuu) タ包イワユイエイ

3，Suislracoreana(Matsumuu)チ，ウ>Yケナガユイユイ

om，削緑膿貿'"ωsIalmcmb同開"町民外縁部(marginalar開}

a (d) 尚弁は被膜の大帝草分を覆う

b (e) 雌の腹部第3-4腹仮にイポ状突起を有し，第3!11阪のもの路大きく 第 4腹仮のものは小さい

(Fig. 5;4).. .......TannaDistant，J905 ヒグラン属[I'.14)

e (b) 燥の腹綿噛艇にイポ状笑忽を火<................Pornp()f叩 Stal，1割引6タイワンヒグラγ属 (I'.15)

d (a) 務弁は小さく鮫艇のー郎又は大商事分を現わす

e (f) 践の腹都側縁κツノ状突起を欠く (Fig.5;2ユ TerpnosiaDistant，1892ハルゼミ属 (p.16)

f (e) 縫の第4腹筋の両備にツノ状突起を只える(Fig.5 3)

EuurpnosiaMatsumura，1917ヒメハルゼミ嵐(I'.18)

11 (10) 縫の腹弁紙発透して籾尽く後方に伸長する Ir，胸背の側縁に禽状突包を布ナる

本郷K盗ナるものは伐の1属 CraptopsallriaStAl，1886アプラゼ、属[I'.12)

S (7) 額脱を含む頭部信録辺舗を除く剛腕背より幅広し前週の第l償却は直線状体は黒色に黄緑色磁

を混じ 両麹無色透明の大形橿 0..・tympanini ~〆さノゼミ 旗印13)

次 の1嵐K依り代表せられる Oncolymj>anaStal，IS70 ミンミンゼミ属[I'.13)

9 (2) 休は縮長く問筒形健機の大きさ位相違し，雄の腹部位飯のものK比し著しく大きし背面より館

維は沓S，IC区別される

10 (11) 燥の腹弁は短く同形 前胸背の側録は多少とも膨出し，通常働状突起を欠〈

Ishihara, T. 1961a.pdf Insecta Japonica. 1:1-36.



I~SECTA JAPO!¥ICA: CICADIDAE
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F福島観"0背面図。，>tぴ臨蘭図 (Z-~) 【Dorul(I)，or，，~削叫 (Z_~) ・ iew ・・f)

I，Md"""s"l，，，raJi"，'o..Uhler~ 7 チゼi.<$;z.T~r ，.・ sid Vd'."(α..副，，ルゼミ会.3，Eater'.d''-''
，1f;be..is~I ・E・umu.. ヒメハルゼ。含". T...lOd j<I，・-~. 邸削副ヒグ:t;;，.含 s，-s，n携 2国主同じ

D回白bini ツクツタボウシ象(p.18)

本舶に分布するの"'.の3属 前同首位X隆起を除〈中尉背より明らかに短ν叶'M橿

1¥1t!jm附 aD国 tant，1鈎 5';1タックボウv鳳 (p.19)

ロ(1) 背弁を欠< (Fig.5:1). _............，•••••••••••.••.•. ......TIBICININAEチッチゼS亙料(p.21)

ふ邦に松Melarnpaaltiniチッチゼミ腹の1族が分備し。本邦E量の本鉄には次の2属が知られる

a (b) 前姐の RィトM.(宮古leU寄りR瞬又はM.としてある) と CUtIII(著者 K依~ R~ It叉ほ

C，腐としてある) ，位鍋底獲の一戸より生ずるか 又It.互に陣立して鍾底率よりさ主ずる

uptopsaltaKalO，19"..8チ7 チゼミ属(p.21)

b (・} 前 姐 のR+M際 とC"腺依姐ほ当証より生ずる尖向傍履より生ずる

M<tlampsaltaAmyot，1847ヱゾチタチゼ5属 (p.2:2)

IV. SubfamilyCICADlNAE ホソ包グラシ歪科

TribeI，PLATYPLEURINIニイニイゼミ銭

本綾It l日)c.聞に~<分布し 10殿風がζれに所属し。本郊に俗3属が知ら札ている

GenusI. Flail/pleuraArn)'otetServille，1843ニイニイゼミ圃

(Logolype: Pl alypi~uro Jin"dula(Li聞を 11~)J

PlaJy.〆四raAm刊 IetSen'ille，184.3，H凪 Nat.los..H旬、 465

体位太〈短〈周平，銀雄殆'"ど向調修同大 概思を含む頭11¥の舗俗縁辺を徐〈前駒背よりtぶ"中尉IIの.'<11¥と
閉じ叉怯わずかに広"IV織 のiii"よりE突い 舗は殆んど撞忽せず中夫K幅広い綴濁を有する ロ吻比良〈 後

蕊節を幽える時iJ駒怖ItX険包金除〈中胸骨より明らかに煩(.X儀起を含む中胸l.iより目やや組し側健。念願漕

な禁状をなして側コ舎に突出する 腕 械 はE既得と駒怖とを併せた長さに等しい 1t弁ぽ)c.き〈 鍵腕趨(tympanic

。自信，，)をII，・ !買弁は短大，幅広〈半同形を企す前脳節下箇の備状突包批判だ不明瞭体は主leU悩色ない

し模縮色で胤E涯を裳ν、，麹陪透明で潤色の不透明般を装う比般的小形の僅

*風俗旧北血液..から東洋1&.エチオピア区に分布し 却余慣が綻錯せら仇ている 本郷強ばIXの l樋

1. Prall/pleurakaempferi(Fabricius， 1794)ニイニイゼミ(Fig...:1，PI.1:1.....3)

T"Ujplljako.酬 'pfer;Fabr・C・us，I穂 i.EDt.S)'St.，，，:23

ー-5
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日 本昆虫分類図説:セミ科

=Platypleurafuscanguli5Butler，1874，Cist.En!.，1:89.

=Platypleurahyalino-limbataSignoret，1881，Bull.Soc.Ent.France，(6)，t.1，pI.43.

~Platypleura repandaUhler(necLinn岳)，1896，Proc.U.S.Nat.Mus.，19:276.

=Platy'〆'euratsuchidaiKato，1936，ツチダニイニイ，Ent.World，4(33):758，pI.156，f.1(syn.nov.勺.

合体長20-23，同麹端まで32-37mm， ♀体長21-24，同麹端まで35-40mm. 体は主に緑褐色で白黄

色徴毛を装う.頭部は緑褐色，単眼部及びその前方，複眼に援する部分等は黒色.複眼は褐黒色.単眼は淡紅色.

頭部の前面は上方は黒色で下方に向って淡色とたり，口吻は全く淡褐色・前胸背も頭部と同様緑褐色，正中線上 '1
に黒斑を配し，内縁部にも不規則念黒色部がある.中踊背はやや褐色が強く，正中線の両側に小黒紋，又，その外

側に大きな黒紋と，併せて4個の顕著な黒紋を装う.X隆起は緑褐色.腹背は黒色，第3-第 6腹節の後縁は

淡褐色.前遡は無色透明でFig.4 に示すような褐黒色の雲状紋を装い，その濃度と大きさはかなり個体変異が

ある.前麹の縦脈端の錨状紋が著しく小さくなり， 中央部がくぴれ， M1叫脈端の全く分離ナるものは forma

kyotonisKato，1932(Monogr.cicad.225=var. takasagona Kato，1930， Ins. World， 34:147 (nom.

praeocc.≫) として区別されるζ とがある，麹脈は緑褐色で末端に向って培褐色となる.後麹は外縁部の無色透明

である外，黒色，その麹IJ*は淡褐色.腿節は黄褐色で両端等は暗色.陛節は主に暗黄褐色.鮒節は暗褐色でその

第 3節の基半は黄褐色.爪は稽褐色. {本の下回も主に暗褐色で白粉を装うが，腹弁の後縁，第3-6腹節の

後縁等は淡褐色.基本型に比して体の黒色部の面積が広く，麹の斑紋の黒味の強い奄美大島産の個体に forma

amamianaKato，1940(Bull.Cicad.Mus.，10:1)の名が与えられている.

分布: 日本全土〔原産地“]aponia"(日本≫)，台湾，支那，東洋熱帯地方、フイリッピン.

本種は梅雨明けの6月中匂須より現われ，本邦の至る所に最も普通の種で，チィー-ーと鳴き，柑橘.梨i等の果

樹園から出現するものも多い. 8月中旬以後には個体数は少くはなるが，それでもB月中はかなり見られる.地方

に依り..チイチイ"，“チイチイゼミ"，“チッチゼミペ“コゼミ"等の方言がある.脱皮殻はp.24参照.

Genus2，MunzaDistant，1904クロイワ=イニイ属

(0泊。type: Munzalaticl 即日 (St~ \l， 1866≫)

!vfunzaDistant，1904，Ann.Mag.Nat.Hist.，(7)，14:297.

本属は前述のPlatypleura属にきわめて近いものであるが.後麹の外縁部の広いζ とで区別される.

本来Munza属はエチオピア区のもので，模式種は南アフPカ産である.後麹の外縁部の比較的広いととはむ

しろ種問の相違と思う. したがってJo.funza属の模式種と次に記述する本邦産のクロイワニイニイとを同属であ

ると仮定ナるなら，Munza属は便宜的な属であり，せいぜいPlatypleura属の亜属とナべきものと考える.し

かし私はMnnzalaticlavia(St:¥.l)の標本を検していないので，本報では→応加藤氏の意見にしたがって次のl

種を本属のものとした.

2. Munzα kuroiwαe(Matsumura，1917) クロイワニイニイ [Fig. 4:2，PI.1:4-日

PlatypleurakuroiwaeMatsumura，1917，クロイワニイニイ， Trans. SapporoNat.Hist.Soc.，6(3):187

et210

合体長17-20，同麹端まで29-33mm，♀体長19-20，同麹端まで30-34mm.本種はニイニイゼミに酷

似しているが体は小形で，属の所で記したように後麹の外縁部が広いので区別される.前胸背の側縁はニイニイ

ゼミほど角張らず，同形をなす個{本が多く，部j麹の外縁の錨状紋1:1:てもとにある 16 頭 (10~~， 6♀♀)のいず

れの個体K~まいても小形である，

分布: 沖之永良部島，奄美大島，沖縄〔原産地: 那覇].

ヰ九州の南端，佐多岬でVIII-21，1956，採集されたアルコーん浸漬標本の2合会1♀ K基づき，加藤正世氏は“P.kaemρ1eri
では殆んど扇平で膨起しない額が著しく膨起している"新種として発表し，その後，産地として奄美大島を追加して別種として扱
っている【加藤(1956)型車の生物学，p.125& 155J. 私は多数の奄美大島径の標本並びに宮本正一氏が佐多岬で8月下旬採集

の傑本を検討した結果，額は北海道産の個体でも著しく膨出するものがあり，前趨外縁の錨状紋同様.とれは種の特徴と認めら
れず，加藤氏の記載は乾燥標本と異るアルコーλ浸潰標本に依る誤認と信じ，乙乙I'CP.tsuchidaiKaloツチダニイニイは異名
とした.

6-

Ishihara, T. 1961a.pdf Insecta Japonica. 1:1-36.



一 7ー

Tribe2，TIBICENINIエ:lゼミ旗

本族とすべきもの10局内外あり，全世界に広く分布する.東邦産は既記の2属.

Genus4，CrgptotgmpanαStal，1861クマセ、ミ周

(Logotype: Cryptotympana戸LStulata(Fabricius，1787)J

CryptotympanaStal，1861，Ann.Soc.Ent.France，4(1): 613.

体は同筒状で扇平でなく，雌維は殆んど同形同大.頭部は幅広く，複眼の前縁を結ぶ線で毅断状をなし，額は

く前方に突出ナる.複眼を含む頭部の幅は縁辺部を除く前胸背より明らかに大きく，中日旬背の基部よりやや広

腹の幅とほぼ等しい. 後方の単眼聞の間隔は単眼と複眼との距離の約1i2. 頭部は短く，前上方より見れば

聞の幅のほぼ1/2 前胸背は中胸背より短く，その側縁は傾斜し，後角は葉状を呈ナる.腹部は頭部と胸部

併せた長さに等しい.口吻は短いが，中基節の基部を超える.鼓膜は全く背弁で覆い隠される. 合の腹弁

く発達し，種Kよりその形状をかなり異にする.中胸後側仮はやや隆起し，後方に向うl個の突出物となる.

九の腹部第8腹板仕上方K著しく巻き上り，殆んど同筒状をなして後方に突出ナる.高II)腿節Kは著しい練を装

全体ほぼ黒色または褐黒色で鮮明在る斑紋を欠き，両麹は無色透明またはi炎く暗色を帯び，基方は多少とも

または褐黒色の色調を有ナる大形種.

属の種は約20種，殆んど東洋熱帯地方の産で，一部が旧北区東部に北上している.本邦産は次の1種.

。gptotgmpanajaponensisKata，1925クマセ.ミ(PI.2:21"-'22J

a本~を新種と認定しての記載. タイプスベシメYのf旨定がないが，分布として本州(東京以西)，四国，九州があげられ
るから，日本(本州，四国，九州)が原産地である.

INSECTAJAPONICA: CICADIDAE

本種の出現期は標本のフベノしでは6月初句から7月下旬に及んでいる.ニイニイゼミと大差のないものと思わ

るT

Genus3.SuiBhαKato，1928ケナガエイエイ属

(Orthotype: Suishaformosana(Kato，1927)ケナガニイニイ〕

SuishaKato，1927，Ins.World，Gifu，32:182.

~. -見，Platypleura属K似ているが.体は更に太く.体表は平滑でやや光沢を帯び，頭部，腹部，脚等に明ら

震かな長毛を装う.複眼を含む頭部の幅は中胸背の基部と同幅.前麹の前縁膜質部は発達して広く，外縁は直線状

長を呈し，後麹の外縁部も比較的広い・本属は模式種の外，次の1種が知られている・

長 3. Suishacoreana (Matsumura，1927) チョウセンケナガエイエイ (チョウセンニイニイ)

~.. (Fig.4:3，PI.1:6"-'7J

可 Pi・'cnacoreanaMatsumura，1927，チョウセンニイニイ， Ins.Mats.，2:46，pI.2，f.1.

合体長22mm内外，同麹端まで36mm内外.頭部背面並びに胸背は淡暗緑色で泉斑を有し，腹背は主K黒色

第 3-6筋後縁は淡青緑色，背弁の内縁も淡暗黄緑色.複眼は暗褐色.単眼Iti.炎紅色.体の腹面もほぼ淡暗緑色.

は淡黄緑色で累斑を装い，腔節は前及び中脚ではやや褐色を帯び，凶節は隠褐色であるが，後隊節の第3節

黄緑色.前週は透明で図示したような稽褐色紋を有ナるが，基半は殆んど不透明で，後縁より中央にかけて

を帯び，前縁は淡暗緑色，後麹の縁辺部は無色透明でそれに近接して黒色の部分があるが，他は大部分燈褐

で，比較的美しく.麹霊は先方の縁辺部を除き大部分黒色.

♀未知.

分布: 対島，朝鮮(原産地: “Tairyo")，支那.

本種は秋冷の{長K現われる特異な種で，模式種である台湾産のSuishaformosana(Kato)ケナガニイニイも

1-3月K出現すると言う.
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日本 昆 虫 分 類 図 説 : セ ミ 科

合♀体長40~48mm.同趨端まで60~65mm.体は主に黒色で光沢を有ナるが新鮮な個体は黄白色の微毛

で覆われる.頭頂の先端から額にかけてある細長い1紋並びに複眼の内側の前方の小紋は赤褐色.複眼は褐黒色.

単眼は淡暗紅色.前胸背の縁辺部の後部は帯状を呈し，横敏が著しい.体の下回は褐色に黒斑を混じ.6の腹

弁は燈褐色，後方は円主り長さは基部の幅よりやや大.脚は燈褐色に黒斑を有し，黒斑は前及び中脚に多く，前

腔節及び前蹴節，基部を除く中腔節及び中断節，後歴節末端及び後鮒節の基方の2節は全く黒色.両麹は無色透

明であるが，やや暗色を帯びることがあり，第1~2 横脈上に褐色斑紋を現わすものがある.麹脈は基半では淡

暗緑色で後方のものは褐色であるが先半では褐黒色.

分布: 本州(東京以西)，四国，九州，琉球，支那.

本種は柿，センダン等の幹や技に多く，一本に数十頭の静止することもある 7月中旬頃より9月上旬まで見

られ，シヤァシヤァー と鳴く.その鳴戸よれ地方によっては本種を“シヤァシヤァヘ“ワシワシ"，“ジャ

ンジャン"等と呼ぶ.脱皮殻はp.24参照.

Genus5，TibicenLatreille，1825ヱンゼミ属

(Logotype: Tibicenhaematodes(Scopoli，1763)J

TibicenLatreille. 1825.Fam，Nat.Rtgneanim.，426.

体は円筒形で，雌雄Iまiぎ同形同大.頭部は短く，幅広く，複線の前縁を結ぶ線で裁断状をなし，額はかなり著

しく前方に突出する.頭部の長さは複眼問の距離の約1/2. 複眼を含む頭部の幅は縁辺部を除く前胸背より明ら

かK大きく，腹部とほぼ同幅.後方の単眼聞の距離は単眼と複眼との距離の1/2より小.前胸背は中胸背より短

く，腹部は頭部と胸部とを併せた長さに等しい.ロ吻は短いが中基節を超える.鼓膜寓 (tympanicorifice) は

背弁で覆われる・6の旗弁はよく発達し，種によりその形状をかなり異にするが，多少ともその幅より長い.中

胸後側板は後方に突出ナるが隆起せず，顕著なる突出物とならない.維の腹部の第8腹板は著しく上方に折れ曲

るが円筒状を左さず， トイ(樋)状をなすにすぎない.体は黒色又は褐黒色で，褐色系の斑紋を装い，麹は透明

で横脈付近に斑紋を装う山地性の大形種.

本属は世界的に広く分布し，数十種が知らせている.本邦産の既知種は次の4種.

〉向、(~
.-'、、

Fig.6. 四国産コエゾゼミ合の腹部快面図 腹弁の変異を示す CV，山alion of the operculum of Tibicen
bihamatlls(Motschulsky)，合collectedinShikoku].

日本産の種の検索表

1 (2) 苫の腹弁ーは細長く，腹部第4腹仮を超えて後方に伸長する(Fig.6J.

T.bihamatus(Motschulsky)コエゾゼミ

2 (1) 苫の腹弁は短く，腹部第4腹仮に達しない(Fig.7].

8ー
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INSECTAJAPONICA: CICADIDAE

3 (6) 2>の腹弁は円形，腹部第3腹仮に達しない.

4 (5) 大形種で.体長40-43mm，同麹端まで60-回 mm.

.T.jlammatus(Distant) アカエゾゼミ (p~ 10J

5 (4) 比較的小形種，体長33-35mm，同麹端まで50-55mm.

.T.kyωhyuensis(Kalo)キュウシュウエゾゼミ (p.12J

6 (3) 苫の腹弁は幅よりわずかに長く，腹部第3腹板に達し，末端は同まっている.

。…T.japonicus(Kato)エゾゼミ (p.11J

3

ν〆'...¥-..;》

Fig.7.エゾゼミ属3種の腹音r.aJl商図(Ventralviewsof3sp相 esofthegenusTibice1l Latreille.S2andS3are
asinFig.2).
1，Tibicenjapon;ws(Kato)エ:/セ・ミ，合;2，T.fiammotus(Distant) 了カエプゼミ，合;3，T.kYllshyuensis

(Kato)キュウシュウエゾゼミ，合 52--53 は Fg.2と向じ.

5. Tibicenbihamatus(Motschulsky，1861)コエンーゼミ[Fig.6，PI.2:16~18J

CicadabihamataMotschulsky，1861，Etud.Ent.，10:24.

=CicadaandrewsiDistant，1904，Ann.Mag.Nat.Hisl.，(7).14:330.*

=TibicennagashimaiKato.1925，ナガ'/マコエゾゼしTrans.Nat.His!.Soc.Formosa，15:8.キ

合♀体 長33-35mm，I司麹端まで50-55mm. 頭部は黒色で，複眼の前内方並びに後内方，単眼の前方及

び頭頂の先端に燈褐色紋がある.複眼は黒褐色，単眼は暗紅色 前胸背の縁辺部はその内縁及び外縁の黒色であ

る外，主に黄渇色で，通常後縁の両側に各1個の黒色大紋を有する.前胸背の内部は中央部の2条の黒色縦条の

ある部分が主に黄褐色である外，赤褐色.中胸背は黒色，側縁は黄褐色，中央部に顕著友るW 字状の黄褐色紋

がある.X隆起は黄渇色であるが，中央部は黒色で黄褐色部は左右に切断せられることが多い.腹部は黒色で後

方の数節の後側縁に黄褐色紋を有する.体の下面は黒色に褐色部を混じ個体によりかなり変異がある.会の腹

弁は黄褐色，舌状を呈し，長く後方に伸長し末端は第4腹板を超える.麹は基室の黒色である外，無色透明で，

忽脈は基キは黄褐色，先半は暗褐色で，横脈，特に第1，第2横脈上は暗褐色を帯びる.脚はほぼ淡褐色である

が，前腿節の下函は黒色で又上方I'C1黒縦条がある.爪は基部のみ淡褐色で大部分黒色.

分布: 傑太，千島，北海道，本州，四国，屋久島.

本種には多くの型が報じられて辛子り，次に検索表の形で一括しておく.

1 (2) 全体が黒化して全く斑紋を欠く黒化型.

f. tazawaiKato，1939(BullCicad.Mus..6:1J (本州)

3・Eれらの名制型(f町田a)として残されている

i
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2 (1) 全体的に黒化していない.

3 (4) 全体燈黄色で斑紋を欠く.

…f.andrewsi(Distant，1904)[Ann.Mag.Nat.Hist・，(7)14:330J(北海道).

4 (3) 体の一部にのみ基本型と異る所，ナなわち異常がある.

5 (8) 前胸背の縁辺部の後方の両側に黒紋を欠く.

6 (7) 腹商は黄褐色で，第3-6節の前縁並びに中央及び各側板は大部分黒色.

….f.nagashimaiKato，1925[lococit.J(北海道，本州)

7 (6) 腹面は基本型同様黒色…・・…...・H ・...f.babaiKato，1938[Ent.World，6(47):91J(本州一佐渡)

8 (5) 前胸背の縁辺部の後方の両側に黒紋を有ナる.

9 (18) 胸背の色彩に異常がある.

10 (11) 前胸背縁辺部の中央に大黒紋が存在し，ために燈黄色部が切断される.

.f.nakayamaiKato，1939[Cull.Cicad.Mus.，4:8J(本州).

11 (10) 前胸背は普通.

12 (13) 中胸背のW 字状紋を欠く・・・H ・H ・.f.fujisanusMasuda，1942(Kontyu，16(1):20，f.lJ(本ナ1-1).

13 (12) 中胸背にW 字状紋を有ナる.

14 (15) 中胸背のW 字状紋は太く，腹部の白粉が著しい.

……f.dai・'senensisKato，1940[Bull.Cicad.Mus.，10:2J(本州).

15 (14) 中胸背は普通.

16 (17) X隆起は全体燈黄色で，中央の黒紋を欠く.

.…….口….口...…….一….一..f.tak是keoωiKa討to，1四93お5[Bull.Cicad.Mu凶s.刊，6:2勾J(本州州'1

1口7 (ο16町) X 隆起の中央に1黒紋を有する.

18 (9) 腹部の色彩に異常がある.

19 (22) 腹部に斑紋がある.

20 (21) 第 3-7腹節に黄褐色紋が発達する・…f.tsuguonisKato，1940[Bull.Cicad.Mus吋 10:2J(本汁I).

21 (20) 腹背は第3-8節が澄黄色.ただし中央部及び両側は黒色.

.f.satoiKato，1939[Bull.Cicad.Mus.，4:8J(本州).

22 (19) 腹部に斑絞を欠く，すなわち背，腹面ともに全部黄褐色で全く斑絞を欠く.

..…...f.harutaiKato，1939[Bull.Ci四 d.Mus.，4:8J(本州).

本種は本邦山地のプナ林に多いが必ずしも生息する樹種を選は‘ず，松や港木上にあるととも少なく念い.7-8

月頃出現し，ギー......と連続した声で鳴く.脱皮殻はP.25参照.

6. Tibicenflαmmαtus(Distant，1892)アカエゾゼミ [Fig.7:2，PI.1:11，PI.2:12~13J

CicadaflammataDistant， 1892，Mon.Orient.Cicad.，99パ.3，f.15.

=CicadapyropaMatsumura， 1904，Annot.Zoo1.Jap.，5:53，pI.3，f.4.

6♀体長40-43mm，同麹端まで60-68mm. 頭部上回は，複恨の前縁を連ねる線は太く黒色，中央部の単

眼のある部分及びその後方及び単眼の前方にH状に黒色である外，赤褐色.頭部の前面も複践の前内方，額の横

走隆起線，頭楯の両側，頬等の黒色を帯びる外，赤褐色.複眼は赤黒色.単眼は赤色.前胸背は中央部に黒色の

2縦条を有し，縁辺部の両縁の黒色である外，赤褐色であるが，縁辺部と比較して内部の色調の方がやや濃色.前

胸背は側縁は赤褐色，W 字状紋の赤褐色である外，黒色でW 字状紋の上方にい状の細い白線がある.X隆起

は中央部は黒色であるが，赤褐色.腹背はほぼ黒色.体の下回も主に赤褐色で，腹部の側縁はやや黒色を帯びる.

3の腹弁は短く，円形に近しその末端は第3腹仮に達しない.[麹は無色透明，ただし麹底室は赤褐色.麹脈も

赤褐色で，第1，第2横脈上は赤褐色を帯びる.脚も大部分淡赤褐色であるが，爪は基部を除いて黒色.

分布:北海道(原産地:“Yesso")，本州(原産地: “Tokoe")，四国，九州，朝鮮，支那.

本種にも次のような型が区別されている.

1 (2) 全体燈黄色で斑紋を欠く・….J.concolorKato，1934[Ent.World.2(7):9，f.2J(本州:奈良).

2 (1) 斑紋を有ナるが，色彩上の異常がある.
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3 (6) 胸部と腹部とに異常がある.

4 (5) 頭部と胸部とは黄緑色の地に黒紋を装い，腹部は黄褐色で第 3~4 背仮に大きな黒紋がある.

•• ...f.virid♂avusKato，1939(Bull.Cicad.Mus.，6:3J(本州).

5 (4) 腹部は美しい燈黄色で，中胸背に黒縁を有する4個の褐色の倹状紋を有ナる.

…・……・ー………...・a・.f.nakamuraiKato，1940(Bull.Cicad.Mus.，9:4J(本州).

2- 6 (3) 腹部にのみ異常がある.すをわち腹部は全体美しい燈黄色であるが，他の部分は通常である・

….f.adonisKato，1933(Ent.World，1(1):32J(本州).

本種も山地性の種であるが，生息地の標高は前種より低く，四国では700mくらいの所から見出される.その

鳴戸は前種に似ているが，更に響きが強い.脱皮殻についてはp.24参照.

7. TibicenjaponicU8(Kato，1925)OX'.Jゼミ[Fig.7:1，PI.2:14--15J

CicadaflammataMatsumura，1898(neeDistant，1982)，Annot.Zool.lap.，2(1):13，f.12.

=Cicadajoponi・'caKato，1925，エゾゼミ，Trans.Nat.Hist.Soc.Formosa.15:8.*

ibice舟 dolic，
pI.2，f.

長 =CicadahooshianaMatsumura，1936，ホウシゼミ， Ins.Mats.，11(1-2):38.

長 会♀体長 40~43mm，同趨端まで 65~68mm. 頭部の上面は主に黒色で，複眼の内側，複眼の内前方，頭頂

藍先端及びその後方は燈褐色.頭部の前面はほぼ黒色.前胸背の縁辺部はその両縁の黒色である外.全体燈褐色-

E 前胸背の内部は中央に燈褐色の1縦条，その後方に燈褐色の2小紋があり，それらに接する部分の黒色て'ある外，

事 褐色.中胸背は主に黒色で中央部reW字状の霞褐色紋があり，W字状紋の上側方は白粉よりなる短線に速な・り，

長又，中胸背の側縁は白粉が著しい X 隆起は中央部の黒色である外，燈褐色腹背は黒色であるが，背弁の内側，

E乙第 3 背仮の側縁に白粉絞を有する.体の下面は主に燈褐色で，側縁はやや暗色を帯び，白粉を装う.~の腹弁はわ

E ずかに領より長く.腹部第3腹板に達し，後端は円まる 麹は無色透明であるが，麹底家並びにC脈とSc脈問

宮 は黒味を帯びる.麹脈は燈褐色，末端に向ってやや暗化し，横脈上並びに各横脈を連結する縦脈上は暗褐色を帯

草子 びてジグザク状の麗紋を現わす.脚は全体燈褐色で，前腿節の下縁は黒色，又，その上方に1黒条がある.爪は

基部のみ燈褐色で黒色.

分布: 北海道，本州，四国，九州・I，朝 鮮

本種も次のような型が区別されている.

1 (2) 体の全体が基本型と異る色彩のもの，すなわち，全体が燈黄色で，中胸背に暗褐色の模状紋が淡く

現われているもの・…f.echigoKato，1937(Ent.World、4(33):762，pI.156，f.5J(本州;新潟，山形)

2 (1) 体の一部に異常の認められるもの.

3 (8) 胸部に異常のあるもの.

4 (7) 前胸背に異常のあるもの.

5 (6) 前胸背の縁辺部の中央に大形黒紋があり，そのため燈褐色帯の切断せられているもの.

…f.interruptusKato.1943(Bull.Cicad.Mus司 13:2J(本州:京都).

6 (5) 前胸背の縁辺部の後方，両側に各1黒色紋の現われるもの.

...f.nigrofasciatusKato，1940(B叫I.Cicad.Mus.，10:2J(本州: 岩手).

7 (4) 中胸背に異常のあるもの，すなわち中胸背にW 字状紋を欠くもの・

.f.immaculatusKato.1933(Ent.World.1(1):31，pI.2J(本州: 筑波山).

8 (3) 腹部K異常のあるもの.

9 (10) 腹部は全体策褐色・………・・.f.kobayashiiKato，1939(Bull.Cicad.Mus..6:2J(本州: 筑波山).

10 (9) 腹部の色彩の一議でないもの.

11 (12) 腹部は黒色で，第2腹端以端の各節に燈黄色の横帯を装うもの.

.f.itoiKato. 1939(Bull.Cicad.Mus..6:2J(本州: 山形)•
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12 (11) 腹部は燈黄色で，第 1~2 節並びに麹を畳んだ時に露出ナる背面は暗褐色.

....f.i却 ωiKato，1939[B叫1.Ci偲 d.Mus.，6:2J (本州: 山形).

本種は本邦山地の主として針葉樹林にあって，よく通る声で鳴き，その声は，ギーーー に近く，コエゾゼミに

比較してその生息標高は低く，四国ではアカエゾゼミと混生ナる.桧や杉の植林中で鳴くものは，幹の太さの急

激な動揺を与えうる範囲のものである限り，突然動揺を与えて驚樗せしめれば.地上又は下校に落下してくるの

で容易に傭獲できる.脱皮殻についてはp.25参照.

8. Tibicenkyushyuensis(Kato，1926)キュウシュウエンセ.ミ(Fig.7:3，PI.2:19~20J

CicadakyushyuensisKato，1926，キュウシュウエゾゼミ，Trans.Nat.His!.Soc.Formosa，16:171，pI.3，f.1.

3♀体長36-37mm. 同麹端まで 51~53mm. 本種は一見，コエゾゼミに似ているが，~の腹弁は短く，

第3腹板に達しないので本邦産の本属の他種とは容易に区別できる.コエゾゼミに比して中胸背のW 字状紋は

太く，腹部の第3~5 背板の例j縁，並びK第 1~6 背板では中央部と側縁とのほぼ中聞に白粉より成る斑紋を装

うととが多い.

分布:本州(広島県)，四国，九州.

本種の生息する標高はコエゾゼミに似ていてエゾゼミより高0. 脱皮殻についてはp.25参照.

Tribe3，TACUARINIアプラセ.ミ族

東洋区から一部は旧北区の東部K北上している.4属が知られ，本邦産は次の1属.

Genus6，GraptopsaltriaStiil，1槌 6アブラゼミ属

[Haplotype: Graptopsaltriacolorata(Stal，1866)

=G.nig1ザuscata(Motschulsky，1866) アプフゼミ〕

GraptopsaltriaStal，1866，Hem.Afr.，4:3.

体は太く短しやや扇平.雌援は殆んど同形同大.複眼を含む頭部は縁辺部を除く前絢背とほぼ同信か又は狭

心腹部より明らかに狭い.前上方より見て.頭部の長さは複眼問の距離の1/2より大.前胸背は中胸背よりは

るかに短<.側縁は葉状を呈ナる.中胸背は大きく膨出する.腹部は雌維ともK短く，幅広く長さは頭部の先端

よりX隆起の基部K至る距離とほぼ同長.背弁は半問状で，その側縁は体側を超して側方に突出する.会の腹

弁は長さより幅が大きく表面はやや膨出する.~の腹部第8 腹板はやや膨出ナるが殆んど平板状に近い.前腔

節下縁の糠は顕著.ロ吻は長く，後基節を超ナ.体は褐黒色で赤褐色を装い，両麹ともに大体褐色不透明，脈相

は通常であ与が，前麹の第1横脈は麹端に向って湾曲ナる大形種.本属は本邦に産ナる次の2種を含む3種によ

り代表せられる.

日本産の種の検索表

1 (2) 前胸背の縁辺部は大体黒色.中胸背もX 隆起を除雪大体黒色.

…G.ni・'grof凶 cata(Motschulsky)アブフゼミ [po12J

2 (1) 前胸背の縁辺部は大体茶褐色.中胸背も大体茶褐色の斑紋で占められる.

…G.bimaculataKatoリュウキュウアブラゼミ (p.13J

9. G'raptosaltrianigrofuscatα(Motschulsky，1866)アブラセ.ミ (Fig.2，'Fig.3，'PI.1:8-9J

FidicinanigrofuscataMotschulsky，1866，Bull.Soc.Nat.Moscou，39:185.

=GraptopsaltriacolorataStal.1886，BerLEn!.Zeitsch.，10:169.

~♀体長 33~39mm ，同麹端まで 56~60mm. 頭部の上面は主に黒色で，単眼の前側方に赤褐色紋がある.

額は上方に赤褐色紋があり，横走ナる隆起線も赤褐色.頭楯の中央縦走隆起線は赤褐色，触角上板の前縁は赤褐、

色. 口吻もほぼ赤褐色である外，頭部の前面は黒色.複眼は暗褐色・単眼は紅色.触角は暗褐色.前胸背の縁辺

部は黒色，正中線上に細長い小さな赤褐色紋がありその周辺の黒色である外，前胸背の内部は赤褐色. との赤色

斑紋の暗化して，はっきりしないものをf.tsuchidaiMatsumura，1939[Ins，Mats.，13(2-3):_50J とvて区

別するととがある.中胸背は黒色であるが，やや褐色を帯びる個体もある.X隆起は褐色でモれに接してその前
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方に小泉紋がある.腹部は黒色.新鮮念個体にあっては中胸背，特にその倒j縁，腹部背反に著しい白粉を見る.

両趨ともに褐色不透明で，週百*聞に淡灰褐色の斑紋を装い，部分的に不規則な濃淡の模様を現わナ.体の下商』土

主に暗褐色で白粉を装う. (1)の腹弁の周縁は隆起線状を呈し， I.炎褐色.脚は褐色で，前転節，自IJ腿節には不規則

~累条を有し，全脚を通じて腔節と蹴節との先端は黒色を帯び，爪は基部を除いて黒色・

分布:北海道，本州，四国，九州，朝鮮，北支.原産地は日本“Japonia..である.

本種にも上記の f~ tsuchidaiMatsumura，1939の外に次の2型が区別されている.

1 (2) 前胸背の縁辺部は暗褐色，その内部の両側は褐色.中胸背は赤褐色で.X隆起の前方iこ山字状の泉

紋があるが時にとの黒紋を欠く.X隆起は赤褐色.腹部は黒褐色.麹は基本型より淡色で赤味が強

い.体の下商は淡赤褐色で前腿節の斑紋を欠く.全体的に赤味の強い言わば赤化型 [rufinistic

form]. …………...・H ・.f.badiaKato.1925[Trans.Nat.Hist.Soc.Formosa，15:5J(本州I).

2 (1) 前胸背に4個又は2個のやや円形の黄褐色紋の横列ナるもの.

....f.testaceomaculataKato.1937[Ent.World，5(40):385J(四国， 九;トトI，等)・

本種は本邦至る所に7-8月頃最も普通念種で，ジ，ジ，ジ，に近い喧喋な戸で鳴く周知の種である.本州仙台

に於ける飼育では，樹伎に産み込まれた卵は羽化までに6-7年，解化して地中に入ってからは5-6年を要す

るととが判明した. [佐藤隼人(1939)植物及動物， 7:1685-1691，その他〕が，東京に於ては産卵後7年後に

羽化し，一部は8年自になるものもできるようであると言う. [加藤正世(1956)虫単の生物学， p.199，f.140].

幼虫は地中にあって梨など、各種の樹木の棋を吸って生長し，成虫は好んで梨園に集って熟果を吸い，果実に産卵

ーするので梨の害虫として注意されている.脱皮殻についてはp.25参照.

10. GraptopsaltriabimaculαtαKato，1925 !Jュウキュウアブラゼミ[Pi.1:10J

GraptopsaltriabimaculataKato.1925.リュウキュウアプフゼミ，Trans.Nat.Hist.Soc.Formosa，15:5，f.6.*

会♀体 長34-38mm， 同麹端まで53-66lmm.前種に極めて似た種であるが， 全体ほぼ茶褐色であるため

ー見して区別できる.頭部は茶褐色で，その上面は複眼の前縁を結ぶ線より後方は黒色s 商I縁にも黒斑を装う.

頭部の前面は額の下方，横走隆起線開，中央縦走隆起線を除く頭楯，頬等はやや暗色を帯びている.複眼は褐色

で中央部に黒斑がある.単阪は淡褐色.前胸背は茶褐色で，中央の縦走する小紋の周辺遊びに縁辺部の後側方，や

や内側に黒斑を有し，内部の色調は縁辺部よりやや濃い.中胸背は後半がやや黒色を帯び，比較的明らかな淡色

の W 字紋を有ナる.X隆起は茶褐色で中央部は黒色.腹背は主に褐黒色.麹はアブラゼミ工りは淡色. 体の下

}爾はほぼ淡暗褐色で，腹部はやや黒色を帯びる.脚は茶褐色で，前腿節下縁の練は黒色，その両側方に黒斑があ

り，前腔節誼びに前断節と中断節の第3節，後鮒節の先端等は黒色を帯び，爪は基部を除いてほぼ黒色.

分布: 奄美大島，沖縄.

本種はアブラゼミにきわめて近縁の種であり，その亜種と認むべきものかも知れないが，鳴声は前者が連続的

あるのに対して断続的であって，はっきりした差異があり， とれまで通り独立種と見なしてよいものと思う，

殖節の内部標徴もアブラゼミに似ているが，陰茎の先半の湾曲はやや軽く，そのキチン化した部分と膜質部と

境界があまりはっきりしていない.

Tribe4，ONCOTYMPANINI(Tribenov.) ミンミンゼミ族

本種はOncotympanaStal，1870ミンミンゼミ属の1属に依り代表せられる.雌維はほぼ同形同大，そのi也

表のところ[po4Jで記述したよう念特徴により，PomponiaSIal，1866タイワンヒグラシ属等の合まれる族

は別として新に独立させる方が妥当と考える.

Genus7，Oncotgmpanα8t五I，1870ミンミンゼミ属

[Logotype: OncotympanapallidiventrisStal，1870J

ncotympanaSIal，1870.Ofv.Vet.・Ak.Fるrh.，27:710.

は太く短く，やや扇平.雌雄は殆んど同形同大.腹眼を含む頭部は縁辺部を除く前胸背より幅広く，中胸背

イフ・スベシメンの指定はないが産地として沖縄の那覇があげられている.しかし翌年(Kala，1926，ibid.16:171Jに分

として，奄美大島を加え，しかもタイプは大島産としてある.何れの島を原産地として認定ナベ雪かはっきりし左い.
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の基部より明らかに狭心ー腹部の幅より狭い.頭頂面に垂直に見る時，頭部の長さは複眼聞の距離の1/2より長

い.前胸背は中胸背よりかなり短く，その側縁は少しく隆起し，後角は葉状を呈ナる.中胸背は大きく膨出ナる.

腹部は雌維ともに短く幅広く，長さは頭部の先端よりX隆起に至る距離とほぼ等しい. 背弁は球状で腹部の側

縁を超えて倒j方に突l却する.合の腹擦は短く，長さより幅が大で表面はやや膨出ナる.合の腹部第8腹坂はや

や膨起しているが殆んど平仮状.前腿節下縁の練は明瞭.口吻は長く後基節を超える.体は黒色に黄緑色を混じ

両麹共に無色透明で，前週に僅かの斑紋を装う大形種.本属の種は約10種，いずれも東洋熱帯地方から一部は

旧北区東部K北上している.日本に産ナミ5のは次の1種.

11. Oncotempαnamαculaticollis(Motschulsky，1866) ミンミンセ‘ミ[PI.3:23--25J

Cicadamacu1aticollisMotschulsky，1866，Bull.Soc.Nat.Moscou，39:185，

合♀体長33-36mm，同麹端まで56-63mm. 体は鮮緑色の地に黒斑を有し，黒斑は個体に依り相当著し

い変異がある.時に黒斑の著しく退化した個体(pI.3:f.25Jキ全く黒斑を欠くもの(f.mikadoKATO，1925，

ミカドミンミン， Trans.Nat.Hist.Soc.Formosa，15:27J もある.腹部は主に黒色で， 各節の背板の後縁の

み鮮緑色を帯びるものが多い.体の下函は淡緑色であるが，通常， 6の腹弁の周縁は黒色を格ぴ，各腹節の前方

は黒色.還は無色透明であるが，欄底上及び各縦脈の先端に近く暗褐色の淡い斑紋を有ナるζ とが多い.麹脈は

主に褐黒色，基部後方の一部は淡褐色で，C脈の両側は緑色を帯び，麹底室も緑色.腿節は淡褐色で末端te近く

黒斑を装い，前腔節は褐黒色，中及び後腔節は基方に淡緑色部を残し，他は褐黒色，前及び中鮒節は末端のみ褐

黒色.爪は黒色で基部のみ淡色.

分布: 北海道，本州，四国，九州，支那.原産地は日本(Japonia)である.

本種は西日本に於ては山地でも低山帯に生息し， ミーン! ミンミンミンミーと鳴く. 加藤氏らは本種に於て

も上記のf.mikadoKata，1925以外に，種々の名を記載されたが，それらは連続的な個体変異と思われるので特

K区別する必要はないように思う.すなわち，黒紋が比較的小さく，中胸背では緑地に黒紋を有するどときものを

“formaAぺ黒紋が大きく中胸背では互に連絡し，ちょうど黒地に緑紋を有ナるどときものを“formaBヘ背

面の斑紋はf.B で雄の腹弁の全体黒化したものを."f.nigroventrisKata，1932"，前麹の縦脈端の階褐紋の

殆んど消失してCUJa脈にのみ認められるものを“aboclaraKato，1932"としている.縦脈端の暗褐色紋は

CUla脈上のものが最も濃く顕著で，全体的に淡い個体ではCUJa脈上のもののみが認められるととKなる.pI.3:

f.23は formaB であるとともたf.nigroventrisKatoで subsp. 四 akotoensisKana，1954ワコトミンミ

ン〔おl臨時物館新開， 28; 22-29，f.Jに相当し， pI.3: f.25はf.A でf.mikadoKatoに近い個体となる.

又，体長28mmの飢餓型を“abopygmaeaKato，1932" と名づけられたが，アブフゼミの顕著な飢餓型には

命名はされていない〔加藤(1956)蝉の生物学，p.17，f.25].又，地色の緑色でなく黄褐色のものを“var.aka

Kata，1934"とされたが， トリモチの付着したミンミンゼミをキハツ泊又はキシローノレに入れておくと地色は全

く黄褐色になってしまい， ζのような“variety"となる.脱皮殻についてはp.25参照.

Tribe5，CICADINIホソ乙グラシ族

最も多くの属たらびに種を包含し最も普通的に分布ナる族である.本邦産は次の4属.

Genus8，TannαDistant，1905包グラシ贋

(Orthotype: Tannajaponensis(Distant，1892)ヒグラン)

TannaDistant，1905，Ann.Mag.Nat.Hist.，(7)15:61.

体は細長しやや属平・6の腹部は♀に比して著しく大きく，一見して背商より雌維が区別できる.複

を含む頭部の幅は，縁辺部を除く前胸背よりわずかに大きく，中胸背の基部よりは狭心腹部の幅より明らかにF

さい.額はは在はだしく前方に膨出し，頭部の長さは複眼聞の距離の1/2より明らかに大ー前胸背は中胸背上

はるかに短く，その側縁は葉状化しやや波状を呈する.腹部の長さは6では頭部と胸部(X隆起を含む)とを

併せた長さより明らかに長いが，♀ではそれより短い.口吻は長く，十分後基節に達ナる.背弁はかなり大

く，査を膜認を覆う. 6の腹弁は鱗状で，長さはほぼその幅に等しい.合の腹部の第3腹板には気門の後方に
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"ik.8 四回凪が巡110T，四.."j""'lIuJi，(町山""

ヒグラシ念t尽絢の的..，俄}親調1り鰭繍まで伺札も
48mmであるが体畏n~のもの "mm 右の例体tJ 33mm
で腹留の大暑さが習し〈間違ずる ，¥ftl;m回 a嵐広Bきても
向陽で 小形の胴体&大河勝の側体とを比鮫すれ~I語体2 政

令〈阻の欄.の孟うに見える

INSECTAJAPONICA，CICADIDAE

り 側方に突出する級審会イボ扶笑忽があ~， ~."腹艇にも小突包を有する (Fig. S，'"エ苫の第8!11阪信少し

土1>t<.湾曲して;g10腹筋を抱〈 体ぽ黄緑色に褐色及び胤色斑を混じ錫ほ透明又俗学透明で領間上Ie小康

叙を装うゆ形II・I日北区東簿より東洋然縄地方に分布し.既知橿信的10種本郷lin次の1根

12. TannajaponenBill(Distant.1892)ヒグラ・ン(Fig.5:4.Fig.8.PI.3:26-::8)

Pompo"iuj".円，， ~nsis Distant，1892， Monogr.Cr'enl.Cicad..102

=1.1μopso/ln'"j岬酬ic"Hordth，1892.Termu.Fillet..15:691

8 体長29-38同組鴇まで42--I8mm♀体長21-25同鍾梅まで39_46mm.碩ill'nli1色で復IIIに後す

る節分JlIllftI，触角上阪の上方俗!II色で，績の横走隆起磁の陣孤憶の拠品煩事もやや虫色を得ぴる 通常.

!IIの中央省事低金〈諸般を欠〈が，まれに観上に鳳肢を有する個体があり ζれほf.n;groJl“~" Kala，日10【Bull

Cic・d.Mut.，10，3)として区別さ札る 償脇信晴縄色以1民俗"'I工色 前例背信中央に緑色の1IIltlがありt

そ札K援する得分ほm色である外，内部位栗色で

前総務俗文体緑色，内線主の境界依銀色を機ぴ III

色1lIl俗伝辺悔の後側11に鈴て縁辺lilt<.侵入してい

る中風背館前半の側畿とX康包kほ緑色で。中灸

llIln黒色で褐色5査を縫う 複筒は8で肱主に暗

色錫依然色透明銅線は"分的KIM色及び緑色の

婦があるが，ミl;tci炎筒色で先方に同ってR資制色と

&り，償援上及び綴腺織に近〈決断鎚色絞を養う

体のF函館隠ぼ縁色で。1I1lIl，ま汲褐色で1>では半

透明胸 俗主K議縁褐色で不鰻間企るまりn?き

りし老い罵a民主主ぴt<.!IIlIを義ぃ.縄簡の先祖nlll色
を手書ぴる 爪ば暗縄色で先績は:鳥色本伺の色移

並びK大きさ位相当削t*l!災にr.rみI緑色怖の褐色

のもの， ミカド、y 、yのように， I.U色栂の鹿わ

れていない副長色の個体等もあり.刻化して。中尉

符のIItlの有事1瞭に在ヲた:.tilヒヨ置に"してnI
剛山抽出mura.1939【In$.M叫。 13(2-3)

50)=£.J:imOloiKalO.1943(Bull.Cicad.Mus

13:1)の名がある

分布 制毎週at.締)本州，山田九州済州

励支... lI;fili地位日本C・J・凹n.Tok慢"

本樋信西日本ICY::て館山地区多<.月下f碑む

'幽現し.1-8月に多<. -St.t駄にも見ら札る 好んで夕刻スn・天に鳴き キフ'キ:7! ~，.. ~

n'"金属告を適続さも古来文学上著名企種である 別名aカナカナゼ、 I 限度夜受信I)・2:)1惨照i

Genus9，POntρ。'"αStal，1酷6 タイワン包グラ・ン周

(Logotype: Pompo"i"JUKU(Oli，・ler.11岨)タイワンヒYフ，;，.)

Pom}吻剛l:ISIal. 1866，Hem.Afr..4:6

体ほ細長しやや騎'1'. 1>のI!l~t.t♀に比して著し〈大きく煎鼠"似てい. 復限をa台頭指の稲n.訟辺

1lIlを除〈削胸背よりわずかにIH. 中鞠背の基調車よりもわずかにE突し腹自軍の鱒より明らかに狭い その他I

T""""踊の所で配述した棟8震と金〈同様な特徴を布ナるが 腹脅容の第3及び第'I笠伎は他の限校と同際で

T"n""漏K且るイボ状突起はない

ヨド腐の既知慣ほ10余姐 いず九も東洋納得から彊然II:地方の&"'C'. -'1主席からはt菱地のはっきりしない伐の1

.が配錫せられている
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セミ科日本昆虫分類図説:
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PomponiakiushiuensisKato，1925キェウシェウ乙グラシ

PomponiakiushiuensisKato，1925，Trans.NatHist.Soc.Formosa，15:61-62，f.4.

本種は九州の某所から獲られたと言う 1~により記載せられて以来，採れたことのない，いわば懸案の種で

ある.上記の原記載を転載し現在までの知見を明らかにしておく.

h 頭部並びに前及び中胸背はオリープ色;頭部と前胸背には斑紋は殆んどないが.後者〔原文也elaterJとそ

の 後 縁(marginsと複数形になっているのは誤植であろう〕は栗色;中胸背はX隆起に達する中央縦走紋と4

個の侠状紋とがあり，その4絞の中，中央の2個の前縁は黒く縁取られ，他の2個は大きく，X 隆起の基部に達

ナる.腹部は赤褐色で，第2，3及び4節の幅は等しい.頭部の下宿，腹部腹面， 脚及び腹弁は緑褐色;腹弁

は小さく，左右は十分分離していて，ヒグラシのものに酷似ナる.口吻は腹部の基部κ達する.前麹並びに後麹

は透明で，やや青白色を幣ぴる，前週の前縁膜質部は緑褐色，第2，3，5及び第7先端室の横脈は黒ずみ，先

端部には縦脈の末端に当り. 一連の暗色紋がある;他の脈は褐色，麹底室と爪状部縁は暗褐色. 麹を除く体長

47mm.開張115mm.産地ー一九州."(以上英文J.

“本種はタイワンヒグラシに西宮似するも左の〔下記の誤記〕異点に依り明らかに区別し得べし.

1.頭部及び前胸背には殆んど斑紋を欠く・中胸背の中央l亡 I縦線及び4個の襖形斑紋を具え，中央の1対は

短かくしてオリープ色.その周縁は黒色なり. 2.腹部は形大にして第2，3，4節は殆んど同信なり(タイワン

ヒグラシに在りでは尾節に至るに従い幅狭くなれり). 3. 体下緑褐色の単色にして，肢及び顔の付近に斑紋を

欠く 4. 腹弁は小形にして左右全く分離す. ヒグラシのそれに酷似ナ タイワンヒグラシに在りでは幅広く

左右は相接ナ. 5. 前週は多少黄褐色を帯ぶるも基半部は淡き空色を呈ナ. 斑紋は少なく，第2，3，5，7の各

横脈上，麹端脈の外端付近及びApicallcell(原文のまま〕の中央K暗色の斑紋を装う.ただし後者は不明瞭た

り. 体長47mm，関長115mm. 分布: 九州(産地不明)."

タイプスベシメンの唯l頭の合以外に採れたととがないとは言え，加藤氏の著書には原色図で紹介されてい

るので，それらからもこの標本の概観を把握することができる. したがって本種に関しては原記載以後の文献も

紹介してままく必要があろう. 1927年のセミ科の目録(Trans.Nat.Hist.Soc.Formosa，17:31J には産地を

“JapanKiushiu" とし， 1932年の型車の研究， p.316，pI.17，f.7;pI.30，f.c Kも“Hab.Kiushiu"とあり，

1933年の原色日本昆虫図鑑， 3，pI.25;4 にも“本種は九州、lより獲たものであるが産地は明らかでない"と記

されているが，原記載後30年余を経て， 1956年の蝉の生物学， p.173には“本種は薩南諸島のいずれかの烏

で採集されたものであるが，どの烏であるかははっきりしない..と薩南諸島の産であることを明記された. 1933

年以後に“薩南諸島の何れかの島で採集されたものである ..ζとを探知された経過は，標本の採集者，あ

るいは入手された時の事情などには全く触れてbられないので遺憾ながら知るべくもない

13.

Genus10，TerpnosiαDistant，1892ハルゼミ属

Terpnosiapsecas(Walker，1850)J

TerpnosiaDistant，1892，Ann，Mag.Nat.Hist.，(6)，9;325.

体は円筒形で殆んど扇平でない. 2)1士大形，それに比較して♀は著しく小形で少しく産卵管を裸出し，雌維

は背面より容易に区別される.複眼を含む頭部の幅は縁辺部を除く前胸背より大きく，中絢背の基部とほぼ同幅

か又はややそれより狭い.額は著しく突出する.前胸背は後方に向って広散し，側縁はやや波状を呈し，縁辺部

I'±側縁lて於てIi発達しないが，後側角に於ては大きく葉状を呈する.腹部は大きく，雌雄ともに頭部と胸部とを

併せた長さより明らかに大.背弁は鼓膜窓より狭く，かつ短い.2)の腹弁は短く，長さより幅が大.腹節にはイ

ボ状又は刺状突起を全く欠く.体は黒色又は淡褐色で黒斑又は黄褐斑を装い，麹Ii無色透明で，前麹の横!lift土にz

はしは、しば有色の斑紋を有ナる中形種.

本属は東部アジアから東洋区にかけて分布し既知のもの約20種，

(Haplotype;

そのうち次の2種が本邦に産する.

{本は大部分黒渇色又は褐黒色で，個体により特に♀K於て明療な黒色紋を有|ナる.

T.vacua(Olivier)ハルゼミ
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INSECTAJAPONICA: CICADIDAE

2 (1) 体は大部分黄褐色であるが，頭部と胸部とは緑色で，黒紋を有ナる.

..T.nigri印 sta(Motschulsky)エゾハルゼミ CPO17J

14. Terpnosiavαcuα(Olivier，1790)ハルゼミ[Fig.5:2，PI.4:42~44J

CicadavacuaOlivier，1790，Ene.Meth.，5:757

=CicadaclaraMotschulsky，1866.Bull.Soc.Nat.Moscou，39，184.

=TerpnosiapryeriDistant，1892，Mon.Orient.Cicad.，139，t.15，f.5.

=TerpnosiakawamuraeMatsumura，1913，カハムラハルゼミ，Thous.Ins.Jap.，Addit:1:80，pI.9，f.9.

=TerpnosiakuramensisKato，1925，クラマハノレゼミ， Trans.Nat.Hist.Soc.Formosa，15:29.

体長会28-32，同麹端まで35-37mm，♀体長(産卵管の末端まで)23-25，同麹端まで30-35mm.体は

主に褐色で黒斑を有し，全体的に黄白色の徴毛を装う.2)にあっては体が著しく暗化して頭部上面並びK前胸背

は殆んど褐黒色となって不鮮明な褐紋をようやく認めうるに過ぎず.腹部もほぼ黒色で各背板の側面に褐色部を

残す系統がある.会に現れるζの系統を特にf.nigraKato，1927(Trans.Nat.Hist. Soc.Formosa，17:31J

と区別するζ とがある.淡色の基本型では全体ほぼ褐色で. 頭部の上簡は複眼の前縁を結ぶ線， 単服部の後方，

額は中央部は縦の褐色条があるがその側方並びK横走隆起線開，頭楯等は黒色，前胸背は中央に黒色の2縦条が

あり，内部と縁辺部との境界，内部の2条の斜溝等は黒色を帯び，中胸背は5条の黒色縦紋を装い， X隆起の前

、方も黒色.腹部背板は前方の1-2節の中央前方，後方の数節に於ては中央部，又各節の側面等に褐色部を残し

て黒色部が発達している.体の下函に淡褐色で，合ではやや黒色を帯びるが，♀では腹部の各腹仮の中央は黒斑

となる.麹は無色透明，麹脈は主に淡褐色で先方に向って黒色を帯び，横脈上rei炎暗褐色紋を有ナる.2)の腹弁

の周縁は白粉のため白っぽく見える.脚も淡褐色で，前腿節の下方の刺，前及び中脚の鮒節等は黒色を帯び，個

体によっては中堅節の基方，後~節等の外，殆んど黒褐色を呈する.

分布: 本州，四国，九州.

本種は4月下伺頃より6月上匂にかけて松林に普通に見られ，その鳴声は，ムゼー，ムゼー-一ーときζ える.

地方に依り“マツゼミ"と呼ぶ.脱皮殻はp.25参照

15. Terpn伺 ianigricosta(Motschulsky，1866)エンハルゼミ[PI.4:39~4 1J

CicadanigricostaMotschulsky，1866，Bull.Soc.Nat.Moscou，39:184.

=Yezoterpnosiasa)ぅ，porensisKato，1925，Trans.Nat.Hist.Soc.Formosa，15:28.

=Terア1wsiaobscuraLiu，1940，Bull.Mus.CompoZoo!'，87(2):98，p!.τ:43.

2)体長31-33mm，同麹端まで41-43mm. ♀体長22-24，同麹端まで38-40mm. 頭部の上面は複眼の

前内方，単眼部の前方並びに後関l方等に緑斑を残し，他は黒色.複眼は褐黒色，単眼は淡暗紅色.触角は先端は

やや淡色であるがほぼ黒色.頭部の前回はほぼ黒色であるが，中央と下部の消えている額の中央縦走紋，8-9本

横走隆起線，額の側縁，頭楯の基部と先端，口吻等は燈褐色。前胸背の縁辺部は周縁は黒く縁取られるが主に緑

'前胸背の内部は中央の縦走紋の周辺，緑辺部との境界，斜潜等の黒色である外は緑色であるが，内部はやや

を待びているととが多い中胸背はX隆起を含め緑色で，中央部はやや褐色を帯び，中央にはX隆起に達ナる

色縦条を有し，その両側に各2本の黒色縦条があり，中央の3条は互に連絡してW 字状紋を形式するζ とがあ

，又，外側の黒条の前方Kはその内側に小さい黒条を分離ナる個体もある.腹部は美しい褐燈色であるが，個体に

つては稽燈色で各背板の側方や第7背仮の基方等は黒色を帯びる.体の下函は主に暗褐色で，2)の腹弁は全体

j褐色であるが個体に依り後縁は淡褐色を帯び，腹部は半透明で個体によっては美しい笹色であるがか左り暗化

事ているものもある.麹脈は麹の基半K於ては主に淡暗緑色，先半は主に褐黒色と左り・横脈上並びに綴脈の先

ー略褐色紋を有ナる

布・ 北海道.本州，四国，九州，支那.原産地は日本“Japan".

は西日本Kあってはコエゾゼミとその生息ナる標高をほぼ同じくするが，出現期は6月中旬頃から7月-

:8月には殆んど見られない. ミヨーキン!ミョーキン!ケケケケケ・ー と鳴き，伯嘗大山のものはミョー

ン!の語尾にアクセントがあってキン!を上げるが.四国石鎚山系のものは一段な発音で，セミ類の鳴声K
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日 本 昆 虫 分 類 図 説 : セ ミ 科

も方言のあるものがあるととが分かる.本種をその特異な鳴声から“ミョーキンゼミ"と呼ぶ地方がある. 脱

皮殻についてはp.25参照.

Genus11，EuterpnosiaMatsumura，1917包メハルゼミ属

(Orthotype: EuterpnosiachibensisMatsumura，1917ヒメノリレゼミ〕

EuterpnosiaMatsumura，1917，Trans.SapporoNat.Hist.Soc.，6(3):202.

本属は前記のノハ、ノルレゼミ属(Te官r

湾Kは分布する)等に近いものであるが，複限を含む頭部は縁辺部を除く前胸背より隠広く.中胸背の基部と

ほぼ同信(ホソヒグラシ属では中胸背の基部より広い).6の第4腹節の両側K顕著念ツノ状突起を具え(他属に

はない)，♀の産卵管ははなはだ長く，後方に伸長突出して裸出しているか、ノレゼミ属でも多少裸出する)等の特

徴Kより容易に他の属と区別しうる・体は細長く円筒形，前胸背の縁辺部の後側角は葉状をなして突出する.腹部

は 6では甚だ大きく，頭部と胸部とを併せた長さの1倍半以上あるが，♀では産卵管を除く腹部の長さは頭部

と胸部とを併せた長さにほぼ等しい.口吻は比較的短く後碁節を超えない・6の腹弁は短小.頭部と胸部とは主

に黄緑色で黒紋を装い，腹部はやや褐色を帯び，腹壁は2)ではは左はだ薄くやや透明.比較的小形の種で，東洋

区，主として台湾より記載された種が多く，既知のもの10余種.本邦から模式種である次の1種が知られている.

16. Euterpn倒 iachibensisMatsumura1917乞メハルゼミ (Fig.5:3，PI.4:46""-'49J

LeptopsaltriatuberosaMatsumura1907，(necSignoret，1847)，Annat.Zool.]ap.，6(2):94.

=EuterpnosiachibensisMatsumura，1917，Trans.SapporoNat.Hist.Soc.，6(3):203.

合体長24.5-28，同麹端主で32-35mm，♀体長(産卵管の末端まで)23-25，同(麹端まで)32-35mm.

頭部の上面は緑色で複眼の内側，単眼部，前側縁等に黒斑があり，前面は中央の黄色縦条の両側.頭楯の中央部

頬の頭楯K援する部分等は黒色.複眼は暗褐色.単眼は紅色.前胸背は中央の緑色縦条と縁辺部が緑色の山字状

をなし，内部はやや褐色を帯びる緑色で各側の中央部等に黒斑を有し.中央縦条の両側は黒色を呈ナる.中胸背

は前胸背の内部とほぼ同色で5本の黒色縦条を有し，その中央左側方のものとの中間のものは途中で切断せられ，

X隆起は緑色で中央部はしばしばやや黒色を帯びる.腹部は褐緑色 体の下面は淡黄渇色で光沢を欠くが腹部は

アメ色を呈し光沢を装う.麹は無色透明で，麹脈は基半並びに前縁は主K緑色，先半は主に黒色で.第1及び第2

横脈上に淡い暗褐色紋を装う.脚は大部分黄緑色で両I')腿節等にはっ雪りしない黒斑を装い，育1)及び中腔節端，前

及び中断節端等はやや黒化し.爪は基部を除雪黒色.

分布: 本州，四国，九州屋久島，奄美大島(別軍穣*)，北大東島(別亜種)，大東島(別車種). 茨木県片

庭，千葉県鶴枝.新潟県能生の3ヵ所は分布の北限として天然記念物に指定されて保護されている.ユ定美大島以

南のものは別亜種とされ， subsp.dait四 nsisMatsumura，1917ダイトウヒメハルゼミ (Trans.SapporoNat.

Hist.Soc.，6(3):203)は中胸背の黒紋が著しく太くなっており，大東島より記載せられ，奄美大島産のもの

(pI.4:50)も本亜種とナべきものであろう*.subsp.goloiKato，1937(Ent.World，4(33): 764，pI.156，f.

4Jは全く黒化して斑紋の現われないもので北大東烏より報告された

本種は6月中句頃から7月下句頃まで見られ，カシ類やシイの樹林K多く，単独の鳴声はミンミンゼミK近い 担

調子でウィーンー…・ときとえるが，合唱性を有しあたかも茂みそのものが鳴っている状態を呈ナる.本科の種

としては最も趨光性が強〈燈火に飛来ナる個体が少なくない.脱皮殻についてはp.25参照.

Tribe6，DUNDUBINIツクツクボウシ族

本族は主に東洋熱帯地方に産ナるほぼ10属を含み，次の1属のみ本邦に分布ナる.

j
-今回検し得た奄美大島献体長叫同麹端まで30m田の小さい1合(奄美大島新村，VII-24，1955) のみで，中胸 き

背は大部分黒色，両側縁は褐緑色で各側面leI条の斜走褐緑条がある すなわち釜本型K於ける中央の黒色縦条とその側方の黒這

色縦条の問も黒化している.奄美大島産の個体が唯一頭であるため.上記の形質がどの程度K固定しているか明らかでなく今回、き

は一応subsp.daitoensisMatsumura，1917と見なしておく議
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INSECTAJAPONICA: CICADIDAE

GenU812，Mei，剛maDistant，1905ツクツタポウシ属

co.山。Iype: Aleima1lalriparasura(0泊 lint.1回 1日

.Mei".酬 aDill.~ t， 1切るAnn.Mag.Nat.Hisl..(7).15:67

体ほやや細長く 苫の腹lIlll1大きいが ♀では小さ<，かつ蛮卵管を傑出するため飯綱陸""蘭より符易に巨

刑される 腹臨を含む頭部の倒陪縁辺部を除く前蜘Iiより明らかに広〈。中島嗣?のiii織と限ぼ阿幅制館前方に

Itぃ三角形状を在して突出するが良さ佐観踊より短いかそれξ医ぽ同長 創n正麗より見九'"ま扶に険組L.現

編隊正中IIIを後"として腿桜状を霊ナる 前駒理署位X民館を除〈中胸背より明らかに短<.通常。その側鎗の

中央"よりやや"iJ1jlC 個体IeJ::-;>て信刻者でない筒状突起を養う 11l締{♀で信産卵管を含む}の袋さは副篤

と蜘隊(X臨包を含む)とを併せた良さより長い 背弁低価とほぼ同Elで.全く畿膜を覆う 口駒は後進節に逮

ナる 舎の腹弁ほ細長く，緩い種でも稲より館長く 末捕に向ヲて収敏ナる 体館主に血色で鼠色又俗縁鎚色

欲を裂い鎗陪比観的細疑心気色透明の中形種

*.，全焼η際主主属であるDU1lduhiaAmyoletServille，1843It近騒であるが，D剛 dubia嵐でほ舗が前方著

しく膨出し 情闘より見る時，額の良さは頼回より明らかK長加ので両首は区別される 京都アνアから東洋区

にかりて分布L.既知姐俗的30櫨 うち2慣が本郊に分布する

Fill.，. .¥tn嗣...属2留の......薗図 (V~m..1 view.or2>PO富由。fIh~ /len“見，..・..ao;.UnI.1僕同

I..~fn"'''''Q "s lu"".~，. s's (M.副 umura)含オオシ守ゼ‘E・嘩大局寵J;2-(..¥t."P<J ljf~~" (W.lker).会ツク

ツタボウシ('総本州産.J、..阿司直].
2n.¥t.I""，o/>州剛，K・..，、ネナWツタフタボウシに返ν、"粛を宥ずる個体であり 3 陪，・ar. "'K~ ・ .·....， r'. I¥.lo

又館別畑p.lo~"oIQ." Me。タイリyツタフタホ今γに相当する

日本産の湿の倹禦褒

1 (2) 2)の阪弁路短c;日4腹筋の中央に過しない M.0戸liifua(Wallter)フタアクボウシ(p.19)

2 (I) 2)の腹弁位納長しその先績比第4腹簡を依るかに紐えて仲良ナる

M.o.1u"mellsis(M.t剖 mura)オオシマゼ、【p.20)

17. Meimunaο'palifera(WALKER1850)ツクツクポウシ(Fig.9:2.......4，pI.3 担.......31)

D・'Ildubia(1伽"1li.luaWalker，18却 LUiI.Hem.，1:56

""'，¥teimu..a/(mgi炉開i.K制。.'、ネナガアタックボウシ， En!.World.5(44):675. f. 1(・rn.no...円

-台湾盆の様本<，.づき."，されたもので!原"織に健 体召し〈風味強し ツタγクポウνKill似すれども留し〈長き前倒
&大金る臨弁<rJ(，て明・'<区別し偲べし.，あるが釦嵐氏の近著.蝿の金治学p.178(I956)に陪"';Iタフタポクシに主
〈微.・で比般的前・8長い圃"が参加 台湾民多角が1.J4::ICna久島民僅するだけでゐる 念。瞭弁.""褐 ~:t廃〈尖.. Jl

っ，略方に肉いている@が拘置険でhる又繍修会'.pL.<長い tLてゐる昆味。強い慣".阿国で."・見幽さ仇(P1.3:3tJ.
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日本昆虫分類図説:セミ科

3体長29-31，同麹端まで43-46mm，♀体長(産卵管を含む) 29-30，同麹端まで43-45mm. 体は

主に暗緑色で黒斑を混ずる.頭部の上面は腹眼の前内方.単眼部の後側方，額の先端並びに基部等に暗緑斑を有し

他は黒色.頭部の前面は額の上方の細長い黄緑色紋の両側と下方，横走隆線の問，触角上板の下方，正中線を除

く頭楯，頬等は黒色で他は黄緑色.腹限は暗褐色.単眼は淡紅色.前胸背の縁辺部は緑色でその両側は黒色，内

部は中央の縦走黄緑色紋の両側，斜溝等は黒色で他は陪緑色・中胸背は前半の中央に後方に向って拡散ナる2条

の黄緑緩があり，八字状を呈し，その八字状紋の両側に，中胸背前側縁工りX隆起に向う階緑条があり，その後

端は黒色円紋を抱くように2分岐し，前端は不規則に分岐し，個体により外方の分校は多少とも消失ナる.又，

中胸背の側縁部も暗緑色，X隆起は黄緑色で，中胸背の他の部は黒色.腹背は第2背仮(個体に依り第1背板も)

の後縁の暗緑色である外，大部分黒色で黄白色の徴毛で覆われるが，個体に依り特に♀では腹背の側面にあま

りはっきりしない暗緑斑の認められるものがある.麹は無色透明で，麹脈は基半は主に黄褐色，先半は暗褐色であ

るがC脈とSc脈は暗色でSc脈の後縁は黒〈縁取られ，第1第 2横脈上に暗褐色紋を装う.又，縦脈端にも不明

瞭な暗色紋を有ナるものがあり，とれをf.P仰 ctataKato，1932(Mon.Ciαd.，337，pI.20，f.10Jとして区別

ナることがある.体の下面は主に淡黄褐色で所々に黒斑を混じsの腹部は光沢を装い末端部は黒色を帯び，♀

の各腹部の後縁は黒色.会の腹弁は淡黄褐色で黒く縁取られるものが多いが，全体黒色のものがあり，その場合

は全体的に黒味がちで，中胸背の八字状紋の消えているものもある. ζの黒ずんだ系統をf.nigroventrisKato，

1927(Trans.Nat.Hist.Soc.Formosa，17:29J として区別するととができる.脚は淡黄褐色で，腿節の両端，

腔節の末端，中路節の全体，後蹴節の先半等は黒色を帯び，爪は基部を除き黒色.

分布: 北海道，本州，八丈島，四国，九州，朝鮮，支那，琉球，台湾*

本積は本邦各地の平地や低山帯の林中に普通で， 7月中匂頃より出現するが， 8月中下旬に多い周知の種の一

つである.ツクツクボウシの和名はリズミカんたその鳴戸に由来し，地方によっては“オーシイツクック"と

呼ぶ.本種は前記のヒメハルゼミが合唱性を有ナるのと全く対照的で，さかんに鳴いている合の傍の合はシー

イに近い伴奏音を出ナにすぎない.脱皮殻はp.25参照.

18. Meimunaoshimensis (Matsumura，1905) オオジマゼミ

[Fig.9:1，PI.3:32~37 ， PI.4:38J

CosmopsaltriaoshimensisMatsumura，1905，オホシマゼミ， Trans.Sapporo Nat. Hist. Soc.，1:30 [1

合Oshima，1♀ KikaijimaJ.

=具合imunaamami-oshimanaKato，1928，オオシマックック，Trans.Nat.Hist.Soc.Formosa，18:31，pI.

1，f.3(syn.nov.)[1♀Oshima].

=MeimunatsuchidaiKato，1931，ツチダゼミ Biologica，1:7，pI.1(syn.nov.) [6S. Kyushu: Sa回・

mi国主iJ.

=MeimunakikaigashimanaKato，1937，キカイゼミ， Ent. World，5 (43): 603，ι(syn.nov.) (6

KikaijimaJ.

合体長32-37，同麹端まで47-52mm，♀体長29，同麹端まで45mm内外.頭部の上面は複眼の前内方，

後方の単眼のある部分から後方並びに外側方，前縁，額の基方等は暗緑色で，他は黒色.頭部の前面は主に淡黄

緑色で，額以外は白黄色微毛が著しい，中央部はややくびれた縦走黒色条となり，上方の中央には襖状の小さい

燈色紋(殆んど消滅している個体もある)をとりかとみ，黒色部は上方の4......5条の横走隆起線開に進出して4

-5条の横走黒条となる.頭楯は正中線上並びに局縁を除き黒色を帯び，触角上板は燈色であるがその下方と周

縁を除く観も黒色を帯びる.複眼は暗褐色.単眼は暗紅色.触角はほぼ黒色.口吻は黄褐色で末端は黒ずんでい

常“著しく長き前麹"は“比較的前麹の長い個体が多い"と改められ腹携の個体変異についてはFig.9;2-4にも示した所、
である.又，原記載の中に“額頂は頭頂より長<..."とあり，これはDundubia属の特徴になるが，ツクツクポウシの中にも
額の膨出して額頂主りやL長く見える個体がある.したがってρ ネナガツクツクボウシはツクツクボウシの個体変異k見悲した.
上記の標徴が台湾に多く見られるならば，台湾産の亜種， subsp.formosanaKato，1925!1イワン.ツクツクポウシの特徴と
すべきであろう.
本別亜種，subsp.formosanaKATO，1925!1イワンツクツクボウシ (Trans.Nat.Hist.Soc.Formosa，15:22) とされ，

その特徴はf.nigroventrisKato，1927Ie近い.本亜種の生態については筆者はその詳細を知ら左いが，加藤(1933)原色昆一
虫分類図鑑，3，pI.15，£.3には“台湾の山地K産するも少い"とあり，加藤(1956)蝉の生物学， P.188には“平地位
で株間K棲む"と説明しである.

- 20ー

Ishihara, T. 1961a.pdf Insecta Japonica. 1:1-36.



Leptopsa1taKato，1928，Ins.World，32:185.

体は同筒形. 6Ie比し，♀の腹部の方が大きいので体は♀の方が大きい 複眼を含む頭部の隠は縁辺部を

除〈前胸背より明らかに広く，中胸背の基部とほぼ等しい.複限は比較的大後方の単眼問の距離は，後方の単

とその外側方の復限聞との距離にほぼ等しい.頭頂並びに額の中央に細溝が縦走する.口吻は短く，後基節に

しない.前胸背の両側縁はほぼ平行し，後倶I)角は軽く葉状を呈する.腹部は比較的短く. 6では頭部と胸部

隆起を含む)とを併せた長さにほぼ等しいが，♀ではそれよりやや長い.麹は無色透明.その脈相の特徴に

いては属の検索表で明らかKしたようK前麹のR+M脈と CUI脈とは麹底室の一点より生ずるか，又は互に

立して麹底室より生ずるが， これは個体変異がかなりあり，時K両脈の基部は共同幹脈となる個体も見られる

で本属を次のMelampsa1ta属の異名とする者もある.あるいはζの Leptopsa1taは Melampsalta属の亜属

見なすのが妥当かも知れない.静止の際，後遺の一部は前麹に覆われず腹背に裸出する[Fig.10].

る.前胸背は主に暗緑色で，縁辺部の両縁，正中線上のやや黄色を帯びる縦線の両側，斜溝等は黒色で，縁辺部

の後側角には不規則な黒紋を有し，内部の斜溝聞にも暗色紋を有ナる.中胸背は黒色で側縁を含み6条の暗緑縦

条を装い，X隆起も暗緑色である外黒色であQが，中央部の暗緑色紋はやや黄色を稽びるζ とが多く，中央の2

縦条とその側方の暗緑色縦条は個体変化に富む.腹部は主に黒色であるが背弁は暗緑色で，第1背板の前縁，第

2-6(個体によっては第2-5)背板の後縁11燈褐色で縁取られ，第2-6背板の側爾にも不規則な燈褐色E涯を

装う.腹背には黄白色の徴毛が著しい. 趨は無色透明で前縁は暗緑色， 麹脈は前縁のもの以外は主に黄褐色で，

先半は略化し，第1及び第2横脈上に暗褐色の斑紋を装う.体の下商は主にi炎黄褐色で，腹弁の周縁，腹端の3

長 節等は黒色を帯びる・仰はほぼ淡褐色で，前腿節の両端等に黒斑を装い，腔節端，前及び中断節等は黒色を帯び

F る，

事 分布:九州(南端)，屋久島，臥蛇島，奄美大島，喜界島沖縄

E 喜界島のものは別種とされたが，本報で又，同種としたので原産地は奄美大島と喜界島と念る.加藤(1956)蝉

E の生物学， p.181のオオシマゼミの項に“日本産の本属中最も大形である. との類は各種類を通じて似たよう

:r 念形をしており区別に困難なものが少くない"とし“体長39mm.前週の開張100mm内外"としてある.こ

藍 れは松村(1905)lococit. のタイプスベシメン体長37mm，麹端まで50mmより更に大きい.北大に所蔵さ

E れる奄美大島産の大形の合は他に2頭あり，それらの体長は35(麹端まで49)mmと37(麹端まで52)mmで

E ある・ 中胸背前方の斑紋の形状は以上の北大所蔵の3頭はともに相違し， 各 X 状， II状， 入状を呈ナる・ pi

~". 3，f.32Ie掲げた6は若い個体で色彩が少し黄褐色K在っているが奄美大島産で，体長32(麹端まで47)mm

E である.大きさと斑紋に個体変異が相当あり，かっ腹部の形状等も標本の条件に依り相違するとと.並びに少か

唇 らぬ標本を採集され， その鳴戸を商かれた宮本正一氏の“ツチダゼミとオオシマゼミとは鳴声は全く同様であ

唇 る"との談話等より，記載の上で各種の特徴を見出しえない以上，上記のように整理した.沖縄より記載せら

藍 れたM. kuroi叩 aeMatsumura. 1917， クロイワゼミ [Trans.SapporoNat.Hist.Soc.，6 (3)199 体長

官会29，♀ 32-35mm.]並びにM.sakaguchiiMatsumura，1917)サカグチゼミ[Ins.Mats.，2:50，pI.2，

f.11.体長会♀28-30mm] もおそらく本種の小形の個体と見なナべきものと思うが，沖縄産の標本が手もと

告 になく，本報は沖縄産の種を主な対象としていないので，今聞は決定を保留したい.同一種内のとれくらいの体

E長の変異稿，すなわち，大形個体と小形個体(特別の飢餓型は除く)の差は，種の変異としてありえ在いととで

は念く，愛媛大学農学部所蔵のTannajaponensis(Dis包nt)ヒグラシの標本でも9mmある.脱皮殻について

は p.25参照.

チッチゼミE科

Tribe7，MELAMPSALTINIチツチゼミ按

CICADIDAE

Genus13，LeptopsaltaKato，1928チッチセ.ミ属

[Orthotype: Leptopsa1taradiator(Uhler，1896)チッチゼミ〕

V.SubfamilyTIBICININAE
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数属が本族K包含され.本邦主主は次の2属.

主主亜科は約10族を含み本邦産i1次の1族.
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日本見虫分羽田税 セミ剥

Fill'.l'. Uμ叩u/ta，."<1i"t，，，.(Uhl..け"チゼミ。含静止の際険舗の-，.が本庖 ~L うに曾飾に露幽する.

8本書の中で..小の彊である

19. Leptop四Itaradiator(Uhler.18蝿〉チ.yチゼミ (Fig.5:I.Fig.to.pI.4:51-54)

Alelo.mpsaJlo.，.adiatorUhler. 1896.Pro<:.U.S.r-，・lu，..19:276

<;体:u18_四，同姐端まで27_30mm ♀体良22_23 同姻品ーまで30_32mm 体は大郁分m色である

が，磁頂の後方の凹臨".籾の上聞の緩走網..触f'上阪I 額の両訟から下緑にかけてt褐色複級は階褐色 単

眼依岡野区色 前駒内館前縁の樋li:lQ.縁辺簿のを後方のお分 中央部より後方に縁辺illにほぼ穫して存在ナる2_

3.の小11.褐色 申刷費階段S宮中灸"'I'欄列ナる2圃の褐色絞を裳ぃ，側緑も網〈褐色で縁取られ. X箆忽も

中央illを除いて絢色 腹部信第3務医以績の後iiIま褐色で憾取られている 体の下函館i炎筒色が2¥1涯を混ずるが

l!IiIl.やや赤味を僻ぴ腹医の中央徳之り前方に:II伎を荷し.sのI!I弁，堂島僚が思ずんでいるが文節分淡路色

体袋に絡に新鮮な個体では白色徹宅金1散布し 複想の後方のもの館長〈 密生し顕脊である.錨ほ緑色透明で

前-，錫の麹広志の周辺l1i英裕色を格ぴ!鎗底艇は体色を待ぴる 鈎吸は主山泉街色であるが光学のものほやや声音色

を格ぴ，後麹の後Jワの数慌の周辺は晴化している 測は主に淡褐色で不総仰jな1.':¥条主主ぴにIDf.i経を襲う

分布 本州，岡田 原産地位日本“1・凹0" 九州も本慢の産地kして配録されたζ とがあるが錨突な九州

遜の傾本位九州大学にもなし江崎健三段授は島奥固定の改訂に当り，九州を分布から除外した(8本産虫固I:

(I銃砲). p.282).従 9 て九州路草沼されるまで盆地から省〈

放闘は佳山簿からか念り人勺た山地にもIIIし 野んで針!Ii曜の位上にあって チァチァ k鳴<.i月中旬

8ら/JIll隠するが。 8_9JIに多く.晩歓にそのJlIを聞くζ と珍Lくない民度最低p.25奮闘

Genus14，i11elampsultl'Amyol，1剖 7エゾチッチゼミ贋

(Logotype: !l1..lo.mpsu1lamusi'j.・o.(Gerll1ar. 18初日

Ahlo.mpsaJto.Amyot. 1847. Ann.Soc.Ent.France，(2).5:155

前腐の/..LptoJ>salto.チヲチゼミ属と殆んど同じであるが， 本属の締Ill.附麹のR+M眠とC..照とが送方

で合副医して2本の共同傍線として趨密室に温ナるζ とでちる. K&um'o.MalSl.lmura. 192τ(In，. Moll包 2

55).Pa，.aumio.Matsumura.1m(ibid..2;5，).Ko.，.o.psaJto.M山 um.uranom.nud笥の外にかたり多〈の

拠名が記録さ札ているが本匁置に直接陽保信t，いのでζれら信省略する

本風俗殆んど全1世界に広〈分布し 多くの酬が知ら九ている診。本邦苑健次の1舗

20. i1fefampsaJtaIIf!ZIHUl8i8 ~fa 刷mum. 1898エゾチッチゼミ (PI.4:55一同:

1Llelampsalto.y，uuIIsisMat，umufa.18見 •.¥nnot.Z∞I.)叩町2:11.pI.I.f.15

~C 刷d白削M附tto.s.師='01

=IHJ，“.耐E師m戸d凶10.!01l0.伽iK.似t切。夙，19田3訂'. コウノチァチゼ日. Ent.World，5(44.】 6i6.f.2(s~·n. no¥'可

- 脂舗が同組月惨でob!l..N狩が阪に隆起し。的組a領民〈 努 SI，渇宝が平たい..定山民星島の1会によ"'"さ九た E軍
備の形技館側体質測がある"'""遣したE売である会 阪本はたぶん録集機三角細長に匂まれて，>;婦られたもので!原""の闘
より見hj:!摘砲の稲館内通でめり 1lH/iI1志の形は胴体によりかなり復興が見られるので異名""ずる

22-
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L~SECTA }APONICA，C(CADIDAE

古体長" 陶姐遺書でおmm内少ι♀体長2鼠同銀渇まで35rom内外 {率低大思分:!1色で.I質向:tlに;'1白

色の徴毛を装う.頭部主舗の先llUI観舗の後方。額の両側低俗色II限陪晴樹色Jl¥眼健i炎筒叉nlll笹色前蜘背

の附縁ほ絢〈褐色で縁取られ，後縁も縁E舗の後半低俗色を呈ナる 叉，正中線上}ζ褐色の縦走叙を有ナるものが

ある ゆ胸宵の価低特に♀では広く，筏腿を含む頭廊の帽よりやや大きい僚級の前方はやや紛色で縁取らι
tまt答申炎備に銅色の2小叙を横列する X障担信中央得隠黒色で嗣色を呈するものがあるが 個体によ。ては全

体娘色腹績の各背阪の俊雄も携2節の上園を除き僧色で縮〈級散られ..体のIII醐依主leI'!¥，色で抱色鹿を混ず

るが sの腹弁陪i条網色，各寝阪の後録陪褐色で極取らn.中央の黒色郊の両側ほ樹色で. ~のお?腹阪信基

留を除き 11181箆使は全体が褐色錨ほ緑色透明であるが錫底宝は褐色をJ市ぴ麹底膜低朱紅色を呈ナる叉，後

遡の組重怖のm辺俗暗褐色を僻ぴる 脚は主に鳳色でB時々褐色条又nl¥J色E買をillずる

分 布 樽'"北海道E原盛地 定山渓王本州(中郁高山市}

本慣ほ飛却しつつ噴き民防る奇習があると行う

そj

、¥

4

議作叫主

a

s
，•

川民『吋

7

~、

iji-:

厳命

.';1:.II 製，..慢の前調節(AIl.C'riot f.但DOtaof白山由》

I.GrQpt"J>s"lln-.";rr"f_sc.，.(Mot，..，h..l.ky)アプ，ゼ、 2. l'faJ y〆~lI r.. I: Qr.."f~r; (F.b.附凶》二イZイゼ
ュ;3.Tibi(~" “"""'DIu (刻。uchul.ky)ョzゾゼミ ~， T.flo附.."U"(Di.lInt)アカzゾゼ主 5，T，υn僧"}"J陶

M剛吋Di山".，ヒグフシ。6..Uri"，，，，，，，，，向lifua(W.lkeけアタフタボウν 1，"f.o，1Ii"，，，，，;，(1¥1・I，urnll阿》オオ

シマゼミ;8，T~r"刷s;o "D("a (Olivi~ r) ~ルゼ， 9，T."igrit".“(1¥10t・ch"l.ky)エプハルゼミ 10.£"11"

，""，i"c1lik，.....~b 1S "mur. ヒメ ρルゼミ; II.uJ>lo，soll"rodi"l"r(Ublu)チ，テゼミ

•• OJ歯 h帥抽H醐同 B丸岡"・ (intermed回t~ looth);PI 後悔《抑制e同 H醐同，・'.醐歯(...bI剛"

VI 限 度 慾 に よ る 分 額

本側の脱皮発生(終船幼虫のもの〉依成'"とともに発見せられ その地岐に生息ナる鍋の同定に役立つもので

の線本k殆んど同級にt事実の意事曜のあるものである.樋の特徴健体形。前駆臨触角比等によく!lib札てい

.弘前題節の園町枝突包の形状。組角比写にもかたり大き&個体盛場見ら九.個々の留の脱皮忽についての個体

の調査信不十分であるから。以下の詑述ほ符来訂正情家ずべき個所が少くないζ とと陪思われる ζれまで

の知見にしたがうて既知の各積の脱皮磁を検察J慢の形で明らかにしておく
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日本昆虫分類図説;セミ科

Munzakuroiwae(Matsumura)クロイワニイニイ.Suishacoreana(Matsumura) チョウセンケナガニイ

ニイ.CraptopsaltriabimaculataKato リュウキュウアプラゼミ，MelampsaltayezoensisMatsumuraエゾ

チッチゼミの4種の脱皮殻は未知であるが，いずれもそれらの産地では発見は難事では友いものと思われる

脱皮設による各種の検索衰

1 (12) 前腿節の中歯は前歯列とは明らかに分離ナる(Fig.11:1，.2，3，etc.::'.

2 (3) 体は殆んど，すなわち複眼と腹板を除き全く泥土に覆われている.体は比較的球状に近く，淡褐色.

前腿節の前歯は7個より成るが最初の2個は癒合し，第7歯は特に大きい・中古旨は前歯の第7歯と

後歯とのほぼ中間にあり基部の幅は広い.後衝は前腿節の中心を通る軸線に対し鈍角をなして突出

し，先端はやや鋭くわずかに前方に湾曲し，中央部に認められる副歯までほぼ同幅.触角は7節よ

り成り触角比〔基方より各節の長さの比コはほぼ10:14:12:9.5:9:7.5:9. 体長17-18mm，幅

10mm内外司 ・ e 一一...........Platypleurakaempferi(Fabricius)ニイニイゼミ (PI.1・3J

5

2

3

4

O

mm
9

3

3 (2) 体の一部に泥土を付着ナるととはあるが，体表は大部分裸出していて光沢を装う (Tibicenini).

4 (5) 前腿節の後歯は短くその先端ははなはだ鈍で，その国j歯もきわめて低い.体はほぼ汚黄褐色で各腹

節の後縁は黄褐色を帯びる.前腿節の前歯は6倒で，各歯は切れこみ深く明瞭.中古賀の先端も鈍.触

角 は8節より成り，触角比はほぼ1:1:1:0.8:0.8:0.9:0.3:0.3.体長35mm，幅19mm内外.

.ー…CryptotympanajaρonensisKatoクマゼミ

5 (4) 前腿節の後歯は長く，その先端は比較的鋭く，やや前方に向って湾曲し，冨IJ歯も明らかに突出して

いて，触角は8節より成る(GenusTibicenエソゼミ属).

6 (9) 前腿節の中歯は比較的細長い(Fig.11:4].

7 (8) 触角比はほぼ20:18:18:17・16:14:8.5:9(Fig.12:4J 体は赤褐色又は褐色て'やや光沢を装い，

体長34mm内外・ ー ‘ ー …ー…TibicenflammatusDistantアカエゾゼミ (pI.1:11)

24

Fig.12. 脱皮殻の触角(Antennaeofexuviae).各番号の種はFigure11C同じ (Thespeciesofeachnumber
isasinFigure11).

I'
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CICADIDAE

触角比はほぼ20:16:.16:14:14:14:7:5.体は茶潟色で光沢があり，体長31mm内外.

..，.TibicenkyushyuensisKatoキュウシュウエゾゼミ

前腿節の中歯は比較的太い(Fig.11:3).

触角比はほぼ 25:19:17:16:15:13:7:9(Fig.12:3). 体は汚褐色で， やや光沢があり， 体長

29mm内外・………...・H ・-… ..•. Tibicenbihamatus(Motschulsky) コエゾゼミ (PI.2:18J.

触角比はほぼ20:20:20:16:16:14:7:5.体は赤褐色又は褐色で，体長30mm内外.

Tibieenjaρonicus(Kato)エゾゼミ

前腿節の中簡は前歯列の最後の歯状突起とほぼ同列にある. (Fig.11:5，6，7，etc.). 触角は7節

より成る.

後歯は前腿節の軸と直角以上の角度，ナ左わち鈍角をなして後方に向つて突出づナ「る(Fi芯gι.寸 1上:1口).

触角比は『ほまぼ2幻3:ゴ19止:2お8:24企:1ω9:ゴ15:1ω9.体は主に赤褐色で光沢がある.体長21-32mm.

一……Graptopsaltrianigrofuseata(Motschulsky)アブラゼミ (PI.1:9J

触角の各節はほぼ等長.体は淡い汚黄褐色.体長28mm内外.

...Oneotタ胃，panamaeulatieollis(Motschulsky) ミンミンゼミ

後歯は前腿節の軸と直角状又は鋭角をなして前方に突出ナる.

後歯は長大で，その先端は前方に湾曲する.

触角は8節より成る.触角の第4節i亡特異な特徴を有し左ぃ.

後歯の先端は鋭く， 著しく前方向湾幽ナる. 体は淡黄褐色でやや光沢を装う. 触角比はほぼ 15:

15:15:22:18:14:9:9 体長25mm内外・…，.Tannajaponensis(Distant)ヒグラシ(PI.3:28J

後歯の先端はわずかに前方に湾幽ナる.体は淡黄褐色で光沢を欠く (GenusMeimunaツクツクボ

ウシ属).

触角比はほぼ19:11:16:13:12:12:10:10.体長24.5mm内外.

.Meimunaopalifera(Walker)ツクツクポウシ

触角比はほぼ18:12:17:13.:14:13:10:8.体長27mm内外

Meimunaoshimensis(Matsumura)オオシマゼミ (PI.3:37J

触角は7節より成る.触角の第4節は著しく太く長い.

前歯の最後の歯はその前方の歯とほぼ同列にある.

触角比はほぼ12:11:7:24:11:8:11.体は淡灰黄色で淡い光沢がある.体長19mm内外.

Tり nomtm4a(9iv同ハルゼミ (PI.4:45J

触角比はほぼ11.5:12:9.5:24:15:12:15. 体は淡灰黄色で光沢がある.体長21-22mm.

..Terpnosianigricosta(Motschulsky)エゾハルゼミ (PI.4:41J

前歯の最後の歯はその前方の歯の先端を結ぶ線より一段と低い.触角比は13:8:6.5:19:12:10:13.

体は淡灰黄色で光沢は殆んどない.体長18mm内外.

..EuterアnosiaehibensisMatsumura ヒメハノレセ'ミ (PI.4:49J

後歯は比較的短く，先端は湾曲しない.触角比はほぼ， 12:15:16:10.5・9目5・8.5:9 体は暗黄褐色

で光沢を有し，体長19mm内外・・…・・Leptopsaltaradiator(Uhler)チッチゼミ (PI.4:54J
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ThisisarevisionofthefamilyCicadidaecollectedwithinJapaneseterritory. TheJapanese

itory means Hokkaido， Honshu，Shikoku， Kyushu and some neighbouring islands，

ichareatpresentunderJapaneseadministration，viz.Tsushima，Amami-Oshima，Kikaigashima

OkinoerabujimaareincludedbutnotOkinawaandtheBoninIslandsaswell.

thispaper，thefollowingsixspeciesweretreatednewlytobesynonymouseachwiththe

j 回 enclosedinbrackets.

>1. PlatypleuratsuchidaiKato，1936(=P.kaemρρηFabricius，1794)

SUMMARYVII.
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2. Meimunaamami・oshimanaKato，19犯(=M.oshimensisMatsumura，1905)

3. MeimunakikaigashimanaKato，1938(=M.oshimensisMatsumura，1905)

4. MeimunatsuchidaiKato，1931(=M.osmmensisMatsumura，1905)

5. MeimunalonlJi.炉問isKato，1931(=M.opalijeraWalker，1850)

6. MelampsaltakonoiKato，1937(=M.yezoensisMatsumura，1898)

Thus，thespeciesfoundinthejapaneseterritorybecome20speciesof14genera. Themain

synonymyand literatureofeachspeciesaregivenin the partmentionedinjapanese.

区eytothesubfamilies，tribesandgenera

1 (12) Tympaniccoveringspresent(Fig.2)…-・ー ー ・一一SubfamilyCICADINAE(p.27)

2 (9) Bodyshort， somewhatflat. Both sexesof・so~similar sizes as.tobe hardly

possibletobedifferentiatedeachotherinthedorsalview.

3 (4) Lateral marginsofpronotummoreorlesslaminatelyproduced. Comparatively

smallspecies，oftegminafurnish巴dwithablackishcloudypattern.

….'TribePlatypleurini(p.27)

a (d) Costal membranes of tegmina usual，the outer margins outwardly expanded

(Fig.4:1~2].

b (c) Marginalareasofwings(portionsexteriortothesubmarginalvein)usual(Fig.4:

1]ー・ー・・・ー・ーー・・ー・ー・・・・・・・ー・・ーー・ーー・・..Genus1司ratypleuraAmyotetServille，1843(p.27)

c (b) Marginalareaswell-developed (Fig.4:2]....GenusMunzaDistant，1904(p.27)

d (a) Costalmembrancesoftegminawell.developed，theoutermarginsstraight(Fig.4:

3). Headincludingeyesaswideasmesonotum.

.GenusSuishaKato，1928(p.28)

4 (3) Leteralmarginsofpronotumnotproduced laminately，thoughsometimestheyare

weaklylaminate. Tegminawithouttheblackishcloudypattern.

5 (6) Headincludingeyesaboutaswideasabdomenandwiderthanpronotumexcept

themarginalarea. Largespecies......… ・…ー・・・一一…・… .TribeTibicenini(p.28)

a (b) Male 8th abdominalsegmentprojectingposteriorly，beingalmostcylindrically

rolledup. Matasternumwiththepostero・lateralangleselevetedandh∞ok-shaped.

Bodyblack，withoutanycharacteristicmarkings.

・・・…GenusCryptotympanaStal，1861(p.28)

b (a) Male8th abdominalsegment not cylindrical，though itisslightlyfoldedup.

Postero・lateralanglesobtuse. Bodymostlyblackorbrownishblack，withreddish

brownmarkings..・・・・・・・ー .......・・・ ー・ー. .GenusTibicenLatreille，1825(p.28J

6 (5) Headincludingeyesclearlynarrowerthanabdomen.

7 (8) Headincludingeyesaboutaswideas，oralittlenarrowerthanpronotumexcept

the marginalarea. Tegminaeachwiththefirstcrossveinexpandedtowardthe

tegminalapex. Largespecies，withbodyandtegmina bothbrownorbrownish.

一…TribeTacuarini(p.29)

Thefollowingonegenusoccursinjapan....GenusGraptopsaltriaSt幻，1866(p.29)

8 (7) Headincludingeyeswiderthanpronotumexceptthemarginalarea. Firstcross.
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INSECTAJAPONICA:CICADIDAE

veinsoftegminastraight. Bodymostlyblack，withgreenishmarkingsandtegmina

whicharemostlyhyaline. Largespecies.一・・・ー…....TribeOncotympanini(p.29J

Thistribecontainsonegenus.・・・・・ GenusOncotympanaSt五1，1870(p.29J

9 (2) Bodyslender，cylindrical. Both]sexes~of differentsizes，viz. maleabdomen so

apparentlylargerthanthefemalethatbothsexesareclearlydiscernedeath'other

inthedorsalview.

10 (11) Maleoperculashortandround. Lateralmarginsofpronotummoreorlessswollen，

with~ut anydentiformprojection..・・E ・・・ ・・・・・・e ・ ・0 ・0 ・ ー..TribeCi伺 dini[po29J

a (d) Maleoperculamostlycoveringtympanicmembranes.

b (c) Male3rdand4thabdominalsterniteseachwithapairofknob-shapedprojections，

viz.largeconspicuousonesonthe3rdandtinyonesonthe4th(Fig.5:4].

.....GenusTannaDistant，1905(p.29J

c (b) Maleabdominalsternitewithoutanyknob-shapedprojection.

.GenusPomponiaStal，1866[po29J

d (a) Maleoperculasmallandtympanicmembranespartiallyormostlybare.

e (f) Maleabdomenwithoutanyknob-shapedprojection(Fig.5:2J

......GenusTerpnωiaDistant，1892[po30J

f (e) Maleabdominalsternitewithapairofhorn-shapedprojections(Fig.5:3].

…GenusE~terpnosia Matsumura，1917(p.30J

11 (10) Male opercula slender，well-developed posteriorly. Pronotum with adentiform

projectiononeachlateralmargin... ・ ・・ーー・一一一一.TribeDundubini(p.30J

ThefollowingonegenusoccursinJapan.......GenusMeimunaDistant，1905[po30J

12 (1) Tympaniccoveringsabsent[Fig.5:1]............SubfamilyTIBICININAE(p.31J

ThissubfamilyisrepresentedinJapanbyonlyonetribe.

TribeMalampsaltini[po31J

a (b) Tegminalveins，R+M andCUI'occurfromthebasal cell in a pointorinde-

pendently. ー・・ー・・・・・ ・ー・・・ー・・・ーー GenusLeptopsaltαKato，1928[po31J

b (a) Tegminalveins，R+MandCu"occurfromastalkrisinginthebasalcell.

GenusMelαmpsαitαAmyot，1847[po31J

SubfamilyI，CICADINAE

TribeI，PlatypIeurini

Genus1，PiαtypleuraAmyotetServille，1843

Logotype: Platyρleurastridula(Linne，1754)

記 ThisgenusisrepresentedinJapanbyasingle，widelydistributedspecies

1. Platypleurαkaempferi(Fabricius，1794)(TheKaempfercicada)[Fig.4:1，PI.1:1，....，3J

長 Dist巾 uωn: Hokkaido，Honshu，Shikoku，Kyushu，Ry刊u叫此kげ叩Y卯u耽I

j一Philippines.

長
FGenua2，MztramDMnt，1904i…e: 脇町alat似 (Stal 日66)
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日本昆虫分類図説:セミ科

InJapan，thefollowingonespeciesisassignedtothisgenus.

2. Munzakuroiwae(Matsumura，1917) (TheKuroiwaKaempfercicada)

[Fig.4:2，PI.1:4，....，5J

Distribution: Amami-Oshima，OkinoerabuIs.，Okinawa.

Genus3，SuishαKato，1928

Orthotype: Suisha/ormosana(Kato，1927)

A singlespeciesisknowninourterritory.

3. Suishαcoreana(Matsumura，1927)(TheKoreanKaempfercicada)

[Fig.4:3，PI.1:6，....，7J

Distribution: Tsushima，Korea，China.

Tribe2，Tibicenini

Genus4，CrgptotgmpαnaStal，1861
Logotype: CryptotympanapustuZata(Fabricius，1787)

InJapan，onlyonespeciesisfound.

4. CrgptotgmpαnajaponensisKato，1925(Theblackishcicada)[PI.2:21，....，22)

Distribution: Honshu，Shikoku，Kyushu，Ryukyus，China.

Genus5，TribicenLatreille，1825
Logotype: Tibicenhaematoides(Scopoli，1763)

Membersofthisgenus，listedbelow，occurinJapan.

KeytotheJapanesespecies

1 (2) Maleoperculaslender，developedcaudadbeyondthe4thsternite[Fig.6].

.T.bihamalus(Motschulsky)

2 (1) Maleoperculashort，notreachingthe4thsternite[Fig.7].

3 (6) Maleopercularounded，notreachingthe3rdsternite.

4 (5) Largespecies，lengthofbody40-43andid.tilltegminalapices60--68mm.

… T.fiammatus(Distant)

5 (4) Smallerspecies，lengthofbody33-35andid.tilltegminalapices50--55mm.

..T.長yushyuensis(Kato)

6 (3) Maleoperculaslightlylongerthanthewidth，roundedatapiceswhichreachthe

3rdsternite.. ーーー ー .........................・ー・......... T.japonicusKato

5. Tibicenbihαmatus(Motschulsky，1861) (The smaller yewcicada)

[Fig.6，PI. 2: 16，....，18)

Distribution: Hokkaido，Honshu，Shikoku，Yakushima，S.Saghalien，Kuriles.

6. Tibicenflαmmαtus(Distant，1891) (The reddishyezocicada)

[Fig.7:2，PI.1:11，PI.2，12，....，13)

Distribution: Hokkaido，Honshu，Shikoku，Kyushu，Korea，China.

7. TibicenjaponicU8Kato，1925(Theyezocicada) [Fig.7:1，PI.2:14，....，15)

Distribution: Hokkaido，Honshu，Shikoku，Kyushu，Korea.
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8. TibicenkyushyuensisKato，1926(TheKyushuyezocicada) (Fig.7:3，PI.2:19-20J

Distribution: Honshu"Shikoku，Kyushu.

Tribe3，Tacuarini

Genus6，GraptopaltriaStal，1866

Heplotype: Graρtopsaltriacolorata(Stal，1866)=G.nigrofuscata(Motschulsky，1866)

Inadditiontothegenotype，whichisknownfromJapanandKorea，anothercloselyrelated

i$peciesoccursinRyukyus.

KeytotheJapanesespecies

1 (2) Themarginalareaofpronotummostlyblack. Mesonotumalsomostlyblackexcept

thecruciformelevationwhichisbrownish. ーー・G.nigrofuscata(Motschulsky)

2 (1) Themarginalareaofpronotummostlybrownish. Mcsonotumalsomostlyoccupied

withbrownishmarkings. ー ー ・・ー・・・・・ー・・ー ー・・ー・・・ー ‘・ ・ーーー G.birnaculataKato

9. Graptopsaltrianigrofuscata(Motschulsky，1866)

(Thelargebrowncicada，Theoilcicada)(Fig.2，Fig.3，PI.1:8-9J

Distribution: Hokkaido，Honshu，Shikoku，Kyushu，Korea，China.

10. GraptopsaltriabimaculataKATO，1925(TheRyukyuoilcicada)[PI.1:10J

Distribution: Amami-Oshima，Okinawa.

Tribe4，Oncotympanini

Genus7，OncotympanaSt幻，1870

Logotype: Oncotyrnpanapallidiventri・sStal，1870

ThisgenusisrepresentedinJapanbythefollowingonespecies.

11. Oncotymyanamαculatcollis(Motschulsky，1866)(Therobustcicada) [PI.3:23-25J

Distribution: Hokkaido，Honshu，Shikoku，Kyushu，Korea，China.

Tribe5，Cicadini

Genus8，1'，αnnaDistant，1905

Orthotype: Tannajaρ仰 ensis(Distant，1892)

Onlyonespecies inhabitsourterritory，though some speciesarcfound in the Oriental

12. 1'，αnnαjaponensis(Distant，1905) (Theeveningcicada)

(Fig.5:4，Fig.8，PI.3:26-28J

Distribution: S.Hokkaido，Honshu，Shikoku，Kyushu，QuelpartIs.，China.

tenus9，PopmoniaStal，1866

_flgotype: POlゆ仰iafuscaOlivier，1790

isgenusis represented in Japan bya single specimen，which is saidtohavebeen

redinKyushu.

PomponiαkiushiuensiaKato，1925

stribution: Kyushu?
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Genus10，Terpnosia'Distant，1892

Haplotype: Ter.抑 asiapsecas(Walker，1850)

KeytotheJapanesespecies

1 (2) Bodymostlybrownorbrownishblack，withblackmarkingsespeciallydistinctly

inthefemale...一……………・・………・- …・- ………...・H ・-…....... T.vaαω(Olivier)

2 (1) Bodymostlyyellowishbrown. Headandthoraxtingedwithgreen，withblack

mar出kin耶g郡s.…….口….日….い.……….リ………..一……..……….一……….一……….一……….日………..……….一……….一……….一……….一………@一…一一.一……….一……….口……….い……….一……….口……….一……….一……….一…….い一.一E ー… H ・H ・H ・H ・... … … … … ・ T.nign'casta(Motschulsky)

14. Terpnosiavacua(Olivier，1790)(Thespringcicada)(Fig.5:2，PI.4:42-44J

Distribution: Honshu，Shikoku，Kyushu.

15. Terpnosianigricωfa(Motschulsky，1866)(TheYezospringcicada) [PI.4:39-41J

Distribution: Hokkaido，Honshu，Shikoku，Kyushu，China.

Genus11，Euterpn08iaMatsumura，1917

Orthotype: EuteゆnasiachibensisMatsumura，1917

ThisgenusisrepresentedinJapanonlybythegenotype.

16. EuterpnosiachibensisMatsumura，1917 (Thesmallerspringcicada)

[Fig. 5:3，PI.4:46-49J

Distribution: Honshu，Shikoku，Kyushu，Yakushima，Amami-Oshima (subsp. daitoensis

Matsumura，1917)，Oagarijima(subsp.daitoensisMats.，1917-typeloc.)，Kita-Oagarijima (subsp

gotaiKato，1937).

Tribe6，Dundubini

Genus12，MeimunαDistant.1905

Orthotype: Meimunatripurasura(Distant，1881)

Severalspeciesofthisgenusha¥'ingbeenrecordedfromourterritoryseemtrulytocometo

thefollowingtwo.

KeytotheJapanesespecies

1 (2) Maleoperculashort，notreachingthemiddleofthe4thabdominalsegment.

・…M.apali/era(Walker)

2 (1) Maleoperculaslender，passingfarbeyondthe4thabdominalsegment.

...M.ashil.附山s(Matsumura)

17. Meimunαopalifera(Walker，1850)(Theelongatecicada) (Fig.9:2-4，PI.3:29-31J

Distribution: Hokkaido，Honshu，HachijoIs.，Shikoku，Kyushu，Korea，China，Ryukyus，

Formosa(subsp./ormosanaKato，1925).

18. Meimunaoshimensis(Matsumura，1905) (TheOshimaelongatecicada)

(Fig. 9:1，PI.3:32-37，PI.4:38J

Distribution: S.Kyushu，Yakushima，Gajato，Amami-Oshima，Kikaijima，Okinawa.
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Subfamily2，TIBICININAE

Tribe7，Melamp回 Itini

Gen掴 13，LeptopsaltaKato，1928

Orthotype: Leptopsaltaradiator(Uhler，1896)

Inourterritory，onlyonespecies，thegenotype，isknown.

19. Leptopsaltaradiator(Uhler，1896)(Thechi-chicicada)

[Fig.5:1，Fig.10，PI.4:51""54)

Distribution: Honshu，Shikoku.

Genus14，MelampsaltaAmyot，1847

Logotype: Melampsa1tamωiva(Germar，1830)

ThisgenusisrepresentedinJapanbythefol1owingonespecies.

20. MelampsaltayezoensisMatsumura，1898(Theyezo・chi-ehicicada)[PI.4:55""56)

Distribution: Saghalien，Hokkaido，Honshu(Centralalpineregion).
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追記 Y.
本稿の校正中，屋久島産の1~ (VIll-2，1957)に基ずき，TibicenesakiiKato，1958ヤクシマコエゾゼミ

〔昆虫，26(4):247-251，5fs.]が記載された。との記載に用いられた個体の腹弁はコエゾゼミとしてやや信

が広い等の特徴を有ナるが，九州大学農学部昆虫学教室に保存される屋久島産の1~ (VIl-12，1952)は腹弁

その他の特徴に於て全く典型的なコZ ゾゼミであって，訟は同教室に保存せられる屋久島産の1♀ (VIlI-23，

1950)とともに，コエゾゼミとして記録した〔四国虫報，No.2:8(1958)]0T.esakiiKatoとして記載された

ものは，おそらくコエゾゼミの一個体変異と思われるが，決定は更に標本の採れる将来に留保したい。

追記 II.
本報を脱稿したのは1958年の8月で，同年末には初校をすませた。 しかし遺憾ながら諸般の事情で発行が甚

だ遅れ今日に至った。

その聞に昆虫学とは直銭関係のない雑誌ではあるが.次の論文が掲載され，日本産のセミ科の3新種が記載さ

れたのでとれについて私見を明らかにしてbきたい。

加藤正世(1959)日本に産ナるエゾゼミ属について.生物教育， 1(2):21-28， 17 fs.

TibicentsukushiensisKato.1959ツクシコエゾゼし loc.cit.24(3~~ 1♀九州大分県飯田高原， 1~

同九重山).

T.shikokuanusKato，1959シコクエゾゼし loc.cit.26(1~ 1♀四国愛媛県大野ガ原].

T.ishiharaiKato，1959イシハラエゾゼミ， loc.cit.27(1~本州広島県刈尾山J.

将来，種の特徴がはっきりし再検討され，あるいは独立橿とみなされるζ ともありうるととではあるが，現住

の知見では上記の“3新種"はいずれもTibicenkyushyuensisKato，1926キュウシュウエゾゼミとすべきも

のと信ずる。すなわち

TibicentsukushiensisKato=T.shikokuanusKato=T.cshiharaiKato T.kyushyuensisKatoとなる。

なお上記の論文には各種のX線写真も掲げてあるがとれらは蛇足と言うべきものであり，上記の“3新種"の

特徴の説明は，上記の論文より1959年 5月 16日付の毎日新聞紙上の凸版図の方がむしろ簡にして要を得てい

るように思う。
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VIII 索引

1.邦語索引 [頁数の後に(仁)とあるのは付図(figure).Pl.とあるは図版の番号，“ "は方言である]
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通縁潟(前胸背の).……...・H ・...・H ・-…H ・H ・.2(f.2)

アカエゾゼミ・・9.(f.7).10.23，Pl.l:11.2:12-13

アカエゾゼミ脱皮殻……・10，23(f.ll)，24(f.12)，

Pl.l:11

亜局縁脈・…....・H ・-……・・….......・H ・.，.・H ・-………12

アブラゼミ………2(f.2)，3(f.3)，12，23(f.11)，

24(f.12)，25，日.1:8-9

アプフゼミ脱皮毅一…・......……-…・・23，Pl.1:9

アプフゼミ民…ー……………………・……υ4，12

アプラゼミ族一…・…ー・…....・H ・-…・・…:…・3，12

イシハラエゾゼミ一一・・・…・…………-一…....・H ・-・・31

陰~・ h・..……………………………… H ・ H ・ ·3. (f.3)

之ゾゼミ…・……9(t.7)，11，24，Pl.2:14-15

エゾゼミ脱皮殻.............…-一ーー・……………25

エゾゼミ属…...・H ・..……………………………ー3，8

ェゾゼミ族一・・・・…・・・・・ーー・・・・ー・ .......…-…・・・・3，7

エゾチッチゼミー・・・・ ー・・・・・・ー・ー・・・23，日.4:55-56

エゾチッチゼミ鼠・・…・ー……..............・H ・・・・・5，22

エゾハルゼミ・・υ ……・-………・・17，Pl.4:39-41

エゾハルゼミ脱皮穀…23(f.ll)，24(f.12)PI.4・41

X隆起…………・・……........ ・・ー………・2(t.2)

縁辺部(前胸背の)…-………………・・… 2(f.2)

“オオシイソクックH.. ---- -e.，……・・・・・・・・・・・ 20

オオシマゼミー…・ー…….........・19(t.9)，20，23)，

Pl.3:32-36，Pl.4:38

オオシマゼミ脱皮袈ー・・ … 23(E.Il)， 24(f.12)

25，Pl.3・37

オオシマックック・・・・・・・ーー・…・・.........•.........•...ーー・一-ーー・・20

外縁部(後麹の)…ー…・一一………・・4(t.4)

韓関(ガク)...・H ・...…・……・........…..・ ・2(t.2)

下唇・…....・H ・…ー…・ー…ー・…・…・一 … ・・3(f.3)

“カナカナゼミ"・e・・....・・......・・ ー ・・・・・・・・・・・15

、カワムラハムゼミ.......一-一…・…・・・・一一・・ーー・・ー17

-1'カイゼミーー・・ー・・・・・・・・ー・ーー・ー ー..........ー・ー・ー・・一一・20

獄門・・・………...・e・-一一 一・・ーー・ー ー・・・2 (t.2)

事勢 - ・ 2(t.2)

をゆュウシュウエゾゼミ・一一一一. 9(t.7)，12，25，

Pl.2:19-20

1 ウシュウエゾゼミ脱皮殻………......…25

2 ウシュウヒグラシ・・・-一......・0・・・・・・・・・…・ー・ぃ・16

1背・・・…………・…・・-………一 -…2 (t.2)

マゼミ ・・..... …...ー・ーー・7，24，Pl.2:21-22

~7 ゼミ脱皮設…………・ 一・ー・・ーー…・……・・・・24

クマゼミ属・…...・H ・-…ー…H ・H ・-…....・H ・・・・・・3，7

クラマハルゼミ…………………ー・・・………一一-…・17

クロイワゼミ....・H ・H ・H ・......…...…-……-…・・・・・・21

クロイワニイニイ...・H ・..4(t.4)，6，Pl.1:4-5

クロイワニイニイ....・H ・..…......・H ・-・…・・・・・・・・・2.6

慶節……...・H ・-・…...・H ・...………一………・2(f.2)

頚吻団……………・・...・H ・.........・H ・-...........・H ・-・1

ケナガニイニイ...・H ・-…………………...・H ・.，……7

ケナガエイニイ民…・・・・・…・・・・・・・・・・・…・・・………・・2，7

後脚……...・M ・..…..………………………2(t.2)

後麹…一……...・H ・..…………………………・2(t.2)

コウノチッチゼミ……-……・・・・・・・・・・・・H ・H ・・H ・H ・・・・22

後卸節…...・H ・H ・H ・...………………...・H ・..・・2(t.2)

コヱゾゼミ....・H ・...・H ・..…………8(f.6)，9，12

コエゾゼミ脱皮重量…23(f.ll)，24(f.12);PI.2:18

“コゼミ"・...……・・…・・・……・・ー…・・・・・・・……..6

事実膜寝....・...….....・H ・-……・…・・……...・H ・・・・....・..・5

サカグチゼミ...・H ・-……・-……………ー・・・・…..・・・・21

麹鈎……一...・H ・..………………・・………・・2 (f.2)

シコクエゾゼミ…・…-…………ー一ー・・・…・・・・・・・・・・・32

麹重・・…………ー…・ー・…・……・・………・・2(f.2)

麹底室…・………………・…....…………....2(t.2)

麹底漠…...・H ・-…E・E・-……….....・H ・...…・2(t.2)

“シャアシャア"----------------u・・・・…・・・・・・……・8

“ジャンジャン" ・・…・・・・・・・・ー・・・・ー・・…ー・・…・・8

十七年ゼミ……・・・・……………ー……・…1(t.1)

上層…………………・・ -・……・… ………・3(f.3)

触角…......・H ・..……………・・一..............2(t.2)

触角脱皮聖堂……………・…・…………・24(t.12)

触角上板(触角庇) ……………-… ・・・・3(t.3)

生殖節...・H ・-………・.........・一…・・・・…・・・・3(t.3)

セミ科……...・H ・..ー・・…・…ー・・・…・…ー一一…....…・l

セミ上科・…・・・・…・・・・ー.......・・ー・ー・・ー・・・ー・・ー・・・・・・・・1

前縁膜質部(前麹の)・一……・ぃ………・4(t.4)

前路節…...・H ・..........…一……・…・一・2(f.2)

前胸背.............…………・・・・…………2(t.2)

前麹…・…………………一-一…………・2(t.2)

前腿節・……一…・………ー……・............2(t.2)

前腿節脱皮殻…・ー……………..一ー一23(t.11)

前附節……...・H ・-一一........……・・…ー2 (t.2)

腿節…-……………・ ..……一…・……・2(t.2)

ダイトウヒメハルゼミ・・ ・・・・・・ー・18. Pl.4:50

タイワンツクツクポウシー・・・ぃ・・ー・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・20

Ishihara, T. 1961a.pdf Insecta Japonica. 1:1-36.



索

タイワンヒグラシ……・………………・・・…・・-…・・..・15

タイワンヒグラシ鼠……一....・H ・-・・………・・・14，15

端室....・H ・......・H ・..'.~….....・H ・.............…・ 2 (t.2)

単眼…...・H ・.....・H ・-・…...・H ・...…・…………・2(t.2)

“チイチイ" '0'・H ・....….........…-……...・M ・..…・・6

“チイチイゼミ"--hu----UH--……...・H ・.....・H ・..6

チッチゼミ…..・5，(t.5)，22(f.10)，Pl.4:51-54

チッチゼミ脱皮il・・・・…・23(f.11)，24(f.12)，25，

Pl.4:54

“チッチゼミ"…...・H ・..………...・H ・H ・H ・.....・H ・.6

チヲチゼミ亜科……………...・H ・..…………・・5，21

チッチゼミ鼠……………-・・・…......・H ・..…ー5，21

チッチゼミ族・・・・……-・・….....…......・H ・.......5，21

中脚...・H ・H ・H ・..…...・H ・.....・H ・.....・H ・H ・H ・・・2(t.2)

中胸背……・・・・……………………………・2(t.2)

チョウセンケナガニイニイ…4(f.4)7，Pl.1:6-7

チョウセンエイニイ………ー………………...・H ・.7

ツクシコエゾゼト・・・……・……・-…・………………・31

ツクツクポウシ………・………………………・・20，

19(t.9)，23，25，Pl.3:29-31

ツクツクポウシ脱皮殻…23(f.11)，24(t.12)，25

ツクツクポウシ属…-…………...・H ・....……ーら 19

ツクツクボウシ族…ー…...・.....一一……ー・ー…..5.18

ツチダゼミ…・・・………...・H ・-・・・…・・・・ー・・・ーー・20.21

ツチダニイ=イ………...・H ・-・…...・H ・-・…-………・6

問麹亜日………………...・H ・...…・・……...・H ・-…..1

頭部………...・H ・....…...・H ・..……・・……・2(t.2)

内部(前胸背の)………...・H ・...……・…ー2(t.2)

ナガシマコエゾゼト・……・…・・……・…-・・・………・9

ニイニイゼミ…………-・4(t.4)，5，Pl.1:1-3

ニイニイゼミ脱皮設・23(f.11).24(f.12)，Pl.1:3

ニイニイゼミ属・・・e・・・・h ・・・・…・・…・・・ー・・…・-…2，5

ニイニイゼミ族…………………………………・・2，5

ハネナガエゾゼミ…ー・……………υ ………一…・11

ハネナガツクツクボウシ・H ・H ・H ・H ・-…-………-…・19

2.欧語索引

adonis(Tibicenflamma知的………...・H ・..……11

aka(Oncotympanamaculaticolis)………・….14

amamiana(Platypleurakaempferi) ・…..6

amami-oshima1Ul(Meimuna)・・…・・……20，26

andrewsi(Tibicen)……...・H ・..………………ー .9

andrewsi(Tibicenbihamatus)ー・・・・・…・・・・一.....10

Auchenorrhyncha....…・・ー・・・・・・・・・・ー・・・・・・一 1

babai(釘bicenbihamatus)ー・・………・・ … ー.10

badia(Graptposaltrianigrofuscata) ー・・・13

bihamatus(Tibicen)ー・・・・ーー・ .......8，9，25，28

bihm即 ius(Tibicen)，exuvia ……・・ー・23，24，25

事!

ハルゼ芝… 5(f.5)，16，1九 25，Pl.4:42-44

バルゼミ脱皮殻………23(f.11，24(f.12)，25，

Pl.4:45

ハルゼミ属………....・H ・.，.・H ・.......・H ・-・・4，16. 18

半麹目・…-…・…・…・...・H ・........・H ・-…....・H ・-….1

ヒグラシ………...・H ・..…5(f.5)，:1.4.15(t.8).

16，18，21，23.Pl.3:26-28

ヒグラシ民....・..・……・……H ・H ・....・H ・-……4，14

ヒグラシ脱皮殻....・H ・.23(f.11)，24(f.12)25.

Pl.8:28

ヒメハルゼミ………5(t.5)，18.Pl.4:46-49

ヒメハルゼミ脱皮殻…23(f.11)，24(f.12)，25，

Pl.4:49

ヒメハルゼミ属…ー・・・・・…......・H ・.....・......…..4，18

腹叡{腹部腹板)…・…・・・……・・…・-……・2(f.2)

腹部………………・...・H ・...一…...・H ・.....2(f.2)

腹弁...・H ・........………………ー……・……2(f.2)

鮒節…-……・…...・H ・...……・・…・……-……・2(t.2)

頬...・H ・....……-…………一…・・・H ・H ・-…3(f.3)

ホウシゼミ…-………・・…...………………………・・11

頬板…....・H ・....一一 …・………………・・・(f.3)

ホヅヒグラシ亜科……-….…...~.…… H ・ H・-…・ 2

ホYヒグラシ属……ー-一……………………...・H ・・18

ホヅヒグフシ族・ー・・リ・・・・…・・……・…・・・・・・・…4.14

膜質部(陰重の)…-…………H ・H ・-…-…3(t.3)

ミカドミンミン……-…ー・…一一一…...……・…・14，15

“ミョウキンゼミ"…・・・・・・ ・・ー・・・-…・…....・H ・・・18

ミンミンゼミ・…・'"・H ・..…・14.25.Pl.3:23-25

ミンミンゼミ脱皮殻…........……....・H ・-…....・H ・-・25

ミンミンゼミ属……ー・ ・・・…-・ー・...…・・・・・・・・・・・4.13

ミンミンゼミ族一・・・・ー・・・・・・・ー・・ ・ー・・・・・・ー・・・・4，13

ヤクシマコエゾゼミ…・ーーー・…リ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

リュウキュウアブラゼミ …・・・12，13，Pl.1:10

“ワシワシ" ・ ・・・ーー・ー・・・ー・・・ー ........…・・ ・・・・8

bimaculaω(Graptopsaltria)......12，13，24，29

blackishcicada..・・・・・…・……・・・・・・・・…・・・・・・・-・…-・28

chibensis(Euterpnosia)..........ー・・・ 5.18，30

chibensis(Euterpnosia)，exuvia ......23，24，z5

chi-chicicada....・・・ーー・・ ーー ・・0 ・・ー..31

Cicada .. ・・・・・・一ーー・・・ー・・ー・・・…・ーー・ ー・・・目...17

CICADIDAE.・・4 ・・ー................ ・4・......1，29

Cicadinae ・・・・ー・・・・…・ー・-…-・ー ..2，5，26，27

Cicadini ....・・ ・・・ ・・・・・ ・・…・・ー ..4， 14，27，29

Cicadoidea.・ー・・・ e・ ω・・ ー................…・.1
clara(Oncotgmpanamaculaticollis) ー…ぃ.16

-34-

Ishihara, T. 1961a.pdf Insecta Japonica. 1:1-36.



- 35ー

• 事!

km.vamurae(Terpno，，;a)….......………..，・M ・....17

kikaigashimana(Meimuna)…・-…………..20，26

kimoωi(Tannojapollen";.)…-………ー一…….15
kiu";uen";.(Pomponio)………...・H ・..…・・16，29

kol回y邸 hii(Tibicenjaponicull)….....・H ・...……11

konoi(MelampMllta)・・…...…・…ー…-一一・..22，26

KoreanKaempfercicada……-……-…・・…・・・….28

Kosemia..…・・・…H ・H ・-…・........・H ・..…...・H ・...…22
kuramensis(Terpllosia)...・H ・......・H ・....・H ・H ・H ・-・17

Kuroiwakaempfercicada…・……………・・・...・H ・.28
kusoi官服(Meimulla).…....・H ・-…....・H ・....21，28

kuroiwae(Munza)…-…....・H ・-…・………・6，24

kyotonis(Platllpleurakaempferi)…-……・・6

Kyushuyezocicada .....….....・H ・.....・H ・....・.....29

kllUlJhllUell";B(Tibicen)………...・H ・..…9，12，29

kyushyuensis(Tibicell)，exuvia……....・H ・-…・12

largerbrowncicada ....…...・H ・・・…...・H ・H ・H ・....29

laticlavia(Munza)…・…H ・H ・-…・・…・叶H ・H ・...6，27

LeptopMllta…・・…….....・H ・...・…5，21，27，31

long争肝mis(Meimuna)・H ・H ・-……………・・・.19，26

maculaticollis(Ollcotllmpalla)……ー14，25，29

mm:ulaticollis(Oncotllmpana)，exuvia.…….25

Magicicada…………・…・H ・H ・......・H ・.....・H ・-・2

Meimulla …...………-……・5，19，25，27，30

MelampMllta....…・・…ー・……..5，21，22，27，31

Melampsaltini ........・….....…・….5，21，27，31

mikado(OIlCotllmpanamaculaticolliB)・……・.14

minor(P1atllpedia) ……・-一…H ・H ・.....・H ・-…..2

Munzo・・・…・・・・・・…・…-…....….....2，6，26，27

musiva(MelampMllta)........…・…・...・H ・....・...22

nagashimai(Tibicen)….，~ ~・ H・.....………・……・ 9

nag.邸 himai(Tibicenbihamatu8) ....・H ・."・9，10

nakamurai(TibicenllammatulJ)…・・………..11

nakayamai(TibicenbihamatulJ)……....・H ・..10

nigra(Terpno8iavacua)…-……....・H ・.....…・17

nigricosta(TerpnolJia)…・……-…・…・・....17，30

nigricosta(TerpnolJia)，exuvia …一...23，24，25

nigrofasciatus(Tibicenjaponicus)……………11

nigrofsuca(TannaiaponenlJilJ)...…...・H ・-・・・・・・15
nigrofuscata(Graptop闘 ltria)

....2，3，12，23，25，29

nigrofuscata(GraptopMlltria)，exuvia
....22，24，25

nigroventris(Meimunaopalifera)…….19，20

nigroventris(Oncotllmpanamaculaticollis)...14

obscura(Terpno8ia)…・・・・・・・・・・……・…・一-…17

oilcicada.…・・ーー一一・ー・・・・・一・・ー・・・・・…ーー・・・・一一29
Oncotympana.....・ ・・・・・・・・・・ー・・".4，13，27，29

ONCOTYMPANlNI......・...........4，13，27，29

opalifera(Meimuna) ..・・・・・ 14，19，26，30

clara'(TerplltJ，，;a)………………………...・H ・...17
co/orata(Graptop.lltria) ・・・.....一一…-…...12

coneゆ r(Tibicelllfammatull) ………・・……・10

coreann(Suillha) ・……………・ー……7，24

crinita(Tetti仰 rcta).…....・H ・.......................2

Crllptotllmpalla.......………...・H ・....3，7，26，28

dai・seneπsis(TibicenbihamatulI)… … ……..10

dai政M胃sis(Euterp1lollillchiben.i.).…...・H ・...18

dolic1wptera(Tibicen) ・……………・……・・・.11

Dund，叫臼・・一一………・.....・H ・..…..……19，20

DUNDUBINI....一…・・-…...・H ・・・…・.5，18，27，30

echigo(TibicenjaponiculI)…… ....•.. ・・・…・・11

elongatecicada …ー…・・……...・H ・..一-一……・・・・30

esakii(Tibicen)...・H ・-・…………………………・・31

Euterpllo，，;a …・-…・υ ・・..…・・・…・・.4，18，27，30

eveningcicada.・…・・ー…-…・-…………..一....…..29

Fidicina・・…・・・・・・・………・……・・・・・…・…・…・-・ー.12
IlammatulI(Tibicell)…・……・.9，10，23，24，28

ftammatus(Tibicen)，exuvia …一一…….23，24

formaA (OncotllmpallamaculaticollilJ) …ー14
formaB(Ollcotllmp咽lIamaculaticollilJ)......14

for明 osana(SuilJha)…………・………...・H ・...7
formosana(Meimullaopalifera)… …・・19，20

fujisanus(TibicenbihamatulJ)………………..10

fusca(Pompon向)ー………...・H ・.....・H ・..…15，29

fuscangulis(Platllpleura) ………・…・....・...6

gotoi(EuterpnoBiachiben8i.) ……………・・・.18
Graptop阿 ltria...ーー・6 ・...........4，12，26，29

haema削 ides(Tibicen) …ー………・・…………..8
harutai(TibicenbihamatulJ)………...・H ・...….10

Hemiptera.・一ー・ー・・・・・........……・ー・・・-…・・-…・・..1

Homoptera ..........一一一…-…ー・一.....…...・H ・....1

hyalino-limbata(P1atllpleura).・…………...・H ・.6

imm町 ulatus(Tibicenjapollicu8)……………・・11
、 in加胃redia(Crllptotllmpana)………-……...7

interruptus(TibicenjaponiculJ) .…………….11

ishiharai(Tibicell)…一.......…....……..........31

i師 (TibicenjaponiculJ)・・H ・H ・..……・…H ・H ・-・11
h幽 i(TibicenjaponiculJ)……ーリ ・ー…・…....12

.japonell8ilJ(Crllptotllmpana)ー…・・…….......7

j伽 lensis(Crllptotllmpana)，exuvia..…・…24

:c.J-polleIlBiB(Tallna)… …・・・ー 5，14，15，29

h抑 lensis(Tanna)，exuvia...........ー・23，24，25

h戸mica(Tanlla) .................……・・……・15

nicu.(Tibicen)...，・ー・0・・・・・・・・h ・・・.9，11，28

F 河ieus(Tibicell)，exuvia …一....・・・・・…ー..25

empfercicada................. ・・・・・・…・・…..27

Ishihara, T. 1961a.pdf Insecta Japonica. 1:1-36.



繋

opalザQr(J(Meimrma)，exuvia......・H ・..23，24，25

Oshimaelongatecicada..一…・…・・……・・・…一・30

oahimen8ia(Mrimuna)・一一・・・14，19，20，26，30

oshimensis(Meimuna)，exuvia ・・・…・23，24，25

pallidiventris(Oncotyrnpana) ....・H ・-……13，却

Parasemia……-…・ー……...・H ・・・・ー…・・-…・・・…….22

periodicalcicada.....…・………...…………・.....1

PiCTUl..…....・H ・.....…・ー…-…-…一..…………........7

Pl.αt少戸dia...・...…・…-・……・・・・……・…………..2

Platypleura...…・ー・・・・・…・・ー・・…・・…2，5，26，27

PLATYPLEURINI…"一…・ー……….2，5，26，27

Pomponia...・H ・・・..…・・……・….4， 13，15，27，29

pr戸 ri(Te甲 noma)・……・-一一一一一一一・ー……..17

psecas(Terpnoaia)ーー…・・…・…・・・・・・・・・・ーー 16，30

punctata(Meimu1UJopali"官官)…...・・.....…・19

仰 stulata(Cryptotympana) …一……..........7

Putnam's-cicada.… ....・・・ー.....・H ・-…ー・・・・・・・・ 一-・2

抑'gmaea(One・tl/mpanamaculaticollia)......14

わrropa(Tibicen)..・......・H ・・-…....…-・…・……10

m必ator(LeptopIIIJlta)ー………・・・・5，21，22，31

radiator(Leptopllldta)，exuvia……・23，24，25

reddishyezocicada .…-・・・ーー ー・・・ー・・・・・・・・ ・…28

mかmda(Platypleura)…………ー……・………・・6

robustcicada ……・・・…-…一…一…ー・…・ー.....29

Ryukyuoilcicada.…...・H ・..一-…-……・・・・・・・・・・・ー.29

sachalinensis(Melamp8fJlta)ーー・………...一22

sakaguchii(Meimuna)… ...……・…・・…・・・・… .21

sapporensis(Terpnoaia) ……....・H ・....…......17

satoi(Tibicenbihamatu8).・・・・・・ー…・・一...・10

septemdecintMagicicada) ・…............……・1

seventeen.yearlocust ・・・・・ー・・・ー・・・ー・1

shikokuanus(Tibicen)...・H ・-・0・.......……………..31

smallerspringcicada.・・・…・-….....…-ーー・ー 30

事l
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Sui8ha.……・…....・H ・...ー・・ー・・・…・・・・ ~2 ， 7，26;28

Tacuarini.…………………・…・・・・・・…3，12，26，29

taka招 '1501叫 (Platypleurakaempferi) …・……・・6

takeoi(Tiblcenbihamatu8) …...・H ・-・…..，・H ・..10

Tanna…・……・・・…ぃ・・・・・・・・・・・・・・・…・.4， 14，27，29

tazawai(Tibicenbihamatu8)…...・H ・-…一……9

Terpn08ia..……・・…・ーーー…・・4，16，17，27，30

teslaceonuu:ul仰 (Graptopaaltrianigrofu8cata)

...13

Tettigarcta..:...……・・・ …...…・………・1

Tettigonia……・ぃ......…..・・・・・・・・・・・・・…・・・….....5

Twicen…ー…一一・ー・・・ー…・・ー…・ー….....3，8，26，28
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TIBlCENINI.……一・・・…ー・…・・ー...・H ・.3，7，26，28

ωmentosa(Tettigarcta)…・………………………・1

肘 pur.ωura(Meimuna)……-一…・……・・・.19，30

tsuguonis(Twicenbihamatua)…・…・………..10

tsuchidai(Graptop8altr印刷grofu8cata)……12

tsuchidai(Meimuna)....・H ・-・ρ ……-…・…20，26

tsuchidai(Platl/pleura)……一…一一・・・ぃ..6，25

lsukushiensis(Tibicen)…・・.........一…・・・・・・ー・..31

tuberosa(Euterpno8ia)...・H ・..…-…・・・ .........18

"acua(Terpnoaia)…….......・....5，16，17，30

vacua(Terpnoaia)，exuvia…-…・・・..23，24，25

間 ;rid:ザavus(Tibicenllammatu8)… - … 一一11

yezocicada .………・…-・・…...ー・ーー・・ー・ー...........28

yezochi.chicicada..・…・・・.........…・・ー・ーー….......31

yezospringcicada.一…・ー・・…・・・・・・・・・・一......…・-ー.30

iJezoen8i8(Melampsalta) ・・・ー・・.22，24，26，31
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PLATE1

1. Platyp帥 rakat:mpferi(Fabricius)ニイニイゼミ合

2. id.向上合

3. id.exuvia向上，脱皮殻

4. MunzakU7叫 wae(Mats田 nura)クロイワニイニイ合

5. id.向上合

6. Suishacorea7Ul (Matsumura)チョウセンケナガニイニイ合

7. id.会向上

8. Graptopsaltrianigrofi凶 cata(Motschulsky)アブラゼミ合

9. id.exuv阻向上，脱皮殻

10. GraptopsaltriabimaculataKata!lュウキュウアプフゼミ合

11. Tibicenftamm:Ltus(Distant)，exuviaアカエグゼミ脱皮殻

(四国松山近郊， VIII-29，1957). p. 5

(四国土佐沖の島， VIII-I0，1951).

(四国松山近郊， VI，1950).

(沖縄本島， VII-8，1957). p. 6

(奄美大島， VII-18，1954).

(対島， XI-3，1956). p. 7

(対島， XI-ll，1956).

(四国松山， VIII-13，1949). p.12

(四国松山， VII，1953).

(奄美大鳥， VII-17，1954). p.13

(四国伊予高縄山， VIII-21，1948). p.10
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PLATE2

Tibicenflammatus(Distant) アカエゾゼミ~

id.向上♀

Tibicenjaponicus(Kato)エゾゼミ合

id.向上♀

Tibicenbihamatus(Motschulsky) コエゾゼミ合

id.同上♀

id.exuvia同上.脱皮殻

Tibicen是'yushyuensis(Kato)キュウシュウエゾゼミ合

id.向 上合

CryptotympanaJaponensisKato クマゼミ~

id.向上♀

(四国伊予高縄山， VIlI-12，1952)，p.10

(四国伊予皿が峯， VII-17，1951)

(本ナ1'1安芸野呂Ill，VIlI-7，1940). p.11

(四国伊予皿が峯， VIII-25，1954).

(四国伊予血が峯， VIII-15，1951). p. 9

(四国伊予皿が主張， VII-27，1955)ー

(四国伊予石鎚山， VII-27，1955)

(九州、|九住山， VII-8，1954). p.12

(九州九住III，VlII-24，1938).

(四国松山， VIlI-6.1949). p. 7

(四国松山， VIII-6，1949).
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23. OncotympanamaculaticollisMotschulskyミンミンゼミ合 (四国伊予商河渓， VlI-16，1951). p.14

24. id 同上♀ (四国松山市近郊， VIll-4，1954)ー

25. id.向上，黒斑の退化する個体♀ (本州東京， IX-27，1940).

26. TannaJaponensis(Distant)ヒグフシ会 (四国伊予皿が峯， VII-12，1954). p.15

27. id.同上♀ (四国土佐梶が森， VII-30，1951)

28. id.exuvia，同上，脱皮殻 (四国伊予皿が峯， VII-I，1955).

29. MeimunaopaliferaWalkerツクツクポウシ合 (四国土佐沖の烏， VIII-10，1951). p.19

30. id.同上♀ (本州、|広島， VIII-27，1953)

31. id 同 上合 (四国土佐黒尊山， VIII-13，1955).

..subsp.formosanaKata.1925ぺ“var.nigriventrisKata、1927ぺ“MeimunalongipennisKata，

1937"はとのような個体に付せられたものと思われる.

32. Meimunaoshimensis(Matsumura)オオシマゼミ合 (奄美大島， VII-24.1955). p.20

33. id.向上合 (喜界が島， X-初， 1936)

喜界が島のものはとれまで別種“MeimunakikaigashimanaKata.1937.キカイゼミ"とせられていた.

34. id.向上合 (屋久島， VIlI-25，1952).

35. id.同上 合 (九州佐多抑， VIII-29，1951)‘

との地のものはζれまで別種“MeimunatsuchidaiKata，1931..ツチダゼミとして取扱われていた.

36. id.向上♀ (屋久島， VIII-28，1952)

37. id.exuvia向上，脱皮殻 (九州佐多岬. VIII-29.1951)
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38. Meimunaoshimensis(Matsumura) オオシマゼミ~ (九州佐多岬， VIII-29，1952). p.20

39. Terpnosianigricosta(Motschulsky) エゾハルゼミ~ (本HI備後i芭後山， VII-4.1954). p.17

40. id.同上♀ (本州備後道後山， VlI-4.1954).

41. id.exuvia向上，脱皮殻 (四国伊予皿が型軽， VII-9.1950).

42. Terρonsiavacua(Olivier) ノ、ルゼミ~ (本州安芸厳島， IV-28，1935). p.17

との個体のように合に現われる黒色の強いものをformanigraKatoと区別されるζ とがある.

43. id 同上 合 (本州呉， V-11，1933).

44. id.向上♀ (四国松山， V-13，1946).

45. id.exuvia同上，脱皮殻 (四国松山， VI-4、1955).

46. EuterpnosiachibensisMatsumura ヒメハルゼミ~ (九州志賀の島， VII-8.1933). p.1吊

47. id.向 上 会 (四国土佐黒尊山， VII-13，1952).

48. id.向上♀ (四国土佐黒尊山， VII-19.1953).

49. id.exuvia向上，脱皮殻 (四国土佐黒尊山， VII-20，1953).

50. id.subsp.daitoe，目白Matsumuraダイトウヒメハルゼミ会 (奄美大烏， VII.24，1955). p.18

51. LeptopsaltaradiatorUhlerチァチゼミ合 (本州広島， IX-lO.1955). p.22

52. id.向上 ♀ (本州広島， IX-10，19:;5).

53. id.向上♀ (四国伊予面河渓， VII-21.1953).

54. id.exuvia向上，脱皮殻 (本州安芸八幡高原， VII-15，1935).

55. MelamρsaltayezoensisMatsumura エゾチ y チゼミ~ (樺太真岡， VIII-8.1938). p.22

56. id 向上♀ (樺太真岡， VIII-8.1938).
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