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はじめに

　伊平屋島は、沖縄島の北部、やんばるの北西沖合
約40kmに位置する沖縄諸島最北端の島である。す
ぐ南側に隣接する伊是名島とともに、伊平屋伊是名
諸島を形成する。面積 20.66㎢（平成 29年、国土
地理院）、人口1,260人（平成22年、国勢調査）の、
沖縄県最北の有人島である。島は南北に細長く、北
から久葉山、タンナ岳、後岳、前岳、アサ岳、腰
岳、賀陽山、阿波岳の8つの山々が連なり、そのう
ち、久葉山、後岳、腰岳、賀陽山、阿波岳は沖縄県
の自然環境保全地域に指定されている。これらの山
あいに挟まれるように田名・前泊・我喜屋・島尻の
4つの字（集落）があり、水産業・農業を基幹産業
として生活が営まれ、平地でのサトウキビ栽培、稲
作が盛んである。野甫島は伊平屋島の南端・米崎
の西約500ｍの位置に隣接しており、面積1.08㎢、
人口 125人の小さな島である。1970年より伊平屋
島とは野甫大橋でつながっている。最も高い地点で
も 43m という平坦な島で、農業のほとんどがサト
ウキビ栽培である。このように、両島は自然環境を
色濃く残しながら、人工的な里山環境も豊富で、生
物の多様性を育むには十分な環境条件をそろえてい
る。
　今回著者らは、沖縄県立博物館 ･美術館の離島総

合調査の一環で、伊平屋・野甫両島の甲虫相を調べ
た。両島の昆虫相は十分調査されているとはいい難
く、最もまとまったものとして琉球列島産昆虫目録

（東清二監修、沖縄生物学会、2002）があげられが、
同書によれば、産地として伊平屋島の記載がある種
は216種に限られ、野甫島に至っては4種しか記録
がない。本調査4日間により得られた確認種と上記
目録に記載のある種、併せて410種を伊平屋島・野
甫島の最新昆虫目録として以下に報告する。

図１　伊平屋島と野甫島

※ 1　元沖縄県立博物館 ･美術館　〒 900-0006　沖縄県那覇市おもろまち 3-1-1
※ 2　調査員　〒 901-1303　沖縄県島尻郡与那原町与那原 3219-9
※ 3　調査員　〒 901-2216　沖縄県宜野湾市佐真下 28
※ 4　調査員　〒 901-2212　沖縄県宜野湾市長田 2-12-9 ヒルズテラス 2-D
※ 5　調査員　〒 903-0802　沖縄県那覇市首里大名町 3-20　大名市営住宅D-1213
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方法

　調査は 2017年 6月 29日～ 7月 1日（予備調査）、
及び 11月 6日～ 9日に行った。11月は好天にも恵
まれ、気温が 20 ～ 28℃と 11月としては温暖で、
昆虫の活動も活発であった。
　調査地はおもに以下の通りである。
　久葉山南側海岸付近（おもに砂浜）
　タンナ岳東側放牧地（おもに糞虫）
　田名集落水田付近（おもに水路・ため池）
　腰岳一帯（林道、林内）
　賀陽山我喜屋ダム周辺（おもに水路、草原）
　野甫大橋付近海岸（おもに砂浜）
　野甫島（全島踏査）
　上記の場所において、捕虫網によるスイーピング、
ビーティング、朽木崩し、石起こし、海岸砂のふる
い等を行った。また、夜間は腰岳頂上付近で近紫外
光によるライトトラップ、フライトインターセプト
トラップによる採集を行った。

結果

　確認種は伊平屋島245種、野甫島41種であった。
今回確認された種のうち琉球列島産昆虫目録（東清
二監修、沖縄生物学会、2002）に記載がないものは、
ほとんどが伊平屋島・野甫島産の新記録となった。
なお、本調査の記録はすでに速報として琉球の昆虫
Vol.42（2018,1-35）に報告されている。また、本
調査で得られた標本は琉球大学博物館（風樹館）に
保管した。

伊平屋島・野甫島の最新昆虫目録

　本調査により得られた確認種と琉球列島産昆虫目
録に記載のある種、併せて410種を記載した。目・科・
種の順序は同目録に準拠し、2002年以後、科名が
変更されたことが確認できたものについてはそれに
従った。また、種名・学名（特に命名者や命名年）は、
文献により異なるケースが散見されるが、明らかに
変更されたもの以外は、基本的に同目録の学名をそ
のまま生かした。

昆虫目録
2002 ※

本調査
2017

伊平屋 野甫 伊平屋 野甫
トンボ目　Odonata

モノサシトンボ科　Platycnemididae
リュウキュウルリモントンボ Coeliccia ryukyuensis ryukyuensis Asahina, 1951 ●

イトトンボ科　Coenagrionidae
コフキヒメイトトンボ Agriocnemis femina oryzae (Lieftinck, 1962) ● ○
ヒメイトトンボ Agriocnemis pygmaea (Rambur, 1842) ●
リュウキュウベニイトトンボ Ceriagrion auranticum ryukyuanum Asahina, 1967 ● ○
アジアイトトンボ Ischnura asiatica Brauer, 1865 ●
アオモンイトトンボ Ischnura senegalensis (Rambur, 1842) ● ○
ムスジイトトンボ Paracercion melanotum (Selys, 1876) ○

サナエトンボ科　Gomphidae
タイワンウチワヤンマ Ictinogomphus pertinax (Selys, 1854) ●

ヤンマ科　Aeshnidae
トビイロヤンマ Anaciaeschna jaspidea Burmeister, 1839 ●
リュウキュウギンヤンマ Anax panybeus Hagen, 1867 ●
ギンヤンマ Anax parthenope julius Brauer, 1865 ● ○

トンボ科　Libellulidae
コシブトトンボ Acisoma panorpoides panorpoides Rambur, 1842 ● ○
タイリクショウジョウトンボ Crocothemis servilia servilia (Drury, 1770) ● ○ ○
ヒメトンボ Diplacodes trivialis (Rambur, 1842) ● ○ ○
シオカラトンボ Orthetrum albistylum speciosum Uhler, 1858 ●
ハラボソトンボ Orthetrum sabina sabina (Drury, 1770) ● ○ ○
オオシオカラトンボ Orthetrum melania ryukyuense Sasamoto and Futahashi, 2013 ●
ウスバキトンボ Pantala flavescens (Fabricius, 1798) ● ○
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オキナワチョウトンボ（ベッコウチョウトンボ） Rhyothemis variegata imperatrix Selys, 1887 ●
タイリクアキアカネ Sympetrum depressiusculum Selys, 1841 ●
スナアカネ Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) ○
アメイロトンボ Tholymis tillarga Fabricius, 1798 ●
コモンヒメハネビロトンボ（ヒメハネビロトンボ小紋型） Tramea transmarina euryale Selys, 1878 ○
ハネビロトンボ Tramea virginia Rambur, 1842 ●
ベニトンボ Trithemis aurora (Burmeister, 1839) ● ○
オオメトンボ Zyxomma petiolatum Rambur, 1842 ●

シロアリ目　Isootera

レイビシロアリ科　Kalotermitidae
ダイコクシロアリ Cryptotermes domesticus (Haviland, 1898) ●
ナカジマシロアリ Glyptotermes nakajimai Morimoto, 1973 ●

ミゾガシラシロアリ科　Thinotermitidae
イエシロアリ Coptotermes formosanus Shiraki, 1909 ●
オキナワヤマトシロアリ Reticulitermes okinawanus Morimoto,1968 ●
ヤエヤマヤマトシロアリ Reticulitermes yaeyamanus Morimoto, 1968 ●

バッタ目　Orthoptera

カマドウマ科　Rhaphidophoridae
ハスオビアメイロウマ Neotachycines obliquofasciatus Sugimoto and Ichikawa, 2003 ●

キリギリス科　Tettigoniidae
オキナワキリギリス Gampsocleis ryukyuensis Yamasaki, 1982 ● ●
クビキリギリス Euconocephalus varius (Walker, 1869) ●
アシグロウマオイ Hexacentrus fuscipes Matsumura et Shiraki, 1908 ●

コオロギ科　Gryllidae
タイワンエンマコオロギ Teleogryllus occipitalis (Audinet-Serville, 1839) ● ○

マツムシ科　Eneopteridae
マダラコオロギ Cardiodactylus guttulus (Matsumura, 1913) ○

ヒバリモドキ科　Trigonidiidae
カヤヒバリ Natula pallidula (Matsumura, 1910) ●
チャマダラヒバリモドキ Trigonidium chamadara Sugimoto, 2001 ●
クロヒバリモドキ Trigonidium cicindeloides Rambur, 1839 ○ ○

カネタタキ科　Mogoplistidae
カネタタキ Ornebius kanetataki (Matsumura, 1904) ○

キリギリス科　Tettigoniidae
ホシササキリ Conocephalus maculatus (le Guillou, 1841) ○ ○

オンブバッタ科　Pyrgomorphidae
オンブバッタ Atractomorpha lata (Motschoulsky, 1866) ○
アカハネオンブバッタ Atractomorpha sinensis sinensis Bolívar, 1905 ○

バッタ科　Acrididae
ショウリョウバッタ Acrida cinerea (Thunberg, 1815) ○
マダラバッタ Aiolopus thalassinus tamulus (Fabricius, 1798) ○ ○
タラノキフキバッタ Fruhstorferiola okinawaensis (Shiraki, 1930) ● ○
クルマバッタ Gastrimargus marmoratus (Thunberg, 1815) ○
アカアシバッタ Heteropternis rufipes (Shiraki, 1910) ● ○ ○
トノサマバッタ Locusta migratoria (Linnaeus, 1758) ○
タイワンハネナガイナゴ Oxya chinensis (Thunberg, 1815) ○
ツチイナゴ Patanga japonica (Bolívar, 1898) ●
タイワンツチイナゴ Patanga succincta (Johansson, 1763) ○
オキナワモリバッタ Traulia ornata okinawaensis Yamasaki, 1966 ○
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ナナフシ目　Phasmatodea

コブナナナフシ科　Bacillidae
コブナナフシ Pylaemenes japonicus Ho, 2016 ●

Heteronemiidae
ニホントビナナフシ Micadina phluctainoides (Rehn, 1904) ●

ハサミムシ目　Dermaptera

ハサミムシ科　Anisolabididae
リュウキュウヒゲジロハサミムシ Anisolabella ryukyuensis (Nishikawa, 1969) ● ○
ヤニイロハサミムシ Anisolabis picea Shiraki, 1905 ● ○

ヨコバイ目　Homoptera

セミ科　Cicadidae
クマゼミ Cryptotympana facialis (Walker, 1858) ●
オキナワヒメハルゼミ Euterpnosia chibensis okinawana Ishihara, 1968 ●
リュウキュウアブラゼミ Graptopsaltria bimaculata Kato, 1925 ●
クロイワツクツク Meimuna kuroiwae Matsumura,1917 ● ○
クロイワニイニイ Platypleura kuroiwae Matsumura, 1917 ●

アワフキムシ科　Aphrophoridae
オキナワアワフキ Aphrophora okinawana Matsumura,1936 ● ○
フタテンナガアワフキ Clovia bipunctata Kirby, 1891 ●

ヨコバイ科　Cicadellidae
ホシアオズキンヨコバイ Batracomorphus stigmatica Matsumura, 1912 ●
タイワンブチミャクヨコバイ Bhatia satsumensis (Matsumura, 1914) ●
ヤノズキンヨコバイ Idiocerus yanonis Matsumura, 1912 ●
マエジロオオヨコバイ Kolla atramentaria (Motschulsky, 1859) ●
ゴマフハトムネヨコバイ Macropsis irrorata (Matsumura, 1912) ●
リンゴマダラヨコバイ Orientus ishidae (Matsumura,1902) ● ○
オキナワクロヒラタヨコバイ Penthimia okinawana M.Hayashi et Machida, 1996 ●
ヒラタミミズク Tituria angulata (Matsumura,1912) ● ○

ウンカ科　Delphacidae
クロフツノウンカ Perkinsiella saccharicida Kirkaldy, 1903 ●
セジロウンカ Sogatella furcifera (Horváth, 1899) ●

ハネナガウンカ科　Derbidae
アカメガシワハネビロウンカ Vekunta malloti Matsumura, 1914 ●

コガシラウンカ科　Achilidae
アカフコガシラウンカ Deferunda rubrostigmata (Matsumura, 1914) ●

マルウンカ科　Issidae
オキナワマルウンカ Gergithus okinawanus Matsumura, 1936 ●
リュウキュウクサビウンカ Sarima ryukyuana Y.Hori, 1970 ●

キジラミ科　Psyllidae
ミカンキジラミ Diaphorina citri Kuwayama, 1908 ●

カメムシ目　Heteroptera

ミズムシ科　Corixidae
トカラコミズムシ Sigara distorta (Distant, 1911) ●

アオバハゴロモ科　Flatidae
キノカワハゴロモ Atracis formosana Jacobi,1915 ○

アメンボ科　Gerridae
セスジアメンボ Aquarius fossarum fossarum, (Fabricius, 1775) ○
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アマミアメンボ Aquarius paludum amamiensis (Miyamoto,1958) ● ○
コセアカアメンボ Gerris gracilicornis (Horváth, 1879) ●

マキバサシガメ科　Nabidae
ミナミマキバサシガメ Nabis  kinbergii Reuter,1872 ○

サシガメ科　Reduviidae
ハイイロイボサシガメ Coranus spiniscutis Reuter,1881 ○

ナガカメムシ科　Lygaeidae
ウスイロナガカメムシ Bryanellocoris orientalis Hidaka, 1962 ●
ヒメアカナガカメムシ Caenocoris dimidiatus Breddin et G.,1907 ○
ヒメマダラナガカメムシ Graptostethus servus Fabricius et J.C.,1787 ○ ○

クロマダラナガカメムシ科　Heterogastridae
ヘリグロキノウエナガカメムシ Sadoletus ryukyuensis Ben et Ishikawa ○

ヒョウタンナガカメムシ科　Rhyparogastridae
モンクロナガカメムシ Horridipamera nietneri (Dohrn et F.A.,1860) ○
チャイロナガカメムシ Neolethaeus dallasi (Scott et J.,1874) ○
チャイロヒョウタンナガカメムシ Pamerarma ventralis (China et W.E.,1930) ○
ツマグロホソナガカメムシ Paromius nigriapicalis Tomokuni,1995 ○

ホシカメムシ科　Pyrrhocoridae
アカホシカメムシ Dysdercus cingulatus (Fabricius,1775) ● ○ ○

オオホシカメムシ科　Largidae
オオホシカメムシ Physopelta gutta (Burmeister,1834) ○

ツノヘリカメムシ科　Stenocephalidae
シロヘリツノヘリカメムシ Dicranocephalus lateralis (Signoret,1879) ○

ホソヘリカメムシ科　Alydidae
クモヘリカメムシ Leptocorisa chinensis Dallas, 1852 ●
ヒメホソヘリカメムシ Melanacanthus ferrugineus (Stal,1871) ○
キスジホソヘリカメムシ Riptortus linearis (Fabricius,1775) ○

ヘリカメムシ科　Coreidae
ホソハリカメムシ Cletus punctiger (Dallas,1852) ○

カメムシ科　Pentatomidae
ツヤアオカメムシ Glaucias subpunctatus (Walker,1867) ○
ヒメチャバネアオカメムシ Plautia splendens Distant,1900 ● ○
チャバネアオカメムシ Plautia stali Scott, 1874 ○
クロカメムシ（イネクロカメムシ） Scotinophara lurida (Burmeister, 1834) ●
ミナミツノカメムシ Vitellus orientalis Distant, 1900 ○

ツノカメムシ科　Acanthosomatidae
アオモンツノカメムシ Elasmostethus nubilus (Dallas, 1851) ●

コウチュウ目　Coleoptera

オサムシ科　Carabidae
リュウキュウカワツブゴミムシ Amphimenes ryukyuensis Habu, 1964 ○
ヘリアオアトキリゴミムシ Calleida splendidula (Fabricius, 1801) ○
オオアオモリヒラタゴミムシ Colpodes buchannani Hope, 1831 ○
ハラアカモリヒラタゴミムシ Colpodes japonicus (Motschulsky, 1860) ○
コヨツボシアトキリゴミムシ 台湾亜種 Dolichoctis striata formosana Habu, 1967 ○
アズマゴモクムシ Harpalus azumai Habu, 1968 ○
オキナワジュウジアトキリゴミムシ Lebia purkynei Jedlicka, 1933 ○
アマミクロヘリアトキリゴミムシ Parena amamiooshimensis Habu, 1964 ○
ダイミョウツブゴミムシ Pentagonica daimiella Bates, 1892 ○
キイロアトキリゴミムシ Philorhizus optimus (Bates, 1873) ○
ミドリマメゴモクムシ Stenolophus difficilis (Hope, 1845) ○
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ツヤマメゴモクムシ Stenolophus iridicolor L.Redtenbacher, 1867 ○
イツホシマメゴモクムシ Stenolophus quinquepustulatus (Wiedemann, 1823) ○

コガシラミズムシ科　Haliplidae
シナコガシラミズムシ Peltodytes sinensis Hope, 1845 ●

コツブゲンゴロウ科　Noteridae
ツヤコツブゲンゴロウ Canthydrus nitidulus Sharp, 1882 ●
チビコツブゲンゴロウ Neohydrocoptus subvittulus (Motschulsky, 1859) ●
コツブゲンゴロウ Noterus japonicus Sharp, 1873 ●

ゲンゴロウ科　Dytiscidae
タイワンセスジゲンゴロウ Copelatus tenebrosus Régimbart, 1880 ● ○
トビイロゲンゴロウ Cybister sugillatus Erichson, 1834 ●
タマケシゲンゴロウ Herophydrus rufus (Clark, 1863) ●
ウスイロシマゲンゴロウ Hydaticus rhantoides Sharp, 1882 ●
アマミチビゲンゴロウ Hydroglyphus amamiensis (M.SATÔ,1961) ●
コマルケシゲンゴロウ Hydrovatus acuminatus Motschulsky, 1859 ●
オオマルケシゲンゴロウ Hydrovatus bonvouloiri Sharp, 1882 ●
ケシゲンゴロウ Hyphydrus japonicus Sharp, 1873 ●
タイワンケシゲンゴロウ Hyphydrus lyratus Swartz, 1808 ●
コケシゲンゴロウ Hyphydrus pulchellus Clark, 1863 ●
サザナミツブゲンゴロウ Laccophilus flexuosus Aubé, 1838 ●
シャープツブゲンゴロウ Laccophilus sharpi Régimbart, 1889 ●
サビモンマルチビゲンゴロウ Leiodytes nicobaricus (Redtenbacher, 1867) ●
ナガチビゲンゴロウ Limbodessus compactus (Clark, 1862) ●
チャイロチビゲンゴロウ Liodessus megacephalus (Gschwendtner, 1931) ●
ヒメゲンゴロウ Rhantus suturalis (MacLeay, 1825) ●

ミズスマシ科　Gyrinidae
オオミズスマシ Dineutus orientalis Modder, 1776 ● ○

ダルマガムシ科　Hydraenidae
ミヤタケダルマガムシ Hydraena miyatakei M.Satô, 1959 ●

ホソガムシ科　Hydrochidae
ヤマトホソガムシ Hydrochus japonicus Sharp, 1873 ●

ガムシ科　Hydrophilidae
シナトゲバゴマフガムシ Berosus fairmairei Zaitsev, 1908 ● ○
ホソゴマフガムシ Berosus pulchellus MacLeay, 1825 ○
コクロヒラタガムシ Chasmogenus abnormalis (Sharp, 1890) ● ○
セマルガムシ Coelostoma stultum (Walker, 1858) ●
ウスグロヒラタガムシ Enochrus uniformis (Sharp, 1884) ●
クロヒラタガムシ Helochares ohkurai M.Sato,1976 ●
コガタガムシ Hydrophilus bilineatus caschmirensis Redtenbacher, 1844 ●
ツマキハバビロガムシ Sphaeridium dimidiatum Gory, 1834 ○
ミナミヒメガムシ Sternolophus inconspicuus (Nietner, 1856) ●
ヒメガムシ Sternolophus rufipes (Fabricius,1792) ● ○

エンマムシ科　Histeridae
スジマガリエンマムシ Atholus coelestis (Marseul, 1857) ○

ハネカクシ科　Staphylinidae
ルイスセスジハネカクシ Anotylus lewisius (Sharp, 1874) ●
オオハネカクシ Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758) ●

クワガタムシ科　Lucanidae
オキナワヒラタクワガタ Dorcus titanus okinawanus (Kriesche,1922) ● ○
マメクワガタ Figulus punctatus Waterhouse, 1873 ● ○
ルイスツノヒョウタンクワガタ Nigidius lewisi Boileau, 1905 ●
オキナワノコギリクワガタ Prosopocoilus dissimilis okinawanus Nomura, 1962 ●
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アツバコガネ科　Hybosoridae
フチトリアツバコガネ Phaeochrous emarginatus emarginatus Laporte, 1840 ● ○

コガネムシ科　Scarabaeidae
オキナワアオドウガネ Anomala albopilosa yashiroi Sawada, 1950 ○
オキナワムシスジコガネ Anomala edentula okinawana Nomura, 1965 ○
ウスチャマグソコガエ Aphodius marginellus (Fabricius, 1781) ●
エゾマグソコガネ Aphodius uniformis Waterhouse, 1875 ●
フチケマグソコガネ Aphodius urostigma Harold, 1862 ● ○
オビマグソコガネ Aphodius uniplagiatus Waterhouse, 1875 ●
フタスジカンショコガネ Apogonia bicarinata Lewis, 1896 ○
ガゼラエンマコガネ Digitonthophagus gazella (Fabricius, 1787) ○
オキナワコカブトムシ Eophileurus chinensis okinawanus Nomura, 1964 ○
オキナワコアオハナムグリ Gametis forticula forticula (Janson, 1881) ● ○
イヘヤジマビロウドコガネ Maladera kusuii Y. Miyake, 1986 ● ○
リュウキュウビロウドコガネ Maladera oshimana Nomura, 1962 ○
ヒメツヤエンマコガネ Onthophagus carnarius Nomura, 1976 ●
マルエンマコガネ Onthophagus viduus Harold, 1874 ●
オキナワシロスジコガネ Polyphylla schoenfeldti Brenske, 1890 ○
イヘヤアオハナムグリ Protaetia exasperata iheyana K. Sakai, 1989 ● ○
オキナワシロテンハナムグリ Protaetia ishigakia okinawana Y. Kurosawa, 1959 ● ○
リュウキュウオオハナムグリ Protaetia lewisi lewisi (Janson, 1888) ●
リュウキュウツヤハナムグリ Protaetia pryeri pryeri (Janson, 1888) ● ○
ヒメセスジカクマグソコガネ Rhyparus helophoroides Fairmaire, 1893 ● ○
セスジカクマグソコガネ Rhyparus peninsularis Arrow, 1905 ○
クロツツマグソコガネ Saprosites japonicus Waterhouse, 1875 ○

ナガハナノミ科　Ptilodactylidae
ナガハナノミ　sp. ○

ドロムシ科　Dryopidae
リュウキュウムナビロツヤドロムシ Elmomorphus brevicornis amamiensis Nomura,1959 ●

タマムシ科　Leiodidae 
ウバタマムシ 奄美 ･ 沖縄亜種 Chalcophora japonica oshimana Schönfeldt, 1890 ○
ミドリナガボソタマムシ 琉球亜種 Coraebus hastanus oberthueri Lewis, 1896 ●

コメツキムシ科　Elateridae
シロオビチビサビキコリ Adelocera difficilis (Lewis, 1894) ○
シロモンサビキコリ Agrypnus scutellaris scutellaris (Candeze, 1893) ●
シバタチャイロコメツキ Haterumelater bicarinatus shibatai Ôhira, 1968 ● ○
オキナワカンシャクシコメツキ Melanotus okinawensis Ôhira, 1982 ● ●
サキシマカンシャクシコメツキ Melanotus sakishimensis Ôhira, 1982 ●
クシコメツキ SP Melanotus sp. ○
リュウキュウコナガコメツキ Neotrichophorus aureoilosus Miwa, 1934 ●
オオフタモンウバタマコメツキ Paracalais larvatus larvatus (Candeze, 1874) ○
トカラアカアシコハナコメツキ Paracardiophorus tokara tokara Nakane et Kishii, 1955 ○
アマミアラハダチャイロコメツキ Reitterelater amamiensis (Ôhira, 1968) ○
ホソクシヒゲコメツキ Tetrigus okinawensis Ôhira, 1967 ●

ベニボタル科　Lycidae
チョウセンハナボタル Plateros koreanus Kleine, 1936 ○

ホタル科　Lampyridae
オキナワスジボタル Curtos okinawanus Matsumura, 1918 ○

ナガシンクイムシ科　Bostrychidae
オオナガシンクイ Heterobostrychus hamatipennis (Lesne, 1895) ○
シバンムシ科　Anobiidae
マツノザイシバンムシ Ernobius mollis (Linnaeus, 1758) ○

カッコウムシ科　Cleroidea
リュウキュウダンダラカッコウムシ Stigmatium ryukyuense Miyatake, 1985 ○
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テントウムシ科　Coccinellidae
ナナホシテントウ Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 ○
カタボシテントウ Coelophora inaequalis (Fabricius, 1775) ○
ヤホシテントウ Harmonia octomaculata (Fabricius, 1781) ○
キイロテントウ Illeis koebelei koebelei Timberlake,1943 ○
ダンダラテントウ Menochilus sexmaculatus (Fabricius, 1781) ○
チャイロテントウ Micraspis discolor (Fabricius, 1798) ○

ホソカタムシ科　Colydiidae
コヒラタホソカタムシ Bolcocius shibatai Sasaji, 1984 ○
ダルマチビホソカタムシ Pseudotarphius lewisii Wollaston 1873 ○
ツヤナガヒラタホソカタムシ Pycnomerus vilis Sharp, 1885 ○

コキノコムシ科　Mycetophagidae
ヒゲブトコキノコムシ Mycetophagus antennatus (Reitter, 1879) ○

ハナノミ科　Mordellidae
クリイロヒゲハナノミ Higehananomia palpalis Kono, 1935 ○
ヒメハナノミ　sp. Mordellina sp. ○

チビキカワムシ科　Salpingidae
クロオビチビキカワムシ Lissodema teruhisai Sasaji, 1988 ●
クロナガチビキカワムシ Lissodema uenoi Sasaji, 1988 ●

ゴミムシダマシ科　Tenebrionidae
カスザブチビツノゴミムシダマシ Byrsax kaszabi Miyatake, 1970 ●
モンキゴミムシダマシ 南西諸島亜種 Diaperis lewisi intersecta Gebien, 1913 ○
ニジコマルキマワリ Elixota  iridicollis Nakane, 1968 ○
ヒメオオニジゴミムシダマシ Euhemicera hajimei kumejimana Akita et Masumoto, 2015 ○
ミナミスナゴミムシダマシ Gonocephalum moluccanum (Blanchard, 1853) ○
ウルマクロハムシダマシ Lagria okinawana Chûjô, 1972 ○
オオツヤホソゴミムシダマシ Menephilus arciscelis Marseul, 1876 ○
コマルチビゴミムシダマシ Nesocaedius minimus (Chujo, 1966) ○
アマミカタビロキマワリモドキ 沖縄亜種 Phaedis oshimensis rinae Akita et Masumoto, 2016 ○
ヤエヤマキノコゴミムシダマシ Platydema celata Nakane, 1983 ○
クロキノコゴミムシダマシ Platydema fumosum kawaii Nakane, 1968 ○
クロオビキノコゴミムシダマシ Platydema pallidicolle (Lewis, 1894) ○
ベニモンキノコゴミムシダマシ Platydema subfascia subfascia (Walker, 1858) ○
ヒメニシキキマワリモドキ Pseudonautes purpurivittatus (Marseul, 1876) ○
イヘヤツヤニジゴミムシダマシ Tetraphyllus masaakii Akita et Masumoto, 2015 ○
ミナミエグリゴミムシダマシ Uloma excisa nanseiensis Masumoto et Nishikawa, 1986 ●
ナンセイエグリゴミムシダマシ Uloma nanseiensis Masumoto et Nishikawa,1986 ○

カミキリムシ科　Cerambycidae
オキナワヨスジシラホシサビカミキリ Apomecyna histrio okinawana Makihara, 1992 ○
オキナワクワカミキリ Apriona nobuoi Fujita, 2002 ○
リュウキュウムナクボカミキリ Cephalallus ryukyuensis Makihara, 2003 ○
リュウキュウヒメカミキリ Ceresium fuscum fuscum Tsuchiya et Tanaka, 2005 ○
ヒゲナガヒメカミキリ Ceresium longicorne Pic, 1926 ○
ヤノヤハズカミキリ Niphona yanoi yanoi Hua, 2002 ○
ムツボシシロカミキリ Olenecamptus taiwanus Dillon et Dillon, 1948 ○
オキナワカスリドウボソカミキリ Pothyne variegata ryukyuana Yokoyama, 1974 ○
オキナワキボシカミキリ Psacothea hilaris teneburosa Matsushita, 1933 ○
オキナワコブバネサビカミキリ Pterolophia gibbosipennis kuniyoshii Hayashi, 1968 ○
アトモンチビカミキリ  Sybra oshimana Breuning, 1960 ○
オキナワアヤモンチビカミキリ Sybra ordinata loochooana Breuning, 1939 ○

ハムシ科　Chrysomelidae
タイワンツブノミハムシ Aphthona formosana Chen, 1934 ●
ウリハムシ Aulacophora indica (Gmelin, 1790) ● ○
タテスジヒメジンガサハムシ Cassida circumdata Herbst, 1799 ●
アマミキバラヒメハムシ Exosoma amamiense (Nakane et Kimoto, 1961) ●
ヒメアカクビボソハムシ Lema rugifrons Jacoby, 1889 ○
タイワンハムシ Linaeidea formosana (Bates, 1866) ○
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セアカケブカサルハムシ Lypesthes fulvus (Baly, 1878) ○
オキナワイチモンジハムシ Morphosphaera coerulea (Schönfeldt, 1890) ● ○
ハマゴウハムシ Phola octodecimguttata (Fabricius, 1775) ○

ゾウムシ科　Curculionidae
シイシギゾウムシ Curculio hilgendorfi Harold, 1878 ○
キアシホソチョッキリ Eugnamptus flavipes Sharp, 1889 ○
コウスアオクチブトゾウムシ Lepidepistomus dimorphus Kojima et Morimoto, 2006 ○
オオカシワクチブトゾウムシ Myllocerus neglectus Voss, 1971 ○
フタモンツツヒゲナガゾウムシ Ozotomerus nigromaculatus Morimoto, 1978 ○
ミスジマルゾウムシ Phaeopholus ornatus Roel., 1873 ○
ウンモンナガクチカクシゾウムシ 沖縄亜種 Rhadinomerus unmon ryukyuensis Morimoto, 1987 ○
トビイロヒョウタンゾウムシ Scepticus uniformis Kono, 1930 ○
マツクチブトキクイゾウムシ Stenoscelis gracilitarsis Wollaston et T.V., 1873 ○

ナガキクイムシ科　Platypodidae
カシノナガキクイムシ Platypus quercivorus Murayama, 1925 ○

ハチ目　Hymenoptera

コシブトハナバチ科　Anthophoridae
トゲアシツヤハナバチ Ceratina dentipes Friese, 1914 ●
オキナワツヤハナバチ Ceratina okinawana taiwanensis Matsumura et Uchida, 1926 ○
サトウツヤハナバチ Ceratina satoi Yasumatsu, 1936 ●
オキナワクマバチ Xylocopa flavifrons Matsumura, 1912 ● ○ ○

ムカシハナバチ科　Colletidae
ナンセイメンハナバチ（ナンセイチビムカシハナバチ） Hylaeus nanseiensis Ikudome, 1989 ●
クロシオメンハナバチ Hylaeus insularum insularum Yasumatsu et Hirashima, 1965 ○ ○

ドロバチ科　Eumenidae
クロスジスズバチ Delta esuriens okinawae (Giordani Soika, 1986) ○
ミカドドロバチ 奄美 ･ 沖縄亜種 Euodynerus nipanicus flavicornis Yamane, 1987 ○

アリ科　Formicidae
ツヤシリアゲアリ Crematogaster nawai Ito, 1914 ●
リュウキュウアメイロアリ Paratrechina ryukyuensis Terayama, 1999 ●
チクシトゲアリ Polyrhachis moesta Emery, 1887 ●
アシジロヒラフシアリ Technomyrmex albipes (F.Smith, 1861) ●

コハナバチ科　Halictidae
チビコハナバチの一種 Lasioglossum sp.    ○

ハキリバチ科　Megachilidae
ネジロハキリバチ Chalicodoma disjunctiformis (Cockerell, 1911) ●
ヅグロハキリバチ Chalicodoma monticola (Smith, 1853) ●
アマミバラハキリバチ Megachile nipponica amamiensis Hirashima, 1958 ●
オキナワキバラハキリバチ Megachile okinawana Yasumatsu et Hirashima, 1964 ●

ツチバチ科　Scoliidae
ヒメハラナガツチバチ 奄美 ･ 沖縄亜種 Campsomeriella annulata sakaguchii (Uchida, 1934) ○
ネウスハラナガツチバチ Campsomeriella quadrifasciata sauteri (Betrem, 1928) ○

スズメバチ科　Vespidae
フタモンアシナガバチ 沖縄亜種 Polites  chinensis  chinensis (Fabricius, 1793) ○ ○
オキナワチビアシナガバチ Ropalidia fasciata (Fabricius, 1804) ○ ○

ハエ目　Diptera

ツリアブ科　Bombyliidae
クロバネツリアブ Ligyra tantalus (Fabricius, 1794) ○

カ科　Culicidae
リバーズシマカ Aedes riversi Bohart et Ingram, 1946 ●
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トウゴウヤブカ Aedes togoi (Theobald, 1907) ●
キンイロヤブカ Aedes vexans (Meigen, 1830) ●
オオツルハマダラカ Anopheles lesteri Baisas et Hu, 1901 ●
シナハマダラカ Anopheles sinensis Wiedemann, 1828 ●
オオクロヤブカ Armigeres subalbatus (Coquillett, 1898) ●
カラツイエカ Culex bitaeniorhynchus Giles, 1901 ●
サキジロカクイカ Culex fuscanus Wiedemann, 1820 ●
トラフカクイカ Culex halifaxii Theobald, 1903 ●
ミナミハマダライエカ Culex mimeticus Noe, 1899 ●
ネッタイイエカ Culex pipiens quinquefasciatus Say, 1823 ●
シロハシイエカ Culex pseudovishnui Colless, 1921 ●
アカツノフサカ Culex rubithoracis (Leicester, 1908) ●
リュウキュウクシヒゲカ Culex ryuukyensis Bohart, 1946 ●
コガタアカイエカ Culex tritaeniorhynchus Giles, 1901 ●
スジアシイエカ Culex vagans Wiedemann, 1828 ●
アシマダラヌマカ Mansonia uniformis (Theobald, 1901) ●
マダラコブハシカ Mimomyia elegans (Taylor, 1914) ●
ルソンコブハシカ Mimomyia luzonensis (Ludlow, 1905) ●
ストウンチビカ Uranotaenia jacksoni Edwards, 1935 ●
フタクロホシチビカ Uranotaenianovobscura novoscura Barraud, 1934 ●

ハナアブ科　Syrphidae
ツマグロコシボソハナアブ Allobaccha apicalis (Loew, 1858) ○
オオヒメヒラタアブ Allograpta iavana (Wiedemann, 1824) ○
クロヒラタアブの一種 Betasyrphus sp. ○
ホソヒラタアブ Episyrphus balteatus (de Geer, 1776) ○
ミナミキゴシハナアブ Eristalinus arvorum (Fabricius, 1787) ○
フタホシヒラタアブ Eupeodes corollae (Fabricius, 1794) ○
オオハナアブ Phytomia zonata (Fabricius, 1787) ○

ヤドリバエ科　Tachinidae
セスジナガハリバエ Dexia flavipes Coquillett, 1898 ○

チョウ目　Lepidoptera

ハマキガ科　Tortricidae
チャオビヒメハマキ Apotomis biemina  Kawabe, 1980 ●
リュウキュウアトキハマキ Archips meridionalis Yasuda et Kawabe,1980 ○

スガ科　Yponomeutidea
コナガ Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) ●

ニセマイコガ科　Stathmopodidae
フタオビクロマイコガ Stathmopoda brachymochla Meyrick,1937 ○

マドガ科　Thyrididae
ウンモンマドガ Canaea ryukyuensis Inoue,1965 ○

メイガ科　Pyralidae
コブノメイガ Cnaphalocrocis medinalis (Guenée, 1854) ●
アカオビトガリメイガ Endotricha ruminalis (Walker,1859) ● ○
ハイマダラノメイガ Hellula undalis (Fabricius, 1781) ●
カバイロホソメイガ Rhinaphe flavescentella (Ragonot,1901) ○

ツトガ科　Crambidae
イカリモンノメイガ Agrioglypta itysalis (Walker,1859) ○
ミツシロモンノメイガ Glyphodes actorionalis Walker,1859 ○
ヒメツマグロシロノメイガ Leucinodes apicalis Hampson,1896 ○
ハグルマノメイガ Nevrina procopia (Stoll,1781) ○
チャモンキイロノメイガ Pachynoa sabelialis (Guenee,1854) ○
マエアカスカシノメイガ Palpita nigropunctalis (Bremer,1864) ○
シロオビノメイガ Spoladea recurvalis (Fabricius,1775) ● ○
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セセリチョウ科　Hesperiidae
ユウレイセセリ Borbo cinnara (Wallace, 1866) ○ ○
オキナワビロウドセセリ Hasora chromus inermis Elwes et Edwards, 1897 ○
イチモンジセセリ Parnara guttata guttata Bremer et Grey, 1852 ● ○ ○
ヒメイチモンジセセリ Parnara naso bada (Moore, 1878) ○
チャバネセセリ Pelopidas mathias oberthueri Evans, 1937 ● ○
オオシロモンセセリ Udaspes folus (Cramer,1775). ●

アゲハチョウ科　Papilionidae
ジャコウアゲハ 奄美 ･ 沖縄亜種 Byasa alcinous loochooana (Rothschild, 1896) ● ○
アオスジアゲハ Graphium sarpedon nipponum (Fruhstorfer, 1903) ● ○
ベニモンアゲハ Pachliopta aristolochiae interposita (Fruhstorfer, 1902) ○
カラスアゲハ 沖縄亜種 Papilio bianor ryukyuensis Fujioka, 1975 ● ○
モンキアゲハ Papilio helenus nicconicolens Butler, 1881 ● ○
ナガサキアゲハ Papilio memnon thunbergi Siebold, 1824 ●
シロオビアゲハ Papilio polytes polytes Linnaeus, 1758 ● ○ ○
クロアゲハ 沖縄亜種 Papilio protenor liukiuensis Fruhstorfer, 1899 ●
アゲハ Papilio xuthus Linnaeus, 1767 ●

シロチョウ科　Pieridae
ナミエシロチョウ Appias paulina minato (Fruhstorfer, 1899) ○ ○
モンシロチョウ Artogeia rapae crucivora (Boisduval, 1836) ●
ウスキシロチョウ Catopsilia pomona pomona  (Fabricius, 1775) ○
ウラナミシロチョウ Catopsilia pyranthe (Linnaeus, 1758) ● ○
モンキチョウ Colias erate poliographus Motschulsky, 1860 ● ○
キチョウ ( ミナミキチョウ ) Eurema hecabe hecabe (Linnaeus, 1758) ● ○
ツマグロキチョウ Eurema laeta betheseba (Janson, 1878) ○
キタキチョウ Eurema mandarina (de l'Orza, 1869) ○ ○
ツマベニチョウ Hebomoia glaucippe liukiuensis Fruhstorfer, 1898 ● ○

シジミチョウ科　Lycaenidae
ムラサキツバメ Arhopala bazalus turbata (Butler, 1882) ○
オジロシジミ Euchrysops cnejus (Fabricius, 1798) ●
ルリウラナミシジミ Jamides bochus ishigakianus Shirôzu, 1953 ○ ○
ウラナミシジミ Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) ● ○
アマミウラナミシジミ Nacaduba kurava septentrionalis Shirôzu, 1953 ● ○
ヤマトシジミ 沖縄亜種 Pseudozizeeria maha okinawana (Matsumura, 1929) ●
ヒメシルビアシジミ Zizina otis riukuensis Matsumura, 1929. ● ○ ○

タテハチョウ科　Nymphalidae
カバマダラ Anosia chrysippus (Linnaeus, 1758) ● ○
ツマムラサキマダラ Euploea mulciber barsine Fruhstorfer, 1904 ○
オオゴマダラ 沖縄亜種 Idea leuconoe clara (Butler, 1867) ●
リュウキュウアサギマダラ Ideopsis similis similis (Linnaeus, 1758) ● ○ ○
アサギマダラ Parantica sita niphonica (Moore, 1883) ● ○ ○
スジグロカバマダラ Salatura genutia genutia (Cramer, 1779) ●
ツマグロヒョウモン Argyeus hyperbius hyperbius (Linnaeus, 1763) ●
イシガケチョウ Cyrestis thyodamas mabella (Fruhstorfer,1898) ○
ヤエヤマムラサキ Hypolimnas anomala truentus Fruhstorfer, 1913 ●
タテハモドキ Junonia almana (Linnaeus, 1758) ● ○ ○
アオタテハモドキ Junonia orithya (Linnaeus, 1758) ●
ルリタテハ トカラ列島～沖縄諸島亜種 Kaniska canace ishima (Fruhstorfer, 1899) ● ○ ○
テングチョウ 奄美 ･ 沖縄亜種 Libythea lepita amamiana Shirôzu, 1956 ○ ○
リュウキュウミスジ Neptis hylas luculenta Fruhstorfer, 1907 ● ○
ヒメアカタテハ Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) ● ○ ○
アカタテハ Vanessa indica indica (Herbst, 1794) ● ○ ○
ウスイロコノマチョウ Melanitis leda leda (Linnaeus, 1758) ● ○
リュウキュウヒメジャノメ 奄美 ･ 沖縄亜種 Mycalesis madjicosa amamiana Fujioka, 1975 ●

シャクガ科　Geometridae
アマミアオナミシャク Chloroclystis neoconversa Inoue,1971 ○
ウスミドリナミシャク Episteira nigrilinearia (Leech,1897) ○
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カレハガ科　Lasiocampidae
オキナワマツカレハ Dendrolimus okinawanus Sonan,1934 ○

ヤママユガ科　Saturniidae
シンジュサン Samia cynthia pryeri (Drury,1878) ○

スズメガ科　Sphingidae
アトボシホウジャク Macroglossum corythus Walker,1856 ○ ○
シロオビホウジャク Macroglossum mediovitta Rothschild et Jordan,1903 ○
ホシホウジャク Macroglossum pyrrhosticta Butler,1875 ○

ヒトリガ科　Arctiidae
ヒトテンアカスジコケガ Cyana unipunctata (Elwes,1890) ○

ヒトリモドキガ科　Aganaidae
キイロヒトリモドキ Asota egens confinis Rothschild,1897 ○

コブガ科　Nolidae
リュウキュウコリンガ Narangodes haemorranta Hampson,1910 ○
ウズモンキノカワガ Selepa molybdea Hampson,1912 ○
カバシタリンガ Xenochroa internifusca (Hampson,1912) ○

ヤガ科　Noctuidae
ミツモンキンウワバ Acanthoplusia agnata (Staudinger,1892) ○
シラホシアシブトクチバ Achaea janata (Linnaeus,1758) ○
ナカジロシタバ Aedia leucomelas (Linnaeus,1758) ○
ヒメシロモンオビヨトウ Athetis lineosella Sugi,1982 ○
オオホシミミヨトウ Condica illecta (Walker,1865) ○
シマケンモン Craniophora fasciata (Moore,1884) ○
ハガタクチバ Daddala lucilla (Butler,1881) ○
ヒメナカジロシタバ Ecpatia longinquua (Swinhoe, 1890) ●
シラホシモクメクチバ Ercheia dubia (Butler,1874) ○
ウスムラサキクチバ（？） Ericeia sp. ○
アケビコノハ Eudocima tyrannus (Guenee,1852) ○
オオタバコガ Helicoverpa armigera (Hubner,1808) ○
オオシラナミアツバ Hipoepa fractalis (Guenee,1854) ○
ツマテンコヤガ Honeyania ragusana (Freyer,1844) ○
ハスモンヨトウ Spodoptera litura (Fabricius,1775) ○

※東清二監修，2002，「琉球列島産昆虫目録」，沖縄生物学会編，榕樹書林
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