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はじめに

　多良間島は、宮古諸島と八重山諸島のちょうど中

間（北緯24°42’、東経124°42’）に位置する平坦

な島で（面積約19.75㎢、最高標高34m）、北側に

位置する水納島と合わせて沖縄県宮古郡多良間村と

なっている。同村の基幹産業は農業で、サトウキビ

の他、肉用牛の飼育も盛んに行われている。平地の

占める割合が多く、農地が大部分を占めるが、海岸

の保安林や御嶽の周辺には、少なからず森林環境が

残されている。しかし、生物相に関する知見は断片

的で十分に把握できているとは言えない。

　沖縄県立博物館・美術館では、「博物館総合調査」

として県内各離島の自然・歴史・文化について継続

的に調査・研究をしている。2019年度からは、５

年間にわたって宮古諸島を調査することとしてお

り、今回は、その一環で昆虫類、特に蝶類と甲虫類

の調査を実施したので、ここに報告する。なお、本

調査の記録の一部は、すでに速報として報告されて

いる（野林, 2020; 野村・松村, 2020; 比嘉, 2020）。

方法

　調査は2019年10月１日から10月４日にかけて実

施した。

　主な調査地点は以下のとおりである。

　　宮古遠見台周辺

　　ふるさと民俗学習館周辺

　　三瀬公園

　　空港北側海岸林

　　宮古市の森

　以上の場所で、海岸の保安林や御嶽の近隣に残さ

れた雑木林などを中心に、見つけ採り、スウィーピ

ング、ビーティング、バナナトラップ、ライトトラッ

プにより蝶類と甲虫類を採集した。また、調査中に

目撃した種についても記録した。蝶類の幼虫を発見

した場合は持ち帰り、羽化させたうえで種を同定し

た。

結果及び考察

　本調査により得られた確認種を表１及び表２に示

す。

　本調査で甲虫類は91種が確認されたが、うち58

種が多良間島新記録であった（表１）。種組成を見

ると、宮古島要素の種、八重山要素の種が混在する

ことが示された。例えば同じコガネムシ科でもムラ

サキエンマコガネは八重山亜種、イシガキシロテン

ハナムグリは宮古島亜種である。またゴミムシダマ

シ科のベニモンキノコゴミムシダマシは明らかに宮

古島亜種であり、クロホシテントウゴミムシダマシ

も石垣島、西表島に産するヤエヤマクロホシテント

ウゴミムシダマシではなくミヤコクロホシテントウ

ゴミムシダマシである。さらにヨナグニゴマフカミ

キリはその斑紋から宮古島亜種ではなく、石垣島、

西表島亜種や波照間亜種に近い。またサトウホソク

シコメツキは宮古島とその属島のみに産するが多良

間島にも多産する。以上の結果は、多良間島が宮古

島と石垣島のほぼ中央に位置する、という地理的条

沖縄県立博物館・美術館，博物館紀要（Bull. Mus., Okinawa Pref. Mus. Art Mus.)，№ 14, pp. 9-15. 2021

多良間島における昆虫類調査報告

菊川　章1)　松村雅史2)　比嘉正一3)　野林千枝4)

Insect Survey Report on Taramajima Island

Akira KIKUKAWA 1), Masafumi MATSUMURA 2), Masakazu HIGA 3), Senshi NOBAYASHI 4)

1）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）沖縄昆虫同好会、沖縄県立博物館・美術館資料整理ボランティア

　〒 901-1303　沖縄県島尻郡与那原町与那原 3219-9
3）沖縄昆虫同好会　〒 901-2102 沖縄県浦添市前田 2-8-2 2F
4）沖縄昆虫同好会　〒 903-0802　沖縄県那覇市首里大名町 3-20 大名市営住宅 D-1213



-10- -11-

表１．本調査で確認されたコウチュウ目 Coleoptera
和名 学名 既知 新記録 不明
オサムシ科 Carabidae
 コハンミョウ Myriochila speculifera speculifera  (Chevrolat, 1845) 〇
 クロズホナシゴミムシ Perigona  plagiata  Putzeys, 1875 〇
 イツホシマメゴモクムシ Stenolophus quinquepustulatus  (Wiedemann, 1823) 〇
 キボシマメゴモクムシ Stenolophus smaragdulus  (Fabricius, 1798) 〇
 ウスアカクロゴモクムシ Harpalus sinicus  Hope, 1845 〇
 ニセツヤゴモクムシ Trichotichnus birmanicus  Bates, 1892 〇
 ヨツモンヒメアトキリゴミムシ Brachichila hypocrita  Chaudoir, 1869 〇
 ヘリアオアトキリゴミムシ Calleida splendidula  (Fabricius, 1801) 〇
 オオアオモリヒラタゴミムシ Metacolpodes buchannani  (Hope, 1831) 〇
 ダイミョウツブゴミムシ Pentagonica daimiella  Bates, 1892 〇
 ムナビロアトボシアオゴミムシ Chlaenius tetragonoderus  Chaudoir, 1876 〇
 オオスナハラゴミムシ Diplocheila zeelandica  (Redtenbacher, 1867) 〇
 チャイロアトキリゴミムシ Endynomena pradieri  (Fairmaire, 1849) 〇
 ナガサキクビナガゴミムシ Eucolliuris litura  (Schmidt-Göbel, 1846) 〇

ガムシ科 Hydrophilidae
 ヒメガムシ Sternolophus rufipes  (Fabricius, 1792) 〇
 ヤエヤマケシガムシ Cercyon yayeyama  Chûjô & M. Satô, 1970 〇
 ウスモンケシガムシ Cercyon laminatus  Sharp, 1873 〇
 ウスグロヒラタガムシの１種 Enochrus sp. 〇
 ルイスヒラタガムシ Helochares pallens  (MacLeay, 1825) 〇

エンマムシ科 Histeridae
 ナカネヒメナガエンマムシ Platysoma takehikoi  Ôhara, 1986 〇

ハネカクシ科 Staphylinidae
 アリヅカムシの１種 Centrophthalmus sp. 〇
 チビカクコガシラハネカクシ Philonthus  discoideus  Gravenhorst, 1802 〇
 ヒゲブトハネカクシの１種 Aleochara (Xenochara) sp. 〇

コガネムシ科 Scarabaeidae
 フチトリアツバコガネ Phaeochrous emarginatus emarginatus  Laporte, 1840 〇
 ウスチャマグソコガネ Aphodius marginellus  (Fabricius, 1781) 〇
 ウスイロマグソコガネ Aphodius sublimbatus  Motschulsky, 1860 〇
 ヒメセスジカクマグソコガネ Rhyparus helophoroides  Fairmaire, 1893 〇
 ヤエヤマニセツツマグソコガネ 移入種 Ataenius picinus  Harold, 1867 〇
 ムラサキエンマコガネ 八重山亜種 Parascatonomus murasakianus murasakianus  (Nomura, 1976) 〇
 マルエンマコガネ Onthophagus  viduus  Harold, 1874 〇
 シナコイチャコガネ Adoretus sinicus  Burmeister, 1855 〇
 リュウキュウビロウドコガネ Maladeraoshimana  Nomura, 1962 〇
 アオドウガネ 先島亜種 Anomala albopilosa sakishimana  Nomura, 1964 〇
 イシガキシロテンハナムグリ 宮古諸島亜種 Protaetia ishigakia miyakona  Kurosawa, 1959 〇
 ハイイロハナムグリ Protaetia fusca  (Herbst, 1790) 〇

タマムシ科 Buprestidae
 オキナワナガタマムシ Agrilus okinawensis okinawensis  Miwa, 1933 〇
 アオムネスジタマムシ Chrysodema lewisii  E. Saunders, 1873 〇
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和名 学名 既知 新記録 不明

ナガハナノミ科 Ptilodactylidae
 アマミコヒゲナガハナノミ Ptilodactyla amamioshimana  Nakane, 1963 〇

コメツキムシ科 Elateridae
 ヨナグニチビコメツキ Babadrasterius urabensis  Ôhira, 1994 〇
 シロモンサビキコリ 先島亜種 Agrypnus scutellaris hamai  Ôhira, 1967 〇
 サトウホソクシコメツキ Priopus satoi satoi  (Nakane & Kishii, 1956) 〇
 チャイロコナガコメツキ Mulsanteus rubuginosus  (Ôhira, 1966) 〇

テントウムシダマシ科Endomychidae
 ヒゲブトテントウダマシ Trochoideus desjardinsi  Guérin-Méneville, 1838 〇

テントウムシ科 Coccinellidae
 ダンダラテントウ Menochilus sexmaculata  (Fabricius, 1781) 〇
 ハイイロテントウ Olla v-nigrum  (Mulsant, 1866) 〇

ハナノミ科 Mordellidae
 ヒメハナノミの１種 Mordellistenini 〇

ゴミムシダマシ科 Tenebrionidae
 ウルマクロハムシダマシ Lagria okinawana  Chûjô, 1972 〇
 ヒゲブトハムシダマシ Luprops orientalis  (Motschulsky, 1868) 〇
 ミナミニセマグソコガネダマシ Trachyscelis chinensis  Campion, 1894 〇
 マルヒラスナゴミムシダマシ Diphyrrhynchus oharensis oharensis  Nakane, 1973 〇
 ベニモンキノコゴミムシダマシ 宮古島亜種 Platydema subfascia junichii  Akita & Masumoto, 2016 〇
 ヨツノチビゴミムシダマシ Pentaphyllus quadricornis  Gebien, 1914 〇
 オオクロエグリゴミムシダマシ Uloma polita  (Wiedemann, 1821) 〇
 ナンセイエグリゴミムシダマシ Uloma nanseiensis  Masumoto & Nishikawa, 1986 〇
 ニセヘリアカゴミムシダマシ Cenoscelis atra  (Pic, 1926) 〇
 アカアシヒメゴミムシダマシ Cneocnemis laminipes  Gebien, 1914 〇
 コマルチビゴミムシダマシ Nesocaedius minimus  (M. T. Chûjô, 1966) 〇
 オオスジカブトゴミムシダマシ Bradymerus clathratus  Schaufuss, 1887 〇
 オオクビカクシゴミムシダマシ Stenochinus carinatus  (Gebien, 1914) 〇
 リュウキュウスナゴミムシダマシ Gonocephalum okinawanum  M. T. Chûjô, 1963 〇
 ミナミスナゴミムシダマシ Gonocephalum moluccanum  (Blanchard, 1853) 〇
 ミヤコクロホシテントウゴミムシダマシ Derispia aokii  Akita & Masumoto, 2016 〇

ホソヒラタムシ科Silvanidae
 ヨツモンセマルヒラタムシ Psammoecus dentatus  Grouvelle, 1883 〇

ケシキスイ科 Nitidulidae
 アカマダラケシキスイ Lasiodites picta  (MacLeay, 1825) 〇
 セスジデオキスイ Brachypeplus  apicalis  Murray, 1864 〇
 ムナグロデオキスイ Carpophilus contengens  (Walker, 1858) 〇
 クロハナケシキスイ Carpophilus  chalybeus  Murray, 1864 〇
 ウスチャデオケシキスイ Carpophilus  nepos  Murray, 1864 〇

アリモドキ科Anthicidae
 オキナワホソクビアリモドキ Anthelephila okinawana  (Nomura, 1962) 〇



-12- -13-

和名 学名 既知 新記録 不明

カミキリムシ科 Cerambycidae
 タイワンチビカミキリ 八重山亜種 Sybra pascoei ishigakii  Breuning & K. Ohbayashi, 1964 〇
 サキシマアトモンチビカミキリ Sybra  mimogeminata  Breuning & K. Ohbayashi, 1964 〇
 ゴマフサビカミキリ 八重山亜種 Ropica loochooana hayashii  Breuning, 1958 〇
 フタホシサビカミキリ Ropica honesta  Pascoe, 1865 〇
 ヨナグニゴマフカミキリ 石垣島亜種 Mesosa  yonaguni subkonoi  Breuning, 1964 〇
 ワモンサビカミキリ Pterolophia  annulata  (Chevrolat, 1845) 〇
 イツホシシロカミキリ Olenecamptus bilobus bilobus  (Fabricius, 1801) 〇

ハムシ科 Chrysomelidae
 キムネクロナガハムシ 移入種 Brontispa longissima  (Gestro, 1885) 〇
 フタイロウリハムシ Aulacophora bicolor  (Weber, 1801) 〇
 ヒメクロウリハムシ Aulacophora lewisii  Baly, 1886 〇
 ウリハムシ Aulacophora indica  (Gmelin, 1790) 〇
 クロウリハムシ 琉球亜種 Aulacophora nigripennis nitidipennis  Chûjô, 1935 〇
 モモブトサルハムシ Rhyparida sakisimensis  Yuasa, 1930 〇

ヒゲナガゾウムシ科 Anthribidae
 イトヒゲナガゾウムシ Exillis japonicola Nakane, 1963 〇
 ギンネムヒゲナガゾウムシ Araecerus levipennis Jordan, 1924 〇
 ワタミヒゲナガゾウムシ Araecerus coffeae (Fabricius, 1801) 〇
 イシガキヒゲナガゾウムシ Araecerus ishigakiensis Morimoto, 1978 〇

ゾウムシ科 Curculionidae
 カドガシラヒメミツギリゾウムシ Cerobates planicollis Morimoto, 1976 〇
 セグロカレクゾウムシ Acicnemis postica Hubenthal, 1917 〇
 バナナツヤオサゾウムシ Odoiporus longicollis (Olivier, 1807) 〇
 サキシママルクチカクシゾウムシ Orochlesis sakishimensis Tsuji et Yoshitake, 2020 〇
 オキナワクワゾウムシ Episomus mori Kono, 1928 〇
計91種 30 58 3
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表２．本調査で確認されたチョウ目Lepidoptera

和名 学名 既知 新記録
幼生

新記録
セセリチョウ科 Hesperiidae
 オキナワビロウドセセリ Hasora chromus  (Cramer,1780) 〇 〇
 クロボシセセリ Suastus germius (Fabricius, 1798) 〇 〇
 チャバネセセリ Pelopidas mathias oberthueri  Evans, 1937 〇 〇
 ユウレイセセリ Borbo cinnara  (Wallace, 1866) 〇 〇

アゲハチョウ科 Papilionidae
 シロオビアゲハ Papilio polytes polytes  Linnaeus, 1758 〇 〇

シジミチョウ科 Lycaenidae
 イワカワシジミ Artipe eryx okinawana  (Matsumura, 1919) 〇 〇
 ウラナミシジミ Lampides boeticus  (Fabricius, 1798) 〇
 アマミウラナミシジミ Nacaduba kurava septentrionalis  Shirozu, 1953 〇
 ヤマトシジミ Zizeeria maha okinawana  (Matsumura,1929) 〇
 オジロシジミ Euchrysops cnejus  (Fabricius, 1798) 〇
 ヒメシルビアシジミ Zizina otis riukuensis  (Matsumura, 1929) 〇
 タイワンクロボシシジミ Megisba malaya sikkima  Moore, 1884 〇 〇
 クロマダラソテツシジミ Chilades pandava pandava  (Horsfield, 1829) 〇
 ルリウラナミシジミ Jamides bochus  (Stoll,1782) 〇 〇
 ホリイコシジミ Zizula hylax hylax  (Fabricius, 1775) 〇 〇

シロチョウ科 Pieridae
 キタキチョウ Eurema mandarina  (de I`Orza,1869) 〇 〇
 ミナミキチョウ Eurema hecabe hecabe  (Linnaeus, 1758) 〇 〇
 ウスキシロチョウ Catopsilia pomona pomona  (Fabricius, 1775) 〇
 ツマベニチョウ Hebomoia glaucippe liukiuensis  Fruhstorfer, 1889 〇
 ナミエシロチョウ Appias paulina minato  (Fruhstorfer, 1899) 〇

タテハチョウ科 Nymphalidae
 リュウキュウアサギマダラ Ideopsis similis similis  (Linnaeus, 1758) 〇
 スジグロカバマダラ Danas genutia  (Cramer, 1779) 〇
 ウスコモンマダラ Tirumala limniace  (Cramer, 1775) 〇
 ツマムラサキマダラ Euploea mulciber barsine  Fruhstorfer, 1904 〇
 オオゴマダラ Idea leuconoe clara  (Butler, 1867) 〇
 ルリタテハ Kaniska canace ishima  (Fruhstorfer, 1899) 〇
 ヒメアカタテハ Vanessa cardui  (Linnaeus, 1758) 〇
 アカタテハ Vanessa indica indica  (Herbst, 1794) 〇 〇
 タテハモドキ Junonia almana  (Linnaeus, 1758) 〇
 アオタテハモドキ Junonia orithya  (Linnaeus, 1758) 〇
 リュウキュウムラサキ Hypolimnas bolina  (Linnaeus, 1758) 〇
 ウスイロコノマチョウ Melanitis leda leda  (Linnaeus, 1758) 〇 〇
計32種 31 1 13



-14- -15-

件をよく反映しており大変興味深い。また、アリヅ

カムシの１種が確認されたが、アリヅカムシ類とし

ては初めて多良間島より確認された事例であり、す

でに野村・松村（2020）により速報として報告さ

れている。

　蝶類は32種確認された（表２）。多良間島の蝶に

ついては高須賀(1975)が4科21種、砂川ら(1976)が

3科8種、高良(1981)が5科23種、久貝(1981)が5科

22種、小浜・砂川(2017)が5科26種、計5科55種が

記録されている。これらの文献に照らすと、今回採

集されたウスコモンマダラは多良間島初記録であっ

た。また、今回、幼生を確認できた種については、

全種が幼生期の記録が無く、全て初記録と考えらえ

る。なお、今回アゲハ類が１種と少なかったが、季

節を変えて調査すればさらに記録が増えるものと考

えられる。
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