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Abstract — As the second version of species list of Orthoptera of Matsuyama City, Ehime
Prefecture, Shikoku, Japan, originally published in 2002, this report presents full list of
opilionid species so far recorded from the area of the city. The list consists of a total of 122
species belonging to 16 families.

本リストは，2002 年発行の「松山市野生動植
物目録 2002」に掲載された昆虫類の種リスト（大
林ほか, 2002）のうちの，バッタ目のリストの改
訂版である。松山市産バッタ目は，今回の調査
により 16 科 122 種となった。
凡

例

種の配列および学名はおもに市川ほか (2006)
によった。
2. 【既知】は既知記録。
3. 鳴き声のみによる確認は「鳴声」，目視によ
る確認の場合は「目撃」と表記した。採集者名
は，楠博幸を「HK」，小川次郎を「JO」，武智
礼央を「LT」，今川義康を「YI」と略した。ま
た，愛媛県総合科学博物館に所蔵されている標
本には「EPSM」と記した。
1.

Orthoptera バッタ目
Gryllacrididae コロギス科
1. Prosopogryllacris japonica (Matsumura et Shiraki,
1908) コロギス 【既知】市内, 宿野町, 米
野町 演習林, 九川 (小川・今川, 1999); 松山城
山 (大林ほか, 2002).
2. Metriogryllacris magnus (Matsumura et Shiraki,
1908) コバネコロギス 怒和島 (1♀, 12. X.
1957, HK, EPSM).
3. Nippancistroger testaceus (Matsumura et Shiraki,
1908) ハネナシコロギス 【既知】横谷, 米
野町, 高縄山, 米野町 演習林, 九川 (小川・今
川, 1999); 松山城山, 菅沢町 (大林ほか, 2002).

Rhaphidophoridae カマドウマ科
4. Diestrammena japanica Blatchley, 1920 マダラ
カマドウマ 【既知】米野町 演習林, 九川, 高
縄山 (小川・今川, 1999); 湯山柳 (大林ほか,
2002).
5. Diestrammena tsushimensis Storozhenko, 1990
モリズミウマ 二神島 (1♂, 28. VIII. 1957, HK,
EPSM).【既知】高縄山 (小川, 2003).
6. Diestrammena itodo Sugimoto et Ichikawa, 2003
ハヤシウマ 菅沢町 野外活動センター (1 ex.,
5. VIII. 2010, JO, 目撃).【既知】米野町 演習林,
米野町, 高縄山 (小川・今川, 1999; 大林ほか,
2002).
7. Diestrammena davidi Sugimoto et Ichikawa, 2003
ヒメハヤシウマ 【既知】米野町 演習林, 米
野町 (小川・今川, 1999; 大林ほか, 2002).
8. Diestrammena goliath Bey-Bienko, 1929 ゴリ
アテカマドウマ 【既知】米野町, 米野町 演
習林, 九川 (小川・今川, 1999); 杉立町 (大林
ほか, 2002).
9. Diestrammena robusta (Ander, 1932) フトカマ
ドウマ 【既知】米野町 演習林, 米野町, 九
川, 高縄山 (小川・今川, 1999; 大林ほか, 2002).
10. Diestrammena asynamora (Adelung, 1902) ク
ラズミウマ 泊町 興居島 蛭子神社 (1♂, 13.
VIII. 2011, LT).【既知】市内, 樽味 (小川・今
川, 1999; 大林ほか, 2002).
11. Atachycines apicalis apicalis (Brunner von
Wattenwyl, 1888) カマドウマ 【既知】樽味,
米野町 演習林 (小川・今川, 1999); 米野町 (大
林ほか, 2002).
12. Neotachycines furukawai Sugimoto et Ichikawa,
2003 ヒメキマダラウマ 【既知】米野町 (大
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林ほか, 2002).
13. Neotachycines fascipes (Chopard, 1954) キマ
ダラウマ 【既知】米野町 演習林 (小川・今
川, 1999); 米野町 (大林ほか, 2002).
14. Anoplophilus befui Ishikawa, 2003 アカガネク
チキウマ 明神ヶ森 (1♂1♀, 24. VIII. 2011,
JO).【既知】高縄山, 米野町, 米野町 演習林,
米野町 白潰山 (小川・今川, 1999); 大井野町
(大林ほか, 2002).【既知】大林ほか (2002) の
福見山で採集された標本は幼虫であったため，
今回は同定を避けた.
Tettigoniidae キリギリス科
15. Tettigonia orientalis Uvarov, 1924 ヤブキリ
由利島 (1♂, 31. VII. 2011, JO, 目撃).【既知】
樽味, 東垣生町, 九川, 高縄山 (小川・今川,
1999); 松山城山, 山田町, 釣島, 津吉町 (大林
ほか, 2002).
16. Tettigonia sp. シコクコズエヤブキリ 明神ヶ
森 (1♂, 24. VIII. 2011, YI & JO, 鳴声).【既知】
米野町 (小川・今川, 1999; 大林ほか, 2002).
17. Gampsocleis buergeri (de Haan, 1843) ニシキ
リギリス 小川 宅並山 (1♂, 12. IX. 2010, JO,
鳴声); 由利島 (1♂, 31. VII. 2011, JO, 目撃).
【既知】樽味, 米野町 演習林, 麓, 小野町, 古
川南 (小川・今川, 1999); 西垣生町 重信川, 津
吉町 寄合池 (大林ほか, 2002); 興居島 (小川,
2004).
18. Eobiana engelhardti subtropica (Bey-Bienko,
1949) ヒメギス 【既知】高縄山, 市内, 樽
味, 米野町 演習林 (小川・今川, 1999); 菅沢町,
大井野町 (大林ほか, 2002).
19. Chizuella bonneti (Bolívar, 1890) コバネヒメ
ギス 菅沢町 野外活動センター (1♂, 5. VIII.
2010, JO, 目撃).【既知】井門町 重信川 (大林
ほか, 2002).
20. Palaeoagraecia lutea (Matsumura et Shiraki,
1908) ヒサゴクサキリ 【既知】客 (小川・
今川, 1999); 菅沢町 (大林ほか, 2002).
21. Pseudorhynchus japonicus Shiraki, 1930 カヤ
キリ 由利島 (1 ex.幼虫, 31. VII. 2011, JO, 目
撃); 由良町 興居島 (3♂3♀, 13. VIII. 2011, LT,
目撃).【既知】市内, 五明, 山田町, 天山町 (小
川・今川, 1999); 井門町 重信川 (大林ほか,
2002).
22. Ruspolia lineosa (Walker, 1869) ク サ キ リ
【既知】高縄山, 五明, 米野町 演習林, 小坂
(小川・今川, 1999); 西垣生町 重信川, 出合大
橋, 津吉町 (大林ほか, 2002).
23. Ruspolia dubia (Redtenbacher, 1891) ヒメクサ
キリ 【既知】米野町 演習林, 米野町, 高縄
山, 九川 (小川・今川, 1999; 大林ほか, 2002).
24. Xestophrys javanicus Redtenbacher, 1891 シブ
イロカヤキリ 【既知】石手川ダム, 山田町 (小

川・今川, 1999); 西垣生町, 出合 重信川 (大林
ほか, 2002).
25. Euconocephalus varius (Walker, 1869) クビキ
リギス 【既知】市内, 石手川ダム, 樽味, 山
田町 (小川・今川, 1999); 東垣生町 重信川, 平
井町, 津吉町 (大林ほか, 2002).
26. Conocephalus maculatus (le Guillou, 1841) ホ
シササキリ 睦月島 (1♂, 14. X. 1957, HK,
EPSM); 由利島 (1♂, 31. VII. 2011, JO, 目撃);
怒和島 (1 ex., 30. IX. 2011, JO, 目撃).【既知】
市内, 鹿島, 井門町, 樽味 (小川・今川, 1999);
釣島, 井門町 重信川, 出合大橋 (大林ほか,
2002); 興居島 (小川, 2004).
27. Conocephalus chinensis (Redtenbacher, 1891)
ウスイロササキリ 【既知】井門町, 八反地, 樽
味 (小川・今川, 1999); 井門町 重信川, 出合大
橋 (大林ほか, 2002); 興居島 (小川, 2004).
28. Conocephalus gladiatus (Redtenbacher, 1891)
オナガササキリ 睦月島 (1♂, 14. X. 1957, HK,
EPSM); 野 忽 那 島 (1 ♀ , 15. X. 1957, HK,
EPSM); 小川 宅並山 (1♂, 12. IX. 2010, JO,
鳴声); 由利島 (1 ex.幼虫, 31. VII. 2011, JO, 目
撃).【既知】東野, 怒和島, 五明 (小川・今川,
1999); 井門町 重信川 (大林ほか, 2002); 興居
島 (小川, 2004).
29. Conocephalus melaenus (de Haan, 1843) ササ
キリ 【既知】東野, 市内, 祝谷東町, 朝生田
町, 小野町 (小川・今川, 1999); 東野 二番池
(大林ほか, 2002).
30. Conocephalus bambusanus Ingrisch, 1990 フ
タツトゲササキリ 【既知】市内, 客, 小坂, 小
野町 (小川・今川, 1999); 北梅本町 (大林ほか,
2002).
31. Hexacentrus hareyamai Furukawa, 1941 ハヤ
シノウマオイ 【既知】樽味, 杉立町, 高縄山,
五明, 米野町 演習林, 九川, 小野町, 湯山柳
(小川・今川, 1999; 大林ほか, 2002).
32. Hexacentrus japonicus Karny, 1907 ハタケノ
ウマオイ 【既知】菅沢町 (小川・今川, 1999);
釣島 (大林ほか, 2002).
Meconematidae ササキリモドキ科
33. Nipponomeconema mutsuense Yamasaki, 1983
ムツセモンササキリモドキ 明神ヶ森 (1♂, 24.
VIII. 2011, JO).【既知】米野町 演習林 (小川・
今川, 1999).
34. Kuzicus suzukii (Matsumura et Shiraki, 1908)
ササキリモドキ 怒和島 (1♀, 12. X. 1957, HK,
EPSM); 中 島 本 島 (1 ♀ , 13. X. 1957, HK,
EPSM).【既知】市内, 山田町, 東野 (小川・今
川, 1999); 上野町 (大林ほか, 2002).
35. Xiphidiopsis subpunctata (Motschoulsky, 1866)
セスジササキリモドキ 【既知】藤野町 (小
川・今川, 1999; 大林ほか, 2002).
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36. Leptoteratura albicornis (Motschoulsky, 1866)
ヒメツユムシ 【既知】石手川ダム, 高縄山 (小
川・今川, 1999); 菅沢町 (大林ほか, 2002).
37. Tettigoniopsis hiurai Kanô et Kawakita, 1985
ハダカササキリモドキ 明神ヶ森 (1♂, 24.
VIII. 2011, JO, 目撃).【既知】高縄山 (小川・
今川, 1999); 米野町 演習林, 米野町 (大林ほ
か, 2002).
38. Tettigoniopsis iyoensis Kanô et Kawakita, 1987
イヨササキリモドキ《松山市 絶滅危惧Ⅱ類》
【既知】米野町 (大林ほか, 2002).
Mecopodidae クツワムシ科
39. Mecopoda niponensis (de Haan, 1843) クツワム
シ 怒和島 (1 ex., 30. IX. 2011, JO, 死骸を目
撃).【既知】, 神次郎町, 湯山柳 (小川・今川,
1999); 菅沢町 (大林ほか, 2002).
Phaneropteridae ツユムシ科
40. Phaneroptera falcata (Poda, 1761) ツユムシ
怒和島 (1♀, 28. VIII. 1957, HK, EPSM); 中島
本島 (1♂1♀, 13. X. 1957, HK, EPSM); 野忽那
島 (1♀, 15. X. 1957, HK, EPSM).【既知】市内,
高縄山, 井門町 (小川・今川, 1999); 東野, 出
合大橋 (大林ほか, 2002).
41. Phaneroptera nigroantennata Brunner von
Wattenwyl, 1878 アシグロツユムシ 【既知】
高縄山, 米野町 演習林, 米野町, 菅沢町 (小
川・今川, 1999; 大林ほか, 2002).
42. Ducetia japonica (Thunberg, 1815) セスジツ
ユ ム シ 中 島 本 島 (1 ♀ , 13. X. 1957, HK,
EPSM); 二 神 島 (1 ♂ , 28. VIII. 1957, HK,
EPSM); 怒和島 (1♀, 12. X. 1957, HK, EPSM);
小川 宅並山 (1♂, 12. IX. 2010, JO, 目撃); 横
島 (1♀, 3. XI. 2011, JO, 目撃).【既知】市内, 五
明, 米野町 演習林, 湯山柳, 客, 小野町 (小
川・今川, 1999); 東野, 釣島 (大林ほか, 2002).
43. Ducetia unzenensis Yamasaki, 1983 ウンゼン
ツユムシ 【既知】高縄山 (小川・今川, 1999);
米野町 (大林ほか, 2002).
44. Kuwayamaea sapporensis Matsumura et Shiraki,
1908 エゾツユムシ 【既知】米野町 演習林,
米野町, 高縄山, 藤野町 (小川・今川, 1999; 大
林ほか, 2002).
45. Shirakisotima japonica (Matsumura et Shiraki,
1908) ホソクビツユムシ 窪野町 引地山南
西 堀越池付近 (1♂, 4. IX. 2010, JO, 鳴声);
明神ヶ森 (1♂, 24. VIII. 2011, YI & JO, 鳴声).
【既知】米野町, 米野町 演習林 (小川・今川,
1999).
46. Phaulula macilenta Ichikawa, 2004 ヒメクダ
マキモドキ 【既知】上野町 (大林ほか, 2002).
47. Holochlora japonica Brunner von Wattenwyl,
1878 サトクダマキモドキ 怒和島 (1♀, 29.
VIII. 1957, HK, EPSM); 由利島 (1♀, 14. IX.

2011, JO, 目撃); 横島 (1♀, 3. XI. 2011, JO, 目
撃).【既知】杉立町, 津和地島, 市内, 山田町,
岩崎町 (小川・今川, 1999); 樽味, 津吉町, 湯
山柳 (大林ほか, 2002).
48. Holochlora longifissa Matsumura et Shiraki,
1908 ヤマクダマキモドキ 【既知】石手川
ダム, 市坪南, 菅沢町, 藤野町 (小川・今川,
1999; 大林ほか, 2002).
49. Psyrana japonica (Shiraki, 1930) ヘリグロツ
ユムシ 明神ヶ森 (1♂, 24. VIII. 2011, YI & JO,
鳴声).【既知】米野町, 米野町 演習林, 高縄山,
九川 (小川・今川, 1999).
Gryllidae コオロギ科
50. Gryllus bimaculatus Degeer, 1773 フタホシコ
オロギ（移入種） 【既知】南梅本町 (小川・
今川, 1999).
51. Teleogryllus emma (Ohmachi et Matsuura, 1951)
エンマコオロギ 由利島 (1♀, 14. IX. 2011, JO,
目撃); 怒和島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声);
津和地島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声).【既知】
樽味, 津和地島, 重信川河口, 五明, 米野町
演習林, 井門町, 大橋町 (小川・今川, 1999);
釣島, 余戸南 (大林ほか, 2002).
52. Modicogryllus siamensis Chopard, 1961 タン
ボコオロギ 【既知】市内, 樽味 (小川・今川,
1999); 出合 重信川 (大林ほか, 2002).
53. Mitius minor (Shiraki, 1913) クマコオロギ
怒和島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声).【既知】市
内, 山田町, 菅沢町, 大橋町 (小川・今川,
1999); 北梅本町 (大林ほか, 2002).
54. Comidogryllus nipponensis (Shiraki, 1913) ヒ
メコオロギ 青波町 (1♂1♀, 11. IX. 2011, JO).
55. Loxoblemmus sylvestris Matsuura, 1988 モリ
オカメコオロギ 小川 宅並山 (1♂, 12. IX.
2010, JO, 鳴声); 由利島 (1♂, 14. IX. 2011, JO,
鳴声); 怒和島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声);
津和地島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声); 横島
(1♂, 3. XI. 2011, JO, 鳴声).【既知】市内, 怒和
島, 五明, 米野町 演習林, 米野町 (小川・今川,
1999); 上野町 (大林ほか, 2002); 興居島 (小川,
2004).
56. Loxoblemmus campestris Matsuura, 1988 ハラ
オカメコオロギ 中島本島 (1♂1♀, 13. X.
1957, HK, EPSM); 由利島 (1♂, 14. IX. 2011,
JO, 鳴声); 怒和島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴
声); 津和地島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声).
【既知】米野町, 福見川町, 菅沢町, 大橋町
(小川・今川, 1999); 井門町 重信川 (大林ほか,
2002); 興居島 (小川, 2004).
57. Loxoblemmus doenitzi Stein, 1881 ミツカドコ
オロギ 【既知】東野, 米野町 演習林, 五明,
大橋町 (小川・今川, 1999); 釣島, 古川町 (大
林ほか, 2002); 興居島 (小川, 2004).
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58. Velarifictorus aspersus (Walker, 1869) クチナ
ガコオロギ 由利島 (1♂, 14. IX. 2011, JO, 鳴
声); 怒和島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声); 津
和地島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声).【既知】西
野町 (大林ほか, 2002); 興居島 (小川, 2004).
59. Velarifictorus micado (Saussure, 1877) ツヅレ
サセコオロギ 小川 宅並山 (1♂, 12. IX. 2010,
JO, 鳴声); 由利島 (1♂, 14. IX. 2011, JO, 鳴
声); 怒和島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声); 津
和地島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声).【既知】市
内, 五明, 米野町 演習林, 樽味 (小川・今川,
1999); 小野町, 釣島 (大林ほか, 2002); 興居島
(小川, 2004).
60. Velarifictorus grylloides (Chopard, 1969) ナツ
ノツヅレサセ 【既知】樽味, 石手川ダム (小
川 ・ 今 川 , 1999); 東 野 二 番 池 ( 大 林 ほ か ,
2002).
61. Velarifictorus ornatus (Shiraki, 1913) コガタコ
オロギ 【既知】市内 (小川・今川, 1999); 森
松町 重信川 (1♂, 12. VI. 2000, 小川), 釣島
(1♀, 15-16. VII. 2000, 高橋) (大林ほか, 2002,
再掲).
62. Gryllodes sigillatus (Walker, 1869) カマドコオ
ロギ 【既知】樽味 (小川・今川, 1999).
63. Sclerogryllus punctatus (Brunner von Wattenwyl,
1893) クマスズムシ 【既知】市内, 東野, 五
明, 福見川町 (小川・今川, 1999); 小野町, 菅
沢町 (大林ほか, 2002).
Eneopteridae マツムシ科
64. Duolandrevus ivani (Gorochov, 1988) クチキ
コオロギ 【既知】丸之内 (小川・今川, 1999);
松山城山 (大林ほか, 2002).
65. Xenogryllus marmoratus marmoratus (de Haan,
1844) マツムシ 中島本島 (1♂, 13. X. 1957,
HK, EPSM); 由利島 (1♀, 14. IX. 2011, JO, 目
撃); 怒和島 (1♀, 30. IX. 2011, JO, 目撃).【既
知】市内, 五明, 大橋町 (小川・今川, 1999); 井
門町 重信川, 出合大橋, 余戸南 (大林ほか,
2002); 興居島 (小川, 2004).
66. Truljalia hibinonis (Matsumura, 1917) アオマ
ツムシ 小川 宅並山 (1♂, 12. IX. 2010, JO,
鳴声); 由利島 (1♂, 14. IX. 2011, JO, 鳴声);
怒和島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声); 津和地
島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声).【既知】北条辻,
樽味, 中西外 (小川・今川, 1999); 東野, 湯山
柳 (大林ほか, 2002).
67. Aphonoides japonicus (Shiraki, 1930) マツム
シモドキ 【既知】湯山, 高縄山 (小川・今川,
1999); 湯山柳 (大林ほか, 2002).
68. Euscyrtus japonicus Shiraki, 1930 カヤコオロ
ギ《松山市 絶滅危惧Ⅰ類》 湧ヶ淵 (1♀, 4. X.
1956, HK, EPSM); 市内 (8♂1♀, 12. X. 1956,
HK, EPSM).

69. Meloimorpha japonica (de Haan, 1844) スズム
シ 由良町 興居島 (1♂, 17. IX. 2010, LT).【既
知】市内, 正円寺, 井門町 (小川・今川, 1999);
山田町, 釣島, 余戸南, 菅沢町 (大林ほか,
2002); 興居島 (小川, 2004).
70. Oecanthus longicauda Matsumura, 1904 カン
タン 【既知】杉立町, 米野町 演習林, 高縄
山 (小川・今川, 1999); 川の郷町, 菅沢町, 湯
山柳, 津吉町 (大林ほか, 2002).
71. Oecanthus euryelytra Ichikawa, 2001 ヒロバネ
カンタン 由利島 (1♂, 31. VII. 2011, JO, 目
撃)【既知】堀江町, 山田町 (小川・今川, 1999);
樽味, 釣島 (大林ほか, 2002); 興居島 (小川,
2004).
72. Oecanthus similator Ichikawa, 2001 コガタカ
ンタン 【既知】小野町, 菅沢町, 米野町, 客
(小川・今川, 1999); 川の郷町 (大林ほか, 2002).
Trigonidiidae ヒバリモドキ科
73. Homoeoxipha obliterata (Caudell, 1927) ヤマ
トヒバリ 【既知】米野町 (大林ほか, 2002).
74. Natula pallidula (Matsumura, 1910) カヤヒバ
リ 【既知】山田町 (小川・今川, 1999); 山田
町 一ノ谷池 (大林ほか, 2002).
75. Natula matsuurai Sugimoto, 2001 キンヒバリ
【既知】上高野町, 樽味 (小川・今川, 1999); 山
田町 一ノ谷池 (大林ほか, 2002).
76. Svistella bifasciata (Shiraki, 1913) クサヒバリ
睦月島 (1♂1♀, 14. X. 1957, HK, EPSM); 中島
本島 (3♀, 13. X. 1957, HK, EPSM); 小川 宅並
山 (1♂, 12. IX. 2010, JO, 鳴声); 由利島 (1♂,
14. IX. 2011, JO, 鳴声); 怒和島 (1♂, 30. IX.
2011, JO, 鳴声); 津和地島 (1♂, 30. IX. 2011,
JO, 鳴声); 横島 (1♂, 3. XI. 2011, JO, 鳴声).
【既知】市内, 杉立町, 東野, 高縄山 (小川・
今 川 , 1999); 小 野 町 , 梅津 寺 町 (大 林ほ か ,
2002); 興居島 (小川, 2004).
77. Trigonidium japonicum Ichikawa, 2001 キアシ
ヒバリモドキ 【既知】市内 (小川・今川, 1999);
米野町 演習林, 東野 二番池 (大林ほか,
2002).
78. Metiochodes genji (Furukawa, 1970) ウスグモ
スズ 南江戸 総合公園 (1♀, 2. X. 2010, JO).
【既知】西 野町 え ひめ こどもの城 (小川 ,
2010).
79. Caconemobius takarai (Ôshiro, 1990) ウスモ
ンナギサスズ 【既知】高浜町 白石の鼻 (大
林ほか, 2002).
80. Caconemobius sazanami (Furukawa, 1970) ナ
ギサスズ 由利島 (2♂, 31. VII. 2011, JO).【既
知】高浜町 白石の鼻 (大林ほか, 2002).
81. Pteronemobius ohmachii (Shiraki, 1930) ヤチ
スズ 【既知】市内, 樽味 (小川・今川, 1999);
米野町 (大林ほか, 2002).
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82. Pteronemobius nigrescens (Shiraki, 1913) ヒメ
スズ 【既知】東野 (大林ほか, 2002).
83. Dianemobius nigrofasciatus (Matsumura, 1904)
マダラスズ 【既知】樽味, 米野町 演習林, 祝
谷, 小坂 (小川・今川, 1999); 東野 二番池 (大
林ほか, 2002); 興居島 (小川, 2004).
84. Dianemobius csikii (Bolívar, 1901) ハマスズ
《松山市 絶滅》 【既知】堀江町 (小川・今
川, 1999).
85. Dianemobius furumagiensis (Ohmachi et
Furukawa, 1929) カワラスズ 【既知】樽味, 市
坪, 古川南 (小川・今川, 1999); 井門町 重信川
(大林ほか, 2002)
86. Polionemobius mikado (Shiraki, 1913) シバス
ズ 怒和島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声).【既知】
鹿島, 市内, 五明, 樽味 石手川, 祝谷, 井門町
(小川・今川, 1999); 釣島 (大林ほか, 2002); 興
居島 (小川, 2004).
87. Polionemobius flavoantennalis (Shiraki, 1913)
ヒゲシロスズ 【既知】杉立町, 市内, 吉藤 (小
川・今川, 1999); 東野 (大林ほか, 2002).
Mogoplistidae カネタタキ科
88. Ornebius kanetataki (Matsumura, 1904) カネ
タタキ 睦月島 (3♂, 14. X. 1957, HK, EPSM);
小川 宅並山 (1♂, 12. IX. 2010, JO, 鳴声); 由
利島 (2♂, 14. IX. 2011, JO); 怒和島 (1♂, 30.
IX. 2011, JO, 鳴声).【既知】杉立町, 東野, 野
忽那島, 新石手, 下伊台町, 客 (小川・今川,
1999); 樽味, 釣島, 湯山柳, 菅沢町 (大林ほか,
2002); 興居島 (小川, 2004).
89. Ornebius bimaculatus (Shiraki, 1930) イソカ
ネタタキ 由利島 (1♀, 14. IX. 2011, JO).
90. Ectatoderus annulipedus (Shiraki, 1913) アシ
ジマカネタタキ 由利島 (1 ex., 14. IX. 2011, R.
Ogawa).【既知】鹿島 (小川・今川, 1999).
Myrmecophilidae アリツカコオロギ科
91. Myrmecophilus teranishii Teranishi, 1914 テラ
ニシアリツカコオロギ 【既知】太山寺山, 杉
立町 (小川・今川, 1999).
92. Myrmecophilus tetramorii Ichikawa, 2001 サト
アリツカコオロギ 【既知】
井門町 重信川 (大
林ほか, 2002).
Gryllotalpidae ケラ科
93. Gryllotalpa orientalis Burmeister, 1839 ケラ
野忽那島 (1 ex.幼虫, 15. X. 1957, HK, EPSM).
【既知】市内, 興居島, 石手川ダム, 南久米町,
下伊台町, 樽味 (小川・今川, 1999; 大林ほか,
2002).
Tridactylidae ノミバッタ科
94. Xya japonica (de Haan, 1844) ノ ミバ ッ タ

【既知】東野 (小川・今川, 1999); 東垣生町 重
信川, 北梅本町 枝朶下池, 井門町 重信川, 南
久米町 鉾田池 (大林ほか, 2002).
Tetrigidae ヒシバッタ科
95. Criotettix japonicus (de Haan, 1843) トゲヒシ
バッタ 【既知】東野 (小川・今川, 1999); 溝
辺町 白石池, 南久米町 鉾田池, 北梅本町 枝
朶下池, 井門町 重信川 (大林ほか, 2002).
96. Euparatettix insularis Bey-Bienko, 1951 ハネ
ナガヒシバッタ 【既知】東野, 樽味, 東垣生
町, 森松町 重信川 (小川・今川, 1999); 井門町
重信川, 中央公園 (大林ほか, 2002).
97. Ergatettix dorsifer (Walker, 1871) ニセハネナ
ガヒシバッタ 【既知】市内 (小川・今川, 1999);
東野 一番池, 南久米町 鉾田池, 井門町 重信
川, 北梅本町 枝朶下池, 中央公園 (大林ほか,
2002).
98. Formosatettix larvatus Bey-Bienko, 1951 コバ
ネヒシバッタ 【既知】杉立町, 米野町, 米野
町 演習林 (小川・今川, 1999; 大林ほか, 2002).
99. Tetrix japonica (Bolívar, 1887) ハラヒシバッ
タ 【既知】石手川, 樽味, 東野, 大橋町, 高
縄山 (小川・今川, 1999); 松山城山, 菅沢町,
中央公園 (大林ほか, 2002).
100. Tetrix macilenta Ichikawa, 1993 ヤ セ ヒ シ
バ ッ タ 中 島 本 島 (1 ♀ , 13. X. 1957, HK,
EPSM).【既知】二神島, 市内, 五明, 米野町, 米
野町 演習林 (小川・今川, 1999); 大井野町, 福
見山 (大林ほか, 2002).
101. Alulatettix fornicatus (Ichikawa, 1993) ノセ
ヒシバッタ 【既知】末町 湧ヶ淵, 玉谷町 石
手川, 上高野町, 菅沢町 (大林ほか, 2002).
Pyrgomorphidae オンブバッタ科
102. Atractomorpha lata (Motschoulsky, 1866) オ
ンブバッタ 小川 宅並山 (1♂, 12. IX. 2010,
JO, 目撃); 怒和島 (1 ex., 30. IX. 2011, JO, 目
撃).【既知】東野, 高縄山, 市内, 米野町 演習
林 (小川・今川, 1999); 津和地島, 怒和島, 二
神島 (佐伯, 1999a); 中島本島, 睦月島, 野忽
那 島 ( 佐 伯 , 1999b); 鹿 島 , 興 居 島 ( 佐 伯 ,
1999c; 小川, 2004); 出合大橋, 釣島, 柳井町
(大林ほか, 2002).
Acrididae バッタ科
103. Parapodisma setouchiensis Inoue, 1979 ヤマ
トフキバッタ 小川 宅並山 (1♂, 12. IX. 2010,
JO, 目撃); 由利島 (1♂, 31. VII. 2011, JO); 怒
和島 (1 ex., 30. IX. 2011, JO, 目撃).【既知】市
内, 米野町, 菅沢町 (小川・今川, 1999); 津和
地島, 怒和島, 二神島 (佐伯, 1999a); 中島本
島 , 睦 月 島 ( 佐 伯 , 1999b); 興 居 島 ( 佐 伯 ,
1999c); 釣島, 大井野町 (大林ほか, 2002).
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104. Parapodisma niihamensis Inoue, 1979 シコク
フキバッタ 【既知】米野町 演習林 (小川・
今川, 1999); 大井野町 (大林ほか, 2002).
105. Ognevia longipennis (Shiraki, 1910) ハネナ
ガフキバッタ 窪野町 引地山南西 堀越池付
近 (1♂, 4. IX. 2010, JO, 目撃).【既知】米野町,
米野町 演習林 (小川・今川, 1999).
106. Patanga japonica (Bolívar, 1898) ツチイナゴ
小川 宅並山 (1 ex.幼虫, 12. IX. 2010, JO, 目
撃).【既知】東野, 杉立町, 二神島, 樽味, 石手,
菅沢町, 下伊台町 (小川・今川, 1999); 津和地
島, 二神島 (佐伯, 1999a); 中島本島, 野忽那
島 (佐伯, 1999b); 興居島 (佐伯, 1999c; 小川,
2004); 釣島 (大林ほか, 2002).
107. Oxya japonica (Thunberg, 1824) ハネナガイ
ナゴ《松山市 準絶滅危惧》 野忽那島 (1♂, 15.
X. 1957, HK, EPSM).【既知】東野, 溝辺町 白
石池 (小川・今川, 1999).
108. Oxya yezoensis Shiraki, 1910 コバネイナゴ
《松山市 絶滅危惧Ⅱ類》 睦月島 (1♂, 14. X.
1957, HK, EPSM).【既知】東野, 樽味 (小川・
今川, 1999); 東野 二番池 (大林ほか, 2002).
109. Shirakiacris shirakii (Bolívar, 1914) セグロイ
ナゴ 二神島 (1♂, 15. X. 1956, HK, EPSM).
【既知】東野 (小川・今川, 1999); 津和地島, 怒
和島 (佐伯, 1999a); 中島本島, 睦月島 (佐伯,
1999b); 興居島 (佐伯, 1999c; 小川, 2004); 森
松町 重信川, 井門町 重信川, 梅津寺町 (大
林ほか, 2002).
110. Acrida cinerea (Thunberg, 1815) ショウリョ
ウバッタ 小川 宅並山 (1♂, 12. IX. 2010, JO,
目撃); 由利島 (1♂, 14. IX. 2011, JO, 目撃);
怒和島 (1 ex., 30. IX. 2011, JO, 目撃).【既知】
東野, 重信川河口, 樽味 (小川・今川, 1999);
津和地島, 怒和島, 二神島 (佐伯, 1999a); 中
島本島, 睦月島, 野忽那島 (佐伯, 1999b); 鹿
島, 興居島 (佐伯, 1999c; 小川, 2004); 釣島,
松山城山, 出合大橋, 津吉町 (大林ほか, 2002).
111. Gonista bicolor (de Haan, 1842) ショウリョ
ウバッタモドキ 中島本島 (1♂, 13. X. 1957,
HK, EPSM); 睦月島 (2♂, 14. X. 1957, HK,
EPSM).【既知】東野 (小川・今川, 1999); 津吉
町 寄合池 (佐伯, 2001; 大林ほか, 2002); 溝辺
町 白石, 梅津寺町, 津吉町 (大林ほか, 2002).
112. Mongolotettix japonicus (Bolívar, 1898) ナキ
イナゴ 【既知】米野町, 米野町 演習林 (小
川・今川, 1999; 大林ほか, 2002).
113. Stenobothrus fumatus Shiraki, 1910 ヒロバネ
ヒナバッタ 窪野町 引地山南西 堀越池付近
(1♂, 4. IX. 2010, JO, 目撃).【既知】高縄山, 米
野町, 米野町 演習林 (小川・今川, 1999); 大井
野町, 福見山 (大林ほか, 2002).
114. Glyptobothrus
maritimus
maritimus
(Mistshenko, 1951) ヒナバッタ 中島本島 (1

♀, 13. X. 1957, HK, EPSM); 小川 宅並山 (1♂,
12. IX. 2010, JO, 目撃).【既知】東野, 杉立町,
津和地島, 米野町, 樽味 (小川・今川, 1999);
津和地島, 二神島 (佐伯, 1999a); 睦月島, 野
忽那島 (佐伯, 1999b); 興居島 (佐伯, 1999c;
小川, 2004); 菅沢町, 井門町, 出合大橋, 梅津
寺町 (大林ほか, 2002).
115. Stethophyma magister (Rehn, 1902) ツマグロ
バッタ《松山市 情報不足》窪野町 引地山南
西 堀越池付近 (1♂, 4. IX. 2010, JO). 【既知】
二神島 (佐伯, 1999a).
116. Aiolopus thalassinus tamulus (Fabricius, 1798)
マダラバッタ 由利島 (1 ex., 31. VII. 2011, JO,
目撃); 怒和島 (1 ex., 30. IX. 2011, JO, 目撃).
【既知】中島本島, 野忽那島 (佐伯, 1999b); 興
居島 (佐伯, 1999c); 東垣生町, 西垣生町 重信
川, 出合大橋, 中央公園 (大林ほか, 2002).
117. Epacromius japonicus (Shiraki, 1910) ヤマト
マダラバッタ《松山市 絶滅》 中島本島 (1
♀, 13. X. 1957, HK, EPSM).【既知】重信川河
口 (小川・今川, 1999).
118. Locusta migratoria (Linnaeus, 1758) トノサ
マバッタ 野忽那島 (1♀, 15. X. 1957, HK,
EPSM); 怒和島 (1 ex., 30. IX. 2011, JO, 目撃).
【既知】東野, 重信川河口, 樽味 (小川・今川,
1999); 興居島 (佐伯, 1999c; 小川, 2004); 井門
町 重信川, 出合大橋, 津吉町 (大林ほか,
2002).
119. Gastrimargus marmoratus (Thunberg, 1815)
クルマバッタ 小川 宅並山 (1♂, 12. IX. 2010,
JO, 目撃).【既知】東野 (小川・今川, 1999); 津
和地島, 怒和島, 二神島 (佐伯, 1999a); 中島
本島, 睦月島 (佐伯, 1999b); 興居島 (佐伯,
1999c); 米 野 町 演 習 林 , 上 野 町 , 梅 津 寺 町
(大林ほか, 2002).
120. Oedaleus infernalis Saussure, 1884 クルマ
バッタモドキ 【既知】東野, 重信川河口 (小
川・今川, 1999); 津和地島 (佐伯, 1999a); 中島
本島, 睦月島, 野忽那島 (佐伯, 1999b); 興居
島 (佐伯, 1999c; 小川, 2004); 森松町 重信川
(大林ほか, 2002).
121. Trilophidia japonica Saussure, 1888 イボバッ
タ 小川 宅並山 (1♂, 12. IX. 2010, JO, 目撃).
【既知】東野 (小川・今川, 1999); 津和地島, 怒
和島, 二神島 (佐伯, 1999a); 中島本島, 睦月
島, 野忽那島 (佐伯, 1999b); 鹿島, 興居島 (佐
伯, 1999c); 樽味, 出合大橋 (大林ほか, 2002).
122. Eusphingonotus japonicus (Saussure, 1888)
カワラバッタ《松山市 絶滅危惧Ⅱ類》 【既
知】石手川 (小川・今川, 1999); 井門町 重信
川, 重信大橋 (大林ほか, 2002); 上高野町 (佐
伯, 2010).
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