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「カモン、カモン。もう少しだ。ここまで来い。」

山頂から見ていると、大きな翅が金色に光った。その大きさに、構えるネットがプル

ブルと震えていた。来たっと思った瞬間、ヤツはネットの手前 2mから急に急旋回し、

樹上高 くフワリと去っていった。

「アー、ダメだ。ダメだ。」

今まで、この仲間は一度も振 りにがしたことがないのに、なぜネットの届くところヘ

現れないのか。急に肩の力が抜けるのが分かった。

「新村さん、今度の春はどこへ行くの ?」

「ボルネオ.」

「エー、また行くの。そんなに面白いの。いやどうしようかと思ってね。でも今度で

4回 目だったっけ?5回目。フーン.」

年明け早々に、こんな会話があって、東南アジアの地図の中央にデンとしたボルネオ

島の姿を見ると、このところ毎年一か月半くらいは海外でネットを振っているにもかか

わらず、いまいち完全燃焼 していない自分を思いだした。

食草便覧、会報の発行、タマムシの収集、はたまたサッカーでは準優勝、年間 2回は

海外へと、ほかの人から見るとうらやましいといわれることもあるが、本当はもっとも

つとやりたいことがあるんじゃなかろうかと思っていたときであったので、新村さんが
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ひたすらボルネオヘと通いつめているのを見て目の覚める思いであった。

このところ、本職のタマムシの採集の合間は (御存じのごとくタマムシを山頂の吹き

上げで待つのは結構つらいものなんで、暇つぶしに考えたのが、チョウの食草捜 しであ

る)ジ ャングルの中を紡往 しているのである。特にタマムシにはルッキングが有効なの

で、自然と植物上の幼虫が目に入る。日本でもそうであるが、タテハチ ョウのものはそ

の姿の妙に強く惹かれる。

早速、88年の末に発行された「ボルネオの蝶」を見る。主にキナバル山の蝶を中心に

した内容であったが、南部の標本も割 りと多い。小生の好きなタテハチョウ、特にイナ

ズマチョウ類Euthaliaが 11ベージも載っているので、すぐにボルネオ行きのキップを手

配したのである。

1989年 3月 26日 、成田の出発ロビーで待っていると向こうから以前の同僚のM嬢がや

って来た。ヤアヤアと話をしてみると、彼女はこれからドイツのロマンチック街道へ行

くとか、やはり最近は海外旅行の リピーターが多いと聞いていたが、おたがいに気をつ

けようねと話した。彼女のほうは出発時刻なので行ってしまったが、こちらの待ち人は

姿なし。やきもきしていると新村氏が例のサングル履きで現れる。もう搭乗手続きが始

まっているのでアタフタと荷物を移動する。今回は海外がまったく初めてという通称国

語氏が一緒である。新村氏が早速断れなかったとか何とかブツプッと言い訳らしきこと

を言いだす。この国語氏は実に旅のスパイス、いやアクシデントというか、なかなか我

々を楽しませてくれることになった。一応シンガポールでのタクシー代を両替しておこ

うということで空港内でお金を出そうとすると、早速国語氏がまとめてやると良いとい

いだし、新村氏が両替をして二等分した。このとき小銭もしっかり?計算したのでセン

ト単位の円の両替計算となって結構時間をかけた。しかし小銭の計算に夢中になりすぎ

た新村氏は、見事に二万円分の紙幣をもらうのを忘れたのである。しっかりとこの間の

事情を見極めていた小生は、彼氏の分の紙幣を預かってあげたのである。そして後日青

ざめた彼にヤサシク手渡したのである。

シンガポールのチャンギ国際空港は、世界一に三度選ばれただけ合ってとても近代的

かつ美しいところである。入国審査を終えて、荷物を受け取 りにカウンターに並ぶ。こ

こでまたもや国語氏の登場。何やら手続きに手間取った後、チョッとトイレとタバコを

買いに行く、といったきり、待てど暮らせど来ぬう人を～と何か歌のせ りふと同じにな

ってしまう。こちらは一人で 3人分の荷物をロー リングテープルから降ろすはめになり

とても良い汗をかいた。国語氏のできるのはもちろん「国語」だけ。さすがに新村氏も

頭にツノが生えてさがしに行く。しばらくしてようやく合流したときには「ここは日本

じゃないんだから」の初心者向けのお説教があったのは言うまでもない。

タクシーを拾って、ニューオータニホテルヘ向かう。日本だとチョッと無理であるが

そこは物価の違うシンガポールなので一流ホテルヘサンダルで入ってしまうのである?

今日はとても長かったが明日は早いのですぐに寝る?はずであったが、国語氏は夜のシ
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ンガポールに感激して外を飽きずに見ているのであった。

明けて27日 、 5時間の眠りからガバッとハネ起きて、空港に向かう。今日は憧れのセ

ラピ山を見られると思うと心は弾む。体は重い。どうにか機上の人となるが、昨日の天

気予報どうり鉛色の重い雲が垂れ込めて下の視界はまったくきかない。まだ雨季が明け

ないのであろうか。クチン (ボルネオ南部)あ たりではだいたい 3月 下旬か 4月 上旬に

雨季が明けると聞いているので後は普段の行いにかかっているという気がした。

クチンの手前でほんの少しの雲の切れ間から、大きな河が見えた。続いて大きな街も

。雨に煙る空港では、N氏が迎えに来てくれた。直にホテルに荷物を置いて採集準備を

する。我々の ドタバタぶ りにN氏はニコニコしながらつき合ってくれる。N氏はサラワ

ク州の役人なのでこちらはすべてお任せなのである。こちらの希望を聞いて的確なアド

バイスをくれるし、もろもろの交渉も実にスムースに済んでしまう。

お昼を済ませて、南西部のSg.Cinaに 向かう。足場も良 く勇んでネットを出す。早速

現れたたのが、ハレギチ ョウCethosia.。 こいつはほとんどガにしか見えない。知らな

かったらまずネットできない。続いてムカシヒカゲNeorina。 なかなかシックである。

シマジャノメ、ウラナミジャノメ類、シロオビヒカゲなど天気に合わせて (も ちろん

曇 り)採 りまくり、やつと一息着 く。奥のほうに伐採地があり、N氏が捜しておいてく

れたのはこれだなと感謝する。早速ビーティングットを広げてたたき回る。ムッムムム

シマッタ。ビーティングネットの上に大量に落ちてきたものを見てうなった。なななん

とんとん、ヒルでないか。まだ雨季の抜けない、しかも雨上がりに不覚であった。この

天気ではタマムシはとても望めず、カミキリ、ハムシ、ホホビロモ ドキ、ニジゴミムシ

ダマシ、バッタの貧果に急いで引き返す。お尻の辺 りの鋭い痛み。直に尻に平手打ちを

かませる。ようやく足下の見える地面までたどり着 く。早速自慢の肉体 ?をス トリップ

で披露する。いたいた、白い柔肌に食い込む憎いヤツ。さっきの一撃で赤いシミが広が

っている。な～んて深刻にならずにヒッペがす。足にも2匹。そこへ現れた新村氏にプ

レゼントすると、ひどく嫌がって徹底的に踏みつぶしていた。

一番嬉しかったのは、何と言ってもオオイナズマLexiasを採ったことである。憧れの

ボルネオで初日からLexiasに お目にかかるとはラッキー。Lexiasを余り知らない人のた

めに簡単に言うと、大きさは日本のオオムラサキを想像するといい感じである。ネット

インしたときの手応えがいい。シジミタテハの綺麗どころもそろい絶好調であった。 3

時過ぎに少し場所を変え、もう一戦構えることになった。これが運命の一戦になろうと

は、今思い出しても痛恨の一語である。

何でもない道端の踏み跡をたどると林を切り開いたところが点々とある、乾燥気味の

ところへ出る。新村氏の目が光 り始める。ヘレナの黄金の舞に目を奪われていると彼氏

はどんどんと進んで行きどこかへ消えてしまう。時間が遅いのか蝶の姿がないが、人家

の見える別れ道で黒い大きな影が林に消えるのが見えた。心臓が飛び出しそうに ドキ ド

キする。アレだ。アレだ。慎重に林に入り、問合いを詰める。フワッっと飛び立ちこち



らへ来る。いつの間にか新村氏も後ろに回っている。射程距離と思つた瞬間ネットが一

旋。アッ。ア～ヤラレタ。ヘナヘナと力が抜けた。キヤニパルダス。キヤニパルグス。

28日 、昨日の傷ついた心を引きずりながら、Bunukへ 向かう。新村氏が以前お世話に

なったお宅へ写真を届けるついででもある。川沿いに部落があり、花も多いので絶好の

採集地である。今回はぜひ試してみたいものに、 トラップがあつた。タテハにはいろい

ろな トラップが使われているが、決定版というのはまだ来ていない。それだけに楽しみ

もまた多いのである。自分の発想でほかの人をしのいだ大戦果を上げるのが、至上の喜

びである。巷では、バナナ トラップが幅を利かせているようであるが、小生はパイナッ

プルにとどめを刺すと思っている。もちろんそのセットの仕方には、その人その人の流

儀があり、台湾の羅錦吉氏や珍文龍氏の方法も面白かった。やはリプロは生活がかかっ

ていることもあるが。何より虫に接 している時間が長い分だけ鋭い。しかし、プロかど

うかは決して生活がかかっていることとは関係ない。ようするに虫を見る目の確かさだ

といえる。

現在使っているパイナップル トラップは、奄美大島の黒砂糖焼酎を1.51に バナナ (良

く熟したもの)をつけこんでベースを造る。これにパイナップル (一 日、陽に干したも

の)を一晩つけるとでき上がり。日本でキベリタテハが少ないとか行っても、まったく

関係なくホイホイできてしまうのである。もちろんハナムグリやカプ ト、クワガタもホ

イホイなのは言うまでもない。ベースはもう2年以上熟成してあるので、我と思わん ト

ラップ自慢はぜひ挑戦してほしい。

Bunukで の主な成果

ベニモンアゲハ、キオビワモン、ネココノハワモン、メスキワモン、チャイロフタオ

ボルネンシスチャイロフタオ、カネスケンスオオイナズマ、テレシアシジミタテハ、ム

ラサキシジミ類 (例 のキリシマミドリのそっくりさんも)、 ムラサキジャノメ、ツマベ

ニチョウ (Borneoで は珍品なのだよ)
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29日 。南部のロングハウスを見学に行く。てなわけなく、その脇を通って奥の原生林

を目指す。ここPadawanは 、もうインドネシアとの国境に近く、時々ネシアの人が買い

物に来るのである。あるく道しかないが、6時間で国境を越えられる。この間がなかな

かの採集地であるが、当然とはいいながら健脚向きである。乾季には車で奥まで入れる

が、この道でカルナルリモンアゲハが、たくさん吸水に下 りている。歩きで45分 くらい

で小屋があり、そこから右手に川沿いの原生林を行く。ここは、セセリとタテハがもの

すごく多い。もちろんシジミやそのほかの蝶も多い。

Padawanでの主な成果

ボルネオスミナガシ、アタマスフタオ (川原をプンプン飛ぶので、短いネットで打率

を競うと面白い。ちなみに、小生は打率 3割 3分 3厘 )、 チャイロフタオ、ミスジ類、

セセ リとシジミは嫌になるほど採った (小生の基準で。解る人には解る)

30日 。今日は新村氏と国語氏が帰る日なので花の多い近場へでかける。 3月 には割と

花も多く、食草に興味がある小生にとっては、とても都合がいい。今回も、オオイナズ

マやオナガアカシジミの食草を確認できた。この辺 りは、あの有名なイギリスの採集家

のウォーレスが歩いたところだというので心がウキウキしてしまう。

クチンの成果

ムラサキマネシアゲハ♀、Atrophaneura nox noctis♀ 、Delias類 、

今日は、久々に朝から晴れて絶好調。そして恐ろしいことに気がついた。今までもず

いぶん熱帯の蝶は早いと思っていたが、まあせいぜい日本の一番速い蝶より少 し速い程

度だった。ところが、蝶が見えないのである。言われてみてもいないということが何回

もあって、ようやく眼が慣れてきた頃にはもう御仕舞いとなってしまった。しかし、ネ

ットを振る速さにおいては負けたことがない、入った蝶が壊れるといわれたくらいであ

るから慣れてしまえばこちらのものである。日本国内で腕自慢の人は、ぜひBorneoで勝

負しましょう?

31日 。一人でひたすら網を振る。天気も良く気分は最高。一人だといろいろと危険だ

からという人もいるが、熱帯のジャングルで死ねたら大満足である。

クチ ンの成果

Losarla neptunes doris

Papilio memnon memnon

Graphium sarpedon sarpedon

Eurema anderson■  bornensls

E.     blnda blanda

Cyrestis hypsea

C.       nlvea borneensls

Charaxes bornens■ s daelnon■acus

Parantica aspas■ a aspasla

1♂  1♀
10r

l♂

lex.

lex.

lex.

lex.

1♀

2♂♂

5



P。

P.

luzonensis praemacaristus 4ex.

crowleyi lex-

Idea stolli virgo

Euploea mulcuiber Portia
E.

E.

E.

E.

E。

camaralzeman scudderii

crameri crameri

leucostictos syra

eyndhovil strix
midamus aegyptus

Er■ onota sp.

Matapa sp.

Ypthima sps

トラガ

デリアスモ ドキガ

トラカミキリsp.

その他雑虫多数

4月 1日 から3日 まで同じくクチンに通いつめる。

1日 の成果

Losaria neptunus doris
Graphium megarus sagittiger
G. deiesserti delesserti

G. agamemnon aganemnon

Papilio karna carnathus

fuscus dayacus

iswara araspes

Dercas gobrias

Grandaca harina

Eurema blanda blanda

Delias hypareta diva

D. balacasa cathara

Pandita sinope sinope

Lexias dirtea
L. pardalis

Charaxes bernardas rePititus
Cethosia hypsea hypsea

Elymnias esaca borneensis

1♀

3♀ ♀

(月 刊むしに載った綺麗なやつ )

(美 しい)

(産卵中のものを見つける)

1♀

1♀

3ex.

6ex.

4ex.

5ex.

lex.

lex。

lex。

14ex.

3ex.

5ex.

lex.

2♂♂

1♂

2♂♂

3♂♂

1♂

2♂♂

5♂♂

lex.

3ex.

4♂ ♂

10戸

lex.

3ex.

2ex.

2ex.

○

1♀

1♀

P。

P.

C
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Ypthima sp.

Purlisa gigantea gigantea

Arhopala aedias aedias

A.       allata

A.       agesilaus

Caltoris sp.

Parantica aspas■ a aspas■ a

P.        agleoides borneensis

ldea lynceus fumata

Euploea mulciber portia

E.      diocletianus lowii

E.      algea zonata

Eo      camaralzemam scudderii

E.      modesta lorzae

トラガ sp.

デ リアスモ ドキガ A

デ リア スモ ドキガ B

その他 甲虫多数

2日 と 3日 の主な成果

Chilasa paradoxa

Papilio karna

Graphium sarpedon

G.       agamemnon

G. deiesserti delesserti
Meandrusa payeni brunei

Polyura schreiber malayica

Purlisa gigantea gigantea

2ex.

1♀

lex.

lex.

lex.

3ex.

2♂♂ 1♀

3♀ ♀

IJ
7d&
IJ
5ex. (+

2ex.

Zex.

1ex.

Zex.

399

ab. lex. )

1g

2♀ ♀

1♂  1♀  (完品のみ)

2♀ ♀

3♀ ♀

2♀ ♀

1♂

1♀  (ド完品)

1♀

甲虫のほうは、余り詳 しく紹介しないけれど当然ながら大々成果が上がった。よく日

本の虫屋は、標高何m以下にはこれは分布しないなどというが、この先入観があるかぎ

り世界で通用しない。キナバル山では1000m以上にしかいないといわれているオウゴン

オニクワガタがよい例で、原生林さえあればどこにでもいるのである。今回、クチン郊

外でメスながら2頭得ているので報告 しておく。要するに、ヘビやヒルのいるような本

当の自然の中へ入っていけるのかどうかが、一流になれるかどうかの違いである。舗装

道路のうえを歩いているような採集をしていて、分布あれこれというのは笑止である。

熱帯熱をはやらせたいので、ぜひ感染して頂きたい。この続きは近いうちにお届けで

きると思 うのでご期待頂きたい。

∪



クチン (ネ コと言う意味)の中心街で

ナガサキアゲハの食草 (Bunuk)     Lexiasの 食草 (ク チン)

(SHIGERU ENDO 〒187小平市小川東町2-13-7-201)

Padawanの 渓谷 (フ タオのポイント)



ジャヨウアゲハの越冬蛹
―蛹化場所とその歩行距離― 仁平 勲

1984年 6月 、兵庫県で採集したジャコウアゲハを累代飼育し、越冬蛹を得ようとして

自宅のキハダとクルミ樹上にハンモスルウマノスズクサに放 し飼いにした。折 りを見て

とり入れようと思っていたところ、仕事が急に忙 しくなり取 り入れが間に合わなくなり

蛹化場所を求める終令幼虫はめいめいに街往し、いろいろな場所で蛹化体制に入った。

取 り入れに間に合わなかった筆者は、この蛹化個体の発見に努めることと食草の距離

を測ることに専念した。以下はその記録である。このつたない記録が本種の野外におけ

る蛹発見の一助になれば幸いである。

1984年 10月 24日 午前 10時頃、自宅前の道路 (平面図参照)中央辺 りを歩 く2頭のジャ

コウアゲハ終令幼虫を発見し、放し飼いの本種幼虫の取 り入れを忘れたことに気がつい

た。またどこかへ歩きだすことは目に見えていたがとりあえず車に蝶かれるよりはと思

い前述のキハダ樹上の食草へ戻 しておいた。そして翌日、食草を中′と、に探 し回つたとこ

ろ合計19の前蛹及び蛹を見つけるに至った。最初30幼虫を放し飼いにしたので63.3%の

発見率である。 (歩行距離は各々一番近い食草からのものとした)

発見場所と歩行距離 (19の個体はA～ Sと した)

A キハダ樹幹の前蛹 (樹高約 3m、 地上からlmの ところ、したがって樹上の食草

から2m下部になる)写真 4

B さざんか細枝上の蛹 (キハダより約80cm離れている樹高約50cm,し たがって約

4m30cm歩行)写真 5  なを、本蛹は1985年 1月 に確

認 したところ何者かに食害されていた。写真 6

C クルミ樹幹の蛹 (キ ハダよリデワトネリコをはさみ約 lm道路よりにある。樹高

約 2m50cm、 地上から80cmの ところしたがって樹上の食草より

l m 70cm下 部になる)

D デワ トネリコ樹幹 (キ ハダとクルミの真ん中にある、約50cm離れ、樹高約 2m80cm
のところしたがって樹上の食草よりl m70cm下部になる)写真 7

キハダ、クルミ樹上の食草が多少デワトネリコ樹上に触れており、上から伝わってき

たものか、いったん降りて下から上がってきたものかは判断できない。常識的には上か

ら伝わってきた確率が高そうで、その場合の歩行距離は約 2mく らい。

E ミカンの中枝  (キハダより約40cm、 植木鉢の高さを加え歩行距離約 3m30釧位 )

写真 8

F、 G、 H 簡易屋根の①柱 (プロック塀上約30cmの高さ、したがって約 6m30cm歩行

写真 9  ①柱内側 (北側に 2個、横柱に 1個 )に 3個固まっていた。 )

I、 」、 K、 L 簡易屋根の②柱 (歩行距離約 3m80cm)写 真 10

9



M、

②柱外側に 1個、横柱に2個、支柱に 1個の計 4個が集まっていた。

N、 0 簡易屋根内側支柱 (縦横計8本の支柱にバラバラについていた。歩行距離

約4m～ 4m50cm)

南側ひさしの道路側 (薄いベージュのモルタルに付着、歩行距離約8m)写真H

南側ひさし中央下幹 (歩行距離約10m)写真12

南側ひさしの奥 (歩行距離約12m30cm)写真13

道路側カベ上部 (歩行距離約13m)側 面図に⑤印の地点の蛹

歩行距離は短いもので約 l m70cm、 長いもので約13mと かなり幅がある。しかしこれ

はすべて直線距離を測ったもので、かなり迂回することも考えられるので実際にはもっ

と距離が伸びると思われる。付着するものについては、これと行つた決まりはないよう

だが、比較的茶色のものに多く付着が見られ、プロック塀と鉢の部分にはまるで付着し

ていなかつたのは不思議である。距離と全体の構図、付着状態を分かりやすくするため

に、自宅付近の平面図、側面図と写真を図示した。

○

写真 1 キハダ樹上に繁茂するウマノスズクサ (中央に終令幼虫が見える)

Ｐ

Ｑ

Ｒ

Ｓ

10

L
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↑写真 2 茎を食いちぎられて一

部枯れてしまったウマ

ノスズクサ

←写真 3 キハダの樹幹に静止す

る終令幼虫

(3本見える太い茎の

1本を食いちぎった)

1  1

W



‐写真4 A― キハダ樹幹の前蛹

↓写真 5 B― さざんかの蛹

○

C
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写真 6 1985年 1月 、食害され

ていた図 5の蛹

写真 7 D― デヮトネリコ樹幹

の蛹

、ヽ_′
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←写真8 E― ミカンの蛹

↓写真 9 F、 G、 H―簡易屋根

木製柱内側の前蛹と蛹
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|

V

写真10 1、 」、 K、 L―木製柱外側及び支柱の前蛹と蛹

15

写真H P― 南側ひさし道路側の前蛹

鮮
W



←写真12 Q―南側ひさし中央下

部の前蛹

↓写真13
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痢ひべ_力LOモルタル塗リ
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自宅 側面図

(ISAO NIHIRA〒 180武蔵野市吉祥寺北町 1-17-7)
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1988年 度蝶類採集 (観察 )報告

指田 春喜

この3,4年 間、あまり国内の蝶の採集に熱が入らず、夏期に 2週間ほど台湾でネツト

を振るのが唯一となつていた。ここ北陸は金沢に移り住んで、13年の月日が過ぎ去つてい

たが、当地ではこの数年、春にギフやウスバシロを少し採つただけであつた。石川県は蝶

相が貧弱であり (こ れは私の先入観かもしれないが )、 これまでは県外や海外にばかり目

が向いていた。そこで、「これではいけない」と一念発起し、一昨年末に金沢市を中心と

する同好会 (百 万石蝶談会 )に入り、県内外の情報を仕入れて、近場での蝶々の採集を行

つたので、以下、簡単に1988年度の採集報告をする。

|   
○富山県中新川郡立山町極楽スキー場周辺 」un。 , 5。 1988

ウスバシロチョウ 5♂ ♂

スキー場に至る道路沿いの草地やあき地などで発生していた。

○富山県中新川郡立山町称名滝 」un。 , 5。 1988
1      クモマツマキチョウ 2♂ 01♀ (目 撃 )

家族 (2歳 の長男も一緒 )と もどものピクニックであり、駐車場近くで、さらに

18を目撃している。河原には、ヤマガラシが多いが、卵はハタザオ類だけに付い

ているようであつた。

○石川県金沢市医王山 」un。 918。 1988
1      早朝、ゼフを目的に入山するも蝶影なし。気温が低かつた。

○石川県金沢市医王山 」un。 ,19。 1988
1      テングチョウ 9eXS(新 鮮 ) クロヒカゲ 1♂

|      ミヤマカラスアゲハ 18
1   0石 川県石川郡吉野谷村 (白 山スーパー林道)」 un。 ,26。 1988
1      アサマシジミ 1♂

天候が悪く (ほ とんど一日中霧雨が降つていた )、 他には全く蝶は採集できなかっ

た。中宮温泉近くのナンテンハギには食痕が多かつた。

|   ○石川県金沢市医王山 」ul。 , 2.1988
1      ジヨウザンミドリシジミ 1♂    エゾミドリシジミ 2♂ 0

ウラクロシジミ 6♂ ♂ 1♀     ルリシジミ 3♂ ♂

○石川県石川郡吉野谷村 (白 山スーパー林道 )」 ul., 3.1988
アサマシジミを狙うも、この日スーパー林道沿いではアサマは採集できなかつた。
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○石川県金沢市医王山 」ul. 7 ,1988
フジミドリシジミ 1♂ , アイノ

7ミ
ドリシジミ 122♂ ♂

約 1時間ほどでアイノミドリを 122頭 (い ずれも新鮮 )採集した。尚、この時の

詳細は、テ11 9 NO,71 AUG.1988(百万石蝶談会,石川 )に 詳しい。フジミドリはや

や汚損 .

○石川県金沢市医王山 」 ul。  9,1988

ジョウザンミドリシジミ 18♂ ♂ ウラクロシジミ 18
アイノミドリシジミ 238♂    ウラゴマダラシジミ 6♂ ♂ 1♀

エゾミドリシジミ 5♂ ♂     テングチョウ 18
7/7に 比べるとアイノミドリの目撃数は明らかに少なかつた。

○岐阜県養老郡上石津町藪谷 」ul.,lo,1988

サカハチチョウ 1♂        トラフシジミ 1♀

ン    ムラサキシジミ 1♂
ヒサマツを狙うも目撃 (2頭 )に止どまる。ポイントもわからず、現地到着が遅か

つた。

○石川県金沢市医王山 」ul。 19,1988
イチモンジチョウ η♂1♀

○長野県南安曇郡安曇村白骨温泉 」ul.,24,1988
オオイチモンジ 1♂ (ピ カピカの新鮮な個体,ウ ツシシ !)

ヒメキマダラヒカゲ lex
1988年 は梅雨明けが遅く、この日も霧雨が降る生憎の天候であつたにもかかわ

らず、採集者は20人 。目的の物をネツトレ
た者はほとんどいなかつたよPで ある。

○長野県南安曇郡安曇村白骨温泉 」ul。 931,1988
オオイチモンジ 28♂       イチモンジチョウ 1♂

オオゴマシジミ 38♂       ヒカゲチョウ 18
、_´     ヒオドシチョウ lex

オオイチモンジは 2頭 ともトラツプ (パ イナップル+バ ナナ+焼酒 )に飛来したも

のであり、トラップの効力はパツグンであつた。オオゴマシジミは発生の初期。

○富山県神通川猪の谷 NOV。 ,20,1988
ヒサマツミドリシジミ 60卵
仲々ヒサマツの成虫をネツトできず、これまであまり飼育の経験がなかつたが、い

たしかたなく、採卵をしてみた。しかしながら半分はふ化せず、おまけに飼育がヘ

タクソであるためか、成虫になつたのは3頭 (2♂ ♂,1♀ )のみ。

(HAR∪ KI SASHIDA 〒920金沢市材木町 8の 3)
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八王子市の高尾山とその周辺で採集した珍しいと思われる甲虫について報告する。

採集者名のないものは、筆者の採集したものである。

1、  クロル :リ ハナカミキリ  Anoptoderomorpha monticola NAKANE

l ex.八王子市高尾山込縄 5-Ⅵ -1989

ミズキの花に来ていたものを採集。なを、藤田宏氏が1988年に発表 した「高尾山の

カミキリ」リストには、この種は載っていないので、恐らく初記録と思われる。

2、 ベニLバハナカミキリ Paranaspia anaspidoides(BATES)

l ex.八王子市高尾山 15-Ⅶ-1989 門倉直人採集

薬王院手前の参道沿いの灯火にて採集した。

3、 ルリボシカミキリ Rosalia(Rosalia)batesi HAROLD

2 ex.八王子市南浅川街 ?―Ⅵ-1985 門倉直人、久島 渉採集

国道20号の「梅の木平」バス停の前を左に入ったところにクヌギ?の伐採された木

が積んであり、そこで採集した。また、1988年 6月 26日 には自宅近 くの神社にある

古い桜の伐採木で♂♀を目撃した。これによって本種が高尾山にも分布 しているこ

とが明らかになった。

4、 アオカミキリ Schwarzerium quadricolle(BATES)

l ex.八王子市高尾山 22-Ⅵ -1987

自然科学博物館の裏で飛翔中のものを採集。

5、 ィタヤカミキリ Mecynippus pubicornis BATES

l ex.八王子市西浅川町 ?―Ⅵ-1983

夕刻、自宅に飛翔してきたものを採集。これが本種の 3例目の記録となる。

6、 ヒゲナガゴマフカミキリ Palimna liturata(BATES)

5 ex.八王子市高尾山 ?―Ⅷ-1984 門倉直人、久島 渉採集

ケープルカー山上駅付近のプナの立ち枯れ、倒木に多数。その後、 9月 の初めまで

3回 ほど現地を訪れたが毎回10頭前後見られた。

7、 フタコブルリハナカミキリ StenOcorus coeruleipennis(BATES)

自然科学館の裏の山を少し上ったところで採集。

8、 ハンノキカミキ :り  Cagasima sanguinolenta THOMSAN

l ex.八王子市高尾山 ?―Ⅵ-1980 門倉直人採集

自然科学館の裏の山の伐採木で採集。

9、 ニイジマ トラカミキリ Xylotrechus emaciatus BATES

多数 八王子市西浅川町  (材採集 )

2 0



10,ヨ ツボシヒメゾウムシ Baris floauosignata ROELOFS

l ex.八王子市裏高尾町日影沢 2-Ⅸ -1989

分布が、九州、本州で「稀」となっている。

11、  コラ′ハナゾウムシ  Tachypterellus dorsalis VOSS et CHUJ0

l ex.八王子市裏高尾町日影沢 21-Ⅳ -1989

ウツギの花のスイービングで採集。

12、  トゲハラヒラセクモゾウムシ Metialma cordata MARSHALL

l ex.八王子市裏高尾町日影沢 4-V-1989
l ex.八王子市高尾山込縄 10-V-1989

ウツギの花のスイービングで採集、

l ex.八王子市裏高尾町日影沢 10-X-1989
ガクアジサイの咲き残 りに来ていたものを採集。

′ 13、 フ トノミゾウムシ Rhynchaenus excellens(ROELOFS)

l ex.八王子市高尾山 15-Ⅶ -1989

薬王院付近の灯火で採集。

14、 トモンチビオオキノコ Tritonla asahinai NAKANE

l ex.八王子市高尾山込縄 17-Ⅵ -1989

分布が、九州、本州で「稀」となっている。

15、 ムネアカクロジョウカイ Athemellus adusticollis(KIESENWETTER)

l ex.八王子市西浅川町 16-Ⅶ -1989

16、 アカマダラコガネ Poecilophilides rusticola(BURMEISTER)

l ex.八 王子市廿里町 ?―Ⅶ-1983 門倉直人採集

夕刻、クヌギ林の樹液に来ていたものを採集。

ちょっと古いが、東京都では初記録と思われる。

自分は 1シーズンに最低 2回 は網を取 り替える。どこに何がいるか分からないので花

や草や本など、何でも網を出し、振 り回している。お陰で穴ばかりあいて、その修繕が
｀
―′ 大変である。 3年前、高尾山に圏央道の トンネルが掘られると知ってからは本格的に採

集を始めた。 トンネルが掘られれば、昆虫や植物が減ることは目に見えている。それま

でにできるだけ多くの言己録を残しておきたい。今はカミキリ、ゾウムシを中心に採集し

ている。

今回の発表に当たり、いろいろと御指導頂き、また日頃から大変お世話になっている

遠藤茂氏に深く感謝するものである。

(22パ ージの写真参照 )

(WATARU KUSIMA 〒193八王子市西浅川町122-3)
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ゴマシジミ寸見記録
仁平 勲

1989年 9月 H日 (金 )晴 れ

夏の蝶が発生の遅い1989年であったが、一寸ゴマシジミをのぞいてみようと、折から

帰省中の仲西周二氏とでかけてみた。

1♂ 長野県信濃川上村高塔谷  仲西採集

発生のはしりか、この新鮮な一頭しか見られなかった。他にコキマダラセセリ3♀ 、

スジグロチャバネセセ リ1♂、ホシチャバネセセ リ3♂採集。ヒョウモン類、コヒョ

ウモンモ ドキ、ジャノメ、ヒメシジミを見るも、ホシチャバネセセリを除き全て汚損

していた。

3♂ 山梨県上九一色村本栖湖  仁平採集

御多分にもれず発生初期と思われ、新鮮な個体であったが数は少なかった。午後 2時

頃到着、風が強かつたのも一因かもしれない。全て風の来ない谷間状のところに固ま

っていたのを採集したもので、他に広大な草原でも2頭目撃 したが、風に飛ばされて

採集できなかった。

蛇足ながら、途中で寄った海の口西武別荘地でもベニヒカゲはやはりはしりで、 3♂

目撃、 1♂ (仲西)採集であった。なを、管理会社の人に蝶は保護しているので採らぬ

ようにと、注意されたことをつけ加えておく。

1989年 8月 31日 晴れ

食草写真撮影行の折、同行の遠藤氏に無理を行って茅ケ岳へ寄ってみた。遠藤氏はク

ワガタなどを採っており、筆者のみ網を振った。

3♀ 山梨県茅ケ岳饉頭峠付近  仁平採集

茅ケ岳のゴマシジミは広い範囲で点々と知られている。筆者の知る他産地は上記とそ

の l km位穂坂村へよったところの二か所であるが、前者は林道設置でつぶれ、後者は樹

木と草が伸びすぎ草地が縮小されて個体数が激減 しており、当地のゴマシジミも過去の

ように多数得ることは難しいようである。

なを、筆者が今回得たのは旧産地付近の極小の伐採地である。

(ISAO NIHIRA〒 180武蔵野市吉祥寺北町 1-17-7)

大募集中国稿原
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仁下又沢のオオゴマシジミ
加藤 真喜雄

1989年、三度にわたり、オオゴマシジミを狙つて、群馬県利根郡仁下又沢へ行ったの

で、結果を報告しておく。

3♂♂ 1♀  5-Ⅷ -1989 快晴  なを、採集者が多く、20人程であつた。

H♂♂ 8♀ ♀ 14-Ⅷ -1989 晴れ  この日は私以外誰もいなかつた。

(MAK10 KATO 〒143大田区大森中 1-17-26-902)

仁下又沢のオオゴマシジミ
仁平 勲

筆者他も仁下又沢へ入っているので、加藤氏の報告の補足として、合わせて報告 して

おく。

1♂ 斉藤基樹、   1♂  仲西周二  2♂ ♂ 仁平勲 採集 8-Ⅷ -1989

当日採集者は他に5人ほどいたが誰も採集していなかったようである。蝶研出版でガ

イ ドが出たせいか、採集者は増えているが、2～ 3年前に比べ個体数は半減 しているよ

うである。

なを、前日の 8月 7日 に宮崎茂穂氏が台風直後の荒れた現地に入り、天気はまあまあ

であったが、 2♂♂で非常に少ないとぼやいていた。

(ISAO NIHIRA〒 180武蔵野市吉祥寺北町 1-17-7)

箱根山中でクロアゲハの蛹を発見
仁平 勲

1989年 9月 21日 、神奈川県足柄下郡箱根町大平台でキリシマミドリシジミ採卵中クロ

アゲハの蛹を発見した。クロアゲハの蛹自体は野外で数多く見いだされており、別段、

目新しいことはないが、今回のものはその場所のユニークさである。

蛹は緑色で、直径約20cmの アカガシ樹上に約 4mの高さで北西方向を向いた太枝の先

端 3mの ところ、直径1-2面 の細枝に頭部を北西に向けぶら下がっていた。
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このアカガシに隣接しているミカン科の植物はなく、北東方向3m付近に約 lmのサ

ンショウが見いだされた。これが食樹であるとすればサンショウー (3m)― アカガシー (4

m)―太枝― (3m)‐細枝で約10m歩行したことになる。町中のミカンやカラタチで蛹を見

つけることはあつても、山中で見かけることは容易ではなく、少ないことだと思い報告

する。

(ISAO NIHIRA〒 180武蔵野市吉祥寺北町 1-17-7)

武蔵野市でルリタテハの幼虫に出会う
仁平 勲

筆者の住む武蔵野市吉祥寺北町 1丁 目付近は完全な住宅地で、周囲 2 kmに は公園らし

きものもなく、自然林は見当たらない。このような状況であるから、キタテハは見かけ

ても、アカタテハやルリタテハはほとんどお目にかからない。

しかるに、自宅前の家の裏にある細い道路の縁に何やらよく見かけるユ リらしきもの

がいつの間にやら10本程植えられていた。ある日気がついてみたら、先端の方が荒々し

く食われておりほとんど葉がない。調べてみるとユ リらしきものはまごうことなくカノ

コユ リであり葉裏よりまるまると太ったルリタテハの終令幼虫が 2頭見つかった。これ

が1989年 9月 28日 である。食痕状態からみれは、もっと沢山いた様だが一寸気づくのが

遅かったらしく、他には見つからず、隣家の地上10mほ どの板壁で蛹ガラが 1個見つか

つただけである。10月 1日 蛹化、10月 7日 ～ 8日 にかけた 1♂ 1♀ が羽化した。

(ISAO NIHIRA〒 180武蔵野市吉祥寺北町 1-17-7)

学 (川島書店 )

遠藤 茂

最近、分類学に関する記事が各誌をにぎわしているようであるが、その教科書として

最適な本がこれである。

この本を読んで、改めて日本の蝶を見るのも面白そうである。現にモンキチョウでさ

えも材料があるのである。であるから、他の昆虫、特に小生の好きな甲虫なんぞは、ほ

とんど無限の材料、宝の山であるといえる。一読をどうぞ。

(SHIGERUENDO 〒187小平市小川東町 2-13-7-201)

『書評』昆虫分類
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久島 渉  〒193八王子市西浅川町122-3
くしま   わた0

自分は高尾山のすぐ近くに住んでいます。高尾山は、現在 トンネル問題で揺れていま

す。高尾山に穴があく前に一種でも多く虫を採集 して、そして絶対に新 しい分布の虫を

見つけたいと思っています。主にカミキリ、ゾウムシ、コメツキ、タマムシなどを採集

しています。保育社の原色日本甲虫図鑑で採った虫を調べているのですが、まったくの

素人ですので小さな虫や似たような種類の虫はハッキリした区別がつきません。それで

できればそのような虫をプロの先輩方に調べて頂きたいと思っているのですが、どうか

よろしくお願い致します。

大橋 田鶴子 〒184小金井市中町 3-14-28
おおはし   たすこ

いろいろな蝶が飛びかう季節になりました。

一年前に詳しい案内をいただき、例会に出席して入会しようと考えておりましたが、

主婦の身でなかなか果たせず、今日に至 りました。とりあえず入会し、そのうち例会で

お会いしたいと思っております。よろしくお願い致します。

山下 又幸 〒811-52 長崎県壱岐郡石田町久喜触56

やました  また0き

私は、昆虫全般に興味があり、現在職業は海運業という事で、航路は北は東京から南

は鹿児島までですが、去年 6月 4日 に結婚しましたので、今は主な航路としては大阪⇔

熊本という事で少なくとも 1週間に 1回の割合で家に帰っています。帰っても何日もい

るわけには行かず、普通は18時間ぐらいで長くて30時間ぐらいです。もちろん航路によ

って異なるため、福岡、佐世保、長崎、伊万里、小倉などでしたら家に長 く居られるだ

ろうし、逆に長州、大牟田、三池、八代などでしたら数時間家に居れる時間が短いとい

う事ですが、その短いわずかな時間を利用して、好きであり、趣味である昆虫採集に出

かけています。自分の事をこんな風にかくのもなんですが、 6月 4日 (虫の日)に結婚

できたという事で、嬉しさも一入でしたし、友人代表のスピーチの中には久喜のファー

2 6
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ブル動く昆虫図鑑とさえ言われました。一度会員の皆様とお会いしたいですね。

〒185国分寺市西町 2-16-13

私は、都立大学理学部 (数学科)に勤務するものですが、趣味として昆虫 (蝶 )採集

をしています。国分寺に住んでいますが、近くの同好会に入 りたいと思い、「多摩虫」

にお願いしました。蝶歴は長いのですが留学や就職で中断した時期もあり、未熟です。

よろしく御指導下さい。

倉澤 誠也 〒181三鷹市上連雀 6-25-3
くらさわ  せいや

小生、蝶に興味を持つようになったのは小学校 5年生の時であった。当時阿佐ケ谷に
~/ 

育っていたが、中野 (工兵電信隊)から日大三中に至る演習場、点在する森ありで自然

が豊かで、かの有名な平山修次郎著原色昆虫図譜¥2.50東京井の頭山は全て採集する

ことができた。これが自然に対する愛情の芽生えではないだろうか。その後戦中、戦後

で中断、結婚後子供ができ、子供の鍛錬のため東京周辺のハイキングを兼ね採集を行っ

てきたが、会社本位の私には本格的な事はできなかった。

89年 2月 、人生の区切 りとなり、いくぶん時間的余裕も採れるようになり、 6月 に妻

共々、石垣、竹冨、西表島を旅行し自然の豊かさを味わって参りました。

近頃一部の自然保護論者やマスコミのなかには昆虫を採る事は自然破壊につながると

いう短絡的な意見が強まっているが、節度を持った昆虫採集はすばらしい趣味であるば

か りでなく、自然保護の精神を養うのに役立つものと信 じて居 ります。その趣意でのジ

ュニア会員の入会歓迎には賛同するものです。

寧ろ自然破壊は乱開発、薬剤等による汚染に因るものではないでしょうか。

私の住む三鷹市も「オオムラサキ」が飛び、「蛍」が光る町にしたいと願っておりま

 ヽす。
、ノ

<編集後記>
数年ぶ りといわれた寒い冬もいつの間にやら峠を越 し、 2月 後半には逆に高温注意報

まで飛び出す始末ですが、これも近頃流行 りの異常気象なのでしょうか。

熱帯病患者の小生は、ボルネオの夢を身ながら、ル リクワさんやオオクワさんと冬眠

中であります。

この冬は、食餌便覧も出版できたし、こうして会報の方も何とか皆様にお届けできま

したので、枕を高くして眠ることができました。シーズンには御一緒できると嬉しいで

すね。誘って下さい。                    (遠 藤 )

一九
　
叫

辻

π
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