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PARTⅡ

遠藤 茂

「どんな蝶が採れるんですか ?」

「キャニパルダスとかミランダとかデ リヤスなんかだけど、今一番何が欲 しいの」

「ネッタイミドリシジミなんかはどうですか ?」

「ゼフに凝ってるの ?」

「チ ョット、チョット.カ ルナなんかも良いわけ ?」

1989年 5月 、郊外のレス トランで上記のような会話が行われていた。メンバーは久々

の磯貝さんと長谷川君などで、ガヤガヤやつている時に、先程の標本を見てやや興奮気
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社を23日 も一気に休んでしまうという日本のサラリーマン史上に残る?快挙をなし遂げ

ての参加であったので、みんなの (と いつても3人であるが)盛んな拍手を浴びてテレ

臭そうにしていた。もっとも彼氏がその後部長に呼ばれてお話を承った事には、小生は

一切関知しないものである。

どこへ行っても絶対に日本人に見られた事がない?小生は、例によってユナイテッド

航空の機内で、Can yOu speak」apanese? などという質問を浴びて閉□していたので

ある。もっとも、まわりにいる人間は面白い事この上ないのであるが。

航空会社は数々あれど、やはリナンバー 1は シンガポールエアーラインを上げねばな

るまい。タイ トな民族服に身を固め、機内サービスも最高。つぎには全日空。アメリカ



合衆国でもなかなかの評判で、家の弟なども出張の時は選んで乗っているほどである。

採集旅行で一番ヒマなのが、飛行機の中である。人によっては、結構忙 しいという事が

あるのかもしれないが、小生には睡眠と休養以外には余 り利用していないというか、利

用しにくい時間であるので、いきおい、睡眠を十分とれる会社が一番という事になる。

後は、何と言っても、食事の善し悪 しが全てである。旅に出てそれぞれの土地のものを

食べ歩くのは、多少趣味が合わなくてもまあ当然の事であるが、一応文明の利器である

機内では、それなりのものが出ないとひどく腹立たしいのである。

さて、シンガポールに深夜ついて、いつものようにタクシーでホテルニューオータニ

ヘ向かう。今回は、新村、長谷川、磯員の 3氏 と一緒である。ホテルで早速今回の行き

先を暗示するがごとく、 トラブルが発生してしまった。フロントで『 予約をしてある遠

藤です。』というと、係のお兄ちゃんが、『予約がない。』という。『 エー、良 く調べ
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が、全然埓があかないので、フロントマンのお勧めする第一ホテルヘ向かう。

他の二人は、はやくも顔面蒼自でかなリヒキツッテいる。ホテル代が少 し安くなった

(割引させた)し 、今夜は野宿ではないから上出来だと考えて、ホクホクの小生とでは

少々感覚が違うようである。

窓から差し込む日の光に起こされて、 7月 22日 はマクリッチ貯水池に向かう。ここは

新村さんが知っていると言うので、ノコノコと付いていく。立派に整備された公園でチ

ョットやばいんじゃないかなと言う気がしたが、Tanaeciaの ブルーシックな輝きにすぐ

に忘れてしまう。池の周 りを奥の方に進んでいくがやはり大都会の真ん中なので、すぐ

に裏に出てしまう。タテハが割 りに多く、ムラサキシジミの仲間もキラキラと飛び回つ

ている。軽い体慣らしとしては十分楽しめる。結構満腹 してプラブラしていると、シジ

ミ類の産卵シーンがあちこちで見られる。早速カメラで取材をする。このところこんな

パターンが多い。肝心のタマムシ様は、なかなかお出ましにならず、怠惰な時間を過ご

す。

(主 な成果 )

ムラサキシジミ類  (5種 )

Neptis (4種 )

Telines

Lebadea martha

Tanaecia  (5手重)

C
1lex。

5ex.

lex.

2♂♂ 1♀

1lex.

22日 にホテルに帰ると、ニューオータニから伝言があり、直に来てくれるようにとの

事であった。こちらとしては、もうホテルを動くのはかつたるいので、無視する事にす

る。夕飯はリャンコー ト (こ こはシンガポールの新名所になったところで、オススメの
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ポイントである)で とることにする。近代的な綺麗なところで、もちろん和食もある。

夜のつまみを胸に帰還し、ゆっくりと寝る。

その頃ニューオータニでは、副支配人が部下を集めて烈火のごとく怒っていた。いつ

も大変温厚だと言う副支配人は、我々の予約が入っていたにもかかわらず、チョットし

た手違いから (も ちろん受付係のミス)評判を落としたと勘違いして?相当にイライラ

していたのである。そんな事とは露知らぬ我々は、翌朝泊まるところがないと言う簡単

な理由からニューオータニに戻る事にしたのである。

23日 も朝から絶好の晴天で、マクリッチの奥の方面へ向かう。シンガポールもここま

で来ると表の品の良い顔が消えてものすごく庶民的になる。

タクシーをおりていきなり、新村さんがシロチョウを追いかけ始める。まだ住宅街の

真ん中なのでなんか気が引けてネットを出さずにいたが、蝶を見るとそんなものはどこ

吹く風。アッと言う間にそこいらじゅうで運動会になってしまう。

この辺 りはジャングルが残っていてとてもシンガポールにいるとは思えない。 4人が

思い思いの方角へ散っていく。小生は、最初は皆と何となく一緒に川沿いを回つていた

が、タテハもタマムシも少ないので、思い切って奥の湿地帯に言ってみることにした。

チョット嫌な匂いもするのでかなりためらいがあり、同じところに立っているとダンダ

ンと沈んでいくので気分は最悪。ところが虫の匂いと言うのはやはり同じと見えて、そ

こへ父親と子供 3人が車で現れる。ネットを持っているので大変驚いて、向こうから話

しかけて来た。聞いてみるとクアラルンプルの近くで標本商をしていると言う。今日は

ここへ、ムラサキのワモンチョウを採 りに来たと言う。例のブルーがかった大型のやつ

である。ここにいるのかと言うと、そこの先がポイントだから一緒に行こうと誘ってく

れたので、好意に甘える事にする。向こうはサングル履きで ドンドンと湿地帯に入って

いくが、何と言っても、怖いのと気持ち悪いのと後の始末はどうしようかとの思いが交

錯して、足がなかなか進まない。そこで小生は自分流に、ジャングルの縁を木につかま

ったリジャンプしたりの戦術 ?で乗 り切る。しばらくすると足場も何とか乾いて来て虫

が飛び回るようになったので、夢中で飛び回る。セセリやタテハが多くワモンもしとめ

る。やはリジャングルの中にぼっかりと開いている空間は、最大のチョウの社交場であ

る。

しばらくして落ち着いてくると、またまた好奇心が頭をもたげてきて、ジャングルの

中に踏み込んでしまう。一歩踏み込むと、そこここに倒木や小さな流れ、ツルの巻きつ

いた木などが現れる。いきなり大型の黒い影が、前方を舞う。アッあれだ。まさかまさ

か。思い掛けない展開に、それまでのんきにムラサキシジミの仲間を追いかけていたノ

ンビリ気分がブッんでしまう。地面に落ちた木の実が天然の トラップになっていた。良

く見ると結構綺麗なやつである。慎重に近付いて、地面スレスレのところをネットが一

閃。いつもの力強い手応えが心地よい。シンガポールでは 2例 目のカネスケンスオオイ

ナズマである。しばらくここで粘る事にしたがなかなかスリル満点な所であった。倒木
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からはキノコゴミムシをはじめとする甲虫も採れて絶好調であった。約束の時間に4人

で落ち合ってみると、新村さんもカネスケンスを採っていた。しつこくもらおうとする

も失敗。惜しい。もっともホテルで小生も採っていると言ったら飽きれていたが。

(シ ンガ ポー ル での主 な成果 )

Graphitim agamemnon

Vindula orota

Tanaecla sps.

Loxlas canescens

L.     dirtea

L.     pardalis

Arhopala  sps.

Amathux■ dia amythaon

3♂♂

5ox.

1lex.

2♂♂

2♂♂

l♂

15ex.

lex.

1♀

1♀

翌24日 は、いよいよKota Tinggiへ 向けて出発である。副支配人が朝からつきっきり

で全ての手配をしてくれている。我々は大変恐縮 しながらも全面的に任せる事にした。

自分でタクシーを拾う時には、国境を越えられるタクシーがいる所まで行くのが大変

である。要するにタクシーの免許が複雑なのである。今回は、我々がのんびりと朝の食

事をしている時にすでにタクシーが手配されて、とても快適であった。

国境を越えてマレーシアに入るととたんに車の外の風景が一変してしまう。やはリシ

ンガポールは大変豊かな国なのだと感じる。ジョホールの町中でタクシーを乗 り換える

のだが、人相の悪い ?のがゴロゴロといる所なので、磯貝さんの顔が完全にひきつって

いる。荷物を入れ替えていよいよゴー。オモッタヨリも親切な運転手なので、先程の心

配はどこ吹く風である。

コタ 。チンギではプンガラヤホテルに荷を下ろして、早速採集に出る。歩いてすぐの

所に、大きな河があり、その回りが結構な採集地であった。

(採集品 )

Applas libeythea              4cFc♂

Eurema hecabe                 icF

Elymunias hyperlllnestra        lcr

Precis atlites                l♂

P,     orithya                3crc♂

P.     hadonia                lcF

Hypolimnas bolina             20rcF

意外な事に、ルリモンジャノメの仲間が多く、Tanaeciaも いたので明日からもっと力

を入れなくてはと言いながら、皆でホテルヘ帰った。
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Kota Tinggi付近の地図

Kota Tinggiで はポイントは2か所である。 1つは、海岸沿いのJayson Bayで 、もう

1つ は街道沿いの11マ イル～ 13マイル辺 りのジャングルである。

Jayson Bayは セセリのポイントで、朝早い方が良い。日が当たりだすと同時に、活発

にセセ リが飛びはじめ、極めて狭い範囲で十分に沢山の種類・量が採れるので便利であ

る。他にTrogonoptera brookiana mollulnarが時々飛び出すので楽しい思いができる。

11マイルの方は、何と言ってもダンフオルデイフタオである。並みいるフタオチョウ

の中でも、群を抜く華麗さで人気がある。その白紋に引き込まれない人はいないであろ

う。更に今人気絶頂のキヤニパルダス、上記のモルマールもいるとなればこの記事を読

んでいざ出陣と言う人も、きっといるに違いない。まあ、上級者向きではあるけれどか

なり楽しめますな。欠点と言うと、ヒル。これがなかなか多い。磯貝さんは毎日血をダ

ラグラ流しながらの採集で、少々落ち込んで居った。もうひとつは食事である。怖いの

で、 4日 間ズーつと同じハンバーガーハウスで夕食を済ましたし、朝は トース トにゆで

卵と紅茶の超ウル トラスーパーワンパターンであった。

24日 から28日 までの 5日 間で418ex.の蝶と122ex。 の甲虫を手にし、意気揚々として次

の目的地ボルネオに向かったのである。

なを、タクシーは 1日 50マ レーシアドルであがるので、もし出かける人は、一声かけ

てくれると助かりますよ。相場はこの倍です。
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各地産の Lexias canescens の変異

G. Serapi (lI. Borneo) J

Bunuk (l{. Borneo)

6

Kenigau (N. Borneo)
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ムシ(採集ノートより)

佐々木 浩一

]、 はじめに

栃木県のカミキリムシについては、1984年 県立博物館より「栃木県のカミキリムシ」

が発刊され、1983年 までのデータにもとずいて271種が報告・記録されている。また19

84年以降の状況については「月刊むし」や地元の同好会誌「インセクト」に追加の報告

が見られ、総数は 1種増えて272種になり現在に至っている。

筆者も1984年以降、主に栗山村の土呂部、田代山林道、川俣等を中心に採集を行い、

若干の新知見も得ているので博物館の記録を参考に、特に採集例の少ないものや分布上

興味深いものに付いてとりあげ、報告する。

2、 栗山村のカミキリ相

筆者が主な採集フィール ドにしている栗山村は県のJヒ西部に位置する山村であるが、

湯の花温泉へ抜ける田代山林道をはじめ馬坂、日加倉、馬坂沢等の林道が縦横に走 り、

現在でも一部伐採中である。樹相はプナ・ ミズナラを中心井下落葉広葉樹林が主体で、

標高によリー部コメツガ・ オオシラビソ等の針葉樹林も見られる。このような植生の中

、また気候的・地質的に似た環境にある南会津に隣接している関係上、カミキリ相は南

津・奥日光・武尊山等と共通する種類が多い。このうち主なものとしては、南会津に多

いコトラカミキリ (以下カミキリ除く)、 クリス トフコトラ、クビアカハナやブナ帯に

依存するオオハナ、セアカハナ、コヨツスジハナ、オオホソコバネを多産 し、フタスジ

カタビロハナ、キジマ トラ、クリイロシラホシ、ニセヤツボシ等も少なくない。またヒ

ゲブ トクロヒラタ、オニヒゲナガコバネ、モモプ トハナ、マダラゴマフ、アラメハナ等

が個体数が少ないながら採集され、さらに筆者自身は記録していないがアカムネハナ、

ヘ リウスハナ、ヒゲジロホソコバネ、 トホシ、カスガキモン等の確実な記録があり、非

常に興味深い。

しかしながら、前述の多産種と普通種を除けば個体数は余 り多くなく、時期・天候・

花の開花状況等に左右され、年によって当たり外れが多い。しかし、まだまだ広大な原

生林が残って居 り、栃木県有数の好採集地になっている。

現在馬坂沢林道が福島県境近くまで伸びており、桧枝岐側の舟岐林道とつながる可能

性が強く、またスーパー林道工事で話題の奥鬼怒方面も針葉樹が多く、いずれも今後重

点的に調査したい地域である。

3、 カミキリムシリス ト

現在、全県で198種を確認しているが紙面の関係上、前段で述べたように一部に付い

てとりあげ、報告する。なを採集者はいずれも筆者である。 リス トでは、10ex。 以上は

多数とした。
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(1)ア ラメハナカミキリ Sachalinobia koltzei(HEYDEN)

1♀  栗山村日加倉林道 19-Ⅵ -1988

裏日光 (群馬県)の菅沼周辺には多産するが栃木県側には少なく、湯元・栗山村に6

例の記録があるだけである。日加倉林道の樹皮のはげた針葉樹立ち枯れより採集した。

(2)キベ リカタビロハナカミキリ Pachyta erebia BATES

l♂  日光市裏男体志津林道  29-Ⅶ -1984

栃木県では奥鬼怒に採集例が若干多いが個体数は少ない。日光方面では最近採集され

ていないが、裏男体の針葉樹倒木より得られた。付近はカラマツに植林されており、花

もなく今後採集される可能性は少ない。一方奥鬼怒方面は良い環境が残されており相当

数生息 していると思われる。

(3)ヒ ゲブ トハナカミキリ Pachypidonia bodemeyeri PIC

l♂ 栗山村田代山林道 10-Ⅷ-1986 (写真 1)
文献上 PIC の日光での古い記録はあるがそれ以降県内での確実な記録は確認してい

ない。田代山林道の旧伐採地 (ま だ一部ブナ林が残っている)周辺のノリウツギ花上に

来ていたもので天候は薄曇 りであつた。花上やブナ・ ミズナラの生木の枯死部・空洞内

で採集されており、周辺を捜してみたが発生木は発見できなかった。博物館の「栃木県

のカミキリムシ」には記述がなく、手元にある文献類にも確実な記録が見いだせなかっ

た。

(4)ヤマ トキモンハナカミキリ Judolia japonica(TAMANUKI)

1♂ 栗山村田代山林道 2-Ⅷ -1986

塩原のクリ花上で比較的多く採集されているが他では採集例が少ない。ノリウツギ花

上で採集したが時期も遅 く、又標高も高い所であった。

(5)モモブ トハナカミキリ Oedecrenla dubia(FABRICIUS)

1♂ 栗山村土呂部 6-Ⅵ -1987

北海道に多産するが本州では少ない。本県でも湯西側に若干多くその他日光・川俣・

田代山林道に 1～ 2例の記録があるだけである。土呂部のミズキ花上にて採集した。

(6)カ エデノヘリグロハナカミキリ Eustrangalis distenoides BAIS

l♂ 栗山村馬坂沢林道 2-Ⅵ -1985

1♂ 栗山村土呂部   1-Ⅵ -1986

多数 栗山村川俣貯木場 29-V-1987
1♀  今市市小百貯木場 29-V-1988
センノキの立ち枯れ、カエデ、ウワミズザクラ花上、伐採木上で採集される。1987年

は川俣の土場にセンノキの伐採木が多く、個体数が多かった。

(7)ク ロホソコバネカミキリ Necydalis harmandi PIC

l♂ 栗山村田代山林道 13-Ⅷ-1988

日光、那須等に記録はあるが栗山村では少ない。これは食樹のダケカンパの分布によ
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るものと考えられる。飛翔中のものを得たが下の馬坂林道より吹き上げられた個体と思

われる。

(8)オ ニヒゲナガコバネカミキリ Molorchus pinivora TAKAKUWA et IKEDA

l♀  栗山村川俣貯木場 8-Ⅵ -1986 (写真 2)
1978年の 6月 と7月 に田代山林道で 2♂♂ 1♀ 得られているだけで極めて採集例は少

ない。貯木場の切り出されたばかりのウラジロモミ伐採木上で採集した。本種はクロヒ

ラタカミキリ同様裏日本 (日 本海要素)分布が他のカミキリで関東地方で記録があるの

は本県だけである。

(9)ク ロヒラタカミキリ Rhopalopus signaticollis SOLSKY

l♂ 栗山村土呂部 1-Ⅵ -1986 (写真 3)
湯西側、馬坂林道、田代山林道の 3例の記録があるだけである。土呂部の伐採地斜面

に残されていた倒木 (ミ ズナラ?)よ り採集した。その後同じ様な環境の伐採地後を調

査しているにもかかわらず追加できず、個体数は極めて少ない。本種も日本海要素分布

型のカミキリで関東地方では本県以外奥多摩に記録を見いだすだけである。

(10)ヨ ツボシチビヒラタカミキリ Phymatodes quadrimaculatus GRESSIΠ

多数  栗山村土呂部 26-V-1985
2♂♂ 栗山村土呂部  1-Ⅵ -1986

3♂♂ 栗山村土呂部 8-Ⅵ -1986

ミズナラ・ブナ等の材採集羽化の記録があるが野外での採集例は少ない。これは活動

時期が 5月 下旬～ 6月 上旬の短い期間に限定されているためで、この時期に採集を行え

ば伐採地跡の枯れ枝・ そだに多数見いだすことができる。1986年の記録はハンノキのビ

ーティングにより得た。

(H)ヨ コヤマ トラカミキリ Epiclytus yokoyamai(KANO)

1♀   栗山村土呂部 19-Ⅵ -1988

全県的に低山～山地にかけて採集されているが個体数は多くない。栗山村ではハルニ

レの生木枝を食樹にし、ミズキの花上に集まる。土呂部はハルニレが多く、本種も多数

発生 していると思われるが、ミズキの本が高く足場も悪 く採集は容易ではない。ミズキ

の大木の付近のノブ ドウの葉上にて採集した。

(12)ト ウキョウトラカミキリ Chlorophorus yedoensis(KANO)

3♂♂ 1♀  栗山村土呂部 26-V-1985
1♂ 栗山村土呂部 2-Ⅵ -1985

材採集で多数羽化した記録があるが野外では個体数は余 り多くない。花上や伐採地跡

の枯れ枝・倒木等で採集されているが、標高の高い林道の奥の伐採地には少なく、むし

ろ湯西川や土呂部当低い伐採地跡に多く見られる。

(13)ス ギノアカネ トラカミキリ Anaglyptus subfasciatus PIC

l♀   栗山村川俣貯木場  1-Ⅵ -1986

10
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スギの害虫として有名だが、本件では 5例の採集記録しかない。川俣貯木場のスギ伐

採木上にて採集。

(14)エ ゾトラカミキリ 01igoenoplus rosti(PIC)

1♂  今市市小百貯木場 27-V-1984
1♀   今市市小百貯木場 22-V-1988
1♂  今市市小百貯木場 29-V-1988
すでに「多摩虫」No.18号に報告済であるが、その後追加記録と本県の分布状況を確

認することができたので再度検証 してみたい。

本種は群馬県の丸沼と南会津には比較的多いが栃木県の正式な記録は1958年の日光千

手が浜の 1例 しか報告されていない。しかしながら、インセクトマガジンの「日光とそ

の周辺のカミキリ」では中禅寺の地名が見られ、1950～ 60年代には日光各地で採集さ

れていたと思われる。筆者の記録はいずれも平地の今市市小百貯木場周辺の採集で1984

年は、ミヤマザクラ花上、1988年 はミズキ花上より採集 した。ここの貯木場は川俣と違

い市街地に近く、採集例はいずれも伐採搬入された材より羽化・脱出した個体である。

1984年の場合は主な伐採地は湯西川であり、1988年は藤原町の独鈷沢であった。現在、

湯西川・藤原町についても相当調査が進んでおり、ゴトウズル・ ミズキの花も多いが不

思議と採集の話は聞かれない。本県だけ特殊な要因は考えられず、個体数は非常に少な

いと思われる。

(15)マ ダラゴマフカミキリ Mesosa poecila BATES

l♀   栗山村田代山林道 27-Ⅶ -1986 (写真 5)
1♀   栗山村田代山林道 6-Ⅵ -1987

採集例は7～ 8例で個体数も少ない。田代山林道のカエデ類の細い立ち枯れより採集

した。群馬県の武尊山ではプナの立ち枯れに多く見られるが田代山林道ではプナが多い

にもかかわらず、ブナよりの記録は 1例のみである。このような食性の違いは原因不明

であるが非常に興味深い。

(16)ク ビシロカミキリ Xylarlopsis minica BATES

l♀   栗山村土呂部 6-Ⅶ -1986

記録は藤原町のクロウメモ ドキより羽化脱出させた例だけだが、もともとBATESに よ

つて日光を原産地として記載されたカミキリであり、インセクトマガジンにも中禅寺の

記録がある。土呂部のツルウメモ ドキ枯れ枝より得た。

(17)イ タヤカミキリ Mecynippus pubicornis BATES

l♀  宇都宮市野沢町 9-Ⅶ -1984

平地の記録はなくいずれも県北西部の山地より4例の記録があるだけである。宇都宮

市郊外の向上の外灯の来ていたもので付近に雑木林が多く、後日調査したがハンノキ・

ヤナギ等は周辺に見られなかった。

(18)ゴ マフキマダラカミキリ Annallnanun griseatuln(BATES)

1   1
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1♀   栗山村川俣貯木場 16-Ⅵ -1985

正式な記録は日光光徳沼、藤原町、湯西川の 3例のみであるが日光湯元でも採集され

ているもよう。 6月 上場の伐採木上で得たが、8月 ～ 9月 のカミキリで非常に早い発生

と思 う。

(19)ヨ コヤマヒゲナガカミキリ Dolichoprosopus yokoyamai(GRESSIΠ )

1♀   今市市小百貯木場 22-Ⅶ -1984  (写真 6)
エゾ トラカミキリと同様「多摩虫」No。 18にて報告済であるが、その後栃木県の分布

に付いて調査を行った。採集例は藤原町、日光、田代山林道の4～ 5例でブナ帯が多い

のに比べ、個体数は極めて少ない。小百貯木場で搬入されたブナ伐採木上より記録した

が、この材は湯西川の三河沢より切 り出したブナであることを貯木場の人より後日確認

した。各地でブナの生木・伐採現場の新しい伐採木を捜 しても、その後追加できていな

い。

(20)エ ゾトゲムネカミキリ Oplosia fennica suvorovi PIC

l♂ 1♀  栗山村田代山林道 6-Ⅶ -1986

1♂ 1♀  栗山村田代山林道 13-Ⅶ -1986

1♂   栗山村田代山林道 27-Ⅶ-1986

1♀ 栗山村田代山林道 31-Ⅶ -1986

湯西川、馬坂峠の 2例 と材採集羽化 2例の記録だけであるが、感じとして個体数は少

なくないと思われる。栃木県ではシナノキを食樹とし、前年台風で倒れたシナノキの倒

木上で採集した。

(21)ホ ソヒゲケブカカミキリ EupogOnlopsis tenuicornis (BATES)

1♂ 1♀  栗山村田代山林道 6-Ⅶ -1986

記録は足利の 1例 と川俣のキプシより羽化させた例のみで少ない。集落の 2次林を伐

採 した後に残されていたそだビーティングにより採集した。

(22)ド イカミキリ Doius divaricatus(BATES)

1♀ 栗山村川俣貯木場 16-Ⅶ-1986

1♂   栗山村青柳 6-Ⅶ -1986

普通種だが記録は少なく、藤原町、土呂部、日光の4例のみ。伐採木上及びそだビー

ティングにより採集した。 ドイカミキリにかぎらず栃木県ではクモノスモンサビ、チビ

コブ、ハイイロッツクビ、コプスジサビと採集例が少ない。筆者自身ふ りかえってみて

も広い地域を限られた時間で回るため、対ピーティング・ スイービングがおろそかにな

りがちであった。1988年は地域を絞ってビーティングを行い、 ミズキよリクモノスモン

サビ、モミよリチビコブ、クズのつるよリコプスジサビ等を採集することができた。

(23)ゴ イシモモブ トカミキリ Callapoecus guttatus BATES

l♂   栗山村馬坂沢林道 18-Ⅶ -1987

那須、鹿沼、土呂部等 5例の記録があるが個体数は少ない。馬坂沢林道の最奥の土場
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の広葉樹枯れ枝より得られた。ここは標高の高い所で伐採木もコメツガ主体でキジマ ト

ラ、シラフヒゲナガ等が多く見られた。

(24)プ ロイニングカミキリ Saperda dreuningi OHBAYASHI

1♀ 栗山村青柳 27-― VIl―-1986

湯西川の 1例 と川俣のオニグルミよる羽化させた例があるだけで記録は少ない。しか

し県内にはオニグルミは多く、今後各地でスイービングをおこなえば分布域は更に広が

ると考えられる。そだのビーティングで得られた。

(25)フ チグロヤツボシカミキリ Pareutetrapha eximia(BATES)

4♂♂ 4♀ ♀ 喜連川町早乙女 30-V-1985
1♂  1♀   喜連川町早乙女 29-V-1986
平地の 採集例はなく、山地の土呂部の 5例が記録されている。喜連川町のゴルフ場

裏のホウノキの葉上より採集したが県内にはホウノキの分布は広く、今後平地・ 山地を

問わずホウノキの調査を行えば分布域は相当広がるものと考えられる。

4、 おわ りに

栃木県のカミキリムシについては他にも、野木町のヤマ トチビコバネ、栗野町のミヤ

マルリハナ、日光湯元のチャイロヒメコブ、ミドリヒメスギ、カラマツ、光徳のナカネ

アメイロ等特筆すべき種類も多いが、すでにいろいろなかたちで発表・報告されている

ので今回は省略した。

筆者の調査も全県的にはまだ不十分で、足利、佐野の県南部や足尾山地、県東部の八

溝山系さらには奥鬼怒の山々等ほとんど調査していない地域も多い。今後は、急激に変

わっている平野部・低山部を中心にじっくり腰を落ち着けて調査採集を続けていくつも

りである。

(参考文献)栃 木県のカミキリムシ (1984)栃木県立博物館

日光とその周辺のカミキリムシ (1967)イ ンセクトマガジンNo.70

(京浜昆虫同好会 )

(写真 1)
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スター

中 国 地 方 'に 星 を 求 め て

//m鳳

(1〕 東京出発  (イ ントロ)

「来年の 6月には岡山に行くんだ」と橋本氏から聞いたのは88年の 9月だった。キ

ベリタテハて成果を挙げていい気分で東京に戻る時だった。同じ多摩虫の宮川会員達と

約束していると言う。「オレも連れて行けよ!Jとすかさず言うと「OKJの 2つ返事

であった 橋本氏は2回中国地方に出掛けて、ヒロオビミドリシジミやウスイロヒョウ

モンモドキの中国地方の星 (スター)を採って来ている。上手くするとヒョウモンモド

キも採れるかも知れないという。私|ままだ中国地方に採集に行った事が無かったので、

この企画には非常に大乗りであった。しかし、橋本氏のプランを良く聞いてみるとかな

り無茶な物であった。東京から中国地方まで車を転がして行く。夜行3泊 5日 と言うハ

ードスケジュールである。日数はともかく車での自臼諄れ、そのうち行く予定の1人

が駄目になって運転手が2人しか居ないと分かった時は心囃Kなった lo時澗随:く そ

れも夜

…

のだから。しかЦ 車の現地轟童oまタイムロスが多すぎる。

6月 21日夕方t仕事を終えると橋本氏を拾い、宮川さんを八王子で乗せて中央自動

車道を西べ下っていった。梅雨の天気lま心配だった力ヽ 心配したところでどうなるもの

でもなし、寡群功 リー月卿 コ∫か ら名阪自動車道に入って行っフL夜の高速道路

の運転は慣れていると言ってもとても疲れる。橋本田まいつもよりはじゃいでいて眠気

を飛ばそうとけ あつた。彼は眠くなると飛ばすという癖があって、養老から代

わると関ヶ原を過ぎたあたりからいい速さになった。勿論私の車だから私の最高速○○

KM/Hには過かに及ばないにしても、いいスピードで走っていく。大津まで来ると、

とうとう彼はダウンしてしまい私に交代しフL私だって眠くないことは無かった力、 ま

だ岡山は遠し、頑張るしかなし、大阪に入ると夜のせいか標識がよく分かりにくくなっ

てきた。どう行けば中国自

…

るのだろうか?「橋本さん、どっちだ??J「ウ

ーン?J「オーイ、どう行け|れ いヽんだ?」 「エート…‐一」この時点で私は大阪の西、

晴戸』という道れ でいノぉ 「あ、違うよ!Jと

…

った時はもう分岐櫛

ぎていた こ鉄 中国自動車道、入るのにどんなに苦労した力、 こりゃ一今回の旅行

は苦戦しそうだと実に悲ししJ思いであった

中国自い ると、少 安々いした力ヽ もう眠知ま去っていた  曜礫艶い先に着

く力、地獄に先に着くか !??」 COKM/Hの スピードで大佐サービスエリアに着
いたのは翌22日の朝4時頃であった。「もうそろそろ寝ようJと言うことで、パタン

15
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キュウの3人であった

〔2)草間台地 G轟 勒  ウスイロヒヨウモンモドキはいずこ?

少しても寝るとまた冠気になるというのは、まだ若い証拠だろうか?宮川さんの用意

してきてくれた茶巾寿司やらなまおばつてから新見インターチェンジで降りると、新見

市の脇をすりぬけて草間台地へと進んで行った

「工、何これ??」 と橋本氏が言った意味が分かったのはすぐであった。新しい道路

が、作られたばかりの道がそこにある。そこがウスイロヒョウモンモドキのポイントだ

というのである。橋本氏は車を降りるとアチコチ見て回ってから間違いないという。側

の少しは採れたという場所も行ったが 1頭すら見掛けられないのである。これは後で分

かった裏鮨ヽ この辺りには他のグループが入ったあとだったようである。そこでとっ

ておきのポイントヘと移動した。ところがである。ここにも1頭もいないのである。「

まだ発生していないんじゃなかろうか?」 と橋本氏はヨ 畷翌bノも そこ切 ロン誌

上に書いてあった×印に行って見ることにした。満奇洞、ここも空振り。そしてもう1

箇所も駄目。橋本カンピューターは完全に狂い始めていれ 私も1劃 ||さんも始顔 の場

所だから、勝手なことを言うだけで『ガイ詢 に頼るしかなし、 「ヒロオビミドリシジ

ミなら丁度良いかも知れないJとカンピューターが答えを出した。ウスイロヒョウモン

モドキに早いのならヒロオビミドリシジミと言う計算のようだった。雄のビカビカが採

れるかもしれないという誘感で鳥取県鵜の池ヽと転戦を開始しれ この間、草間台地で

の採集品はというと、ミドリヒョウモン普通にウスイロオナガシジミ少 、々ウラジロミ

ドリシジミ少 、々ヒロオビミドリシジミ1♀ というまるで情け無い状態であっれ

〔3)黒坂鵜の池 C210 ヒロオビミドリシジミは
`先

なに限る?

鵜の池に着いたのは6月 22日の 14時をとっくに回っていた。ここはあまり環境が

変わっていないらしく、到着するとすぐに橋本氏:まむじ社の7.5Mの竿を組立始めれ

私も志賀の7Mグラスロッドを伸ばしていった 大体tゼフィルスを長竿で採るなんて

ほとんどやった事はないのだから、どうやったらいいのか分からなし、共同作戦で1つ

0「Fき出して拾っていくという:罰剰ま、それでもやって見てすぐに理解できた。だか

らといって大変なことは大変である。届くか届かないかという高いナラガシワを叩くと、

うまく側を叩くとパッと飛んで少し飛び回った挙げ句に止まる。そこを良く確認してお

いてネットインしようという全く根気のいる作業であった。ヒロオビミドリシジミはす

ぐに採ることが出来た力ヽ 多いというウラジロミドリシジミがまとんどいなし、橋本氏

に言われなくてもヒロオビミドリシジミの時期にはまさに合っているようである。しか

しである、し

"ヽ

にしても高くて上手く採れなし、見にくく、高く届かないし、すぐに見

失ってしまう。嫌になるのに時間はいらなかった。池を回って見たが良い環境は最初の
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1角のみのようである。だんだん薄暗くなってくるし もう本当に嫌になってきた。今

回の旅行は失敗かな一という思いが頭をかすめていった。宮川さんたち力湘 ■涙 る

のを横目に道路を通って車の方へと戻っていくと2人が大声で呼んでいる。前より個体

数が増えたようである。又もや根気のいる作業を始めると段 下々の方へ降りて来るよう

になっれ ヒットすると風に流されて池の方、飛びt岸に舞い戻るのである。これま面

白いと熱中してきたがそのうち夕闇の中にゲームセットとあいなっれ

ヒロオビミドリシジミは3人で30余り、ウスイロオナガシジミ少 、々ウラジロミド

リシジミ少 、々と言う成果だった力ヽ 中国地方特産種を1種クリアーできてようやくの

満足であった ミドリヒョウモンとウラギンヒョウモンも採った力ヽ 前はもっと多かっ

たと力、 とにかくヒロオビミドリシジミのベストシーズンにあたってラッキーだっ,L

又もや液Lま ともに寝ていない状態で始めての道を新見へと急ぐのであった。そしてい

配していた宿もビジネスホテノ励勲 て、1人 1部屋のきがねない眠りにやっと着いた

のであった

(4)世羅西町  (第 3勒  霧雨の中のヒョウモンモドキ

雨が降ったら広島のヒョウモンモドキをやろう。これは前夜の夕食時の話であった

あと2日半もあるからウスイロヒョウモンモドキは何処かで簾口ざいいし、 1日位遊び

曰広島の環境でも見ておこうと言うのか趣旨であった。そして明けて小雨の降るのを見

て3人とも躊躇することなく、広島に向かうことて電晰勁望 していた。ところがであ

る。3人とも何処にヒョウモンモドキカヽ るヽのかよく知らないのである。 1番自信あり

げな顔の橋本氏にしたって蝶研サロン誌庁Hこ能書きたれて「虫は情報じゃなし、勘だ

、運だ!!Jなんで頼り無いことをくっちゃべっている。しかし こんなこと慣れっこ

の私だヒ ー応信頼してくれている割 ||さんを前に内輪もめする訳にもいド 、ナビゲ

ーター橋本の勘を頼ることにした。中国自動車道を新見から西べ下り、二次インターチ

ェンジで→獅日司降りてから世羅町の方へと南下していった。「アレー、道が違う!J

と言われて三和町の辺りで第 1回の調査を開始した。そこはなかなか良い環境の溜池の

周りであったが、 1頭すら見る事が出来なし、少 意々地になって結構時間を喰ってお昼

近くまでやってしまっれ

転戦b世羅西町に入る。蝶研フィールドに載っている写真の撮影地に行く力ヽ こんな

所に居るのだろうかと言う‖閃L霧雨が止んでいるからと「今こそJと′醸ま焦れども意

欲のみで空振りしてしまう。そのうち「いた一!Jと言う橋本氏の声。 Rま ら、止まっ

ている。」と言う声の方べ行くと、ススキの枯れ葉の上部に止まっている。もちろんネ

ットイン。そこはそれでお終し、納得いかなし、新産地を求めて又転戦Ьそうするうち

に訳の分からない道に迷い込んで行くと、又溜池らしき所へ出たD私は側のカヤトの原
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にもぐり込んで行くと、宮川さんたちは真っ直ぐ溜池の方べ行き、すぐに「いたぞ― !」

の声。「あつ !こ こにもいる一 !」 慌てて2人の方へ行くと、 5M四方位の池の周りに

背の低い土手があり、そこに居るようである。霧の様なノI¶子力簿 ったり止んだりしてい

て、人間の方はなんとかなる力ヽ ネットが濡れないように隠しながらその辺りを捜すと、

いる、いる…………。

溜池の奥に湿地があって踏み跡があるから人は入っている様だ沢 そんな所に多いな

んて私C林議賊難頚館aま推し量れなし撃 こった。その奥にもまたソ∫ヽさな湿興が あった力ヽ

ここはハッチョウトンポが沢山見られるものの、ヒョウモンモドキは全く見られずt仕

方無く周りのプッシュに逃げ込んだヤツを未練げ国眺めながらその場を後にしたのであ

ったち

こうなるともうこっちのものである。『ああいう―
tばいいんだJという訳て、

自分達が‐体何処に現在居るのか分からないまま、同じ様な谷のどんづまり、湿地を捜

すと、 1つはヒメヒカゲのポイント、次はヒメヒカゲとヒョウモンモドキ両方の居るポ

イントという具合に段 面々白い採集になっていった。他の条案晶はと言うとウラギンヒ

ョウモン、ウラジロミドリシジミ位でヒョウモンモドキに熱中するし椰 、木下会員

にハッチョウトンポをと橋本氏はやっているので「オイ、俺の為にヒメヒカゲを採れ !

!Jと言って採らした。どう言う訳か私の側にヒメヒカゲは来ないのである。それにそ

こは凄い沼地で、長靴を履いていても脱げそうになるくらいズボッとはまってしまうか

ら迂闊:琢ロヴエし、 その上、そこには日本住血吸虫がいるっていうんだから最低である。

私が見た限り
・0まハッチョウトンポlま ヒメヒカゲとは,緒にい局 ヽ ヒョウモンモドキ

の場所では少ないようだったも さて、それから、広く産地を見て回りたくなって車を

転がして行くと、変な道端で 1頭拾ったり、道の両側が湿地なのに片側しか居ないと力、

ついにその法則性が分からないまま夕方になっていった。最後に世羅町で少し拾ってこ

の日の採集もゲームセットとなった  躙 ま運だ !』 というのは当たり前だが強く感

じられる私であった

〔5〕 蒜山  (第 41の  ウスイロヒョウモンモドキはいない !?

出発して4日 日、その日も空はどんより、前日よりも泣き出しそうな日。今日こそウ

スイロヒョウモンモドキをやっつけて、明日はヒロオビミドリシジミにチョッカイを出

して帰ろう、なんて前日の鰈 で気を良くして、景気の良い話で朝食が始まった。新見

のビジネスホテルはベッドという点を除けば 1人でゆっくり眠れて具合が良し、今日行

く予定の蒜山は昔、ヒョウモンモドキやオオウラギンヒョウモンが採れたという魅力的

な場所である。

さて、途中迷いながら辿り着いた蒜山はと言うと、又もやこぬが雨:「ヒロオビミド
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リシジミの状況からするとちょっと早いかもしれない」という橋本氏の話のとおり、昼

頃ま

“

るも0(ゼロ)。 ここは少し寒いくらいで他噺 ら殆ど見掛けられなし、

「ヒメシジミでも拾って帰りますか?Jと橋本氏がすまなさそうに言う。厭も応も無く

転戦してヒメシジミを採る。皆で20余り採っただろうか? その後、近くのレストラ

ンで贄亀 こうなると前日とうって変わって悪い方嘲 っヾて行く。帰る途中 1箇所や

って見るがヒメシジミのみしか採れなし、

ウスイロヒョウモンモドキはまだ発生していなし、発生しているのは草間台地のみ鳩

ようやくその事実を悟って草間台地に帰り着いたのは 15時頃であった。森国という実

に良いポイントt・
―

るも見ら厨 。たな 前夜t 曜減の /Jレープが採って来れ

と言う情報が入手され、それだけが頼りでのこされたポイントを捜すしかない我 で々あ

ったち

〔6〕 草間台地 C巧 1の  夕闇に浮かぶウスイロヒョウモンモドキ !!!
もう17時を回っていて、夕闇が追っていた 国寄の辺で「オイ、ここでもう1ラウ

ンドやろうぜJと私が言うと、 職 瀕郭で休んでいるわJと、宮川さんb「オレももう

いいよ!Jと、言う橋本氏6「ウルセー!行くぞ― !!」 と、声を掛けて、私は斜面を

登って行ったD橋利出まやる気無さそう|ミ まさに仕方無いと言う感じて、斜面の右を

登って来た。私は草原の左側を登って行くと¨̈ b「とっ、採った一!Jの声し「ウス

イロだ一!Jと橋本氏の叫び声。今回の旅行は完全に橋本氏の方に女神が微笑んでいる

ようだったちヒョウモンモドキの時もそうだったし ・̈・b「気にいらね―な一J私はそ

う言って彼の方へ近寄った。しかし、ついにウスイロヒョウモンモドキを採ったのであ

る。そこからまた上、と、探索が始まった。斜面の1番上の、棚状になった場所に登る

と、背丈より高いススキの原であった。そのススキの原にポツボツとウスィロヒョウモ

ンモドキカヽ るヽ。宮川さんを呼んで3人で採り始めるとすぐに暗くなってゲームセット

であった。しかし、とにかくウスイロヒョウモンモドキを採ったのだし、「明日またこ

こにお口ぎもう少u栞れるさ !」 と、言ってその日の採集は終わった。この日はいつも

は飲まない私も久し振りに勝利の乾杯を上げたのであった

〔7〕 鞘 飩  悌 6勒  ツキは戻った !ウスイロヒョウモンモドキはいる !いる

こんな気分の良い朝は無いだろう。なんていったって私の粘り勝ちである。今日、

あのポイントに行出ざ劉稲ま堅いだろう。いや、もっと他の場所を捜して他の2人をギ

ャフンと言わせられるL多摩虫の皆に胸を張って帰ってから報告できるっていうもん

亀

朝食を食うのも もとかしく草間台地へ急いだしそしてススキの原の高台で採集を始
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めるとポツポツと採れる。しかし、しかしである。思った程は居なし、橋本氏も宮川さ

んを残して他のポイント捜しに消えてしまった。私も違う方向へどんどん歩いて行った

途中なかなか良いカヤトっ原を捜すが全く居なし、そこで私の得意の伸戦に出た。近く

の住人に聞いてしまうのである。「網もった人がこの辺に来ませんかね―??」 ところ

がビックリ。おばさんが言うには「この辺りは採集禁止で、そこの草原にウスイロヒョ

ウモンモドキはいて、幼虫はカノコソウを食べていて、ほらそれがカノコソウで …………

!??」 などなと 実に詳しく教えてくれるではないか !!「済みましヽ 、東京から来

たんで、もう来ませんから採らせて下さい」と、言うと、笑っている。『ラッキー !』

10頭近くこで採っただろうか?カ ノコソウもしっかり観察し、意気揚々と2人の待つ

車に戻ったのである。橋本氏は高台の裏の植林地に入り込んだらしく、ノバラであちこ

ち傷をつけて最後に戻ってきて「アカン !」 と1言Ъこういう時の彼のインチキ関西弁

はそれらしく聞こえてつい笑ってしまった。もう1箇所位捜そうと車を転がしていると

「ストッープ !」 の声。そうだt確かに見えたぞ、あ¨ ヽなんで道を飛んでいる

んだ! そう言えば今日は晴れ。気温も高し、道端の田々ミ 休耕田にもいる。多くは

ないか嗜はこんな風にどこでも居たさ、と、知ったかぶりの声を聞きながら捜すと。交

尾中のヤツまでいる。橋本氏が電具を撮った後に私のネットに入って貰うと「オニー !J

の声が掛かったっけ? これでもう思ι溺け事はなかった。こば |― 貧史旬なし、

なんたって草間台地のウスイロヒョウモンモドキはヒョウモンモドキの様に大きし、欲

を言えばヒロオビミドリシジミをもう1回戦やりたかった力ヽ 気持ち良く中国自動車道

を東京に向かって走っていた。今度は道に迷うことなく ・̈・b

(MASAHIRO SUDO〒 135江東区住吉2-13-1西 原マンシヨン502号 )

原 稿
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1989年 度蝶類採集 (観 察 )報 告

指田 春喜

先に筆者は、『 1988年 度蝶類採集 (観 察 )報告』を本誌 (No.25,18,1990)に 報告し

た。地方にいると、なかなか例会にも参加することもできず、一部の会員を除くと面識も

あまりない。近況の報告と、存在を忘れられないようにするためにも (サ シダはまだまだ

東京に当分帰れそうにありません )、 今回は1989年度分を報告することにした。

○マレーシア Dec。 ,24,1988～ 」an。 ,5,1989
この時と8月 のマレーシアの採集旅行の模様の詳細は辺,NO。 77 JUN。 1989(百万

石蝶談会,石川 )に報告した。また、採集品はそのリストを現在翅に掲載中である。

ヽヽ′○石川県能美郡辰口町～江沼郡山中町 Mar., 19,1989
暖冬でギフの発生も早いかと期待するも、天候悪くボツ。

ウラジロガシを見るもそう簡単には、ヒサマツは無理。

(な お、福丼と富山にはヒサマツが分布するも、ここ石川県内では未だ発見されて

い4,い 。 )

○石川県金沢市山科町 Mar。 ,26,1989
ギフチヨウ 1♂  (目撃多数 )

毎年観察しているギフのポイントヘ午後からでかける。やはり、例年より半月ぐら

い発生は早いようである。

○石川県金沢市小原町 Mar。 ,29,1989
ギフチヨウ 18
晴天なれど風強く、気温もやや低し。

○石川県石川郡白峰村赤谷 Apl。 ,29,1989
V′   スギタニルリシジミ 2♂ 0

ギフを目的に入山するも既に遅かつたようである。記録的な暖冬で雪が少なく、金

沢市内でも3月 20日 頃にはギフが出たらしいが、その後 4月 は気温が低く、おま

けに日曜日は雨天の日が多かつた。白山山麓でギフが発見されたのはつい最近であ

り、その数もあまり多いものではなく、全国的にみると珍品ではないか。

○石川県鳳至郡門前町西丸山 Apl.,30,1989
ミヤマカラスアゲハ 1♀      サカハチチョウ 2♂ ♂1♀

オオヒカゲ (幼虫)6頭
今度は、やはリウスパシロには逆に少し時期が早かつたみたい。蝶談会の仲間に能

登の黒いウスバシロ採りを誘われ、でかけるがダメ。

金沢市近郊産のウスバシロももちろん太平洋側のものに比べると黒つぱいが、能登
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半島と金沢など加賀の産地は完全に分離している。

○石川県金沢市犀川上流 (熊走付近)May,14,1989
ウスバシロチヨウ 3♂ ♂     カラスアゲハ 3♂ ♂

ミヤマカラスアゲハ 18     コミスジ 18

風が強く、ウスパシ回は風に飛ばされていた。道路沿の斜面に多く、ムラサキケマ

ンもあちこちに見られた。

○石川県金沢市医王山 May,21,1989
ウスバシロチヨウ 700     モンキアゲハ 1♂

ダイミョウセセリ 1♂

午後より晴となり、近郊の医王山にでかける。

○石川県石川郡吉野谷村中宮温泉 」un。 , 1,1989
アサマシジミ 41頭 (多 くは終令,2令 3令が少々。 )

ウスバシロチヨウ 18
温泉上の沢筋のナンテンハギよリアサマの幼虫を採集。これまで加賀白山産のアサ

マシジミの食草として知られているミヤマタニワタシは、その後の調査で、同定の

誤りであつたことが判明している。採集したアサマの幼虫41頭 のうち、30数頭が一

株のナンテンハギより得られた。ちなみにこの株はカミサンが見つけたものであつ

た。 (19♂ ♂20♀ ♀羽化 )

○富山県中新川郡上市町馬場島 (立 山川) 」un。 , 4,1989
クモマツマキは目撃もできず.立山川を行けるところまで遡る (車を降りて徒歩

30分 )。 雪渓の上にイワオウギがある由を聞いて、這い登るも発見できず。富山の

アサマはしんどいところにいるものである。昼めしにラーメンをつくる予定でいた

が、ラジウスの具合が悪く (20年 も使えば、調子悪くなつて当りまえか )、 大が付

かず。サイテイ !

○マレーシア Aug。 ,9～ 22,1989
天候にあまり恵まれなかつたためもあり、2回のマレーシア行での採集品は約670

頭と貧果に終わつた。

なお、7月 中は日曜日が雨天のことが多く、採集にあまり出られず、国内での採集

の成果は誠におそまつ、納得がいかないものであた。

○富山県婦負郡八尾町室牧川 OCt。 ,22,1989
ヒサマツミドリシジミ 12卵    アイノミドリシジミ 1卵

○富山県婦負郡山田村山田川 OCt。 ,22,1989
ヒサマツミドリシジミ 23卵    アイノミドリシジミ 1卵

○富山県東願波郡庄川町小牧ダム OCt。 ,22,1989
ヒサマツミドリシジミ 7卵     アイノミドリシジミ 3卵
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蝶談会会員数名とともに上記の3地点 (新 産地 )で採卵。詳細は週,NO.81 AUG.
1989に 詳しい。

○石川県鳳至郡柳田村 NOV.,23, 1989
クロコムラサキ 越冬幼虫 30頭

冷蔵庫の中で越冬させたが、管理がまずかったためか、多くはひからびてしまい、

ヤナギの若葉に食付いたのは少なかつた。

(HARUKI SASHIDA 〒920金沢市材木町 8の 3)

T amamushi S hort R eport

クチキムシ科 2種の記録

遠藤 茂

(1)ネ アカツツナガクチキ Hypulus cingulatus LEWIS

l♂ 東京都西多摩郡桧原村三頭山 4-V-1987
プナの朽ち木より割 り出す。保育社の図鑑によると比較的少ないものらしく、足のひ

ん曲がった標本が図示されている。

(2)ト ゲムネツツナガクチキ Hypulus acutangulus LEWIS

l♂ 山梨県大月市大峠  23-Ⅸ -1987

ホソツヤルリクワガタを採集中にミズナラの朽ち木より割り出す。生木の途中にある

枯れ枝の先端部に、蛹室を造っていたものである。

上記 2種共に LEWIS の命名したものであるが、19～ 20世紀初頭の本を読みながら、

大博物時代の先人達の足跡をたどるのを至上の喜びと感じるのは、小生だけであろ

うか。

奥多摩海沢の甲虫 2種

遠藤 茂

(1)ヒ メトラハナムグリ Trichius succinctus(PALLAS)

1♂ 東京都西多摩郡奥多摩町海沢  17-Ⅷ -1987

(2)ウ スキボシハナノミ Hoshihananomia kurosai CHU」 O et NAKANE

l♂ 東京都西多摩郡奥多摩町海沢  17-Ⅷ -1987

(SHIGERU ENDO〒 187小平市小川東町2-13-7-201)
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二ヽ藩琵聖予デF周辺でみかけた■夕理薬 (続 )

斉藤 基植i

羽鳥氏から頂いた多摩虫のNO。 13を見ていると仁平会長の「武蔵野市でみかけた珍客」

と題する報文を見つけた。僕も会長と同じく武蔵野市の住民であり、短い蝶歴ではあるが

いくつか面白いものも採集・目撃しているのでこの機会に報告させて頂きたいと思う。

☆印のあるものは会長の報文にもあるものである。またデータは東京都を省いてある。

1.モ ンキアゲハ Papllio helenus

1984。 9 1♂ 武蔵野市中町横河公園 僕の家から徒歩一分もかからない所に横河公

園という、猫の額程の狭い公園がある。ある日そこに遊びに行った私は一年上の小学生達

がなにやら満開のハナゾノツクパネウツギの植え込みを囲んで、騒いているのに気づいた

。近寄ってみると、なんと黒い大きな蝶が羽ばたいているではないか。その小学生 らはそ

れを採ろうとしていたのだ。どういう訳か忘れたが、ともか くその輪の中に入った僕は、

その蝶をみてさらに驚いた。白い紋が有ったのである。震える手でそれを捕らえると、茫

然としている彼らを尻目に一日散に家へ帰った。後翅がひどく破損した大きな♂であった

。けれど保管が悪 く、紛失してしまった。とても残念である。

2.ツ マグロキチョウ Eurewla laeta

1983.9 1頭目撃 武蔵野市中町横河公園 やはリモンキアゲハを採集した横河公園

での出来事である。同じくハナゾノツクパネウツギに止まったキチョウらしい蝶を見つけ

近付いてみて驚いた。裏が赤いのである。この印象が強かったらしく、 7年経った今でも

鮮明に覚えている。結局素手で採ろうとして失敗 し、別の花に止まること無 く飛び去って

しまった。武蔵野市としては珍種だと思う。

☆3.ツ マキチョウ Anthocharis scolymus

1984.4 1♂  武蔵野市本町 1986.4 1♂  武蔵野市本町

1987.4.171♂ 三鷹市井之頭公園 1990.4.101♀  三鷹市井之頭公園

春に見られるが、あまり多 くない。最近都心でも見られるようだ。

4.サ カハチチョウ Araschnia bureiana

1982.9 1頭 武蔵野市中町 僕が同級生の友達の家に遊びに行った時、友達が捕ま

えて私にくれたものである。ひどく破損した個体で、夏型であった。当時僕は小学生にな

ったかならないかという時で、残念ながら標本は現存しないが、確かな記録である。
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☆ 5。 ヒオ ドシチョウ Nymphalis xanthomelas

1984.6 1♂  武蔵野市中町 1986.6 1頭目撃 武蔵野市本町 ある梅雨の中休み

僕と兄は家の裏の駄菓子屋に行った。その帰り、ある会社の体育館の前にあるささやかな

雑木の植えを緩やかに飛んでいる真っ赤な蝶を見つけ、驚き、急いで兄に網を取りに帰っ

てもらった。その蝶は一度人家の上を飛んでいってしまったが、必死の願いが通 じたのか

また戻ってきた。そして高いところに止まってしまったが、上を見上げてうろたえている

僕を見つけた 2人組の女子中学生が僕を肩車して くれてやっと採ることができた。その後

小学校の校庭で一度採り逃がしていらい武蔵野市で見たことはない。

☆ 6.ゴマグラチョウ Hestina persimiHs

1989.8.311♀ 同 9。 1 1♂ 三鷹市井之頭公園 最近の成虫採集記録である。結

構数は多い。ルリタテハよりもずっと多い。

7. ミズイロオナガシジミ Ahtigius attilia

1984.6 1♂  三鷹市井之頭公園 井之頭公園のはずれに個人所有のかなり大きな雑

木林があった。そこは昆虫の大変多い所だったので僕もよく通った。ある梅雨の中休みに

そこを訪れた僕は雑木林の中に入ってゆこうとした時、足元から一頭の小さな蝶が飛び出

した。その蝶はチラチラと飛んで目の前のクヌギの下枝に止まった。近寄ってみるとそれ

はミズイロオナガであった。その時僕はゼフィルスはほとんど採ったことがなかったので

、興奮しながらネットを振ったことを覚えている。その後月日は流れ、残念ながらその雑

木林はつぶされてしまった。

☆ 8.ア カシジミ Japonica lutea

1986.6 1♀  小金井市小金井公園 小金井公園には結構おおきな雑木林が残されて

,おり、サイクリングコースにもなっている。常々ゼフィルスはいないかなあと思っていた
~`あ

だが、 〔小金井サイクリングロードをずっと行けば多摩湖 (村山貯水池)があり、平地

性のゼフィルスがいる)なかなか遇うことができなかった。 しかし1986年 6月 にそこを訪

れた僕はついにボロだがアカシジミを得ることできた。僕の見た感じではまだいそうであ

る。しかし井之頭公園のほうでは見たことは無い。ところが会員の橋本氏によればちゃん

と見ておられるそうだ。

☆ 9.ゴイシシジミ Taraka hamada

1983.6 1頭 三鷹市井之頭公園 1988.9 1頭 小金井市小金井公園 ヒオ ドシチ

ョウの項で述べた、井之頭公園の外れの雑木林で採集 した。その後井之頭公園ではみてい

ないが、小金井公園には現在も少ないながら生息している。橋本氏によると198948月 に

、井之頭公園の動物園側で撮影に成功したと教えて頂いた。
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10. トラフシジミ Rapala arata

は個人                      て秩写テ晃源撲を黎菅屈9聖岳
に甘酸っばい匂いを漂わせていた。僕はいわゆる昔日の「武蔵野Jの情景はよく知らない

が、多分こんな様子の疎林が多くあったのだろうと思っている。さてある春の日、友達と

す緒にやって来た僕は、砂利の足元から素早く飛び立った小さな蝶を見つけた。恐る恐る

近づいて、帽子をかぶせた。捕まえた後のことは覚えていないが、裏面の美しい銀色の帯

が今でも鮮明に脳裏に焼きついている。夏の記録は、やはりその原っばで榎の枝に止まっ

たのを目撃したものである。残念ながらその空き地はつぶされ、大きなマンションになっ

ている。もちろんあのかわいいトラフシジミも絶滅してしまっただろう。しかし朗報が入
った。会員の橋本氏によると、井之頭のとある一角の藤棚には今でも健在とのことで、と

ても嬉しい。いつか調査に行ってみたい。

11.ウスイロコノマチョウ Melanitis leda
長かった夏休みも、もう終わろうとしてい

た頃のことである。井之頭公園に兄、母と兄の友達とで遊びに来た。その日はやはり西園イ

での採集を楽しみ、夕暮れになって、もう帰ろうとした時にふと振り返るとやや大型の茶

色の蝶が枯れ葉に止まったのを見つけた。母に『綺麗なルリタテハがいるよ。」と大声で

言うやいなや引き返 した。 しかし僕はその時すでにそいつはルリタテハではないし、キマ

ダラヒカゲでもないと感じていた。近寄ってみると図鑑で見たコノマチョウではないか。

震える手でネットをかぶせて、そのまま急いで戻った。その時の僕のはしゃぎようは凄か

ったらしく、この話の出てくる度に母は笑いながら「そりゃ、もう、大騒ぎだった。」と

言うのだ。それは特別大切に扱われたので、いまでも右後翅のみが残 っている。もっとも

完全な姿の標本の写っている写真もある。ともかく珍 しい記録であることに間違いない。

☆ 12.アオバセセリ Choaspes benjaminii
1987.917 1♂ 武蔵野市本町 いままでに出てきた蝶たちは標本が現存しない

ものばかりであるせいか、いまひとつ頼り無さを感じられると思うが、この蝶については

はっきりした標本が現存している。友達の家に遊びに行った時に、自い花に訪花している

のを見つけ、いそいで捕らえたものである。この蝶は強い飛翔力があるせいか、発生地を

遠く離れてさまよう個体が多いのではないだろうか。

以上 12種類について解説をしてみた。身の周りの蝶もまめにやると面白いのではないだ

ろうか。これからも暇あるごとに外にでようと思っている。最後にいつもお世話になって /

いる多摩虫の皆さんにお礼申し上げます。これからもよろしくお願いします。

(MOTOKI SAITO 東京都武蔵野市中町2-16-1-601)

八王子市  の
調査 に
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ホソオチヨウの新産地における大量発生の記録
倉澤 誠也

上記の表題で「やどりが」139号に報告したが、半頁の限定なので「 多摩虫 」に補

長葉克
=鳥

卜市都多摩霊園、25。 26区画付近 (浅間山付近)発生箇所は霊園という特殊

地域であり、採集に当たっては墓参者及び墓地使用者に迷惑がかからぬ様充分

な配慮が寛容である。

報告書のとうり1時間に60頭 も採集、大発生をしたのはその場所に分布 して間もない

段階にあるかという気がする。当霊園25。 26区画付近は時折ジャコウアゲハが発生する

地域であるが、食草が充分あったこと、新参者ゆえにまだそこでの食物連鎖上の位置が

捕食者とのつながりを持っていなかったと考えるからである。

飛翔―習性的には福田晴夫ほか (1982)の記述のとうりに飛翔は非常に緩やかに、曇天の

時は余り飛ばず陽光を好み日照すると一斉に飛び立ち日が陰ると活動を停止する

し、吸水行動は見られないなどを観察した。

形状一採集した成虫では個体に大小の差異があり、斑紋は個体により多少異なる。

成虫の生存状況一成虫では「ホソオチョウ」の名のごとく長い細い尾状突起をもってい

ながら無庇 (破損されていない)な個体が多い。飛び方の緩やかさ肢脈の構造

等に因るものと思われるが、生存期間との関連があるのではなかろうかと推測

する。なを8♀ ♀中 2♀ ♀は奇形個体であった。

捕食性天敵一文中のごとく蜻、蜘蛛による捕食は目撃しているが、飛翔の弱さから他の

蝶に比べ鳥、蛙、直翅類、その他幅広い動物群による被害を受ける率が高いも

のと推測せられる。

蛹一私も終令幼虫を飼育、本の枝の台座に吐糸して帯蛹となったがアゲハのようにしっ

かりと固定されていないため、振動等もないのに落下 したものが多い。

最後に一ホソオチョウの発生にはいろいろ問題もある様であるが環境破壊の少ない当霊

園内では絶やさない様にしようと思う。しかし人為的に生態系を乱すのは好ましい事

ではないと思料される。

(SEIYA KURASAWA〒 181三鷹市上連雀 6-25-31)

<編集後記>

最近 KERRMNSの 本を8冊ほど手に入れた。もう100年位前の本なのに世界のタマムシ

が解説 してあり、小生の研究には欠かせないものである。「虫は記録しなければ (本で

残さないと)意味がない」という言葉を実感させられた夏であった。 (遠藤 )
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