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ピレネー山脈に蝶を求めて
辻 元

ピレネー山脈はフランスとスペインの国境に位置し、大体2500m以上の山々の連なり

である。筆者は91年 7月 20日 から2週間、ビレネー山脈で蝶の観察採集を行った。以下

はその記録である。

7月 20日

TGVで Bordeoux迄 、そこから急行でToulouseに 出た。ここはフランスの地方都市で

ある。早速レンタカーを借 り、Foix迄。途中は採集に適 した所は全くなかった。Foixの

Informationに行き、宿を取ってもらった。ヨーロッパで宿を取るのはInforalationに

行くのが手っ取 り早い。

7月 21日

Foixか らCol de Peguerreを 経由してSon de Portelと いう山まで行 く。朝のうちは

天気が思わしくなく今日は何も取れないかなと思った。しかし、山頂に着 くころには晴

れ上がりほつとする。1500m弱の山だがErebiaの類が多い。でも少々ボロが多かった。

St.Gironに 向かう道をさらに進むとエゾヒメシロが飛んでいる。だが数は少ない。この

道は川沿いで昼食をとったレス トラン付近でチョウセンコムラサキを2♂♂採集した。

この道には時々ヤマキチ ョウ (日 本のと大分異なる)力 飛`んでいるのが目についた。St

Gironか ら Foix迄は別の峠を越えたが、こちらはErebia全 く見ず。
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7月 22日

今日はAndrra共和国を横断してスペイン迄という長丁場である。天気は快晴。朝 8時

に出発する。Andrraに は2400の 峠を越えるので何か居るかなと思ったがほとんど何も居

らずがっかりする。フランス側は峠近くまで放牧されていて駄目のようだ。Andrraに 入

ると観光一色で少々興醒した。1800m迄下ったところで川を横切る。この川の岸が良い

環境なので川沿いにひどい道を少し入って採集。早速アポロウスバ (Parn-lus apo―

1lo)を 目撃。でも向こう岸で手が出ない。この蝶は大きくて優雅である。川岸にはEre―

biaが多く、コヒョウモンモ ドキ (日 本のと少し異なる)が沢山いる。シジミの類は全

く少なかった。花が一杯でのんびりしたかったが、そうも行かないので出発した。1200

m位迄下った所で変な寺院があるので近 くのレス トランで昼食の後見学 した。寺院から

出たら何と下の畑でApolloが 飛んで居る。そこで川原に下 りてみると、いろんな蝶が吸

水 していた。ブルー系のシジミ、Polynmotus coridon、 ヒョウモンモ ドキの類、それに

Pyrtts類 である。ヨーロッパのシジミは色がとても明るくて美しい。このP,coridonは

変異が激しくてヨーロッパの人には研究 している人もいるらしい。

さらに車を走らせると国境近くで東に道が分かれていてどうやら山道のようなので行

つてみる。1800m位迄行くとApolloが 道を横切った。ちょっと乾燥気味の所であるが、

山腹のなかなか良い環境の所なので車を寄せて採集した。午後 2時半位だった。Erebia

が少々、HeOdes virgaurae(金紅色のベニシジミの仲間)等を採る。ここではテングチ

ョウも 1頭採集した。エノキは見当たらない。一体Hostは何なのだろう。Apolloは なか

なか道に上がってこないが、花に止まると鈍い。ここのはスイスのと比べて大きくて地

色が黄色っぼい。赤紋は血のような赤さだ。後で分かったが、この蝶の個体変異はとて

も大きい。だから一頭だけ写真を見せられてもどこの産かは当てにくいと思 う。しかし

傾向のようなものは確かにある。蝶の変異というのは数量化 しにくいので厄介だとつく

づく思 う。4時頃、下って国境を越え、スペインに入った。Seo de urgellと いう村で

ある。スペインに入ると風景は一変して乾燥した荒れ地が多くなる。至る所に トゲだら

けのアザ ミの雷みたいな植物が生えているが、後でこれが花であることを知って、驚い

た。Urgell泊 。ここはピレネー東部に当たる。

7月 23日

Urgellか ら川沿いに南下し、Coll de」 Ouと いう 1480mの 峠を越えてみることにし

た。何かいるだろうという考えである。途中 Alinyaと いう村の農家の前でカラスシジ

ミの類やヒメヒカゲの類を採集。白いイバラの茂みに一杯群れていたがネットが引っか

かって、一向にはかどらない。さらに進んで峠を越えた所で道を間違えてしまい、Car―

donaと いう所に出た。ここで大変なことに出会ってしまった。何と車が故障してしまっ

たのだ。仕方ないので、近くの農家に電話を借 りに行ったが全然電話がない。 2肺程歩

いたら飼料工場が見えたので、ここで電話をお借 りし、Toulouseの レンタカー会社に電

話した。タクシーでBarselona迄 送ってくれ、新しい車に変えてくれるというので、そ



うすることにする。無論タクシー代等はタダである。しかしタクシーは 6時迄来なかっ

た。心細いこと限りなかつた。しかし何とかBarcelonaの 空港に着いて、ここで真新し

いルノー 21に変えてもらった。この車は割りと大きいので余分に料金を払うのかと少

し気をもんだが、大丈夫とのことで安心する。Barcelona泊 。

7月 24日

昨日は半日無駄にしたので早起きして出発。目的地はBielsaと いう所でそこから1800

m位の高さまで林道が延びている。ここに行く途中Ainscと いう所を通過したが、ここ

はこの付近にしか産しないシジミがいる所である。これを捜したが見つからず、午後 1

時頃にBielsaに着いた。ここはBarcelonaか ら300km強である。早速ホテルにチェック

インする。私が止まったホテルは国営で大変立派なものであったが大変安かった。午後

2時半にPineta谷 に向かって出発。終点に駐車場があり付近は広い河原になっている。

近くの水場の裏が草原になっている。ここで Heodes alciphron(大 きなベニシジミの

一種)を少し採る。この蝶は変異が大きいらしく、この地の♂は紫色の部分が小さい。

河原には Polyonllatus coridorが いる。ここのは Andrraの より色が明るい。他に Co―

lias croceaが もの凄い速さで飛んでいた。しかし、どうしたわけか Aolloや Erebia

は姿を見せない。ちょつと不思議だった。午後 7時頃まで居て帰った。ヨーロッパの夏

は 9時頃までは十分明るい。

7月 25日

朝から昨日の谷で採集。今日は登山道を谷の奥まで行つてみる。早速イチモンジチョ

ウの仲間 (Azuritis reducta)を 採る。これは地色が暗い青で大変美しい。少し行くと

草丈の低い草原になった。ここで Maculinea arion(オ オゴマの近縁種)を採る。この

蝶の名前は英国での絶滅で前から知っていた。この蝶の幼虫は、タイム (タ チジャマソ

ウ)を食べる。少ないらしく2頭 しか採れなかった。他の所ではヒョウモン類が多い位

で大したものはいない。しかし、どんどん登ると乾燥 した岩山になり、 Erebiaが採れ

た。そこで引き返して、昨日の河原で、 Po coridon,P.dorylasそ の他のシジミを採っ

た。両種とも大変美しい。後者は英名を TurcOise blue(ト ルコ青)と いう位である。

採っていると子供たちが集まってきて、蝶を採ってくれた。手の中に入れてネットの中

で放してくれるのでそれほど傷まない。概してスベイン、フランスの人は採集に関して

好意的であった。

7月 26日

Jacoを経て Canfralcに 行く。途中の河原で Polyonmtus dlbicar,Ainsae riparii

,damon等ブルー系のシジミを採る。それほど多くないが、前述したアザ ミの書に似た草

色の花に注意すると来ている。とはいえ、この花は咲いているのか、まだ奮なのか一向

に分からなかった。 Confrancに 着いてホテルを取 り、近くの草原で採集。しかし、こ

の日は寒く、風も強く、一向に駄目なので、少 し標高の低い所へと車で Jaca方面に下

る。標高が1000■ 位の所で右手に草原があるのでそこで採集。しかし一向にはかどらな
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い。帰る間際に Apo1loを 目撃 した。この谷には Apollo力れ るヽということでホッとし

た。

7月 27日

ホテルを9時に出発。今日は良い天気で申し分ない。近くの草原に出たが大したもの

もいないので 」acaに行 く道を途中で折れて西に進んだ。しばらくして Aisaと いう部

落に出た。ここから山に向かって道が分岐しているので行くと Apolloが飛んだ。ここ

のは地色が白いようだ。そこで谷の奥へと車を走らせるとだんだん良い環境になってき

た。林道の終点にゲー トがあり、そこで車を止める。ここは Apolloが多く、谷から林

道にフワフワと飛び出してきた。イギリスの図鑑では希種となっているけれどスベイン

では多いらしい (因みに、 ドイツでは絶滅が′心配されているとか )。 東欧では殆ど見ら

れなくなったとかいわれるが、ひょつとしたら酸性雨のせいなのかと考えさせられる (

この蝶の幼虫の食草はベンケイ草科でアルカリ土壌を好むとのことである)。 十分観察

して満足してきたのでゲー トより谷に入った。河原でシジミを少し採った。

7月 28日

」acaか ら南に行くと1080mの 峠がある。ここに行くことにした。途中でライ トバンが

止まっていて、夫婦がネットを持っていた。そこで車を止めて何が採れるのかを聞いた

らシジミの研究をしている学者だった。英語が話せるので大助かり、スベイン語ではと

ても通 じなかったろうと思う。峠を越した San Juan de la Pena という所に Apollo

がいて、特別変っているというので、行ってみることにする。彼はまた Panticosaに 行

くと良いと行ってくれた。 (Pyrenee特産種がいるとのこと)。 San」uanに 行くと木が

茂っていて環境が全く異なっていた。道路際に Apolloが止まっているが全く少ない。

変異に着いては分からないが黒っぼいようであつた。 (標高が低いので ?)ボ ロであつ

た。午後、Panticosaに行 く。ここの谷のどんづまりの町で歩いて国境を抜けられると

のこと。一体何がいるのやらと思う。ここは宿が一寸高い。

7月 29日

Panticosaの 標高は約 1600m、 朝は気温が低く霧が出た。ここから山上の 3つの湖

(3つ とも標高2200m台 )へ 3つのハイキングコースがある。そのうちの 1つ を選んで

歩いた。2000mを越えたあたりは谷の間の草原で気持ちが良い。ここでまだ気温が低く

て飛べない Apolloを 1つ発見。 Apolloは 2000～ 2200m迄の間に多くアザミの花 (赤

色)に来ている。この蝶の性質で面白いのは日が陰ると全く飛ばないことで、花の上で

翅を=寸下げてじっとしている。ゆすつてみたら落ちてしまったのには驚いた。しかし

風があつても日が差していれば飛んでいる。大きな蝶で近 くを飛ぶと音がする。ここの

ものはやや黄色っぼく、♀の赤紋がラグビーボールのように横長になる傾向があるよう

だ。また2000～2300m付近に高山性の Colias phicomoneが飛んでいる。この蝶は飛び

方が速い。斑紋、地色とも個体変異が大きいようだ。ここは私の見た範囲ではヨーロッ

パで有数の蝶の産地のようで Erebia、 シジミ等種類も個体数も多い。



7月 30日

この日は雨。ホテルの一室で仕事をして過ごした。

7月 31日

朝のうちは天気も思わしくなく寒かったが元気を出して出発。南側のハイキングコー

スを行 く。行けども行けども何も見ず、2500mま であっという間に登ってしまう。寒 く
|

て仕方ないので引き返すと風も弱まり日も差してきた。Erebiaが まず飛び始め、Apollo

も続いて飛び始めた。岩だらけの急斜面なので足が痛 くなった。1800m付近に下るとシ

ジミの類が多くなる。一昨日の Coliasを もう少 し 採 りたいので再び一昨日のコース

に戻 りぐんぐん登る。自分でも驚くほど速く2300mに達 した。Coliasは滅法飛び方が速

いがそれだけにネットに入ると嬉しい。午後 5時に下山し Canfrancに行き泊まった。

8月 1日

雨の降 りそうな天気で気が重い。Jaca方面でジャノメを少し採 り、国境を Canfranc

で越えてフランスに入る。次の目的地は Cauteletと いう所である。近道をしようと峠

を越えるが、これがとんでもない悪路で冷や冷やさせられた。宿に着いたらもうクタク

タ。                                             |
8月 2日

Cauteletか らリフトで2000mま で行く。天気は上々だがなぜか蝶は少ない。Apolloも

少し入るという程度。山一つ越 しただけで随分減った感 じである。Erebia,Coliasを少

し採った。途中登山道でハエを採集している人がいた。フランス側はホテルその他は豪

華、植物も雨が多いせいか、青々している。でも蝶となると少ないのはどうした訳か?    |
午後 2時に Cauteletを去 り、 Bordeux迄出た。これは超ロング ドライプで少々辛かっ    |
た。途中、立ち寄ったレス トランの側でベニシジミの類も少し採った。

8月 3日

ヨーロッパに 1年滞在して、ヨーロッパでは蝶は決して少なくないという印象を持っ

た。特にスベインには種類、個体数とも多い。

この地域で興味深いのは Apollo,Erebiaそ れにブルー系のシジミの変異で現在でも

研究の対象になっている。

日本から行った場合ポイントを捜すのは大変なようだが、地図で充分見当がつくよう

である。それより長く滞在できる場合を除いて、変異等蝶の採集の楽しみが充分味わえ

ない面があり少々残念な気がする。そういう意味では、日本と共通の種類に絞って採集

するのも面白いかもしれない。

(HA」 IME TUJI 〒185国分寺市西町 2-16-13)
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ホソオチョウ、その後
仁平 勲

1978-7-18、 東京都日野市百草園にて、当会会員、森川正昭氏により、ホソオチョウ

(Sericinus montela GRAY)1♂ が初めて記録され、続いて 7-20、 10頭が追加される

に及んでがぜん虫屋の注目を浴びるに至った。なにせこの蝶は、韓国、中国東北部から

|ロ ソビエ ト沿海州にかけて分布する蝶で、1978以前には殆ど日本で記録がなかったから

である。1979-5 には東京都八王子市上恩方町上案下で多数採集され、1980に は八王子

市小津町、元八王子町造形大学構内、大月市七保町浅川の各地で記録された。その後神

奈川県藤野町佐野川、上岩、山梨県上野原町奈須部と続々と記録が追加され、その詳細

については生活史と共に1981.Mar。 やどりが 103、 104号に大野義昭、松香宏隆両氏によ

って報告されている。同報告では1978以前に記録がほとんどないことから人為で持ち込

まれたものと推定している。また大月市七保町浅川では1980-6-14、 市の天然記念物と

して仮指定を受けた話題が報告されている。

ここまでが本種に関して現在までのまとまった報告の全てと思われるが、その後依然

として各地で発生が確認されたり、また逆に消滅 したと思われる産地があるにもかかわ

らず、本種に関しての単発的な報告はいくつか合ってもまとまった報告は見かけないの

で、ホソオチョウその後として筆者の知る限り報告をしておきたいと思 う。

まず、その後判明した発生地は、東京都文京区本郷東大赤門内、山梨県上野原町談合

坂、大和村田野温泉、甲府市中道町笛吹川畔、東京都府中市浅間町、埼玉県所沢市狭山

丘陵の各地であるが、盛衰を繰 り返しつつ現在も確実な発生を確認しているのは、甲府

市中道町笛吹川畔、東京都府中市浅間町、埼玉県所沢市狭山丘陵、東京都八王子市小津

町 (一時消滅したと思われていたが1991-8に 成虫、 9月 に幼虫を確認した)の計五ケ所

のみである。その他の産地ではいずれの地でも3～ 8年程度は発生を続けていたが、筆

者の知る限 りでは現在の発生が確認されず、消滅 したと考えて良さそうである。当然山

梨県大月市七保町浅川の天然記念物指定も自然消滅であろう。なを現在でも発生地では

多数の個体を見ることができる。

さてここで、筆者の今までの観察及び飼育記録等から知 りえた本種の生態について多

少述べてみたいと思う。

まず本種の発生回数であるが、越冬蛹から第一化が発生するのは5月 上旬のゴールデ

ンウイーク前後からで、第二化は 6月 中旬～下旬に発生するが、本種は成虫の産卵時期

のバラつきが激しく、第二化 (7月 中旬 )、 第四化 (8月 中旬)の発生ピークはあるも

のの、 6月 中旬以降は常にいつでも少数の成虫個体を見ることができる。第四化の産卵

による幼虫が越冬蛹となるが、その時期は9月 下旬～ 10月 上旬となる。飼育下では暖か

い秋には蛹化したもののうち、越冬蛹となるのは約30%位で残 りの70%は 10月 中旬～H



月上旬羽化してしまう。初めのうちは殆ど夏型で、最後の方に羽化する少数は春型とし

て羽化する。また逆に涼 しい秋にはこの逆となり越冬蛹70%、 羽化するもの30%位 とな

る。いずれにしろ必ず秋に羽化するものが出るので野外でも暖かい秋にはいくらか羽化

するものがあるのではないかと考えているが、実際にはその時期に未だに成虫を確認す

るに至っていないので、ほぼ100%越冬蛹となるかもしれない。現在発生が確認されて

いる場所と消滅した場所の環境から推察すると、本種の継続発生を示唆するものとして

食草ウマノスズクサ (Aristolochia debilis)の 分布状態が第一に考えられる。いくら

多数あっても狭い範囲に密生している場所や近隣に他の食草分布圏のない場所では継続

発生が難しく、分布密度が低くても広範囲に点々と食草がある場所や、近隣に他の食草

分布圏があるような場所では継続発生が容易なようで、現在発生が確認されているのは

後者のような場所である。第二にジャコウアゲハとの共存関係が考えられる。本種の発

生当初は在来種より外来種の方が強く、ジャコウアゲハの方が駆逐されるのではないか

と懸念されていたが、現在の状態を見ると全く逆のようで消滅した場所はジャコウアゲ

ハとの混生地が多く、継続発生地はジャコウアゲハの勢力圏外が多い。第二に考えられ

るのは地形である。本種の発生地はほぼ平坦に近いところか浅い山の入□等の明るい草

原で、起伏のあるところよりもどちらかというと平坦地を好むようで、木や林は必要な

く、全くの草地だけの方がベス トである。勿論そういった所に食草も多く生えている。

本種が最初に発見されてからもう10年以上の月日が経っている。人為的に持ち込まれ

たとしても只一度の持ち込みでその子孫が今まで残っているとは考えにくく、何度かの

追加があったと考えておいた方が無難である。

本種の今後を占う意味で筆者が現在感 じていることを述べてみると、発見当初のもの

はハンドペアリングが容易であったが、現在のものは自然状態では交尾が成立して継続

発生しているものの、ハンドペアリングは非常に難しくなってきていてなかなか成立し

ないことから、今後自然状態でも交尾成立が難しくなってくるのではないかということ

と、条件が悪いと♀の成虫個体が♂に比して極端に小さくなってしまうことである。こ

のようなことが将来的にどう響いてくるのか考えさせられるところである。逆に明るい

材料としては全幼虫期を通じて本種は非常に強いものであり、自然状態での天敵が未だ

非常に少ないこと、また緩慢とされる飛翔もひとたび強風に乗ったときは舞い上がる紙

と同じで、かなり強烈な飛翔を示し広範囲に分散できる等を合わせると見た目のひ弱さ

とは別で、相当に強い蝶であると確信させられることである。

今後本種がどのような経過を辿っていくかは定かでないが、10年以上も経つてなぜ関

東地方にしか定着していないのか不思議でならない。

(ISAO NIHIRA 〒180武蔵野市吉祥寺北町 1-17-7)
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F巨ゴヒの 理果来斤ヨ巨衡議

宇野 正紘

諸兄は東北地方の蝶の標本や情報をどのくらいお持ちだろうか 2年前,私が松戸か

ら仙台に転勤したときのことである。日本の蝶のコレクションについて自らは最高位と

公言している方が私に言った  「自分のコレクションで最も弱いのは東北地方の蝶であ

る」つまりよい場所を探して教えろというのだった。そう言われて自分のことを考えて

みる。私は19“年から4年弱仙台市に住んだことがある。その当時 自分としては熱い

に蝶を採ったつもりだが今見てみるとクロヒカゲやヒカゲチョウなどは 1頭もない, ミ

ヤマカラスアゲハ,チ ョウセンアカシジミなども野外の採集品は数えるほどというお粗

末さである。そのころは車も保有していなかった,子供も幼く行動に制約があった,貧

しかったなど虫を採れない理由はいろいろあるが何といっても情報がなかったのが大き

い。松戸に住んでいた10年間も何度も東北に蝶採りに行こうと思った。しかし行かず終

いだったのは確たる情報がなかったからである。最近「蝶研フィールド」や「蝶研サロ

ン」誌上にどこで何をいくつ採ったという詳しい記事が載る。これを拾っても東北地方

のものは極めて少ない。販売している採集マップもわずかしかない。

ちょうど2年間仙台に住んでこの間に青環 岩手,山形,宮城県の様子をいくらか知

ることができた 休日を利用して行くだけだからごく一部しか歩けていないが不備なと

ころは機会があれば続編を書くことにして最近の「みちのくの蝶新事情」をお知らせし

ようと思う。採集案内くらいに思って軽く読み流していただければと思う。

1.ギフチョウ,

分布しているのは秋田,山形,福島の3県だ力劇ヒ限の産地コ秋田県については関こが

高く今年もTSU.I.SOな どに採集記が載った。数は極めて少ないが鳥海山の標高の高いと

ころで5月下旬に採れているという未確認情報がある。福島県には行っていない。

山形県では分布が広く多産地もあるらしい。山形県内の産地については故白畑孝太郎

勲 溺議調南訂「日本の重要な帥 に詳細を記述している。これは随分古いものだが

今でも参考になる。 ヒメギフチョウについても同様である。新潟,富山県ほどではない

が食草のコシノカンアオイも普通に見られ,=産地の個体数もまずまず多い。鶴岡市高

館山などは19∞年は3月から発生した 海岸に位置して温暖なためか北方の産地なのに

発生期1誨罰準に早い.1991年でも4月初旬から発生したと思われる。狩川丘陵などは例

年 4月 2Cl日過ぎがよいようだ ヒメギフチョウとの混生地として著名な鋼 1肘や戸沢村

三ツ沢林道では4月下旬から5月連休がよく,月山の志津などでは5月下旬まで採れる

というが私は未だ行っていない。

2. ヒメギフチョウ,

東北 6県に姉 るが福島県では少ない。課 では広く分布している力臓 は少

ない。ギフチョウ共々この 2年ほどレ山あげたの発生は全国的によくないようだ これ

|~



は19"年と19叱 2年つづいた異常な暖冬のためともいわれる。東北地方においても

傾向は同じである。1989年に多数を採集したという山形県内の産地に行っても1頭も見

られない場所が多かった 私自身 1986年に山形県東根市で午前中だけで30頭を採った

ところがあったので去年と今年 3回訪れたが 2頭しか採れなかった。回復するにはまだ

時間がかかりそうだ。山脇黒 岩手県ぅ秋田県では個膵数が多いというが宮城県では 1

ケ所に2～ 3頭という場所が多く何ケ所も廻らないと成果は少ない。作並温泉が昔から

有名だが仙台から作並温泉の少し上まで48号線の山麓部には広く分布している.

仙台付近では例年 4月 10日 ころから飛び始める。1991年,仙台前師 ||で初めて採った

のは4月 10日 の4♂である。その2日後には雄の最盛期になり10数頭を目撃したが17日

にはもう雌が大破していた。この付近のソメイヨシノの満開が4月 17日 ころだったから

多くの産地でサクラが満開ならもう遅いと思ってもよいのではないかしカタクリが咲い

ていないようなら早すぎるがキプシの薔もかたくまだ曲 欄 ている感じのときがよ

いようで周囲が緑を帯びてくるとヒメギフの時期はもう終わりといってよい。

ギフチョウと違って湿ったところを好むようで沢筋がポイントになることが多い。ス

ギの植林地よりもカラマツの方がよいような気がする。送電線の下は林のなかの人工的

空間で日あたりがよいのでカタクリやウスバサイシンがよく育っている。ヒメギフの採

集地としてよい場所なので狙ってみる価値はある。宮城県内のヒメギフチョウの産地は

「宮城インセクトNo.12」 の記序が参考になると思う。

山形県は分布も広く個俸数も多いという力減 のようにこの2年間は不作だった 東

根市から村山市,尾花沢市の東側丘陵にはどこにでもいるといっていい。環境は宮城県

よりはるかによくウスバサイシンの株も大きい。有名な大石田は町指定?の天然記念物

であるうえ産地の入口に仏人の陶芸家がいて虫屋を追い払っているという話なのでちか

ずかない方がよしヽ 宮城県のものに比べて大型で黄色部分が広く少し違って見える。

岩手,秋田両県は行ったことがなしヽ 岩手県の産地についてはTSU.I.SOの マップがあ

る。場所によるが4月 15日～25曰 くらい,早坂高原などは標高が高いので 5月連休がよ

いそうだ いずれにしてもよい時期は4月 10日から25曰 くらい,この間に天気のよい日

はそうたくさんないし1日に何ケ所も行きたいと欲張ると条件のよい時間に
― ると

いうことになりかねない.豊作年ならそれでもよいのだろうが普通の年なら1日 , 2ケ

所くらいにしぼってじっくりねばった方がよいように思う。

3.チャマダラセセリ,

少し人気が落ちたが私自身もこの蝶を採りに遠く開雌 どに行ったことがある。東

北地方には広く分布しているようだがはっきりしたことは分からない。 しかしいずれの

県にもいることは間違いなし、 岩手県b福島県には多産地があるという。宮城県でも私

の勤務地の作並周辺を探したところ何ケ所かで見つけることができた 定義付近の産地

は1990T8月 に見つけあるていどの個悴数がいたがЮ9r冑罫に:わ て少なかった。蔵
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王の山麓部にも産地が多いようで私は蔵王町土浮山,開拓西などで少数を得ている。発

生期は5月連体しそれを過ぎると急速に数が減る。 7月末から2化も出る。岩手県にも

産地が多く,多産地もある。マップが売り出されている安家森はその一つで標高が高い

ので 5月 25日前後がよいようだ 6月初めまで採れる。岩手の産地は二面にうす紫のア

ズマギクが咲きそのなかにスミレ,オキナグサ,キジムシロなどが混じり夢のように美

ししヽ いずれの産地でもキジムシロとミツバツチグリの両方がありどちらも食草にして

いる。セセリのくせに雌によって|」口を産まないことがある。長日下で飼うと戸型を生

ずる_2化の子でも室内の明るい部屋で飼うと年内に羽化する.春型を羽化させようと

思ったら自然日長下で飼育することが必要である。白紋の発現は幼生期の温度に関連が

あるらしく温度の高いところで飼うと著しく白紋が減退する傾向がある。岩手県などで

は2化は出ないようだ。東北地方の個体は本州中部のものと地理的変異はないようであ

る.

4.ゴマシジミ,カバイロシジミ,

ゴマシジミは東北では青森県と岩手県でしか採れず,岩手県では風前のともしびと言

ってよいほど産地が狭ばめられている.以前は岩手山々麓の雫石に多産地があったが畑

になってしまい痕跡ていどしか残っていない。安家の産地は絶滅したという。

青森県には産地が多く個体数も多い。特に下北半島には豊産する。私は 1990,91年に

東通村老部,佐井村原田,大間町,六ケ所村鷹架沼,尾駁沼,三沢市ィjゞ 1源湖,むつ市

赤川などで多数を得た。延々とつづく産地を歩くと次々にゴマシジミが飛び出す.個体

数の多さは驚くほどある.ナガボノワレモコウの畑と紛うばかりに繁茂していて膨大な

発生量を支えている。ゴマシジミの発生地は沼沢地や谷地が多いので採集には折り返し

のついた膝の上まで被覆できる長靴を履くことをお勧めする.足元を確かめずに蝶を追

っていると腰くらいまで「谷地まなこ」にはまり込むことがある。 (実際に落ちた虫屋

があるので要注意)下北半島の最盛期は8月 中旬だが確実なのは15日～20日 ころであろ

う。津軽半島では下北ほど安直ではない.分布は広いようだがニケ所の個体数ltTJL0

ように多くはない。車力村などは有名だが今年行ってみると海岸近くの産地につかみど

ころがない.時期も下北より少 t′遅れて 8月下旬がよいという。下JL津軽では微妙に

斑紋も違うように思う。もちろん時期は違うがどこの産地でもヒョウモンチョウを多産

する。また車力村の海岸には広大なカシワ林があリハヤシミドリ,ウラジロミドリが極

めて多産する。キタアカシジミも少なくないそうだ

龍飛岬のゴマシジミは特異的な個膵群として有名である。ここのものだけがなぜこの

ような特徴をもつのか不思議という他はない.19∞年代はほとんど採れない年がつづい

たと聞くが 2年ほど前から
―

を増し龍飛灯台の下や周辺の沢に今も健在である。発

生期は早く雄は7月 25日 ごろから出始めて終わりころが最盛期, 8月 に入るとボロが混

じる。龍飛は晴れる日が少なく絶えず強風が吹いてよい条件に恵まれることは少ない。
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他の産地と違って晴れた日は7時からすでに飛び始めるが 9時を過ぎると著しく数を減

ずるという。あとはその日羽化した個膵が拾えるていどと地元の虫屋から聞いた。気難

しいゴマシジミである C呻 島のゴマシジミも同じような
―

という)。 日

曜日などは青森の人が朝早く着いて下通り採ってしまうので遅れて乗り付けてもほとん

ど屎れないということがありうる。

高野崎,龍飛崎,佐井村付近にはカバイロシジミを産する。この 2年間は不作らしく

数が少なかったがヒロハノクサフジの花を見て歩くといくつかは採れる。高野崎は7月

20日 ころ,龍飛は7月下旬,佐井では8月上旬でも採れる。高野崎で数十頭採ったとい

う話を聞いたこともあるがこの2年間に関していえば 1日に数頭というところである。

龍飛にはミヤマカラスシジミとミヤマチャバネセセリがけっこういる。ジャノメチョウ

が多くここのものは著しく」ヽ型で北海道のものよりも小さいのではないかと思う。他の

蝶はそれほど小さくないのでばかにせずに少しは採っておきたしヽ

5。 ヒメシジミ,

な―んだ,ヒメシジミかと言うなかれ 東北ではそう簡単に採れる蝶ではなし、 山形

県と福島県以外では極めて局所的にしか分布していなし、最も特異的なものは山形県長

井市,小国町周辺のヒメシジミである。この付近のものは一部には「アサヒ型」などと

呼ばれ一昔前なら別亜種にもなったと思われるほど違っている。雄はた製 明るいフジ

色pク ロテンカ河 さヽい。雌は後翅外縁に自線を現す個体がある。保育社刊の猪又図鑑に

は「/N郵唾勤 の標本がさり気なく図示されている。発生は早く最盛期は6月 10日 ころ

で早い年は5月の終わりでも見られるという。小国町では針生
～
五味沢までの剤 ‖の河

チ1隊に分布し個体数が多いのが嬉ししヽ この地域の丘陵や堤防などにはウスバシロチョ

ウも多産する。非常に黒いウスバシロチョウで特に尻無沢で得たものが黒いように思っ

iに もちろん普通の白い型も少しは混じる。 ヒメシジミの最盛期ではウスバシロは雄は

ボロ,選べば雌のよいものが採れる。

宮城県では仙台市奥新′IL定義 チ|1崎町,蔵王町賽の債などで採集したがいずれの場

所も数は少ない。よく調べていないがクロテン,ク ロヘリ型が同じ場所にいるようで雌

にはアサヒ型に似たものもある。発生期が 6月中旬からというのも本州中部のことを考

えると少し早いのではないか 賽の積は標高が高いので 7月 中旬から姿を見せる。

岩手県での分布は=層局限され岩泉町安家が確実な産地として知られている。時期は

6月下包 〒義課リ ヒメシジミについて:測脚弱紙が「Calastγ :77a No.21」 に分布 斑

紋の特徴について詳しく述べているので参照されたい。この数晩 小路嘉明氏らがたき

つけてクロツバメブームが起きたがヒメシジミも人気の出ていい蝶の一つだと思う。た

だ本州中部では数が多すぎるのであと一つ食指が動かないというところであろう。

6.卸 彙

岩手県ではどこに行っても蝶の数が多い。それだけ自然が残っているということかも



しれないがミヤマカラスアゲハ,コムラサキ,ヒメキマダラヒカゲ,キバネセセリ,テ

ングチョウ,2働ソ6などは驚くほどに多い。キベリタテハ,エルタテハなどは年によ

って発生量が異なるが早池峰山の北側の林直 」R山田線,松草駅周辺の林道などに普通

に見られる.エルタテハは東北では珍しい蝶であるが 7月下旬上記の林道で採れる。キ

ベリタテハの方が多く8月上旬がよい

6月中,下旬には川井村,岩泉町の各地でヒョウモンチョウ,ツマジロウラジャノメ,

フタスジチョウが発生する。盛岡市付近の湿原にいるヒョウモンチョウはワレモコウを

食っているが山間部では渓流沿いにはえるオニシモツケを食べている。フタスジチョウ

はもともと野性のアイズシモツケを食べていたと思われるが現在では栽培品種のユキヤ

ナギ,コデマリで発生している。そのため人家の周辺に注意するとよく採れる。

キマダラルリツバメは6月下旬に発生し7月 に入ると少し遅いと思う。分布は局所的

だがキリ畑は遠くからでもよく目立つ。山田線の南側には採れていないようである。昔

採れた龍泉洞などは広い駐車場ができたリホテルが建ったりして今は採れないようだ。

東北で最も珍しい蝶の一つにクロヒカゲモドキがある。これも以前は龍泉洞の周辺で

よく採れたと聞くが最近ではほとんど採れなくなった。 2年前,岩泉町の産地が見つか

り少し採れた 1990年にはかなりの数が採集されたが集まった虫屋の数も蝶の個体数を

凌いだ 今年は天剛 も影響しいくつも採れなかったらしい。他¨ ものと斑紋

に差異はないが著しく安 l沌個体が多い.

白帯の太いイチモンジチョウは図鑑にも出ていて一部の人々に評価が高い。 しかしご

く少数白帯の太い個体が混じるということであって岩手県のイチモンジチョウの全てが

ヒロオビということではない.6月 20日 ころがよい時期と思うが私自身,新鮮なヒロオ

ビイチモンジには恵まれていない。以上述べた蝶の発生期はいずれも梅雨の真っ最中に

あたっている。さらに今年のように8月 になってもオホーツク高気圧の勢力が強いとい

わゆる「やませ」が吹いて日中の気温が上がらず蝶は飛ばない。なかなか思い通りには

採れないのが実情であるが裏面の美しいウラキンシジミや惚
"雌

`ι

:αなども採れるので

本州中部の蝶に飽きた方には楽しい採集ができると思う.

7.いなくなっ
=ム

最後に残念な話題である。東北でも人間が蝶を絶滅に追い込んだと思われる蝶がいく

つかある。オオルリシジミは多分絶滅してしまったのではないか。岩手県で最後に採れ

たのは1978年で盛岡市郊外で採集された標本を見たことがある。青森県の最後のものは

「青森の蝶たち」に写っているものだと工藤忠氏から聞いた。長野県では細々と生き残

っているが東北ではこの10年以上採れたことを聞いていない.

オオウラギンヒョウモンはこ岩手県竜ケ森で寒沢正明氏が再発見し多数が採集された

のが10年前である。この産地は駅付近のスキー場で雌はほとんど採れなかったのに数年

間でいなくなってしまった。スキー場を増設するために重機で掘り起こしたのがよくな

1つ



かったともいう。古く気仙沼のスキー場で日向博美氏が採集した記録が日大の何かに出

ていたように思う。数は少なかったが宮城県でも籠坊山などで採れていた。いずれも昔

のことで最近は採れていない。岩手県での発生期は遅く8月 20日過ぎがよいという。多

くの人がスミレの多い場所を探しており竜ケ森のちかくで採ったという話は何度か聞く

が確認できない.最近の記録は青森県で1986年に採れたものと思われる。これについて

は雑誌にも発表された。

ヤマキチョウもいなくなった蝶の一つである.もともと岩手,青森南部にしかいなか

った力Ⅵ雛訓嗽錫ほどでは珍しくなかった 幼虫もたくさんいたものだが今は全く姿を

見ない。ゴマシジミを採りに行くとよく姿を見かけた。こういう蝶は遠くからも目立つ

のでいれば分かるはずだ 私は盛岡郊外でオオルリシジミを探していて越冬個体を採っ

たことがあるから少なくとも15年ほど前には普通にいたのである。小岩井ではゴマシジ

ミもほとんどいなくなり環境が悪くなっているという。

クロシジミは各地に産地があったのだがその全てから姿を消したようだ 宮城県内で

も以前採れたといわれる場所にこの2年間何度も通ったが発見できなし、 この蝶はそれ

ほど生息環境が脅かされているとも思えないが全国的に同じ傾向であるらしい。日本中

で同じ傾向があり種としての危機が迫っているような感じを受ける。

宮城県でもミヤマシジミ, ヒメシロチョウは絶滅してしまった可能性は高しヽ ミヤマ

シジミは山形県東根市の個体群が早々と絶滅したため北限の産地であった 19“年のラ

ベルのついた標本を見たことがある.宮城県白河市付近の河川敷に分布して個体数も多

かったという。昨年行ってみたがよい環境が保たれている場所が多かった。しかし何年

か前に産地の砂利が採取されその当時は根こそぎ削りとられてしまったという。

ヒメシロチョウの方は岩手,青森県では分布が広く個体数が多い。この地域ではいな

くなる心配はないが宮城県でも以前はそうだったと聞くのでかならずしも安いできなし、

東北地方には蝶の好採集地が人知れず眠っている。オオウラギンヒョウモンもクロシ

ジミもどこかにいる可能性はあろう。私もこの2年間で,通りのものは採ったので来年

からは難易度の高い種に挑戦したいと思っている。興味深い情報を得ることができれば

改めてお知らせしたい。

(MASAHIRO UNO 〒980仙台市青葉区木町通 1-8-7
ライオンズマンション木町通508)
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北陸ギフチョウノート

指 田 春 喜

地球規模での世界的な温暖化現象とは直接関係なさそうであるが、この数年、北陸の冬

は本当に雪が少ない。これがギフチョウの発生量とどんな関係があるのかは、私にはあま

り詳しいことは分らない。ただひとこと言うなれば、暖冬と少雪はギフの採集には不向き

である。しかし、ここではその理由については言及しない。それより私の専らの関心事は、

たぶん一般的蝶屋もそうであろうが、いつ (何 月何日頃に)どこに行けばギフがたくさん

採れるかなのである。

さて、北陸のギフは他の地方に比べてかなり豊産するので、その意味では価値が低いで

あろう。おまけに関東からも関西からもちょつと遠く、我が多摩虫の会員におかれても、

仲なかここまで足を延ばす機会がないかも知れない。まあ色々と前おきが長くなつたが、

ここでは、この 2、 3年筆者が採集を行つている金沢を中心とした北陸地方のギフチョウ

の採集地について少し述べてみたい。

η.石川県金沢市山科町～窪町

その昔は金沢市内の中心部にもギフは分布していたようであり、兼六園からの記録もあ

るらしい。人口の増加とともに中心部より姿を消していつたと思われ、現在は金沢市郊外

に産地は多いが、辰口町や小松市に接する市の南西部に多く産する。

当地は市南西部にあり、中心地から近く (4～ 5km)住 宅地に隣接する。ポイントは

竹林 (竹 の子用 )であり、かなり良く手入れされている。腸が適当に差し込む林床にギフ

は多く、枯れ落ちた竹の葉が保護色となり、それをバックに飛ぶギフはちよつと見にくい

が、その数は多く採集は容易である。多産地として有名な平栗は直線距離にして、2km
であり、この付近にギフチョウはかなり普遍的に広く分布する。これまで (昭和51年 より )

の筆者の観察では全国的にも有数の豊産地と思われ、最近その数は減つてきているが、昭

和50年 代は毎年、午前中 2時間で200頭以上が採集できた。

カンアオイは竹林内にも散見され、卵もついているが、本当の発生地は周辺の雑木林の

ようであり、ここで採集されるのは♂が多い。

*平年だと最盛期は4月 10～ 15日 。

*採集例 :略 (最近は多数日撃はしているが、採つてない )

2.石川県金沢市医王山山麓

a。 金沢市二俣町

この医王山 (標高940m)は 金沢市と富山県福光町との境に位置し、両山麓にギフは

広く分布し、しかもその個体数は少なくない。当地は医王山山麓の産地のひとつであるが、
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上記の金沢市南西部の産地とはその分布は連続しない。以前の格好のポイントであつた造

林地の杉はやや大きくなり、環境が変わつたせいか、最近は採集できる数が少なくなつた。

それでもかなり広い地域に渡り分布しているので、その絶対数に変化はないと思われる。

*最盛期は4月 15～ 20日 であり、前述地より高標高のためそのやや発生は遅い。

*採集例 :勤務する大学から近いので少しずつ毎年採集している。

b。 金沢市大菱池町 (医王山中復 )

医王山山麓 (金沢市側 )よ リギフチョウの分布は連続しているが、標高を上げるにした

がつて分布密度は薄くなり、採集のポイントは少なくなる。筆者もここにギフがいること

は以前から知つてはいたが、実際に採集したのは今年 (1991年 5月 )に なつてからであつ

た。場所は標高650mほ どの杉の造林地。汚損個体であり、付近から卵も見つかつた。

*発生は4月 下旬ぐらいからであろうか。

*採集例 :η 991.5。 11(1♂ ,41卵 )

:η 991.5.25(20卵 )

C。 金川町～湯涌温泉

当地でもとくに採集をしている訳ではないが、筆者の勤務する大学があり (金川町 )、

シーズン中時々キャンパスでギフの姿を見かける程度である。湯涌温泉はさらに南東へ10

kmの ところにあり、蝶研フイールド (通 巻25,1988)でも紹介されている。

ここでの筆者自身の具体的な採集例はないが、平年なら4月 20～ 25日 が採集に適当であ

ろうか。数な少なくない。

3.石川県石川郡辰口町

この辰口町～小松市は海岸に近いこともあり雪が少なく、石川県では最も発生の早い場

所のひとつである。当地でのポイントは集落はずれの田畑に続く雑木林である。ところど

ころ切り開かれていたり、それが小さな尾根スジにまでいたる所にギフは多い。この辺り、

環境の良さそうな場所であれば、その数に多少はあるものの必ずギフはいる。

筆者は館という部落はずれの雑木林で採集したが、同じようにギフに良さそうな環境の

ところは徳山、和気、鍋谷、金剛寺、仏大寺などの近くにも多い。

*通常であれば、発生は4月 に入つてからである。

*採集日 :1990。 3.21(10♂ 8)

4.石川県石川郡白峰村

石川県の平地に広く分布しているギフ群とはその分布は連続していない。比較的最近に

なり分布が確認されたいわゆる山ギフである。

石川県側の自山麓の最深部にいるギフであろうが、その分布の詳細についてはどうなっ

ているのかは筆者は知らない。いずれにしても数は少なく、分布も狭く、白峰村集落付近

と小赤谷などが知られるのみである。
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*発生はその年の雪の多寡に大きく左右され、4月下旬から5月 中旬というところで

あろうが、この予想がなかなか難しい。

*採集例 :1989。 4.29(Null)
:1990.4.22(Null)

これまで 2～ 3度ギフのシーズンに成虫の採集を目的に同地を訪れているが、はじ

めは明確なポイントが分らず、つぎは曇天で気温上がらず、ダメだつた。

5。 福丼県南条郡南条町れ山

今庄 Io C。 より車で15分程。JR今庄駅からでもタクシーで15分で相山中腹の駐車場

(10台 ぐらい駐車可、行き止まり)に着く。右手の急な坂道を登ると間もなく (15分 ぐら

い )尾根に出る。ここより山頂までの尾根筋にギフチョウは上がつて来るのでここで待て

ばよいが、やはりその数が多いのは山頂である。とくにいちばん奥の トイレ (?)のよう

な小さな建物付近の陽だまりは、発生地に近いせいか (斜面下の雑木林でギフは発生して

いると思われる )♀ も採れる。

*採集には普通ならば4月 10日 ぐらいからがよいであろう。

採集例 :1990。 3.25(気 温低くNull)
:1990.4.2(14♂ ♂1♀ )

6.福丼県丹生郡清水町上天下

当地もガイド 0ブ ツクなどによく紹介されている有名採集地であり、北陸の採集地の中

では関西 。中京方面からも比較的近く、採集者は多い。福丼県の平地にギフは広く、しか

も数多く分布しており、丘陵地帯には未だ知られてない産地も多いと思われる。雑木林の

尾根や椎茸栽培地がポイントであり、若い杉の造林地が当然もつともよい。だが、場所に

よってはかなり生育してしまつている所もあり、ほとんど陽がささず、ギフの棲息環境と

して最早適さなくなつてしまつたところも多い。

*採集には4月 5日 頃が適当か

*採集例 :1991.4.7(7● ♂,曇 り )

7.福丼県大野郡和泉村

福丼の平地のギフは個体数が多く普通に採れるが、ここのギフはそう簡単には落ちなか

つた。採集案内にも紹介されているようにこの “山ギフ"は かなり少ないらしい。九頭竜

湖付近でも岐阜県側の方がややギフチョウの個体数が多いらしい。この日、福丼県という

ことにこだわり、3,4年 前の記録をたよりに角野前坂や朝日前坂などの良さそうな雑木

林や杉の植林地を見て回つたが、結果は惨敗。どうもポイントは他にあるらしい。本年

(1991年 )、 平野部は雪が少なくギフの出るが早かつたが、山間部は逆に雪が多く発生は

遅れていた。日陰にはまだ雪が残つており、県境の峠はかなりの残雪であつた。

*例年であれば 4月 下旬からの連休が最適のはずであるのだが。
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*採集例 :1994.5。 4(晴天なれど風強く、気温低し、Null)
8.富山県西硬波郡福光町三軒茶屋

当地は前述の 2a金沢市医王山麓の二俣町と隣接 している。だが、杉がやや大きくなり

過ぎた二俣町に比べ、ここの杉は未だそれ程大きくなく丘陵には雑木林が残されており、

ギフにとつての環境は当地の方が良い。これまで筆者自身は、この周辺をギフの採集を目

的にあまり歩いていないので、分布密度は正確なところは分らないが、今年 4月 中旬にこ

の周辺へ入つた印象ではなかなかの好採集地のように思われた。

*平年であれば 4月 15日 前後が最盛期であろうか。

*採集例 :η 991.4。 15(午 前 40～ 11時で60♂ 1♀ )

9。 富山県婦負郡八尾町樫尾

今年、北陸の平野部は本当に雪が少なく、北陸三県でもギフの初見日は3月 中旬と平年

より20日 も早かつた。ここ八尾でも3月 中旬から発生 していたようであり、この日 (4月
21日 )は既にボロ (ボ ロボロもかなりいた ).

八尾の街は道路が入り組んでいて、地図を見ていても分り難い。しかし、街を抜けてた

だ山の方へ行けばそれでよい。付近の丘陵・ 雑木林はすべて採集地であり、ギフの個体数

はかなり多い。この日、筆者は樫尾という部落で採集 したが、ネツトに入れた♀を三角紙

に包んでいると、辺りには495頭 がヒラヒラしている。多くはボ回の0で あり、採集に

はこいつが本当に邪魔であつた。標本になりそうなのを選んでネツトした結果、ほとんど

全部が♀であつた。4月 上旬の最盛期であれば、その数は相当なものであり、筆者がフィ

ール ドにしている金沢の産地の10年 程前に匹敵するように思われた。

*平年であれば 4月 上～中旬が採集時期であろう。

*採集例 :1991.4.21(2♂ ♂23♀ ♀,60卵 )

10。 富山県中新川郡立山町立山

ギフの棲息する環境というと全国的には、丘陵地帯の雑木林と杉の造林地であるが、金

沢付近ではこれに竹林が加わる。そしてこの立山では、直径が 1メ ートル以上もある立山

杉とブナとの原生林であり、これは独特の雰囲気がある。

美女平 (標高1000m)で ヶ―プルを降りると、道は弥陀ケ原 。室堂方面へのパス道路し

かない。この日 (5/20)、 美女平にある探鳥用遊歩道にはまだ残雪が多く、陽もほとん

ど差し込まず、採集には向かなかつた。しかたなくバス道を45分 程上に歩いたが、天気は

まあまあなのにギフは全く姿を見せず。その間、バスはひっきり無しに私の横を通る。横

に逸れることもできず、引き返す。ちょうど立山杉とブナが半々に混じりあつたあたりに

陣どつた。これより上はプナが多く、下では立山杉の方が多くなる。

ちょうど12時 頃、握リメシをパクついていると、路上 2～ 3mの ところを上に向かつて

飛ぶギフを発見。周囲をはばかつてネツトの準備をしてなかったので、急いで組立てなが
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ら追いかけるが、50mほ ど追いかけたところでギフは右側の谷に降りてしまい見失つてし

まつた。ギフ用に今年から使つている60セ ンチの日径も用を成さずかと思われたその瞬間、

真下のフキノトウで吸蜜していたのを止めて浮上。何なくネツト、やや痛んではいたが、

♀であつた。そして数分後、先とほぼ同じところでもうη頭目撃。そつと近づくと何もい

ない。するとそのとき、スミレで吸蜜していたのが飛び出して、ネツト。かなり新鮮な♂

であり、すぐ胸を押した。先の♀は生かしたまま持ちかえり採卵を試みたところ、5/24
に27卵 が得られた。しかしながら、その半分はふ化しなかつた。

その後は晴れているのに全くギフは姿を見せず、午後 2時半にケーブルで下山。

*通常ならば 5月 中旬～下旬が適期であろうか。

*採集例 :1991.5。 20(1♂ 1♀ )

11.富山県上新川郡大山町大多和峠

富山県側有峰からこの大多和峠 (標高1300m)へ 入る道 (有料 :¥1230円 )は、冬期は

雪のため閉鎖、毎年 6月 1日 に開通する。しかし雪が少なく、ギフの発生が早かつた年は

この6/1で は少し遅い。もちろん峠は富山 0岐阜両県の県境にあるので、岐阜県側 (神

岡 )か らの道もあるが、こちらはかなりの悪路らしい。私は行つたことはない。

ここのギフチョウはもちろん “山ギフ"で あり、現在最も高標高地域に分布するギフの

ひとつである。発見は1960年頃であり、その存在は知られてはいたが、脚光を浴びだした

のはこの数年のギフ 0ブ ームからであろう。

この日、私は午前8時半に峠に到着した。関西 ◆中京方面からの車が数台、山菜取りの

富山県ナンバーに混じつている。明らかにギフ狙いのものである。峠の左右の尾根沿いで

待つのも悪くはないが、木が高くおまけに密生しており、この時期、葉がかなり伸びた林

内はネツトが振り難い。しかも♂しか採れない。ここのギフチョウについては、前翅端が

少し尖るなどの特徴があるらしいが、私はそれよりその棲息 (発生 )す る環境の素晴らし

さに感激した。ポイントをさんざ捜して、道なきところの木々の枝をかき分け、雪溶けの

流れに足を突つ込みながら見つけた場所は、池塘 (ち とう)があちこちにある湿地。モウ

センゴケがビツシリと生え、足元はフカフカ。周辺にはミズバシヨウが咲いている。近く

で発生したギフチヨウはこの上を飛び回るのである。♀も3割 ぐらい採れたが、このポイ

ントに行きつく時間が何しろ遅すぎた。午後 1時すぎより曇りはじめ、採集できたのはほ

んの 1時間ほどではあつたが、ここはまさにパラダイス。来シーズンも絶対に行くぞ !

*そ の年の雪の多寡に大きく影響されるが、 5月 25日 ～ 6月 5日 というところか。

*採集例 :1991.6.9(25exs,ゃ や遅め )

12.岐阜県大野郡白川村芦宣

ここは北陸ではないが富山県に近く、今年初めて行つたが、金沢から1時間半ぐらいで

行けるので、いいやついでにやつちゃえ。おまけだ !
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ご存知のように当地のギフは後翅の赤色紋がよく発達した個体群である。やはり名古屋、

岐阜からの採集者が多いようだ。富山方面から来ると、平村～上平村と五箇山のギフの産

地を通つて白川村に入るが、富山県内の高地のギフには時期そして時間も少し早かつた。

岐阜県に入つて間もなく道路を横切る個体を発見。付近の道路脇の良さそうな場所を捜

しながら南下し、声倉付近で 3時間ほど採集。はじめに比較的新鮮な♂が採れ、すぐ妻が

♀をネツトする。出はじめかと思われたが、その後採れるのは皆ややカスレていた。数が

少ないので出はじめと思つたがどうも違うらしく、あまり良いポイントではなかったため

らしい。午後 1時 、156号 を平瀬方面に向かつて走るがダメ。平瀬で会つた名古屋からの

虫屋の話では、午前中♀もかなり採れたようで採卵もしていた。やはりここも今年は出る

のがやや早かつたみたいである。翌日 (4/29)は 明け方まで雨、以後曇り空で気温も上

がらず、採集できず。

*採集時期は4月 20日 以降が適当か。

*採集例 :1991.4。 28(7♂ 01♀ )

(HARUKI SASHIDA 〒920金沢市材木町 8の 3)

To S.R. 与那国島でヒメアサギマダラを採集

倉澤 誠也

1991年 3月 28日 、沖縄県与那国島立田神にて、ヒメアサギマダラ Parantica aglea

STOLLを採集したので報告する。

採集途中で雨になり、きび畑と

山間部の畦畔の樹木の下草に潜ん

でいたものを発見した。

川副、若林 (1976)と 福田他

(1982)に 未発表となっていたの

で写真を添えて報告しておく
`

(編集部、註 )

近年、本種は季節を問わず多数

採集されており、卵、幼虫も得ら

れていて、与那国島では完全に

土着 してしまったようである。

(SEIYA KURASAWA 〒 181三鷹 市 上連 雀 6-25-31)
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ラヤ山に登って
―ランカイ島採集記― 遠藤 茂

塚田図鑑も第五巻タテハチ ョウ科まで世に出て、いよいよ佳境に入ってきたものの、

依然として小型の蝶シジミ、セセリチ ョウの類はまだ先が見えてこないところもある。

特に′卜生のような凡人には分かりにくいところが多く、早い時期の完結が待たれる。

本誌を含めて東南アジア方面の採集記は多くても、シジミやセセリの記録は驚くほど

少ない。そこで、自ら範となるべく、まずはランカイ島のシジミチョウ科の リス トを載

せることにする。

A LIST of Lycaenidae from LANGKAWI I. in MALAYSIA, collected by Mr.S.END0

2♂♂  2♀ ♀

1♀      *
1♀      *
1♀

2♂♂ 1♀

4♂♂  2♀ ♀

l♂

1♂

1♂

1♂   2♀ ♀

2♂♂ 1♀

1♂  1♀
1♂

2♂♂

5♂♂

6♂♂

2♂♂  2♀ ♀

4♂♂ 2♀ ♀

2♂♂  2♀ ♀

9♂♂  3♀ ♀

1♂

1♂

1♀

1♂  l♀
3♂♂ 2♀ ♀

S. phalena ssp. (f. solyma)

Poritia erycinoides phraatica

Simiskina pharyge deolina

Miletus bisssii biegsii
Allotinus horsfieldi nessus

A. sp.

Spalgis epius epius

Pithecops corvus corvus

Zizina otis lampa

Z. hylax pygnaea

Neopithecops zalmora horsf ieldi
Acytolepis puspa

Castalius rosimon rosimon

Discolampa ethion

Calete roxus pothus

C. elna elvira
Jamides talinga
J. malaccanus nalaccanus

J. virgulatus nisanca

J. celeno aelianus

Nacaduba angusta kerriana

nermus ssatipa
pavana singapura

sanaya elioti
kurava netrana

N.

N.

N。

N.
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26" Prosotas nora ssp.

27. Ionolyce helicon ssp.

28. Anthene emolus goberus

29. A. licates dusuntua

30. Arhopala aedias meritatas

31. A. anthelus grahami

32. A. pseudocetaurus nakala

33. A. corinda corestes
34. A. eumolphus maxwelli

35. A. horsfieldi eurysthenes

36..A. democritus democritus

3i. A. ijauensis
38. A. ammon arnmon

39. A. vihara hirava
10. A. lurida(atosia)
41. A. athada athada

42. A. havilandi wilcocksi
43. A. buddha cooperi

44. A. myrzala conjuncta

15. A. pseudomuta ariavana
46. A. aroa aroa

47. A. aida aida

48. A. sublustris ridleyi
49. A. milleri
50. A. muta merguiana

51. A. moorei busa

52. Flos fulgida ssp.

53. F. anniella artegal
51. Iraota rochana bosselliana
55. Loxura atymnus fuconius

56. Thamala marciana sarupa

57. Cheritra freja freja
58. Drupadia theda renonga

59. D. ravindra moorei

60. Dacalana burmana

61. Pratapa icetoides ssp.

1♂

2♂

3♂♂

1♂

12♂♂

1♂

l♂

1♂

6♂♂

1♂

3♂♂

3♀ ♀

2♀ ♀

1♀

3♀ ♀

2♀ ♀

3♀ ♀

1♀

1♂

9♂♂  4♀ ♀

3♂♂  3♀ ♀

1♂

1♂   4♀ ♀

1♂

1♂  2♀ ♀

1♂  2♀ ♀

1♀

2♀ ♀

2♂♂

1♂  1♀
1♂  1♀

1♀

1♀

3♂♂

5♂♂

1♂

4♂♂ 1♀

3♀ ♀

2♂♂ 1♀

1♀

2♂♂

＊

　

＊

2   1

*

*



1♀      *62. Tajuria dominus

63. T.      cippus mexentius                      2♂ ♂
1  1 

♀

64. T.     deudOrix ingeni                             l♀

65。  Relnelana jangala ssp.                                1 ♀        *

66。  Deudorix hypargyria ssp.                       1(♂                 *

67. Do       epiiarbas cinnabarus                 4♂ ♂

68. Zeltus amasa maximinianus                     l♂

69. Hypolycaena amabilis ssp.                     2♂ ♂              *

70。  H.        erylus teatus                l♂    4♀ ♀

71. Sinthusa nlalika amata                         l♂

72. Virachola kessuma deliochus                           l ♀

73. Rapala varuna oriseis                       3 cFcr  l♀

74. R.     pheretima sequeira                     2♂ ♂

75。  R.     suffusa barthema                        l♂

76. Ro    iarbus iarbus                    6♂ ♂  2♀ ♀

77。  R.    dieneces dieneces                 l♂    1♀

78。  Curetis insularis pseudoinsularis             l♂

‐   79。  C.      bulis bulis                           l♂

80。  C.      sperthis sperthis                     l♂

*―――ランカイ島未記録種または殆ど記録がない種

採集は全て、27-畑-1990～ 6-I-1991の期間である。

(SHIGERU ENDO 〒187小平市小川東町 2-13-7-201)

T.S.R。 ルーミスシジミ採集報告

鈴木 堅司

最近入会しました。よろしくお願い致します。

「会員の横顔」にかわ りまして、1991年のルーミスシジミの採集報告をさせて頂きま

す。

1、  1♂    7-Ⅶ -1991、 千葉県天津小湊町清澄山 晴れ 午後 3時、尾根にて

2、  1♀   17-Ⅷ -1991、 千葉県君津市郷台畑 曇 り 午後 2時、沢の中

天候不良であり、どんより曇っており、沢の中は薄暗かった。

3、  1♂    1-Ⅸ -1991、 千葉県君津市郷台畑 曇 り 午後 2時

この日も、どんよりと曇っており、かなり涼しい日であり、他に採集
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者が 2人いたが、午前H時頃話をしたときには、 1頭 も採っていなか

った。

4、 H♂♂ 7♀ ♀ 6-Ⅸ -1991、 千葉県君津市郷台畑 晴れ 午前10時～午後 3時半

当日の最高気温37C。 他に20頭 目撃。竿の届くところの草木をたたく

と、あちこちより飛び出す。無風で湿度も高く、沢底においてもかな

りの蒸 し暑さを感 じた。他に採集者が 1人来ており、10時半に話をし

たときにすでに10頭採っていた。午後 3時過ぎでも下草に止まってい

るものを4～ 5頭確認し、採集する。またルーミスシジミの好みの場

所というものがあるらしく、行きに一度採った場所に、数時間後 (帰

り)に戻ってみると必ずいた。

以上のとうり9月 上旬にはかなりの数が発生しており、天候、温度等の条件さえ整え

ば、十分な数の採集が可能だったと思われます。

(KEN」 I SUZUKI 〒298千葉県夷隅郡大原町佐室456)

(書評) 「昆虫採集学」 (馬場金太郎、平嶋義宏 編 ;九州大学出版会 )

書名に惚れて買ってみたが、内容は670ペ ージ余 りに及ぶ大著である。

「ここで一応昆虫採集学の定義を示してみたい。一――採集のみにとどまらず標本製作

や標本貯蔵及び飼育に関するものまで含む広義の昆虫採集学である。一――アマチュア

的で趣味の昆虫採集なら広くても浅くとも問題はなかろうが、少なくとの昆虫採集を学

問と認識する学徒は、よし狭 くとも深くかつは一途の採集を心掛けるべきであろうし、

偏する (片寄る)こ とを誇 りこそすれ恥じてはならないと私は考える。」 (本文より)

馬場氏の意気ごみが随所に現れていて、読者もアッという間に引き込まれてしまうに

違いない。『今までこんな採集方法があるのを知らなかった。』という声が上がるのは

必至で、全て知っていたあなたはプロの素質が十分ある ?と いえる。

後半で、標本の価値や博物館の活動等に触れていて、日本の寂しい現状があらためて

浮き彫 りにされているばかりでなく、これからの我々の具体的目標が端的に示されてい

ると言っていい。大英やスミソニアンを越えるのが我々の使命である。 (TTS扱い )

(遠藤 茂 )

[編集後記 ]

年末年始は久しぶりに日本にいてじっくり

べて、双眼実体顕微鏡を覗いていると、めく

りに溢れ出して、とても幸せな気分なってき

原稿の方もよろしくお願いします。

と虫漬けの日々でした。一日中、文献を調

るめく宝石のような華麗なタマムシが、周

ます。寒さの折 り、ご自愛 ください。

(遠藤 )
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