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ギフチョウを追って その2

仁平 勲

多摩虫No.29に続き、小生のギフ行脚を報告しておきたぃ。

1993年 4月 1日   神奈川県清川村宮ケ瀬

多摩虫ポイントにギフの様子をうかがったが、やはり未だ早く姿見ず。昨年の産卵ポ
イントの一部がコンクリー トで固められ、発生地の一つが失われていた。晴れ時々曇 り
気温は割 りと高め。

1993年 4月 5日   神奈川県清川村宮ケ瀬

曇天からAMH:00よ り晴れとなるも、気温低く姿見ず。 (4月 3日 は気温高く、岩瀬
羽鳥、遠藤、仲西組は7♂♂目撃、2♂♂採集との事 )

1993年 4月 10日   神奈川県清川村宮ケ瀬

気温低く、天候曇リー時晴れ一時みぞれといぅ最悪の空模様、三度訪れ一度もギフの
姿を見ず。現地で出会った須藤氏と卵を見るも一卵もなし。今年はここのギフには会え
ないのではないかという不安感をひしひしと感じた一日であった。
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1993年 4月 18日   山梨県下部町醍醐山 2♂♂ 25リロ

芦沢氏と大塚夫妻にせがまれて、三度と行きたくないと思っていた小生にとって魔の

山とも言うべきこの山へ目をつぶってチャレンジ。本日は 5月 中旬並の汗ばむ陽気でギ

フに会えそうな予感がたっぶ りあったので、足取 りも軽 くと言いたいが、やっとの思い

でNHK鉄 塔の頂上へ。日曜日の為すでに採集者が10数人、たまに現れるギフを追って

チャンバラを始めていた。人が多いので薮の中へ。ここは採 りづらいので、 2～ 3人の

採集者にしか会わず、計 7♂♂目撃、 2♂♂採集した。

昨年見つけておいた食草の地へ向かい、捜すも♀の発生初期と見えて、わずか 2卵塊

のみ。ちなみに文献でそうなっているので、てっきリノ
lヽ生もそう思っていたオ トメアオ

イという名のカンアオイは持ち帰って探査の結果、全てカギガタアオイでオ トメアオイ

は全く見られなかった。よって当山の食草はカギガタアオイと訂正しておく。また、こ

の日全く卵の採れなかった芦沢氏は消化不良を起こし、 4月 25日 単身赴き、約60卵得て

いる事をつけ加えておきたい。

1993年 4月 19日   新潟県長岡市宮本町 23(Fcr 2♀ ♀   15,p
金沢氏にせがまれ、案内のため勝手知ったる同地へ。天気も良く、好ポイントを発見

したお陰でまあまあの成果。金沢氏は小生の発見した好ポイントに入るべく、長岡に泊

まり、翌20日 迄粘られたが、20日 は曇天、気温低 く、わずかに 3♂♂のみしか採れずに

惨敗。

1993年 4月 23日   神奈川県清川村宮ケ瀬 1 ♀      72リロ

どうしてもここのギフに会いたくて、四度目の挑戦。本日は暖かく、絶好の日よりで

あったが、カミキリ屋を一人、塩水川上流、丹沢山の中腹へ届けたので、多摩虫ポイン

トヘはAM10:00到着。 (塩水川上流にはプナ林があり、ルリクワガタには良い採集地ら

しい。ここで 2年前の 5月 上旬、カミキリ屋が目の前に飛び出したギフを目撃したとの

事であったが、標高が90h位あり、4月 23日 ではまだ冬～春の入口でとてもギフの季節

ではなかったので未確認)多摩虫ポイントヘ向かう途中には大規模の伐採地がえんえん

と続き、ギフのいそうな場所が多く、詳しい調査が必要と思われた。 2ケ所程ランヨウ

アオイの群生地を見つけるも残念ながらギフ、卵共に未発見であった。

多摩虫ポイントでは、折から産卵中の 1♀ を得て、薮の中をかき分け、ヒル (小さな

沢の所にだけいる)に たかられながら登ると、開けたギフの飛来地のど真ん中に雫石氏

がでんと座っていた。氏も1♀ (未交尾)を得ていた。本日はここのポインントがどの

くらい広いのか、少し調査して見ようと思い氏と別れ、南方へ 2価行ったあたりの山裾

で食草群落を見つけ、 2卵塊、折から飛来した♀を採 り逃がす。今度は車で移動、西北
へ 4揃位行った高い杉と笹の薄暗い林のぼっかり開いた空間の食草で 1卵塊発見。ここ

はとてもギフの入れそうもない所だったのでびっくり。それにしてもここのギフの産地



の意外に広いのにも又びっくり。来年度はどのくらい広範囲にギフがいるのかじっくり

調査する必要がある事を痛感 した。いずれにしろ四度目にしてやっとあえたここのギフ

は、まばゆい程のものであった。

1993年 4月 19日   新潟県浦佐町～長岡市宮本町 160 ,ロ

この地へ行こう行こうと思っているうちに、蝶研にマップが出てしまい、あわてて芦沢

氏と出かけた。あいにく雨でギフは不可。とりあえず産地付近迄行き、場所だけ確認 し

て、宮本町へ。ここは曇 りで卵のみ。10日 前にはなかった山への入り□のめぼしい所に

鉄条網が張ってあって、目を自黒、せちがらくなって来たものだ。ともかくギフではな

く植物採集シャットアウトとわかり、一応納得。

1993年 5月 6日   新潟県浦佐町 8♂♂10♀ ♀ 9 リロ

今度は金沢氏と一週間前の再挑戦。本日は暖かく快晴。蝶研マップのポイントには採

集者が4名程いた。足に自信のある?小生等はポイントを求め、奥へ。良いポイントを

発見し、待っているだけの容易な採集で効率を稼 ぐ。時期やや遅めで♀の方が多い。

♂は良いものを選んで採った数である。方々歩いて食草を見るも、未だ′
lヽ さいものが多

く、やつと 1卵塊得たのみ。ここのギフは駅前東方のスキー場裏側一帯に広 く分布する

ので歩き回って自分で良いポイントを捜すのがコツである。ちなみに先の採集者達は殆

ど姿も見ないとこぼしていた。

1993年 5月 26～ 27日 秋田県由利郡矢島町 5♂♂

最北のギフを求めて根本、金沢、声沢氏と夜行列車とレンタカーを駆って向かう。こ

の産地を教えてくれた友人との約束で詳しい地名はかけないが、鬱蒼としたブナの大木

とネマガリタケのびっしり生えた、まるでギフのイメージとは掛け離れた場所である。

開けた所というか草地は道路に沿ったベル ト状のところしかない。そういったところに

咲くスミレ他の花にどこからともなくギフが舞い出てくる。その飛翔するスピー ドはと

てもギフのものとは思えない。一旦採 り逃がすと薮の中でとても追えない。割 りとゆっ

くり飛び、黄色く目立って採 りやすいのは混棲するヒメギフである。車を流しながら飛

び出すギフを採るのが一番効率が良いと聞いていたが、標高600mの このポイント付近に

も雪があり、そこから上は雪がびっしりでとてもギフの発生は望めず、これより下では

ギフは見つからず、結局 2日 間共、同一ポイントで粘ってしまった。食草はオクエゾサ

イシンでいたるところにびっしりとあり、とても卵を捜す気にはなれず、手当たり次第
に摘んできた餌用の食草に偶然 1卵塊 10卵のヒメギフ卵が付いていた。

車であちこち回りといっても雪の為下方か平行移動 しかできなかったが、平行移動の

他の場所でもギフを見かけたので、この標高より上部一帯に少ないながら広 く分布して

いる様である。標高50h以下ではオクエゾサイシンに変わリウスバサイシンとなってい



た。

ちなみに、根本 3♂♂ヒメギフ2♂♂、金沢 2♂♂ヒメギフ3♂♂、声沢 1♀ であっ
ったが、♂は破損個体が大半を占めていた。

(ISAO NIHIRA 〒180武蔵野市吉祥寺北町 1-17-7)

雨宮 範正
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1993年 8月 7日  (晴れ) 長野県開田高原

(採集種)チ ャマダラセセリ  4♂ ♂ 1♀

ホシチャバネセセリ 11♂♂ 1♀

アカセセリ     1♂  3♀ ♀

ヘリグロセセリ    2♀ ♀

スジグロセセリ    1♀
ゴマシジミ   15♂♂ 5♀ ♀

開田高原にチャマダラセセリ夏型の採集にチャレンジした。夏型のチャマダラセセリ
は少ないといわれているが、確かに夏型は春型に比べると数が少ない様である。春型の
成虫の場合にはミツパツチグリの花に多く見られるが、夏型の場合には余 り花に来る事
がない様で採集するのにポイントが掴み難い。ハギの花に来た2頭を見るのみであっ札
春の場合には同地では黄色のミツパツチグリの花がある場所に多く見られるが、夏型の
場合は山の斜面の一定の場所に蝶道のようなものを作る様である。採集するには、この
ような場所を見つけて待っていれば必ず次々と来る様である。本年同時期のチャマダラ
セセリの成虫は♂ボロ、♀は完品であった。アカセセリの♂はややボロで♀は完品であ
つた。ヘ リグロ、スジグロセセ リの♀は全て完品で、ゴマシジミは♂♀共完品である。

なお、採集したチャマダラセセリの♀より産卵させ約35卵程生ませ、現在飼育中で、
10月 27日 現在で 2頭が蛹になったが、残 りの終令幼虫はエサを食べず、なぜか蛹になら
ない様である。 3化は一部幼虫越冬するのか ?

(NORIMASA AMEMIYA 〒193八王子市四谷町1917)
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1992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』、『 1989年 度蝶類採集 (観察 )報告』

および『
'990年

蝶類採集 (観 察 )報告』を本誌 (No.25,18,1989),(No.26,21,
1990),(No.27,15,1991)に 報告した。今回は引き続いて1992年度分を報告する。な

お1991年度分については、この年の採集のほとんどがギフチョウであったため、それを本

誌(No.28,14,1992)『北陸ギフチョウノート』に代えたい。

○山口県岩国市柏山 Apr。 ,2,η 992
ギフチョウ 2♂ ♂

今年も暖冬であり、ギフの発生もかなり早かつたが、それでも例年なら4月 中旬であ

る (ギ フチョウ88か所めぐり)当地のギフにはやや早かつた。予想より天気の回復

が遅れ、1lAM近 くまでうすぐもり。岩国駅前 6:00AM発 の上  行きで20分 、

両国橋で下車。急な左側斜面を部落裏から登ること20～ 30分 で尾根に出る。鉄塔の近

くがギフのポイントらしい。と思うそばから、羽化間もない 1♂ が飛来.午後 2時頃

同様に 1♂ 。この間天候はあまり優れず、草々に退散した。

○山口県光市小周坊 Apr。 ,3,η 992
ギフチョウ 4♂ ♂

岩徳線勝間駅 (無人 )よ リタクシー (800円 )で 10分 の渓月院。左手の裏山尾根筋が

ポイント、伐採跡の斜面をギフは上がって来る。因みに、上記の 2か所は九大での学

会に出張した折、帰りにネツトを振つたものである。

○石川県金沢市二俣 Apr.,8,1992
ギフチヨウ 68♂
快晴。あまりの良い天気に誘われ、ちょいと大学を抜出し、近くのポイントを回つて

みた。正午頃、大阪の虫屋に会う。話を聞くと、数日前に出た私の拙文『 北陸地方

ギフチヨウ採集地紹介』 (月 刊むし, No.253,24)を見て来たと言う。この情報と虫

屋の行動の速さには私も驚かされたが、向こうも驚いていた。

○富山県上新川郡大山町東福沢 Apr。 ,12,1992
肌寒く、曇り空。ギフまつたく見られず。

○石川県金沢市二俣 Apr。 914, 1992
ギフチヨウ 3♂ ♂1♀

うす陽が差すも肌寒い。

○石川県金沢市二俣 Apr。 ,17,1992
ギフチヨウ 20exs
午前中うす陽差すも気温低く、ギフの目撃なし。午後気温が上がり、かなり多数の個



体が見られた。

○石川県金沢市湯涌町 (湯涌温泉)Apr。 ,18,1992
ギフチョウ 38♂ ♂3♀ ♀

「江戸村」奥の作業林道がポイント.斜面を横切る小路の下から上がつてくる個体

(多 くは8)の採集は容易である。赤松が混じる雑木林の林床にカンアオイが多く、

ここでもスミレが吸蜜源となっている。この日、温泉街の桜は満開、ギフは最盛期を

やや過ぎている感があり、♂は汚損個体が多く、♀でもややイタミ。

○福丼県勝山市横倉 Apr。 ,η 9, 1992
ギフチョウ 3♂ 82♀ ♀

今年も暖冬であつたため、豪雪地帯である当地の桜も既に盛りを過ぎており、ギフの

時期としても遅いのは否めなかつた。朝方まで雨が激しく降りしきり、午前 10時頃

まで曇り、11時頃より晴れだし、あわてて出発。勝山市に入る手前で左折、 410号

を直進。横倉の部落を過ぎ、ジヤリ道を歩くが、ギフの姿なし。左側の尾根に登る道

は入国がわからず、部落手前まで戻る。右にそれるジヤリ道を歩き始め、10分 程で杉

の植林地を飛んで来る個体をネツト・ イン。この小路を行き止まりまで (約 1.5 km)

を往復し、上記の貧果。発生期をかなり過ぎており、8は翅が破れ、♀もイタミ。

○岐阜県大野郡白川村平瀬 Apr。 ,26,1992
ギフチョウ 2♀ ♀

平瀬部落近くの畑の脇からちょつとした尾根に上がる小路でスミレに吸蜜に飛来した

上記の個体を採集 (lex振 り逃がし)。 少しカスレ、やや時期遅しの感あり。

○岐阜県大野郡白川村馬狩 Apr。 ,26,1992
ギフチョウ 12exs
スーパー林道入口 (料 金所 )か ら 2 kmぐ らい手前の馬狩 トンネルより200mほ どのとこ

ろに廃屋が数軒あり、ここより林道 (ス ギ )を 500m行 くと、ブッシュにかわる。この

付近の日だまりとなつている路上にギフが出てくる。この日、当地のベス トの時期で

あり、♂もかなり新鮮であり、♀は未交尾のものも混ざり、約 1時間で 12exsが
採集できたが、いかんせんポイントに行きつくのが遅過ぎた。

○石川県石川郡白峰村小赤谷 Apr。 ,29,η 992
ギフチヨウ 1♂ (ボ ロ )の み

午前 9時 白峰村小赤谷着。赤谷との分岐点より500mぐ らい入つたところより歩きはじ

め、すぐ (午前 9時 15分 ぐらい )左 の沢より右の斜面 0ス ギ植林地に横切る蝶影あり。

とつさにネツトを振る。これまで3回通つて採集出来なかった白峰村のギフがいとも

簡単に採れてしまつたが、この後がいけなかつた。この道を何度も往復し、付近の尾

根にも登れど、まつたくギフの姿なし。結局、3時過ぎ切りあげる。発生の時期とし

ても遅いが、やはりその数が少ないのであろうか。



○新潟県上越市南葉高原キヤンプ場 May,3, 1992
ギフチョウ η5♂ ♂ 7♀ ♀

金沢を午前 6時 に立ち、南葉高原キヤンプ場 9時着。標高960mほ どの山の中腹までク

ネクネした舗装道路が続き、500mぐ らいのところにキャンプ場がある。桜は満開をや

や過ぎたところ。このキャンプ場の一帯が雑木林に囲まれ、少し開けたところにカタ

クリの群落があり、そこがまさに絵に画いたようなギフのポイントになつている。雪

の少なかった今冬、ここのギフの発生もかなり早かつたようであり、尾根添いで採れ

る♂はかなり汚損しており、ボロボロも混ざつていた。しかしながら、比較的高標高

域で近日発生したと思われる新鮮な個体も採集でき、標高の幅をもち、分布している

ことをうかがわせた。

○長野県上水内郡戸隠村西岳林道 May,4～ 5,1992
5/4:曇 り時折みぞれ、クモツキはまつたく目撃できず、午後は奥裾花自然園にミ

ズバショウを見に行く。

5/5:12時 半まで西岳林道で待つも (こ の間快晴 )ク モツキ見られず、地元の山

菜採りの人の話では、雪の少なかつた今冬なれど、この数日は天気悪く、気

温がかなり低かつた由。

○石川県金沢市俵町 (医 王山山麓)May,20～ 22,4992
ウスバシロチョウ Ca。 160exs
当地で得られるウスバシロは黒化型のいわゆる “日本海側タイプ"で あり、この時の

模様については「月刊むし,No.262,22」 に詳しい。

○富山県中新川郡立山町立山美女平 May,lo,1992
富山県の平野部では晴れ間が見えるも山の上は霧雨が降り、ギフはダメだつた。

○石川県石川郡吉野谷村中宮温泉 May,24, コ992
この日、毎年観察しているポイントを数か所見まわるが、ナンテンハギの多くは刈ら

れており、アサマの幼虫はまつたく見られず。 (誰 だ、オレの前に入つた奴は !)

○長野県南安曇郡白馬村二股付近 May,31～ 」un.,1,1992
5/31:ア サマシジミ 10幼

小倉池までを南股を往復するもハタザオをあまり見られず。

6/1:正 午頃猿倉 (北股 )の上で沢の向う側を飛ぶクモツキの♀らしきを目撃する

が、まつたく手がでず、ただただ日で追うばかり。

帰り道、白馬の別荘地でアサマの幼虫を 10ばかり拾う。

○長野県南安曇郡安曇村上高地 」un。 ,7,1992
クモマツマキチョウ 3卵 (観察 )

新村橋手前の河原のハタザオでやっと3卵を確認できた。発生は例年より早かつた由。

○長野県南安曇郡安曇村白骨温泉 」ul.,1991992



オオイチ狙いの多くの者が目撃すら出来ない中、高山の虫屋は ]01♀ を採つていた。

当然私もダメ。腕に問題があるようですな !

○岐阜県吉城郡上宝村右俣谷滝谷 」ul。 ,26～ 27,1992
7/26:タ カネキマダラセセリ 9exs(目 撃 )

ツマジロウジャノメ 1♂ (目 撃 )

やはりこの数年、観察しているあの草付きが発生量も安定しているかな。

7/27:タ カネキマダラセセリ 4exs(目 撃 )

クモマベニヒカゲ 28♂ (目 撃)コ ヒョウモン 1♂ (目 撃 )

滝谷の上の南沢まで行つてみたが、発生のポイント分らず早々に退散。

○石川県石川郡吉野谷村白山シャカ林道 (alt.1800m)Aug。 ,2, 1992
クモマベニヒカゲ 10(目 撃)べ ニヒカゲ ηlexs(目 撃 )

ツマジロウジャノメ 1♂ (目 撃 )

“ヽ白山の自然"を取材というテレビ局の連中と共に蝶談会の会員と入山。いつもはク

ルマで乗付けられない場所まで入れ、大いに助かるが、クモマの数はやはり少ない。

(HAR∪ KI SASHIDA 〒920 金沢市材木町 8の 3)

アオカナブン(♂ )とカナブン(♀ )の父尾を採集
中村 芳樹

家族でP.ス ズランに 2泊 し、次の日に乙女高原から大張峠を越え、梓山を通 り、信州

峠を越え、帰 りに穂坂町三ツ沢でアカマダラコガネを少 し採集しようと思い、くぬぎの

台木を見て回つたら、樹液の所でアオカナプン (♂ )と カナプン (♀ )の交尾を見つけ

毒ビンに入れて持ち帰ったら、まだ交尾したまま死んでいた為、記録として写真を撮っ

ておいた。

私もカナプン類は結構採集したが、このような

交尾は初めての為報告しておく。なおアカマダ

ラコガネは4 ex.採集できた。 .

アオカナプン♂、カナプン♀ (写真 )

山梨県穂坂町三ツ沢

1992年 7月 21日

〒191日 野市平山 6-38-9)
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北海道6泊 7日の旅
須藤 正弘

1991.6。 20か ら6.26ま で、家内と観光を兼ねて採集に出かけた。二人にとっては初め

ての北海道、見たい所、採 りたい虫、どちらを優先するか ?
6.20AMH:30千歳空港着。昼食、レンタカーの手続きを済ませ、とりあえず千歳湖に

向かう。道の両サイ ドは雑木林、草原、牧場になっており、草原の随所にエゾシロチョ

ウが飛び、林縁にはウスバシロ、フタスジ、ヒメシジミが見られた。時間帯のせいか蝶
の姿は少なく、付近も少 し採集したが虫一匹見ることができず、 1時間ほどで採集を打
ち切 り札幌へ向かう。 R36線は意外と車が多く思 うように走れなかった。途中藻岩山展
望台に寄 り、石狩平野、札幌市街地全貌を眺める。

21日 8時にチェックアウト、札幌南インターに向かう。その間、通勤ラッシュに巻き

込まれインターまで 1時間ほどかかったが、高速道路は専用道路並にすいており、アッ
というまに深川インターに着く。インター付近の空き地にはエゾシロが群れていた。ま
ず神居スキー場に寄ってみたが、エゾシロがアザミの花に群れていた以外はコヒョウモ
ン、ヒメシジミが 1頭づついただけで何もおらず神居古漂に移動。神居古渾は石狩川沿
いにあり、木造の駅舎とS.L。 が展示されていた。またサイクリングロー ドが20kmほ ど続
いており、当地で会った札幌の虫屋さんが言うには、このサイクリングロー ドの一つ目
の トンネルの先にヒメギフの発生地があるそうだ。当日は 1頭オオイチモンジを目撃し
た以外はフタスジ、ヒメウスバシロ、コヒョゥモン、カラフ トヒョウモンが僅かに居た
のみである。この後、宿泊地上川に向かう。上川着 3時。アイヌ部落を見学後 リンゴシ
ジミを採集、宿に向かう。

22日 、宿のおばさんに北見峠からの景色が良いと聞き、行ってみたが、峠に近付 くに
したがい霧が出始め、展望台に着いた頃は霧に覆われ何も見えずUタ ーン、中越 しの ト
イマルシュベッ川沿いの林道に入ってみた。ゲー ト付近でヒメウスパシロ、ヵラフトヒ
ョウモン、ヒメカラフトヒョウモンが見られた。ゲー ト奥には林道が続いており良いと
ころがあると思う。 1時間程で採集を打ち切 り、芽刈別川沿いの林道に入ってみた。奥
に進んで行くとまず右手にかなり広い白樺の植林地があり、かなりのカラフトヒョウモ
ンが飛んでいた。この奥、左手にも同じ様な環境があるがこちらは少ないようでぁる。
ただ残念なことにカラフトヒョウモンの時期には少 し遅かったよぅでボロが多かった。
他には トイマルク同様、ヒメカラフ トヒョウモン、ヒメウスパ等が少ないながら見られ
た。時間がないのでやはり1時に採集を打ち切 り、 R39を層雲峡に向かう。層雲峡に近
付 くにつれて雨が降りだし、着いたときは土砂降 りになっていた。昼食後、雨の中を小
函、大函を見学、雨が上がったのでついでに銀泉台まで登 り、霧の合間から大雪山を展
望。濃霧の R273を ひた走 り、 6時にやっと今日の宿泊地の幌加温泉に着いた。 (余談



になるが、上川―層雲峡間でネズミ捕 りを煩雑にやっているのでお気を付けを)北海道

に来て初めての温泉でゆっくり湯につかり体の疲れをとる。

23日 、半日シンノスケ林道で採集する事にする。8時半チェックアウト、温泉付近で

はヒメカラフトヒョウモン、シロオビヒメヒカゲ、クロヒカゲ等が飛んでいた。途中岩

間温泉に通ずる林道に寄ってみる。車を トロトロ転がしながら奥へ進む。上記の種のほ

かにカラフトタカネキマダラセセリ、アカマダラが加わ り、林道入□から2摘位の間に

多く見られた。 1時間程で切 り上げシンノスケ林道に向かう。林道の下部入口に車を上

め、約 1輸程歩いて採集を行った。上記種にカラフトヒョウモンが加わる。カラフトタ

カネキマダラセセリは白い花に吸蜜に来ており、数も割合多い。同種は時期を遅らせれ

ば三国 トンネルよりの上部入□付近の方が多いらしく、時期は 7月 10日 頃らしい。ちょ

っと寄ってみたがコチャパネセセ リ以外はカラフ トヒョウモンが一頭いただけでクロー

バーの花も未だ咲いていなかった。昼食をすませ糠平湖へ向かう。途中かなりのヒョウ

モン類が道を横切 リエゾジカ、キタキッネも姿を現した。キタキツネは車道に寝転んで

おり、車を止めると餌を貰いに近づいて来る。糠平湖周辺は虫一匹見なかったのですぐ

切 り上げ然別湖へ向かう。この間は思い出したくもないので、省略、扇原展望台経由で

帯広へ。途中自衛隊演習地等も寄ってみたかったがパス.帯広着 4時。

24日 8時チェックアウト、日勝峠に向かう。ガイ ドブックによると景色が良く十勝平

野、大雪山連峰、阿寒の山々が一望できるとのことである。しかし天気は曇 り、嫌な予

感がした。また余談になるが観光を目的にしたJヒ見峠、層雲峡、然別湖、扇原展望台、

大雪湖から三国峠間のR273、 すべて濃霧か雨、何も見てないに等しい状態であった。話

を元に戻すが悪い予感は良く当たる。峠に近づくにつれ霧が出始め、展望台についた頃

には10m先の車のテールランプが見えない程の濃霧に包まれていた。観光バスも来てい

たので晴れていれば景色の良いところなのだろう。休息後、日高に向かう。日勝 トンネ

ルを抜けると今までとは打って変わリド快晴、千呂露川第一ゲー トH時半に着く。車を

止めると同時にカラフ トタカネキマダラセセリが一頭クローバーの花に止まる。林道を

下流にlkm程奥まで歩いてみたが蝶は少なくシロオビヒメヒカゲ、エゾシロが多い他は

オサムシがやたらと歩いている位で、少々嫌気がさしてゲー トまで戻 リコヒョウモン、

ギンボシヒョウモン、キアゲハ等と遊んでいると営林署からゲー トの鍵を借 りてきたと

いう札幌の虫屋さんに会い、一緒に車を谷の奥まで進めることが出来た。川を渡った辺

りからカラフトタカネキマダラセセリ、カラフトヒョウモン、ヒメカラフトヒョウモン

アカマダラ、ジョウザンシジミ、ツマジロウラジャノメ、ヒメウスバシロなどが数こそ

少ないが現れ始めた。札幌の虫屋さんによるとカラフトタカネキマダラセセリは釣 り堀

のある林道に多いとのことであった。今日の泊まりは富良野。昼食もまだなので 2時に

千呂露jllを 後にする。ここで困ったことが起きた。食事をとりたいのだがラーメン屋ど

ころかバン屋すらなく、あるのはメロン畑とメロン直売所。少々自棄になり金山湖に寄

つてみた。蝶は見なかったが、かなり泥が多かった。昼食はというと富良野に着いてや

10



っと喫茶店があり、ケーキとコーヒーを口にすることが出来た。チェックィン4時。
25ロ テレビドラマ「北の国から」の舞台になった場所、麓郷に行く事にした。放映中

ヒメギフが映し出された地でもある。主人公、黒坂五郎親子が生活したという家を見学
後、ジャム園の奥に行ってみた。ここは「北の国から」の撮影地でハマナス、ラベンダ
ーが植えられ、伐採、公園化が進行中である。ここでは何も採集できなかったが、シロ

オビヒメヒカゲ、ォオイチモンジを各一頭目撃 した。富良野の最後に東大演習林に行 く
事にした。途中、追分橋付近でフタスジ、シロォビヒメヒカゲ、ヒメカラフトヒョウモ
ンを各一頭採集後、東大演習林に着いたのが10時半。ゲー ト脇に車を置き川沿いの林道
を進む。ヒメウスバシロ、ミヤマカラス、ヒメカラフ トヒョウモン、ギンポシヒョウモ
ン、オオイチモンジ、ミスジ、エゾシロ等が舞っていた。特にヒメウスパシロはゃたら
に多く、時期は少し遅かったが手掴みで採れる程であった。昼食後、家内が石狩浜へ行
きたいというので一気に目的地石狩浜へ。ハマナス群生地、石狩浜展望台を見学、札幌
に着いたのは5時を過ぎていた。

26日 9時チェックアウト、支笏湖に向かう。支笏湖で遊覧船に乗 り湖を一周。やっと
観光地に来た気分に浸ることができた。喫茶室で一服後、千歳湖に向かう。来た日と同
様フタスジ位しかいないので早来町に向かう。早来町富岡の草原でナミヒョウモン、ヒ
メシジミ、カバイロシジミを採集。ナンテンハギは有ったがアサマシジミは発見できな
かつた。ボロボロなので採集しなかったが、シロォビヒメヒカゲもいた。 1時千歳空港
着。かくして 6泊 7日 1500kmの旅は終わった。

終わ りに初めての北海道とはいえ各地を回りすぎたきらいが有 り、一産地で落ち着い
て採集することができなかったが、天候に恵まれ成果を上げることができた。この報文
が今後訪北する際に何かお役に立てば幸いと思う次第である。

採集記録  (採集地はすべて北海道である)

1991.6.20(晴れ )

千歳市美  々 千歳湖

フタスジ (11♂♂) エゾシロ (9♂ 3♀ ♀)  ヒメシジミ (1♂ )

札幌市南区下藻岩 藻岩山

エゾシロ (1♂ )

1991.6.21(晴れ )

旭川市春志内 神居古渾

フタスジ (2♂♂) ヵラフ トヒョウモン (1♂ ) ヒメウスパシロ (3♂♂ 2♀ →
旭川市春志内 神居スキー場

エゾシロ (4♂♂ 2♀ ♀) ヒメシジミ (1♂ )

上川郡上川町

リンゴシジミ (1♂ 2♀ ♀) エゾシロ (1♂ )



1991.6.22(薄曇り)

上川郡上川町中越 トイマルクシュベツ川

カラフ トフトヒョウモン (7♂♂) ヒメカラフトヒョウモン (9♂♂ 2♀ ♀)

ヒメウスバシロ (2♂♂)サ カハチ (1♀ )

上川郡上川町中越 芽刈別川

カラフトフトヒョウモン (40♂♂ 6♀ ♀) ヒメカラフトヒョウモン (4♂♂ 1♀ )

エゾシロ (1♂)ヤ マキマダラヒカゲ (1♂ ) ヒメウスバシロ (2♂♂)

1991.6.23(晴れ)

河東郡上士幌町十勝三股 幌加温泉

ヒメカラフトヒョウモン (4♂♂) シロオビヒメヒカゲ (4♂♂4♀ ♀)

エゾシロ (1♂) キマダラセセリ (1♂ )

河東郡上士幌町十勝三股 岩間林道

ヒメカラフトヒョウモン (5♂♂) シロオビヒメヒカゲ (6♂♂ 1♀ )

カラフトタカネシマダラセセリ (6♂♂ 2♀ ♀) アカマダラ (1♀ )

河東郡上士幌町十勝三股 シンノスケ林道

ヒメカラフトヒョウモン (1♂ ) シロオビヒメヒカゲ (7♂♂ 1♀ )

カラフトタカネシマダラセセリ (29♂♂6♀ ♀) カラフトヒョウモン (7♂♂ )

1991.6.24(晴れ)

沙流郡日高町三嶋 千呂露川

ヒメカラフトヒョウモン (1♂ 1♀ )シ ロオビヒメヒカゲ (6♂♂ 10♀ ♀)

カラフトタカネシマダラセセリ (10♂♂2♀ ♀) カラフトヒョウモン (2♂♂)

アカマダラ (1♂) コヒョウモン (1♂) ツマジロウラジャノメ (1♂ )

ジョウザンシジミ (1♂ 3♀ ♀) ギンポシヒョウモン (1♂) キアゲハ (1♂ )

エゾシロ (2♂♂ 2♀ ♀) ヒメウスバシロ (1♀ )

1991.6.25(晴れ)

富良野市麓郷 追分橋

ヒメカラフトヒョウモン (1♂ ) シロオビヒメヒカゲ (1♀ )フ タスジ (1♂ )

富良野市山部 東大演習林

ヒメウスバシロ (30♂♂12♀ ♀) ミヤマカラスアゲハ (1♂ ) ミスジ (3♂♂ )

オオイチ (5♂♂)エ ゾシロ (1♂ )ギ ンポシヒョウモン (1♂ )

1991.6.26(晴れ)

千歳市美  々 千歳湖

フタスジ (6♂♂)

勇払郡早来町富岡

ヒメシジミ (2♂♂ 1♀ )カ バイロシジミ (1♂ 1♀ )ヒ ョウモンチョウ (3♂♂ )

(MASAHIRO SUDO  〒135江東区住吉2-13-1西原マンション502)
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ヒメヒカゲと遊ぶ
金田 吉高

この 6年間程、 6月 の声を聞くとヒメヒカゲの採集に出掛けている。

東海地方のヒメヒカゲは信州の草原にいるものとは違い、ほとんどが湿地の中で生活
している。まわりに住宅や道路が出来ると、湿地の保水が悪化し、数年で乾燥 してしま

う事が多い。この数年でいなくなってしまった湿地も数多く有るが、まだまだ捜せばい

くつも湿地が見つかるはずである。今後ヒメヒカゲを採集に出掛けられる方々に少しで
も参考になればと思い、ペンを取った次第である。

1987年 6月 14日  静岡県浜北市宮□ 2♂♂3♀ ♀

線路沿いの土手に発生している。このあたりにはいくつも小さな湿地が点在し、数は
少ないものの、確実に数頭は採集できると思われる。この数年出掛けていないのではっ

きりした事は解らないが、まだ細々と発生しているはずである。

1988年 6月 12日  愛知県新城市富岡町 14♂♂H♀ ♀
朝からあまり天気が良 くないので、豊橋方面へ出かける。東名高速と豊川用水路とが

交叉するあたりから西へ向かって用水路沿いに点々と発生している。到着すると3～ 4
人先客がいるので用水路に沿って西 (豊橋方面)へ移動.数は多くないが、採集者とバ
ッティングしないのでのんびり採集出来た。約 1時間程で25頭採集し別の場所へ移動。

1988年 6月 12日  愛知県豊橋市萩平町 H♂♂20♀ ♀
先程の場所より西へ 2h程移動 した所で発生地発見。発生地とは言っても、富岡町と

同じで用水路沿いに発生 している。昔は当然斜面湿地にて発生 していたと思われるが、
伐採や植林で斜面湿地の乾燥が進み、やむなく用水路沿いに降りて来たものであろう。
富岡町より多少発生が早いので♂は破損個体が多かった。

1989年 6月 24日  岐阜県土岐市泉町 4♂♂

名古屋 I.C。 で8時に待ち合わせ、友人 2人と岐阜方面へ出掛ける。やはリー人で採集
に出掛けるより楽しいものである。ポイントヘ到着するまで「来週は愛知県北部へ行こ
う !その次は長野県だなあ.」 などと採集地選びをしているうちに、中央道土岐 I.C.に

到着。出口を左へ曲がり次月峠を目指す。約10分で峠に到着。峠を越えると御嵩町であ
る。ポイントは峠の手前 l kEぐ らいの道路の両脇にある湿地である。この辺 りのポイン
トもやはり道路拡張の際、湿地が乾燥 してしまい、以前より個体数は少なくなって来て
いるようである。まず左側の湿地へ入ってみる事にする。普通湿地の入回は雑木が密に
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生えており、クモの巣が張っている事が多いのだが、それが無い。案の定先に採集者が

入っているようである。すぐ諦めて右側の湿地へ入ってみる。こちらは道から少し離れ

ているので、まだ人は入っていないようである。 3人で10頭程採集し、もう少し峠沿い

の湿地に移動してみるが、こちらも人が入っているようでほとんど採れず、土岐I.C。 に

戻 り、中津川方面へ北上する。

1989年 6月 24日  岐阜県中津川市中垣外 1♂ 4♀ ♀

恵那IoC.下車。国道 19号線を中津川方面へ進む。中央道をくぐり、約 4価程進むと右

手に大きな工業団地が見えてくる。団地が出来る以前は大湿地が何か所も有り、ヒメヒ

カゲを豊産 したが、団地建設に伴い殆どが埋め立てられてしまい、現在では団地の回り

の小さな湿地で細々と生き残っている程度である。最初に入った湿地は土砂が半分以上

入っており、 1♂採集したのみに終わる。友人 2人も2♂♂、 1♀ といった所だ。車で

団地の回りを走ってみるが、なかなか湿地が見つからない。やっと小さな湿地を見つけ

採集するが、3人でn頭であった。こんな調子で埋立が進めば、数年後には採れなくな

ってしまうのではと心配になる。その後 2時間程捜すが湿地は見つからず昼食にする。

1989年 6月 24日  岐阜県恵那市布竹折 6♂♂2♀ ♀

昼食後、国道 19号線を瑞浪市方面へ向かい、」R武並駅付近を捜す。この辺 りは道が大

変狭く、地図では車が通れるような書き方がしてあるのだが、どんどん進んでいくと行

き止まりと言うような道が何か所も有 り、 1時間程ぐるぐる走 り回り、やっと3か所程

湿地を見つける。こちらは採集者が入っていないようで踏み跡も無く、条件は大変良い

ように思われたが、発生初期なのか、もともと発生量が少ないのか解らないが、思った

程いなかった。この辺 りは農薬の空中散布を行っているので、そのせいかもしれない。

1990年 7月 8日  岐阜県瑞浪市三和ノ郷 6♂♂13♀ ♀

先週の週末は子供サービスを兼ねて鳥取方面へ出掛け、ウスイロヒョウモンモ ドキや

キマル リといった今までにほとんど採集した事も無いような種類を採ってしまい (実際
には雨でほとんど採集出来なかったのですが)回 りの人達から「もうヒメヒカゲは卒業
ですか ?」 と言われ、時期的にはどう考えても 1週間程遅いと思われる東濃地方へ出掛

ける事となった次第である。瑞浪市のヒメヒカゲは大きく分けて、中央道の北と南で産

地が分かれている。最初に紹介する三和ノ郷は中央道の北の産地に当たり、標高500m
前後の台地に点在する湿地で発生している。湿地の数は比較的多く、足で稼げば20頭程

は採集可能である。又この辺 りはヒメシジミもいる湿地が残されているので丹念に捜す

事をお勧めする。約 2時間の採集で切 り上げ、中央道南の萩原地区へ移動。
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1990年 7月 8日 岐阜県瑞浪市三萩原 1♂ 6♀ ♀



やはりこちらは標高が1001Et低いので、殆どが破損個体であった。このあたりは毎年
のようにゴルフ場が新設、増設されており、今年も3つ程湿地が埋め立てられており、

個体数も激減していた。来年も残っているか心配になってくる。

1991年 6月 18日  愛知県西加茂郡藤岡町昭和の森  1♂ 3♀ ♀

仕事が定時に終ったので久しぶ りに藤岡市へのぞきに行 く。豊田市内が大変な渋滞で

最初の湿地に着いたのは午後 6時を20分程回っていた。案の定踏み跡だらけである。毎

日のように採集者が入っているようである。まったく見当たらない。すぐ切 り上げ次の

湿地へ、ここもアウト.「今日は採れるんかいな ?」 と思いつつ、 3つ目の湿地へ、もう

7時を回っている。採集時間はあと15分 しか無い。急いで車から降り、いざ湿地へ踏み

込むと、左足が湿地に嵌ってしまい泥だらけである。慌てて長靴を引っ張 り出し、とり

あえず湿地を一回りする。ここは踏み跡も少なく何とか採集する事が出来た。 3年前と

は大分条件が変化している。名古屋周辺では、全くと言って良い程採れなくなってしま
った。ここ藤岡市でも同じ方向へ向かっているようである。しかし埋もれた産地はまだ

まだあるはずである。地図にX点をつけてもらわなければ採集に出掛けられないあなた
一度チャレンジしてはいかがですか。思わぬ成果が上がるかも知れませんよ?

(YOSHITAKA KANEDA 〒444愛知 県岡崎 市竜美 中 2-1-■ )

ミスジチョウ越冬幼虫採りある記
仁平 勲

ミスジチョウは関東では平地～低山地に棲息 しているが野外では成虫を見る事は少な
く、比較的稀な蝶となっている。まして同一箇所で数をまとめて得るなどという事は至
難のワザである。そこでどうしても数を得るためには特異なスタイルで越冬する幼虫を
採集し、飼育する事が効果的な方法となって来る。しかもその幼虫は猪に似た姿と越冬
幼虫としては結構大きな図体をしていてユーモラスである。その幼虫を見つけた時の感
動と面白さは格別で、小生は平成元年 (1989)頃 から、その幼虫探しの虜 となってしま
った。

しかし、この幼虫探しにも難点が一つある。それはこの幼虫が好んで人家の庭先に多
いという事で、人目が気になる事と大に吠えられる率が高いという事である。だが、見
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つけた時の感動と面白さが充分それらを打ち消してくれるので、人目と大にめげず、せ

っせと通つている小生である。冬の弱い日差しを受けながら、プラブラと歩き回り、ゆ

っくり探 し回るこの幼虫採 りは適当な運動にもなり、ス トレス解消に最も適していると

′卜生は思っている。

下記にその足跡を記してみるので、会員の皆様もぜひチャレンジしてみて下さい。他

の採集の片手間でも簡単に見つかります。ただ一つ注意する事は年内では食樹の葉が落

ち切れず、余分な葉が沢山付いていて捜しにくいので、正月明けから春先までがベス ト

である事をちょつと心に留めて置いて欲しいという事です。

1989-2-19

1989-12-27

1990-1-4

1990-3-6

1992-1-20

1992-1-27

1992-2-7

1992-2-14

1992-4-3

1993-1-18

1993-1-27

1993-3-10

1993-4-1

1994-1-7

1994-1-12

1994-1-28

1994-1-28

(ISA0

採集記録

東京都八王子市片倉町～町田市相原町       12幼
東京都八王子市川□町～上川町          7幼
山梨県増富温泉                 38幼

東京都八王子市川□町～上川町          16幼
東京都八王子市川□町              6幼

東京都八王子市川□町              16幼
東京都八王子市片倉町～町田市相原町       7幼
東京都町田市上小山田町             32幼
埼玉県所沢市三ケ島町              15幼
神奈川県津久井町鳥屋              3幼
東京都町田市上小山田町             37幼
埼玉県所沢市勝楽寺               18幼
東京都八王子市川□町              28幼
神奈川県津久井町鳥屋              2幼

東京都町田市上小山田町             15幼
東京都八王子市川口町～上川町          7幼
山梨県甲斐大和田野鉱泉             16幼
山梨県都留市法能                47幼
山梨県都留市鹿留                31幼

NIHIRA 〒180武蔵野市吉祥寺北町 1-17-7)
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ボルネオのマダラチョウ
遠藤 茂

毎回の採集で目につく虫は全て採る事にしているが、もちろん後で、それぞれの専門

の人達に標本を回して、役立ててもらえればと考えているわけである。ただやはり日本

の現状は厳 しく大部分は蝶屋でほんの一握 りの甲虫屋とそれ以外の虫をやっているのは

本当に珍しい虫屋という編成なので、うまく機能するという状況には程遠 くはある。会

員からの「このグループは私が本気でやっている (や るつもりな)ので標本を回して」

という連絡を心待ちにしている状態である。

今回は、あまりに平凡すぎて埋もれてしまっている標本に光を当てるという事で、つ

たない記録を発表する。

A List of

Parantica

DANAIDAE from Kuching

borneensisagleoides

P. aspasia aspasia

P. luzonensis praemacaristus

Ideopsis qaura daos

Idea stolli virgo

in BORNEO, collected by Mr.So END0

28-Ⅲ , Bunuk。        1♂

30-ⅡI, G.Serapi     2crcr

31-ⅡI, Go Serap■      4crcr

l― Ⅳ , Go Serap■     3crcr

2-Ⅳ , Go Serap■     5crcr

3-Ⅳ , G.Serapi     l♂

29-Ⅲ ,Padawan   l♀
30-lⅡ , GoSerapi     lc″

31-Ⅲ ,GoSerapi   l♂

1-IV, Go Serapi     2♂ ♂

2-Ⅳ , Go Serap■     30rcF

3-Ⅳ ,Go Serapi  l♂

31-lⅡ , Go Serap■     1♀

28-Ⅲ ,Bunuk.    1♀

31-Ⅲ , G.Serap■      1♂

1-IV, G.Serapi     l♂

28-Ⅲ , Bunuk.     2♂ ♂

17
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31-Ⅱ I, Go Serapi

l― Ⅳ , G.Serapi

2-Ⅳ , Go Serapi

3-Ⅳ , Go Serapi

31-Ⅲ , Go Serapi

l― Ⅳ , GoSerapi

2-Ⅳ , Go Serapi

3-IV, Go Serapi

31-ⅡI, G.Serapi

l― IV, G.Serapi

2-IV, G.Serapi

3-IV, Go Serapi

30-Π l, Go Serapi

l― IV, Go Serapi

3-Ⅳ , G.Serapi

28-ⅡI, Bunuk.

31-ⅡI, Go Serapi

l― IV, Go Serapi

2-lV, Go Serapi

3-Ⅳ , Go Serapi

31-Ⅲ , Go Serapi

l― Ⅳ , Go Serapi

3-IV, Go Serapi

lowii      l― Ⅳ , G.Serapi

2-Ⅳ , G.Serapi

3-IV, Go Serapi

3♂♂  3♀ ♀

3♂♂  1♀

4♂♂

5♂♂  1♀

E. camaralzenan scudderii

E. aglea zonata

E. eyndhovii strix

E. mulciber portia

E. leucostictos (=eunice) syra

E. diocletiamus (=radamantus)

7♂♂

1♀

2♂♂

3♂♂

5♂♂

5♂♂

2♂♂

2♂♂

1♂

1♂

1♂

3♀ ♀

2♂♂

4♂♂  3♀ ♀

3♂♂  1♀

4♂♂

5♂ ♂  1♀

1♂

2♀ ♀

2♂♂  1♀

1♀

♂

♂

♂

ENDO 〒187小平市小川東町 2-13-7-201)
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(書評)  「デリアスの世界」 (中野昭二 他 著 ;木曜社 )

遂に出た待望の書である。会員の中野先生、や りましたね。

図鑑というものは数々あれど、やはり、この本の様に、内容と使い易さと価値がある

という三拍子そろったものは殆ど無い。企画力が試されている時代である。

さて、特徴だが、画期的な試みが随所にある。

まず、全世界のある種 (属 )グループをほぼ完璧にまとめたおそらく最初の図鑑であ

る。ある種 (属 )グループを一冊にまとめるという事は、研究、コレクションを少 しで

も真面目にやった (や り始めた)人には種 (グループ)の理解や分類に計 り知れない力

を付与する。従来の地域ごとの図鑑というのは、うがった見方をすると、所謂正 しく分

類して夫々の種グループの位置付けをするという作業を省略するか避けて通っている可

能性がある。もっとも、世の中には、地域をまとめる力のある人も殆ど居ないのである

が、地域をまとめるなら、せめて我が尊敬する塚田悦造氏の『 東南アジア島嶼の蝶』の
レベルには達して欲しいものである。

次に、見開き左ベージに写真が、右がその解説に、という大変使い易い構成になって
いる。これは論より証拠で、色・形態等々を即座に確認 しながら、その種 (亜種)のイ
メージを鮮明に固めることが出来る理想的パターンである。やはり今までは、主にコス

トの関係で、使い易さを犠牲にしてきた図鑑のいかに多かったかを思い知らされる。

更に、特筆すべきは、図示されている標本の所有者が右の解説ベージに明示されてい

る事である。このことの重要性・有用性は計り知れないものがある。虫を調べていて最
も大切なポイントは、資料として実際に使用された個体を、疑間を抱いた人が、直接す
ぐに調査出来るという事である。小生もタマムシを調べていてアチコチでぶつかる壁は
タイプや図示された標本の所在がつかめない事である。これでは後進の研究は発展 しな
いし、楽しみも半減する。

最後に、面白いのは、図版の解説者 (西山保典)と 資料ベージの解説者 (中野他)が
違 う事である。図版の解説は素直に虫屋の眼で見た感想 と鋭い指摘があり、資料の方は

詳細な解説と分布図が付いていてとても使い易い。

今後、どの種グループのまとめをするにも、必ず参考にしなければならない一冊であ
ろう。とにかく誰でも、蝶屋でないタマムシ屋の小生も、見ていてとても楽 しい本であ

る。乞う必見。 (普及版 18,000円 ;木曜社扱い )

(遠藤 茂 )

[編集後記 ]

春先、三途の川の渡し賃を払い損ない、病院のベッドで桜の散るのを眺め、ッマキチ
ョウの舞を見て、これからは生活の全てを虫の研究に向けようと決心しました。暮らし
の リズムは、心掛け一つでアッといぅ間に変わるものですネ。皆様もご自愛下さい。

(遠藤 )
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