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鹿児島県徳之島のチョウ

三橋 渡

<は じめに>
徳之島は、奄美諸島では奄美大島に次 ぐ面積を持ち、古生層を中心にした古い地層を

有するため、南西諸島の中でも生物相が豊富な島である。しかし、近 くに有名昆虫採集

地の奄美大島があるために、昆虫愛好家、特に、チョウ屋は同島をあまり訪れない。そ

んな中、筆者はこれまでに、 6回訪島したが、これはのべ日数に直すと、約60日 間の滞

在ということになる。非有名採集地にこんなにも行 くとは、はたからはちょっと変わつ

た行動に思えるかも知れない。そもそも徳之島に何度も行くことになったきっかけと言

うものは、職場の派遣研修であった。農水省の行政職として就職 した私に農村派遣研修

の機会が訪れたのは、1983年 のことであった。この研修は、霞が関の若手に農家出身者

が極端に少なくなり、現場を知 らない職員が多くなつていることへの対策として設けら

れたもので、一ケ月間、沖縄県を除く全国のどこか一ヶ所で、農家に泊 り込み、農業体

験を積むという内容のものである (理由ははっきりわか らないが、沖縄県は対象外にな

つている。)。 私は、内心、亜熱帯のチョウに接 してみたいという気があった (それま

で、外国はおろか南西諸島にも行つたことがなかった。)の で、表向きの正当な志望理

由を立てて、鹿児島県の奄美大島のサ トウキビ作農家を希望 したが、ふたを開けてみる

と、徳之島に決まっていた。がっか りしたのを覚えているが、行つてみると、イワカワ
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シジミ、アカボシゴマダラ等が採れるし、意外におもしろいと思つたものである。滞在

先の Iさ ん一家は厚遇してくれるし、チョウは十分採 らしてくれるし、楽 しい一か月間

を過ごすことができた。それで、徳之島によい印象を抱いたものだ。それからは、一家

との再会の意味もあり、Iさ ん宅を宿に、島を時々訪れたが、通算してみると相当な日

数の滞在となっていたのである。徳之島は私にとつて、かつてむしやまちょうたろうこ

と西山保典氏が、自身が通い詰めた山梨県日野春を、「昆虫と自然」誌上で「私の日野

春」と呼んだように、「私の徳之島」と言いたいような場所である。人のあまり行かな

い島でこれだけの日数を過ごしたとなれば、これは、徳之島以外に在住しているチョウ

屋の中では、最もこの島のチョウに詳しい人間の一人と言つても過言ではなかろう。

徳之島のチョウ全般を記した文献は最近もいくつかある5.24、 26)が 、それ らには、最

近の新記録種が網羅されてお らず、また土着性についての判断が筆者の経験等から来る

判断と食い違う数種がある。従つて、これらの点を克服 した新たなチョウロ録を示すこ

とが今回の執筆の大きな目的である。更にまた、今後同地を訪れる同好者の為に、い く

つかの採集 。観察ポイン トの案内もしてお くことにする。
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図1.徳之島位置図 図2.徳之島概念図 (京浜昆虫同好

会 (1973)11)を 改変)



<チ ョウロ録>
1994年 5月時点の目録である。具体的な記録のないヤクシマル リシジミ以外のすべて

の種で、少なくとも一つの採集 。目撃記録を記した。既に発表済みの記録は出典を明か
にした (従 つて、出典の記されていない記録は、今回初めて公表するものである).採
集 。目撃者名のないもの、または、採集者名に関する記述のないものは、すべて筆者の

採集、目撃によるものである。

1。 アオバセセ リ 働θ′″θ∫b"ヵ″r/7ノノ

lθち 犬田布岳山頂 ,12-X-1991
lο″,天城岳中腹 ,18-Ⅸ -1992

2θ″θ″,天城町上名道公園 ,19-Ⅸ -1992

発生期には、山間部に少なくない。

2.オ キナワビロー ドセセリ カ∫θ″′″″θ″〃s

lθ″,伊仙町阿権 ,20-Ⅸ -1992

海岸線付近を中心に見 られる。

3.ク ロボシセセリ ∫υぉ /υ∫∫″θ″ノお

4幼虫 ,徳之島町亀津 ,22-測 -1985,田 中洋採集17)

1985年に幼虫が17)、 1986年に成虫が30)、 それぞれ初めて採集された。その後の記録
もいくつかあるので、一応定着したものと判断される。

4.チ ャバネセセリ ′θ/θρノカs″′ノカルs

l θ7,徳之島町フルーツガーデン,13-X-1991
多い。

5.イ チモンジセセ リ カ′″′′ ″ゞノルル

l ex。 ,天城町天城岳山麓 ,31-X-1986
6.ヒ メイチモンジセセ リ ′′′″′′′′r2Sθ

l♀ ,徳之島町金見 ,19-Ж -1980,川 口佳宥採集
7)

l ex。 ,天城町三京 ,29-Ⅵ -198732)

近年、奄美諸島全体で減少 しているもので、近年の記録は、上記しかない。
7. クロtセ リ ″θあげ夕ρノ′ rr/r/ノバ′∫εノ′

l ex。 ,徳之島町三京 ,12-X-1991
3月 、6月等に少なくない。

8。 オオシロモンセセリ ι4ノンsρθsん /″s

頭数不明 ,天城町瀬滝 ,1-V-1968,採集者不明25)

1幼虫 ,伊仙町鹿浦 ,22-Ⅶ -1975,(久保邦照採集 ?)10)
2θ″

θ″1♀ 04幼虫 ,伊仙町伊仙 ,23-Ⅶ -1975,(久保邦照採集 ?)10)
きわめて稀である。現在までの記録は上記の3例のみである。久保 (1976)10〉 は幼生



期のデータも示 しているが、現在までの記録が少なすぎることから、土着かどうかは明

瞭ではないと言え、奄美大島での豊産と対照的である。本種は、南西諸島では、隆起サ

ンゴ礁から成る小島でも土着 している場合が多いのに、当島のような大きな、古い地層

を有する島でほとんど見 られないと言うことは、興味深い現象である。

9.ジャコウアゲハ /″θρル′θ″′′/ε ルθ〃∫

2♀ ♀,徳之島町金見 ,29-X-198328)
10。 アオスジアゲハ ′′′ρヵノ″ ∫′″ρθノθ″

lθ″,天城町松原 ,28-Ⅵ -1987

11. ミカ ドアゲハ ″′ρカノ〃″ノθsθρ

lο″,徳之島町金見 ,19-Ⅳ -1978,川 口佳宥採集
7)

稀である。筆者は目撃す らしたことがない。

12.ナ ミアゲハ ′′ρノ/ノθ,′ υル″∫

lθ',天城町与名間,8-X-198328)
少ない。

13.シ ロオビアゲハ ルρノ/ノθ ρθ/,1′ θs

lθ″,天城町松原 ,31-X-1986
多い。

14。 モンキアゲハ ′′ρノ/ブθ力θ/θ″″s

lο″,天城町三京 ,20-Ⅸ -1992

アゲハ類では、シロオビアゲハとともに個体数が多い。

15.ク ロアゲハ ′′ρノ/ノθρ′θノθ′θ″

1♀ ,伊仙町義長山公園,20-Ⅸ -1992

多 くない。

16.ナ ガサキアゲハ んρノ/ノθ″θ″″θ″

1♀ ,天城町三京 ,29-Ⅵ -1987

アゲハ類の中では、少ない方である。

17.カ ラスアゲハ ′′ρノ/ノθbルρθ″

3θ″♂,天城町西阿木名 ,16-Ⅸ -1992

l ο21♀ ,天城町三京 ,29-Ⅵ -1987

発生期には各地に多い。最後の発生期は9月 であり、10月 には少なくなる。

18。 モンキチョウ ル/ル sθ′′′θ

l♀ ,伊仙町 ,26-Ⅵ -1987

6月 等には少なくない。

19。 ウラナミシロチョウ ルノθρsノ /ル ρダ′′′ノカθ

lθ″,徳之島町山,28-Ⅷ -1977,川 口佳宥採集
7)

|



迷チョウである。川口・江平 (1981)7)の記録等があり、1977、 1980年には、かなり

の数が採集された。

20.ウ スキシロチヨウ 脅′θρsノ /ル ρθ″0″′

3θ7θ71♀ ,徳之島町フルーツガーデン,13-X-1991
1♀ ,徳之島町フルーツガーデン,18-Ⅸ -1992

迷チョウと判断されるが、ナンバンサイカチで一時的な発生が時々ある7)。

21。 ツマグロキチョウ ′υ″″′ノ′θル

l θ71♀ ,徳之島町金見 ,3-xl-1980,清水勝己採集
7)

迷チョウ。奥村 (1980)6)、 り||口・江平 (1981)7)の記録がある。

22.キ チョウ ル′θ″ 力θ″bθ

lθち 徳之島町井之川岳 ,27-Ⅵ -1987

23。 カワカミシロチョウ /ρρノぉ ′/bル′

lθ″,徳之島町亀津 ,13-X-1980,永 吉浩次採集
7)

迷チョウ。川 口・江平 (1981)7)の記録がある。

24。 ナミエシロチョウ /″ル∫ρ′〃/ル′

l θ71♀ ,伊仙町義長山公園 ,17-Ⅸ -1992

当島では1980年 7月 に最初に確認 (採集)された
7)が

、その後の記録も少なくないこ

とから、定着したものと判断される。しかし、個体数は多くない。

25。 モンシロチヨウ ′ノθ′ノsr′ρ′θ

lθち 天城町三京 ,24-Ⅵ -1987

特定時期以外には少ない。

26.ツ マベニチョウ 〃θιθ″θル g/′ ″ノρρθ

6θ″ο″,天城町秋利神川河口付近 ,2-測 -1986

豊産する。

27.ム ラサキシジミ ルカθρ′/′ 力ρθ′ノ
“1♀ ,徳之島町井之川岳登山口,19-Ⅸ -1992

各地に普通である。

28。 ラマムラサキシジミ ルカθρ′/′ ″′″

lοち 天城町三京 ,11-X-199134)
三橋 (1994)34)が 1。"を記録 した。迷チョウであろう。日本では、他に、与那国島で

2ο″ο″1♀ (吉崎ら (1982)35))、 西表島でlο″
(木下 (1986)8〉 )の記録がある。本

個体は、前翅外縁部の黒帯の幅が狭 く、その点で与那国島産 2♂ θ″と大きく異なる。ラ

マムラサキシジミのθ7で前翅外縁部黒帯の狭いタイプは、インドシナや中国に分布して

いる4、 12.18、 20.21)が 、ィン ドシナのものは亜種″′″θ
"と

され、後翅外縁部黒帯は前翅

以上に狭く、本個体とは違うが、中国のもの (亜種″′″)は後翅外縁部黒帯は前翅外縁



部黒帯より少し太く、全体として本個体と似ている。従つて、本個体は亜種′′″′に含ま

れると思われる。ネパールの亜種′′″′の前翅外縁部黒帯の幅には変化があるようで中国

産より黒帯の幅の広い個体が多いようである1ヽ 15)。
従つて、余談ではあるが、与那国島

産θ7は 前翅外縁部黒帯の幅がネパールあたりの個体と似てお り、互いに地理的に遠い地

域である点に関心が行く。

29.ム ラサキツバメ ガ″蹄′′/′ b″′/″s

lθ″
,天城町三京 ,12-X-1991

1♀ ,天城町西阿木名 ,12-X-1991
1♀ ,天城町天城岳山ろく,14-X-1991
lθ″

,天城町三京 ,15-X-1991
現在までのところ、10、 H月 以外の記録がないので、迷チョウの可能性がやや高い。

30。 イワカワシジミ ル′″θ θr).,′

l θ7,伊仙町御前堂 ,22-X-1978,江平憲治採集
7)

lθ'2♀ ♀,天城町松原 ,15-Ⅸ -1992

1♂ ,天城町三京 ,17-Ⅸ -1992

4θ'♂ 2♀ ♀,天城町松原 ,14-X-1991

信頼されうる最初の記録は、上記の江平の採集によるものである。通常、成虫を見か

けることは少ないが、筆者の経験では、9～ 10月 中旬には比較的個体数が多い。

31.ウ ラナミシジミ ι′″ρガ ś bθθノノε″s

lθ″,伊仙町阿権浜付近 ,4-測 -1986

32.オ ジロシジミ 漁ノ励″パθρs ε′θ力s

2♀ ♀,天城町西阿木名 ,11-X-1991
秋季に個体数を増す。

33.ア マミウラナミシジミ ルεれ″b′ ″4/r′ /′

3θ″ο'1♀ ,天城町三京 ,24-Ⅵ -1987

34。 ル リウラナ ミシジミ カ″ノVeS bθε力〃∫

1♀ ,天城町松原 ,1-測 -198630)

三橋 (1987)30)の 記録がある。この時は、少なか らぬ数が見 られ、しかも、年度の良

い個体が少なくなかつたので、一時的な発生があったものと思われる。

35.ヤ マトシジミ たθ〃′リ ルθθ′ル ″′ル

1♀ ,徳之島町金見 ,29-X-198323)

36。 シルビアシジミ ′ルル′θノた

2ο'θ
7,天城町三京 ,1-測 -1986

局地的ではあるが、多い。

37.タ イワンクロボシシジミ 議ゞ ノsb′ 17′ /み′

i



1♀ ,天城町三京 ,H― X-1991

1♂ ,伊仙町義長山公園 ,17-Ⅸ -1992                      1
1♀ ,徳之島町井之川岳登山口,19-Ⅸ -1992                   1
当島では、1980年に最初に記録された7)。 その後も時々採集されているので、定着 し

たと判断される。ただ、個体数は多 くない。 |
|

38。 ヤクシマル リシジミ /げノθ/θρお ρ″sρ′                     |
詳しいデータのない記録が井之川岳で 1例ある11)のみである。当島には分布していな

いと考えられる。

39。 タイワンツパメシジミ ルθ″θ∫ノ′εノd/r″ぉ                     |
lο″,伊仙町阿三 ,18-Ⅸ -1968,猪又敏男採集

25)                |

上記 1例 1頭の採集記録があるのみである。採集者名は記されていないが、判明して  |
いるので記 しておいた。土着の可能性が高いが、もう少し追加記録がないと断定は出来

ない。草原、荒地等での精査が望まれる。

40。 ウラギンシジミ 衡″ノノs′ευカ

1♀ ,伊仙町鹿浦 ,22-Ⅶ -1975,(久保邦照採集?)10)             .
上記 1例の記録があるのみである。筆者は目撃す らしたことがない。飛来個体か、そ  ‐

れに由来する一時的発生個体と考えられる。

41.テ ングチョウ ιノあ′ノカθ′
`θ

/′ お

l ex。 天城町海洋センター付近 ,H― X-1991
時期には少なくない。3月 、6～ 7月 に多いが、3月 は越冬個体である。        |

42。 カバマダラ ルθsノ′εルタ'sノρρ〃s

l♂ ,天城町岡前 ,20-Ⅸ -1992

沖縄県八重山諸島に比較 して個体数は多い。

43.ス ジグロカバマダラ ル /′ ノr/r′ ∫θ″″ノル

1♀ ,天城町松原 ,27-Ⅵ -198732)

迷チョウとしてはそれほど少ないものではない。奄美大島では、一時的な発生が報告

されている13)が 、当島でもありうることであろう。

44.オオゴマダラ /ル′ /θ″θ″θθ

l ex.徳之島町亀津 ,3-Ⅷ -1980,本郷智明採集
7)

l ex。 伊仙町伊仙 ,10-Ⅷ -1980,江 平憲治採集
7)

1♂ ,徳之島町大原 ,17-Ⅶ -1980,守山泰司採集19)

上記 3例のみの記録で、稀である。食草であるホウライカガミは少ないながら生育し

ているが、現時点では、発生は確認されてお らず、迷チョウと考えられる。

45.アサギマダラ ′′′′′′ノ″ ∫ノル

lθ″,天城町三京 ,29-Ⅵ -1987



46.タ イワンアサギマダラ ′′′′ρノノ″ ″θ/′″θυ∫

2♀ ♀,井之川岳山頂 ,27-Ⅵ -198731)

迷チヨウ。上記 1例の記録があるのみである。本種は山頂に集まる習性が強いようで、

沖縄県石垣島オモ ト岳山頂付近では、かなりの個体数が得られている。

47.リ ュウキユウアサギマダラ /ノθθρsノssノ″ノ/た

1♀ ,天城町天城岳山ろく,31-X-1986
島西部海岸付近に個体数の多い場所がいくつかある。

48。 ウスコモンマダラ ″ノ′υ″′ノ′ /ル′ノ/7rθ

l θ7,井之川岳 ,3-V-1968,飯田逸博採集
2)

上記 1例の記録があるのみである。もち論迷チョウである。この記録が発表された当

1  時は、本種はコモンマダラと混同されていたことがあり、また、発表記録には標本写真

も付されていないため、同定を確実にする目的で、1994年 に採集者の親族である飯田囲

昌氏に照会 したところ、本種であるとの私信を受けたため、ここに掲載した。なお、松

1  香 (1994)27)は 、1967年 も本種の記録があるとしているが、白水隆博士によると、誤り

|  で、取り消されるべきものである (私信)と のことである。

49.ツ マグロヒョウモン カゞ 夕
.rθ″sカメρθ′bルs

l♀ ,徳之島町山～フルーツガーデン,18-Ⅸ -1992

多いものではない。

50。 リュウキユウミスジ ノθρノた わ′/お

l θ7,天城町秋利神川河口付近 ,2-Xl-1986

51.キ タテハ ′θ/ガθ″ル ε―′″′θ〃″

l θ71♀ (う ち1♀ は死亡個体),天城町岡前 ,16-X-199133)

l θ7,天城町松原 ,16-X-199133)

迷チョウ。上記の記録があるのみである。

1   52.ル リタテハ ″′ρたわ ε′ρ″θ

1    l ex。 ,天城町与名間,28-Ⅵ -1987

53.ヒ メアカタテハ み.η ′カル r″カノ

l ex。 ,徳之島町亀徳 ,23-X-198323)
1  54.ア カタテハ 峰″θSs′ ノρノノε′

‐    2 exs。 ,天城町天城 ,15-X-198328)

55。 アオタテハモ ドキ ′′θεた θ′ノルタI′

lο″
目撃 ,徳之島町母間 ,3-V-1982,飯田逸博目撃3)

20年 ほど前までは個体数が多 く、土着と考えられていたが、近年減少が著 しく、現在

では土着していないであろう。上記の記録が恐らく最後の発表記録と思われる。筆者も、

もち論、日撃す らできなかつた。この減少傾向は当島か ら宮古諸島1ヒ部まで同様であ り、



その原因の解明は興味深い課題である。しかし、移動性の強い種であるか ら、最近でも

飛来した年も当然あつただろうし、今後、再び定着する可能性もあろう。

56.タ テハモ ドキ ′rθ

`ノ

∫′/″′′′

l ex。 ,天城町松原 ,28-Ⅵ -1987

57.ヤエヤマムラサキ ん′θ/ノ″ρ′s′′θ″ /′

1♂ ,徳之島町山,23-X-1980,川 口佳宥採集
7)

l θ7,天城町秋利神川中流付近 ,22-X-198328)
記録の少ない迷チョウである。上記 2例の記録がある。

58。 メスアカムラサキ //J,ρθ/ル″s″ノ∫ノρρυ∫

l θ7,天城岳山頂 ,18-Ⅸ -1992

比較的多い迷チョウである。

59。 リュウキュウムラサキ み′θ/ル/7r2∫ bθ /ノρ′

lο″,天城町松原 ,11-X-1991
l ex。 目撃 ,天城岳山頂 ,18-Ⅸ -1992

前種ほどではないが、比較的多い迷チョウである。しかし、年によつては前種より多

いことがある。

60.イ シガケチョウ o.rθ∫ノノ∫′ん.θ力″′∫

l ex。 ,天城町三京 ,4-XI-1986
61.ス ミナガシ ′ノ″0″′訂′″θSル″力r/s

3θ″ο″,天城町犬田布岳 ,2-Ⅵ -1980,島上和則採集
14)

上記 1例の記録のみであり、きわめて稀である。他にも天城町三京で採集されている

との未確認情報もあるが、未発表である。筆者自身、本種を確認するために、夕方頃、

天城岳山頂、与名間～松原の通称 “寝姿山"(写真 1)の小 ピーク (電波塔あり)、 井

之川岳山頂、大田布岳山頂等で調査を行つたが全 く手がかりは得 られなかった。記録が

あまりにも少ないので、筆者自身その生息をつい疑間視する気持ちも時々涌いて来るが、

上記記録には特に不審な点はないので、この記録は有効である。三京で採集されたとい

う方はぜひ記録を発表して頂きたい。

62。 アカボシゴマダラ ノθsノ /″′′ssノ
・
″ノ/お

3ο″θ″,天城町上名道公園 ,19-Ⅸ -1992(う ち lθ″:写真 2)

あまり多 くないが、6～ 9月 には比較的よく見かける。しかし、高木の稽付近を活動

の中心とするため、トラップを仕掛けなければ採集は困難な場合が多い。徳之島で記録

されたのは、奄美大島産本種が当島北部に放たれた以降であること、その北部を始めと

してほぼ全島に見られること、及び両島間で、斑紋の差異も今のところ見つかつていな

いことから、元来の土着種であるのかどうかはつきりしないが、元々土着 していても不

自然ではない。



63.リ ュウキユウヒメジヤノメ //J′

“
ノθsた ″′」Jiたθ

"
3θ″ο7,天城町松原 ,31-X-1986
山間部にも少なくない。

64。 クロコノマチョウ 議ジ′′ノ′ノsρ力θノノ″

1♀ ,天城町三京 ,22-Ⅲ -198529〉

上記 1例の記録のみである。奄美大島では普通に見られるようになつた24〉 とぃぅが、

本島での定着の有無については、さらに調査を要する。

65。 ウスイロコノマチョウ 晨〃′′ノノノs/θル

l ex。 天城町松原 ,14-X-1991
多い。

以上65種 を記録 したが、この他に、 トガリチヤバネセセリ ′θ/θρノカs′ g′′が、福田

(1959)22)、 高橋 (1965)16)、 飯田 (1970)2)に よって、また、コモンアサギマダラ

(コ モンマダラ)″ル″′/′ ∫θ′′θ′′′ノθ′ノ働 、ヾ久保 (19689),197610))に よつて記録さ

れている。トガリチヤバネセセ リについては、これ ら3例の記録のうち、前 2者 は、福

田・高橋 (1973)23)に よつてチヤバネセセ リに訂正された。一方、飯田 (1970)2)には、

標本写真が付いていないこと、同定の難 しい♀個体であること、および今日までの トガ

リチヤバネセセ リの南西諸島での分布・記録状況を考慮 して、この記録は現時点では採

用を保留してお く。コモンアサギマダラについては、この2つの報告は同一個体を扱つ

ているものと思うが、ウスコモンマダラ等との異同が十分検討されたか不明確である上

に、標本写真も付されておらず、報告内容からは正確な同定ができないため、これも保

留しておく。

<好採集・観察地案内>
ここでは、筆者の経験に基ずいて、よいと思われる、または、珍チョウが見られる可

能性を秘めていると思われる採集 0観察地を紹介する。森林で覆われた山では、チヨウ

は普通、森林の樹冠部にいるため、林内の登山道を通つている限りでは見かけることが

少ないが、平地・耕作地では得難い珍品が得られることも少ないながらあると思われる

ので、あえていくつかの山岳を紹介した。もち論、ここに紹介する場所以外にもよい場

所はあるし、耕作地に残された小さな林にイワカワシジミ、アカボシゴマダラが見られ

る場所も多いはずである。

1.徳之島町手々

天城町与名間方面から海岸に沿つた県道を行つた場合、手々集落のだいぶ手前から

山側へ登つて行く道を行くと、県道にほぼ平行して伸びる道にぶつかる。左折した手

々方向数百mの道沿いがよい採集地である。道の両側はほとんど林になつているため、

10



森林性のチョウが多いが、10～ H月 だとムラサキツパメの姿をよく見かける。

2.天城岳

登山ルートは、天城町松原、徳之島町山からの 2つあるが、後者がアプローチも短

く、道もしつかりしているのでお勧めできる。山ルー トは、山の中腹までは車で行け

るが、途中でこの車道横を登つて林内小径にはいる。しかし、このはいり口がわかり

にくいので地元の人にしつか り聞 くことである。車を降りてから30～40分もあれば頂

上まで至るはずである。現在まで調査も不十分でさしたるチョウは採れていないが、

アオバセセリは中腹で比較的見かけるし、頂上にはリュウキュウムラサキ、メスアカ

ムラサキが飛来することもある。この山も含めた北部山地にはオオシマゼ ミが徳之島

としては多い。松原ルートは登山道がわか りにくい箇所があるのでこちらではふもと

での採集にとどめるのがよいだろう。林縁付近では、カラスアゲハ、クロセセ リ、ム

ラサキシジミ等が姿を見せ、10月 には、ムラサキツバメが割といる。

3。 天城町上名道公園

大和城山とそれに連なるもうひとつの山では、夕方頃、アカボシゴマダラが山頂付

近に集まり、比較的低い木の葉先等に止まるため、徳之島では、採集しやすいポイン

トのひとつとなつている。更に、同じ時間帯に、後者のピークでは、ァォバセセリ、

イワカワシジミも見 られる。どちらの山もふもとから容易に登れる (写真 3)。

4.天城町三京

徳之島の中心部に位置し、また、山地の真つ直中でもある。集落付近では、ツマベ

ニチョウ、カラスアゲハ、ィヮヵヮシジミ等が採れるが、西阿木名小学校三京分校そ

ばのアマミノクロウサギの説明板の立っている営林署の林道がよい。少し行くと、ゲ

ー トがあり、通常、車はそこまでしかはいれない。以前、このゲー トのそばで路上に

静止 したクロコノマチョウを採集 したことがある (前 出の徳之島唯一の記録)し 、ス

ミナガシもその辺で採れたらしい。最近はそのあたりでのシイの林の伐採が目につ く。

林道は渓流に沿つて樹林帯を進んで行 くが、カラスアゲハ、モンキアゲハ、クロセセ

リ、アオバセセリ、リュウキュウヒメジャノメ等が見 られる。ムラサキシジミも見 ら

れるが、本の高いところにいることが多く採集 しずらい。10月 だとムラサキツバメも

割合見つかる。筆者が前出のラマムラサキシジミを採集したのは、林道を上流方向へ

かなり進んで白い橋 (左折 してす ぐ渡る橋ではない。)を渡つて100mか そこら進んだ

林道右へ りの草本上である。

5.井之川岳

登山ルートは一応 2つあるが、ここでは、旭ケ丘からの登山ルートを説明する。登

山口がややわかりにくいが、あとは迷うこともない。頂上までほとんど林内を登つて

いくが、途中、チョウは少なく、クロセセリ、アマミウラナミシジミ等を見かけるく

らいである。1時間くらいで頂上に着 くであろう。頂上は空き地になつているが、周



辺の樹木がこの数年でかなり伸びたため、見晴らしがきわめて悪 くなつた。筆者が 6

月下旬に登った時は、山頂では、ヒメハルゼミが樹林内に多かつたし、アサギマダラ

に混じつてタイワンアサギマダラも採集できた。更に、アオバセセ リ、テングチョウ、

ツマグロヒョウモン等もこの山頂に飛来することがあるし、夕方はスミナガシの可能

性もあるかも知れない。

6.伊仙町義長山公園

公国内の広大な森林ではアカボシゴマダラ、タイワンクロボシシジミ、ナミエシロ

チョウ等が見 られるが、アカボシゴマダラは、本の稽付近にいることが多 く、採集チ

ヤンスは少ない。この森林の周辺には、センダングサが広範囲に繁茂しており、各種

が飛来するが、迷チョウのよい採集ポイントである可能性がある (時期によつては、

このセンダングサが刈 られる可能性はあろう。)。

〈謝辞〉

今回の報告にあたって、文献に関してお世話になつた白水隆博士、ウスコモンマダ

ラの記録に関して私信を下さつた飯田囲昌氏に、厚くお礼申し上げる。

写真 1。 天城町寝姿山 (1983年 10月 撮影);人が仰向けに寝た

形をしている。
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写真3.天城町上名道公園 ;左右のピーク (右は、大和城山)

には夕方頃アカボシゴマダラが飛来する (1992年 9月

19日 撮影)。
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写真 2。 アカボシゴマダラθ″;上名道公園 ,19-Ⅸ -1992
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写真4。 天城町与名間付近 (1987年 6月 29日 、飛行機機内から

撮影)
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〈摘要〉

1.鹿児島県徳之島から過去確実に記録された種は、65種 とした。

2.通常土着種またはそれに準ずる扱いをされてきた、ヤクシマルリシジミ、ウラ
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ギンシジミの 2種は、迷チョウ (狭義の迷チヨウ。すなわち、単なる飛来または一

時的発生によるもので、現存していないチョウ。)と した。

3.土着種とされてきたオオシロモンセセ リは、土着か迷チョウかが不明確な種であ

るとした。

(WATARU MITSUHASHI 〒305つ くば市吾妻1-603‐ 223)
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アラスカ ノームにて
竹内克弥

1993年 6月 27日 の朝、静岡方面からの 3名に尼ケ崎からのW氏、群馬のO氏を含めて

、我々5名はシア トルを経由してアラスカ東北部ノームの飛行場に降り立った。あいに

くの小雨の中をあらかじめ予約しておいたジープで町を抜けると、道の両側はすぐにツ

ンドラの丘陵が連なり、日本の高山帯の特別保護区のような風景が続いている。

峠に車を止めて足を踏み入れてみると、気温が低いため花こそ咲いていないが、ミネ

ズオウ・チョウノスケソウ 。キンロバイ等の高山植物の大群落があちこちにあり、すば

らしい環境であつた。ノームは地図上では北極圏に入っていないが、気候的には極地の

扱いをされている。同行の0氏は十数年前に一週間ばかりこの地を訪れたことがあるが

晴れたのは二日だつたと言う。極地気候というのはどうも曇っていて風が強いのが普通

で、その間に時々晴れ間が訪れるようである。

午後になって雨も上がり、4時過ぎに初めて薄日が指した時に、薄茶色のチョウが飛

んだのがタカネヒカゲの仲間だった。ツンドラに入つていくと、Colias,Pieris,Erebia

Boloria等少数が飛び出し、初めてみる北極の蝶を皆夢中になって追いかけた。

翌日から爾こそ余 り降らなかったけれど、長い時間、日が差していることが少なく、

やっと蝶が飛び出したかと思うと、間もなく雲がかかってしまうような事が多かった。

このような時は、車でまっすぐの道を突つ走り、晴れ間を追いかけるようにして採集し

た。数はあまり取れなかったけれど、種類数は追加することができた。

ノームニ期多目的のひとつだったウスバキチョウは 3日 目に初めて姿を現した。ノー

ムではウスバキは海岸線の丘にも分布しているけれど、内陸のガレ場が主な生息地であ

る。発生期はどうも6月 上旬位からのようで、やや色の褪せた固体が目立った。しかし

雪渓の残っているガレ場の付近では鮮度の良い真っ黄色の固体も見られた。またこのよ

うなガレ場の頂上にはキアゲハもよく上がって来て、極地独特の小型の尾状突起の短い

キアゲハでウスバキチョウと間違えやすかった。交尾を目撃 したのもこの場所であった

。その様子は斜面の上の方に飛んでいた 2頭のうちの 1頭が地上に下りたので、そのあ

たりから目をはずさないで上がっていくと、 (す ぐにはわからなかったが)灌木の間に

羽を閉じて止まっているのをやっと見つけ、ネットをかぶせた。しかし上にあがってこ

ないので、慌ててネットの口を抑えようとして、初めて羽化したて手の大型の雌と交尾

しているのに気がついて驚いた。また同所では予想もしていなかったもう一種のParna―

ssiusで ある P.phoebusも 採集することができた。しかし、ウスバキとの混生地では本種

の方が発生期は 2週間位遅れるようで、はしりがわずかに見られたのみであつた。職層

のベンケイソウ科のまわりでは日光浴する終令幼虫も複数見つかり、 7月 1日 には雌も

採集された。P,phoebusは 地上 1～ 2mをフワフワ飛んでいく感 じで、地上スレスレを
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速く飛びまわるウスバキよりずつと採り易い。

今回の旅行で特に印象的だったのは、夕方でも採集できたことであつた。 (行 く前は

10時から4時位が蝶の活動時間と聞いていた)3日 目などは午後から曇つて寒くなり、

これは採集どころではないなと早々に切り上げ、風呂や早めの夕食を済まし、各自の採

集品の整理を始めた。ところが、外が急に明るくなり始め、5時半は過ぎていたけれど

も冗談でもう一度出直そうかと言い出した処、すでに酒を飲み始めていたW先生以外、

皆出かけると言い出し、あまり期待しないで一番近くの丘まで行ってみることにした。

途中、ミヤマモンキが飛んでいるのが見えたりして、これはいけるぞということになり

各自四方に散つていつた。さすがに蝶の活動は活発ではなかったけれど、コケモモの上

などを歩くと、ミヤマモンキやカラフトルリシジミ等飛び出し、下草の上では羽を開い

た状態で日光浴 ?し ているヤチヒョウモンの仲間も見られた。8時半過ぎまでしつこく

採集し、ウスパキやP.phOebusま で採った人もいて、まったく思い掛けない成果を上げ

ることができた。

午後、天候が悪かったことを差し引いても、こんなに遅い時間帯まで高山蝶が活動す

るとは全く驚きであった。北海道の大雪山などでは、晴れれば朝 6時位から高山蝶が飛

ぶというが、極地では早朝は気温が低く、蝶が活動するのはせいぜい9時から10時にか

けてで、5時半を回るとやや活動は鈍るものの、7時位までは十分採集が可能である。

極地の蝶が短期間に一斉に発生して、すぐに破損してしまうのも、このあたりに理由が

あり、ほんのわずかな太陽でもすぐに活動しようとするのも、晴れる期間の少ない極地

気候のせいであろう。この旅行ではツンドラの昆虫や植物を充分楽しむことができ、高

山蝶の生態も認識を新たにさせられたような気がする。

アラスカの自然はスケールも大きく、すばらしい処であるが、湿地帯に発生する大型

の蚊の数がすごいのと、車から遠く離れるとグリズリーというヒグマの一種やオオカミ

の危険もあるので注意が必要である。

採集品リスト

[Papilionide] アゲハチョウ科

l   Papilio machaon aliaska       」17ゲハ    丘陵の頂上を占有している。

2 Parnassius eversmanni thorウ スバキチョウ 丘の頂上や風当たりの少な)ヽ現所の花を訪れる。

3 Parnassius phoebus g01ovinusミ ヤマウスバ 発生初期。Sedium目より終令幼虫採集。

[Pieridae]     シロチョウ科

l Colias nastes aliaska クモマモンキチョウ 小型、斜面を低く速く藤。

2 Colias hecla      ヘクラモンキチョウ ルンジイロのコリアス

3 Colias palaeno     ミヤモンキチョウ

4 Euchloe creusa                クモマツマキに類比ハタザオ0-種より卵も採集。

5 Pieris napi hulda   エゾスジグロチョウ シロチョ舛斗では最も多い。

6 Pontia canidice nelsoniク サツキシロチョウ 難翻
18
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[Satyridae]   ジャノメチョウ科

l  Coenonympha tullia mixturata              灰自色のヒメヒカゲ。シアトルでは褐色の刑亜種を採集。

2  Erebia disa                                                      .

3  Erebia dabanensis(youngi)

4  Erebia rossl

5 0eneis bore      ボアタカネヒカゲ

6 0eneis men issa  ダィセツタカネヒカゲ 日本のものより更に黒い。

7  0eneis polixenes

[Nymphalidae]  タテハチ ョウ科

1 Boloria napaea alaskensis

2 Boloria eunomia triclaris
3 Boloria freija tarquinius
4 Boloria improba

5 Boloria poraris

6 Boloria titania
7 Boloria(Clossiana)friggarキ タヤチヒョウモン サハリンでも記録されている。

ILvcaenidae] シジミチ ョウ科

l  Plebejus(Agriades)aquilo                ッントラに分布する小型シジミ、表面は錮灰色、少ない、

2 Plebejus(Vacciniina)optileteカ ラフトルリシジミ 期餞自っぼく、畑が非常に小さい。

3  Glaucopsyche lygdamus couperi               カバィロシジミに類傾。

**関係する地図とイラス トは 16ベージに (編集の都合上)あ り。

(KATSUYATAKEUTI〒 430浜松市元城町H9-14サニータ1レス元城 501号 )

ヤチヒョウモン サハリンに分布。

アサヒヒョウモン

小型のヒョウモンで黒褐色。
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高尾山のチョウの近況 -1994年 のフィール ド調査から一

松田邦雄

[チ ョウの出現・消長の様子 ]

(春の頃 )

3月 も半ば頃より越冬個体のテングチョウ・ルリタテハなどが現れ始め、下旬にはモ

ンシロチョウ・スジグロシロチ ョウ・ベニシジミ・コツパメなどの姿も見られるように

なった。 4月 に入るとミヤマセセリ0ウ ラギンシジミも姿を見せ、アゲハの仲間は 5日

にナミアゲハ、22日 にオナガアゲハ・ウスバシロチヨウ、30日 にカラスアゲハと大体平

年並みの出現であつた。特記すべきことは、 4月 15日 に日影沢でスギタニルリシジミを

発見 し、その生態をカメラでとらえ、標本も作製したことと、 5月 1日 、本下沢で添徹

太郎君 (本会会員)がスジボソヤマキチョウ 1♀ の越冬個体を採集したことである。 (

夏の頃 )

昨年の冷夏に比べ今夏は猛暑が続いた。気温が高いので幼虫がぐんぐん育ったのか、

とにかく発生の時期は昨年より2週間くらい早いようであった。アゲハチヨウの仲間は

7月 始め頃には夏型が出現し、 8月 中旬を過ぎるとその数はぐつと少なくなり、昨年は

9月 末のヒガンバナに訪れていたモンキアゲハ・カラスアゲハ・オナガアゲハの姿はほ

とんど見られず、わずかにオナガアゲハの破損個体の飛来が観察された。

暑い夏に、黒い羽のアゲハは日向を避けて木陰の中を飛びかい、早く死んでしまった

ようである。 7月 4日 に人馬山ヘハヤシミドリシジミの観察に出かけたが、ゼフイルス

の発生も早く、カシワの木をたたいて飛び出してきたのは何とムラサキシジミばかりで

あった。あきらめて帰 りかかると、何とキラッと緑に光るものを発見、とらえてみたら

メスアカミドリシジミの♂であつた。17日 に再び陣馬山を訪れると、今度は山頂でメス

グロヒョウモンの新鮮な♀に出会いびっくりした。高尾周辺のオオムラサキも6月 中旬

から発生し始め、 7月 中旬頃は数多くその飛翔も見られた。昨年は 9月 中旬頃まで樹液

に来る姿が見られたが、今年は 8月 中旬頃までしか見ることができなかつた。作夏見ら

れたホソバセセ リ・ジャノメチョウの姿はとうとう今回は見ることができずに終わって

しまった。この 2種についての目撃情報があったらお知らせ願いたい。

(秋 の頃 )

昨年は10月 20日 にやつと 1頭のウラナミシジミ♀に会えただけで、ウラナミシジミは

どうしちゃつたんだろうと思っていたところ、今週は8月 26日 に早くもその姿を見ただ

けでなく、それ以降イングン畑で発生を繰 り返し、 9月 にはどこにも数多く見られ、10

月末頃までよく見られるというウラナミシジミの当たり年であった。またチャバネセセ

リも数多く発生し、やはり10月 末頃までよく見られた。昨年見られなかったウラギンス

ジヒョウモン 1♀ が見られた。またクモガタヒヨウモンも秋には割と良く見られた。勿
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論、メスグロヒョウモンとミドリヒョウモンはもっと多く見られた。ヒメアカタテハは

他のところでよく見たが、高尾ではまだ見ていない。 (10月 末現在)成虫はついに目撃

することのできなかったフジミドリシジミ・ ウラクロシジミはイヌブナ・マンサクのそ

れぞれの小枝で卵を確認でき、高尾では生存分布していた。

(ま とめ )

1993年のフィール ド調査 (高尾博物館 :松田)で 61種の蝶を記録できた。1994年の調

査で更に スジボソヤマキチョウ・ ウラゴマダラシジミ・オオミドリシジミ・ フジミド

リシジミ・ ウラクラシジミ・スギタニルリシジミ・ウラギンスジヒョウモンの 7種類の

蝶を確認することができたので現在は下記のように68種の記録となった。

*ア ゲハチョウ科 (10種 )

ウスバシロチョウ 0ジ ャコウアゲハ 0アオスジアゲハ 。キアゲハ・ナミアゲハ・オナ

ガアゲハ・ クロアゲハ 0モ ンキアゲハ 0カ ラスアゲハ・ミヤマカラスアゲハ

*シ ロチョウ科 (6種 )

モンシロチョウ・スジグロチョウ・キチョウ 。モンキチョウ・ ツマキチョウ・スジボ

ソヤマキチョウ

*シ ジミチョウ科 (16種 )

ムラサキシジミ・ウラゴマダラシジミ・アカシジミ・オオミドリシジミ 0フ ジミドリ

シジミ・ ウラクロシジミ・ トラフシジミ・コツパメ・ベニシジミ・ゴイシシジミ・ウ

ラナミシジミ・ヤマ トシジミ・ルリシジミ・スギタニルリシジミ・ツパメシジミ・ ウ

ラギンシジミ

*テ ングチョウ科 (1種 )

テングチョウ

*マ ダラチョウ科 (1種 )

アサギマダラ

*タ テハチョウ科 (15種 )

ミドリヒョウモン・ クモガタヒョウモン・メスグロヒョウモン・ウラギンヒョウモン

イチモンジチョウ・ コミスジ・ ミスジチョウ・サカハチチョウ・キタテハ・ルリタテ

ハ・ ヒメアカタテハ・アカタテハ・スミナガシ・ゴマダラチョウ・オオムラサキ

*ジ ャノメチョウ科 (9種 )

ヒメウラナミジャノメ・ジャノメチョウ・コロヒカゲ・ナミヒカゲ・ヤマキマダラヒ

カゲ・サ トキマダラヒカゲ・ ヒメジャノメ・ コジャノメ・ウスイロコノマチョウ

*セセ リチ ョウ科 (10種 )

ミヤマセセリ・ ダイミョウセセリ・アオバセセ リ・ホソバセセ リ・キマダラセセリ・

ヒメキマダラセセリ・コチャバネセセリ・チャバネセセリ・イチモンジセセ リ・オオ

チャバネセセ リ

以上の内、ウスイロコノマチョウは1993年 9月 13日 高尾博物館前で採集記録 したもの
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で、台風による南の島からの迷蝶と考えられる。この他に今回は未確認であるが、今後

見つかる可能性のある蝶はウラナミアカシジミ・ミズイロオナガシジミ・ミドリシジミ

・ハヤシミドリシジミ・シータテハ・ クジャクチョウ 0ヒ オ ドシチョウ・オオウラギン

スジヒョウモン・ウラギンヒョウモン 0ミ ヤマチャバネセセリ・ギンイチモンジセセリ

のH種類が考えられる。またかつて高尾周辺に見られた蝶で、現在は自然状態では見ら

れる可能性が少なくなった蝶はギフチョウ・ツマグロキチョウ・ヤマキチョウ・クロシ

ジミ・アサマシジミ・アサマイチモンジ・コムラサキの7種類が挙げられる。

調査の範囲は霞台から高尾山を中心に城山・小仏・影信山までの尾根と琵琶滝 0蛇滝

。日影沢 。木下沢等の沢沿い、初沢町 0高尾町・裏高尾町等、所謂高尾周辺とした。ぜ

ひともグループタマムシの会員諸氏に高尾の蝶の情報のご協力をいただき、よリー層の

確実な記録にしていきたいと念願している。高尾の自然科学博物館 3階研究室 *の松田

へご一報をよろしくお願い申し上げる次第である。今後蝶以外の昆虫についても調査を

していきたいのでご協力頂ければ幸甚である。 *〒 193八王子市高尾町2436

(KUN10 MATSUDA〒 351 朝霞市本 町 2-24-2)

1994年度の高尾山周辺のカミキリムシ採集記録
原田慈照

僕が本格的に高尾山に通うことになったのは松田邦雄先生に会ってからつまりごく最

近である。そのため採集した昆虫の数はそんなに多いものではないが、以下に最近の採

集記録 (94年度)を書き出してみようと思う。 (記録はすべて八王子市である。)

1)5月 16日 裏高尾町木下沢

当日はチョウを採集にいつた。ミツバウツギ ?の花を掬ったらフタオビノミハナカミ

キリが 1頭入った。他はなし。キャンプ場より奥の林道で赤い虫が飛んでいるのを発見

アカハネムシか何かだろうと思つて掬うとヒラヤマコプハナカミキリだつた。図鑑には

「少ない」と書いてあったのを思い出し大変嬉しかった。 (現在はアカメガシワやカエ

デ類のウロにいることがわかり、すっかり駄物になったようである)他にはベニコメツ

キ 2 exs.程 度。

2)6月 22日 高尾町高尾山 (稲荷山～山頂～4号路～1号路)、 高尾町

稲荷山コースではケヤキの枯れ枝を叩いてヒゲナガコメツキ1♀採る。途中の伐採後

の斜面で伐採木にエグリトラカミキリ、キスジトラカミキリがいた。高尾山頂でヨスジ

ハナロ撃。

今度は4号路を行く。アジサイの枯れ枝で ドウボソカミキリを 1頭採る。困つたこと



に他はなし。ある本に吊り橋の近くにムネモンヤツボシのポイントがあると書いてあっ

たが、ゴトウズルが見つからず。オオ トラフコガネ 1♂逃がす。

1号路で枯れ木を叩いていたら「カミキリですか ?」 とズバ リ聞いてくる人あり。そ

の人が松田先生であった。「よかったら後で博物館に来て下さい」と言われる。

途中一本だけ孤立した感じのアジサイからドウボソカミキリを5頭採る。この後に自

殺未遂の女性を見て (農薬を飲んだらしい)ド ウボソを採った嬉 しい気持ちがぶつとん

だ。

博物館で松田先生にアマゾンで採った蝶を見せてもらったりしてから、ゼフが来てい

るという栗の木のある場所に行く。クリの花に来ていたベニカミキリを 5頭採る。他に

はヨスジハナ、ニンフハナがいた程度。

帰 りがけに先生に栗畑を教えてもらい、クリの枯れ枝を叩いて、ヤハズカミキリ 1、

ヒシカミキリ2、 アトジロサビ 1、 ヒメナガサビ 1、 ケシ 1を採る。他はヒメシロコプ

ゾウムシ 1。 近くで積んであった薪よリキイロトラ 1。 他に多数いたがうんざりして採

らず。ヒメ トラハナムグリを l ex.採る。

3)6月 27日 高尾町

ベニカミキリ 1、 コプスジサビ 1、 ヒシ 1、 ア トジロサビ 1、 あまりの暑さに捜す気

力も失せ、ロクな物が採れず。

4)7月 2日 高尾町案内川、高尾橋付近

博物館に着いてすぐに松田先生に「ラミーカミキリを採った」と聞き、大変驚く。聞

くと博物館の前の川の所である。実物を見せてもらい、その美 しさに感動。先生の話を

聞いている間も、早くラミーを採 りに行きたくて落ち着かなかった。そしてその場所に

行き、すぐに 1頭発見。しかしすぐに飛ばれ、逃がす。付近を落ち着いて捜すと飛んで

いるのがわかる。普通のカミキリと違って人の気配を感じると飛んで逃げるのはまるで

タマムシの様である。僕と父と先生の 3人で 5頭採る。

高尾山口駅の近くでケシカミキリl ex.採る。

5)7月 4日 上恩方町和田林道 (陣馬高原下～和田峠 )、 陣馬山

ハヤシミドリを採ろうと思い、松田先生と行く。林道をかなり歩いて途中左側が開け

た斜面の所で虫が飛んで止まったのを見ると、なんとラミーカミキリが止まっていた。

慌てて採る。♀であった。和田峠でオオ トラフコガネ 1♂ 、エゾサビカミキリl ex.採

る。きつい階段を上 り、途中の伐採地で少し捜すが、暑いのですぐにやめて、上まで行

く。カシワ林の本をたたいて、飛び出すのはハヤシミドリではなく、ムラサキシジミで

あった。何故ダ～ !? あまりの暑さに戦意喪失。炭酸がないと死ぬ～といって和田峠

に向かう。今度は楽な道を行く。小屋がある手前の林内を飛ぶゼフを発見。採ったら何

とメスアカミドリであつた。 2人で 5頭ばかり採集。ハネスレ、カケが多く、一週間位

前がちょうど良いと思われた。付近には桜も多く、発生しているものと思われる。コク

ワガタ 1♀採集。
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6)7月 6日 高尾町高尾新橋付近、裏高尾町小仏付近

高尾新橋付近でラミーカミキリ1♂、松田先生が 2♂♂ (内一頭もらう)採集。

夕方、小仏にウラクロシジミを見に行く。近くで林の縁の荒れ地を飛んでいた ヘリ

グロリンゴ 1、 シラハタリンゴ 1採る。ウラクロシジミは確認できず。

7)7月 12日 高尾山～一丁平～小仏城山～日影沢林道

高尾山では収穫なし。山頂で昼食をとってから城山の方に向かう。コナラの枯れ枝を

叩いてキッコウモンケシ 1、 採る。コゴメウツギの枯れ枝を叩いてキオビナガカッコウ

ムシ 1、 ハナノミの一種 1採る。八丁平でサクラの立ち枯れを見たらヤツメカミキリが

止まっていた。採ろうとしたら落とし、必死になって捜してやっと見つけた後、もう一

度その本を見たらまた 1頭止まっていた。これはもつといる !と また注意して捜すと、

交尾しているのが 2ペア止まっていた。この立ち枯れで4♂♂ 2♀ ♀を得た。

城山の山頂手前で枯れ枝・枯れ蔓を叩いてキッコウモンケシ 1、 アトモンマルケシ 1

、シラオビゴマフケシ2、 エゾサビカミキリ1、 クロダンダラカッコウムシ 1採る。山

頂でウメの生木よリヤツメカミキリ1♂採る。

城山から日影沢林道へ降りてすぐ (2回 目のカープ手前)にカラムシの近くをとんだ

虫を発見。もしやと思い、見ると、やはリラミーカミキリであつた。ついに城山で採れ

てしまった。しかし何故こんなに目立つ虫が今まで東京から見つからなかった (八王子

で 1例記録があるのみ?)のだろう。やはり比較的最近に温暖化で入ってきたのだろう

か。

8)7月 15日 高尾町

高尾新橋付近でラミーカミキリ1♂。近くの桑畑でギガンティア (ネ キの一種 :ハチ

に擬態 している)のようなジガバチのような飛翔体を発見するも、逃げられる。桑の古

木が殆どないためハチの可能性の方が高いが、再度調査をしようと考えている。

9)7月 17日 上恩方町陣馬山

時期は遅いが 1頭位は居るだろうということで、ハヤシミドリを狙っていく。残念な

がら 1頭もなし。山頂の茶屋のおじさんは今年は見ないとのこと。外れ年の様である。

カシワの伐採木を叩いてクロフチヒゲナガゾウムシ 1採る。林縁に積んであった伐採木

をじっと見てニイジマ トラ14、 ウスイロトラ 2、 シロオビチビ 1、 フタモンアラゲ 1、

フタオビアラゲ 2、 キッコウモンケシ 6、 ガロアケシ2採る。ニイジマ トラは手をそ―

っと近付けて素早く捕まえないと、木の裏側に回ったり、飛んだりして逃げてしまうの

で、なかなか大変であった。僕と父がカミキリを採っていた時に、松田先生がツマグロ

ヒョウモンの♀を 1頭採っていた。どこからか飛んで来たにしては奇麗過ぎるので、発

生 した可能性もないとは言えない。下山途中の伐採斜面で トゲバ 1、 シナノクロフ 1採

る。和田峠でアプラチャンの葉上に止まっていた トガリシロオビサビ 1採る。

10)7月 27日 裏高尾町小下沢

スミナガシを採 りに入つた帰 りにキャンプ場奥の林道入□付近で飛翔中のオオヨツス
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ジハナを 1頭採る。極めてカッコいいカミキリである。初物でもあったので感激。

H)8月 14日 裏高尾町日影沢、高尾町高尾山

日影沢でヒゲナガカミキリを狙ってナイター (灯火採集 :プラックライト使用)を行

うが、アゲハモドキやチンケな蛾ばかり。モミの木に止まっていたノコギリカミキリ 1

、歩いていたアオオサムシ 1のみ。帰りにケープル駅 (清滝駅)の駅の灯りを見ていた

ら、「ヨコヤマヒゲナガですか ?」 と声をかけられた。その人も網を持っていて虫屋で

あることが判る。「ヨコヤマヒゲナガは上に行けば確実に採れるよ。去年僕の先輩が 5

頭、僕は 1頭採った。」と言う。そこで同行の松田先生を高尾駅に送ってから高尾山に

ケープルで登ることにする。清滝駅でノコギリカミキリ2採集。上に着いたら虫屋さん

が4名来ていた。先程の虫屋さんはタマムシ屋 (秋山黄洋)さ んで、アオタマムシが採

れるから来たとのこと。何でもタマムシをとるため10mも ある竿を担いで朝から番まで

木の葉っぱを掬っているという、すごい人である。ヨコヤマヒゲナガは夜中の3時頃動

く、というので徹夜覚悟「採れるまでは帰えらん !」

最終的に採れたのはノコギリカミキリ少々、ニセノコギリカミキリ少々、 トガリシロ

オビサビ 1、 (以下もらった)ホ ソカミキリ1、 クワカミキリ1、 ヤツメカミキリ1、

マイマイカプリでヨコヤマヒゲナガは父が 1頭目撃したのみ。僕は大学生の超素人クワ

ガタ屋軍団に目の前でヒゲナガカミキリを採られ、ショックは大きかった。ほかに秋山

さんがオオクロカミキリを 1頭採っていた。その他の人はイタヤカミキリも採れたと言

っていた。あとはキボシ、ゴマダラ、カタジロゴマフなど。

ムササビを見ることができたのは嬉しかった。 (オ イオイ)

(YOSHITERU HARADA 〒181三鷹市野崎2-16-5)

のポイント
遠藤 茂

体長がわずかに10mm前後ながら、鮮やかな色彩変化を見せるルリクワガタ類の人気は

相変わらずのようであるが、4種に分類整理された後、やや問題点がはっきりしなくな

ったような感じを受けるので、あらためて現状と研究のポイントを考えてみた。

1)採集法の進歩

ここ数年でルリクワガタ類の生態がわかり始め、必要な標本量を確保できるようにな

った。

a)冬期採集・・ 。いわゆる朽ち木崩し。産卵マークで分布 (現在では種類まで)を
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つかめる。飼育もチョウほど手間がかからない。 (4種 とも)

b)初夏成虫採集・・・コルリ・ニセコルリ共にブナ・ トネリコ類などの新芽に来集

する。時期を遅らせてホソツヤも来る。葉が開いた後は産卵

場所 (材下面)で ♀を待つ♂を採集しやすい。 (3種 とも)

2)各種の研究ポイント (関東を中心として)

a)コルリクワガタ

(1)分布・・・ 3亜種の境界線がはっきりしない。 (北信濃 :八溝山系 :フ ォッサ

マグナ西端 )

(2)変異 000中部亜種の3型 (天城 :奥多摩 :信州付近)の分布があいまい。

八溝山系の亜種の扱いと分布成立原因。

b)ホ ソツヤルリクワガタ

(1)分布 0。 ・ 日光にいるか。→ルリとホソツヤは代置関係か ?

ホソツヤは伊豆箱根要素 (氷河期がらみ)の一員か?

フォッサマグナを西へ越すか。

メヒはどこまで居るか。

(2)変異 000ま とめが必要。→亜種に分かれるか ?

c)ル リクワガタ

(1)分布 000ホ ソツヤとは代置関係か。→勢力争いか ?

(2)変異・・・個体変異の統計処理が必要。

地域変異の処理→亜種に分かれるか?(東北 :八溝山系 :関東 :中部)

**採集法の確立が急務。
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(SHIRERU ENDO 〒187小平市小川東町 1-2-21-4)

(編集後記 )

遅 くなりましたが、31号を送 ります。

昆虫界もクワガタブームが去 り、タマムシが静かに広く (深 くではない)プームの兆

しを見せているので、嬉 しいような焦るような日々が続いています。

94年は大病 (なのに海外に行く暴挙)を して、心機一転。95年 は引越しをし、蝶の食

草を庭に集めて楽 しんでいます (エ ンジン全開したい)。 皆様もご自愛を。 (遠藤 )
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