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中国地方の ゴマ シジ ミ
辻 元
中国地方の ゴマ シジミは関東の虫屋にはあまリリ￨1染 みがない と思 うが、私は 95、 97
年にい くつかの産地をまわつてみたので報告する。
的に中国地方 の ゴマ シジミは青

=般

い個体が多いが、山梨の 日野春近辺 の ものなどと比較 して、その青色が濃 υ、 このよ う
な個体は、岐阜、愛知の低地にも産するが、裏面の縁の黒 点が楔型になる点で区別でき
ると言われるが、必ず しも絶対楔型 となるとは言い切れな し、 また青い個体で も、‐般
に表面の黒い縁取 りは広 く、黒斑も発達するものがある。
ま、藤岡大図鑑 に詳 しいが、大きく分けて次の 4地 域に分けて考えられ
変異
―
てい る。
l.岡 山県、鳥取県
2.広 島県北東部

3.広 島県南東部

4広 島県北西部、島根県
1は 、青色部がやや灰色味を帯びる、黒斑が発達す る産地が 多い。 2は 、1と 似てい
るが、青色部は灰色味が薄し、 3は 、安定 して青く、後翅表面外縁に点状に自線が 出現
する。 さらに表面の黒点は退化傾向にある。 4は 、表面の黒帯が太 く、青色部 との境界
が明瞭であ り、黒点 も発達する等 と言われている。
しか し、実際採集 してみると、個体変異が大き く標本 か ら産地が分かるとい うよ う
な ことはほとんど望めなし、 各産地 10個 体を地較ナ醐よ 上の 4地 域は特定可能であ
るといつた程度 とい うのが正 しいように思 う。実際、例えば広島県北西部の個体で 、広

島県南束部産の個体 と同 じく、後翅の外縁に自線を持つ ものがある。 しか し地域独特の
特徴を持つ個体も確実に存在す る。たとえば、表面の黒点が退イ
ヒする個体は、広島県南
束部に しか出現 しない ようである。
生 訓 は、山梨近辺 の もの とは若千異な り、湿地 または湿 つた感 じの場所であ り、
ヒメ ヒカゲの産地 と重なっている ことも多い。 しか しこのよ うな場所は、乾燥化が進ん
だ り、開発 によつて失われがちであ り、既に消失 した産地 も多しヽ 特に、広島県南東部
の産地は小規模であ り不安定要因 も多 く、近い将来多 くの産地が失われ る危険が感 じら
れた。 また、広島県西部の産地は、スキー場開発の犠牲 となつて消失 した産地が多 く、
残 つている産地 も大部分が、点状 の もの となつてい る。岡山、鳥取の産地は、近畿から
近いので、採集圧 が大きし、 いずれに しても、中国地方 のこの蝶の将来には、あま り明
るい材料がない。
日本の ゴマ シジミは、い くつ かの亜種に分けられていて、中国地方 の ゴマ シジミは
daisenensisと 呼 まれる。中国地方 の ゴマシジミとははつき り区別できない個体も存在

する

(岐 阜低地の ゴマ シジミなどとは良く似た個体が多い)が 、かな り均質な集団であ

ることは確かである。 (た だ 日本の ゴマ シジ ミの亜種の分けかたには疑間を感 じる。
kaamotoと され る中部以西の ゴマ シジミは、高l14性 の ものを除いて一つの亜種 の方が
す つきりす るように思 う。実際 九州の ゴマ シジミは中部の もの と似 てい るし、岐阜低地
の ゴマ シジミも中国地方 の もの と似てい るのだか ら、現在の亜種区分に特にこだわる必
然性を感 じない。形態的な側面で分けるのでなく、遺伝子などの レベルでの研究を進め
て欲 しし、 例えば竜飛岬の ゴマ シジミは変わ つた ゴマ シジミとして有名 だが、形態的に
確実に他の産地 と区別できるとしても、 これを新亜種にする意義 はない と思 う。なぜな
らそのルー ツは東北亜種その ものに違 いないからである。気候などの要因で、多少の形
態的特徴を持つ ようになつた としても、それをことさら亜種をつ けて扱 うことは混舌Lを
招 くだけであろ う。反対に形態的に区別できなくても、亜種 として鴎 !jす べ き場合 もあ
ると思 う)
以下、各産地 と気づいた変異、95、 97年 の採集記録を順に書いておく。
1.岡 山県真庭郡川上村下郷原山陽休暇村 (プ レー トNo.1)

ここの個体は表面黒斑が発達 し、裏面はやや褐色を帯びる。表面の青1)少 し灰色味を帯
びているものが多し、 個体数は多い。
1997旬F8メ 110日

9exs

2.岡 山県真庭郡美柑村美柑

峠の付近に発生地がある。個体数は少なくない。表面の黒斑の発達具合はいろいろなも
のがみ られる。裏面は上の産地 と大差なし、
1997年 8月 10日

3 exs

広島県山県郡芸北町二月山 (プ レー トNd2)
山頂付近の草原で見られるが、個体数は少なし、 斜面がきつ く、その上を飛び回るので

3。

採集は困難である。表面の黒帯が太く、縁取 リカヽまっきりしている。表面のゴマ紋が大
きいものが多く鮮明な感 じの個体が多し、 少数ではあるが、表面後翅の黒帯の内側に自
線が現れるものがある。♂裏面は自く褐色味を帯びなし、
1997年 8月 7日
6ex8

4広 島県山県郡戸河内町深入山
草原にわずかなポイン トがあるが個体数は非常に少なし、 個体は雲月山とあまり違わな
い

。

1997年 8月 8日

2ex8

5.広 島県比婆郡高野町奥門田 (プ レー トNo.3)

個体数が多い と聞いていたが、あま り採集できなか つた。被検個体数が少ないのではつ
きりしたことは言えないが、表面の黒斑の発達は様々なものが見 られる。裏面は白く青
し湘 体が多し、
1997年 8月 9日

5ex8

6.広 島県比婆郡高野町高暮

ここの個体は黒 つぱい ように感 じた。墓地の近辺で採集 した。裏面も褐色である。 田離
的には 5と 近いが個体は随分違 つた印象である。
1995年 8月 17日

5 exs

7.広 島県神石郡豊松村中筋 (プ レー トヽ の

田圃の縁で採集 した。個体数は非常に少ない。 ここの個体は表面の黒点が非常に小 さい
ものがいる。後翅表面の黒帯 の内側に自点が線状 に現れ る。♂の裏面は純 自で楔紋が
発達 し、独特 の印象を受ける。 1頭 、表面黒 点が退化 し、黒帯が自つぱ くな り広が った、
異常型 と思われる小型の個体を採集 している。 この産地は、/L帥 涜謂 tさ れ る程、ワレ
モ コウが少なく、どう見ても少数か らなる個体群である。
1997年 8月

H日 2 exs

8.広 島県神石郡七曲

,豊松村 と同 じ傾向の個体のよ うである。ポイン トが狭 く存続が危惧 さ
個体数は少なし、
れる。
1997年 8月 11日

2 exs

luJI,Httme 〒222神奈川県横浜市港北区師岡町371‑4‑203)

6

Plate:中 国地 方 の ゴマ シ ジ ミ
1.岡 山県真庭郡川上村下郷原(1"78.11)

2.広 島県山県郡芸北町雲月山(1997̲86)

3広 島県比婆郡高野町奥門田(199789)

4広 島県神石郡豊松村中筋(1997811)
5鳥 取県日野郡日南町神福(1"58.21)
惨耕 内

6青 森県三厩村竜飛岬(1"282)
7長 野県伊那市春日城址 (1))7.815)
8.熊 本県阿蘇郡阿蘇町狩尾(1995816)
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ア メ リカで虫を採る こと
著 :添 篠
認憩6編 集 :斎 藤 基樹
儲

潜

会員の添 徹太郎氏力ヽ どこをどうだましたの力、 アメリカ合衆国東部に 1年 間の予定で
留学に出掛けてしまった。短報に書いたよう￨ミ 最後まで蝶採 りに励んでいた。とんと音沙
汰が無いけれど、まあヤツの ことだから達者なんだろう… と心配もしていなかつたら、だし
ぬけにアメ リカから 卜mi:力 籠目
いた。捨て置 くには惜しいのて、ここに掲置することにし
た。日本の一高校生が見たアメリカの虫事情、それなりに新鮮な驚きが感 じられて好ましい
ものとなつている。

.

現在僕は、 ウィスコンシン州 の グ リーンフ
ジ とい う都市 に住 んでい ます。 ウィスコ
ンシンとい う州は、あま り目立たなしり11な ので、何処にあるかを説明 します と、全体的
な位置は中西部 lMid We80、 五大湖 の一つ、 ミシガン湖の西岸 、 ミシシッ副 ‖上流の
東岸にあ ります。酪農が盛んで、男:賂 をチーズ・ ステイ トといい、おそ らく人 口よりも
牛の数 の方が多いような、平坦で牧場 しかないよ うな風景が延 々 と続 くような州です。
しか し北西部￨シ さな湖が約 4000も あるよ うな広大な沼沢地です。その中でグリーン
ベイが何処にあるかといいます と、ウィス コンシカ 11は ちょうど指を全部 くつつ けた掌
jヽ

のよ うな形を してお りま して、その親指 と人差 し指の間、二本の指が分かれる所に位置
しています。そ して親指 と人差 し指の空間が、グリーンベイ湾 とい うことにな ります。
お分か りにな りますか ?
多分地図を見た方が早い と思います。 (そ れを早 く言ってくれ…編渚注)
グリーンイ は人 口 10万 人ほどの中都市で、ウィスコンシン州 の中では 3番 目に大
きい都市です。 この町はグリーンM・ パ ッカーズ とい うアメリカンフ ッ トボールチー
ムを所有 していて、ホームゲームのある日には、交通が麻痺 して しまいます。が、アウ
ェイ・ ゲームの 日には外に出る人がいません。なぜなら皆がテ レビでゲーム を見ている
か らです。来年 日本にも来るはずなので、機会 があつたら観に行 つて下さし、 人々のパ
ッカーズを愛する気持ちは大変なもので、すべての家 にはパ ッカーズの旗が翻 り、ショ
ッピングモール にはあ りとあらゆるパ ッカー ズ・ グッズが並び、パ ッカーカ ラーの ドー
ナツや カ ップケーキ、そ して老若男女がパ ッカージャージを着ています。去年のスーパ
ーボ ウル に勝 つたので、今年の熱狂ぶ りは凄ま じい ものがあ ります。 は麗輸の
町の 中心部で も非常に緑 の豊かな都市で、繁華街で も繁華街 とい う気が しません。
もちろん緑 といつて も森淋の それではなく、ただの街路樹 (ポ プラとかそ うい うもの)
なのですが、非常に清 々 しく感 じます。大体何処の中小都市でもそ うなのだそ うですが、
東京 の殺風景な町並みを思い出せ￨よ やは り驚きです。 しか しその美 しさにも功罪ある

よ うで、その事については後 で述べ ることに します。
本題に入 りま しょう。 こちらに来てか ら総計 5回 、探索 に出掛けま したが、成功

(と

言えるのか どう力1凝 わ しいのですが)し たのは 1回 だけで、その他はほとん ど空振 り
に終わ りま した。細かい地烙 を述べ ることはきつ と何の参考にもならない と思いますの
で、環境 と、大体の蝶相について述べていきたい と思います。
なぜか今までアゲハチ ョウ科 とシジ ミチ ョウ科を採集 していません。 日撃を含 めて
も、Spicebush Buttemyと Tirr swanOWtailを 目撃 したことがあるくらいです。 シ
ジミチ ョウ科にいたつては日撃す らしてお りません。 これ らのチ ョウを探すのが来春の
課題です。最 も普通に見 られ るチ ョウはオオカバマダラで、このチ ョウはどこへ行 つて
もふ らふ ら飛んでいます。僕は現在フ ッ トボールチー ムに所属 して、毎 日毎 日泥塗れに
なっているのですが、その練習場 には沢山のオオカバマ ダラが一 日中飛んでいて、時々
地面に墜落 しているのを踏みつ けることもあ ります。 ところがある日突然姿を消 して し
まいま した。 さては、あの有名な南下を開始 したのだな、と考えてお ります と、その 3
日後の新間に、イ リノイ大学の研究者が、今年のオオカバマダラの南下を確認 した とい
う記事が出ていま して、なんだかいい気分にな りま した。今でも時 々、カナダか らの集
団なのか、ちょっ とした群れを見ることがあ ります。大抵の子供たちはオオカバマ ダラ
のことを知 つていて、僕が網を振 り回 してい ると、Monarch(「帝王」 とい う意味の、
このチ ョウの俗名 )を採つているの ?と 聞かれます。基樹さんが、キベ リタテハが一番
普通だろうなんて言 つていま したが、そんなもの どこにもいません。基樹氏にダマ され、
糠喜び した自分が情けない…。 (人 生なんてそんなものなのだ…編都∋
しか し町の中で見かけるチ ョウは この Monarchと 、モンシロチ ョウくらいなのです。
東京では、ちょつ とした公園 に行けばアオスジアゲハや ヒメ ウラナ ミジャノメくらいい
るの1民 問題は、植物が多様性に欠けることなのではないか、と思います。特に芝生の
責任が重し、アメ リカ人の 日曜 日の仕事は芝生を刈ることだ、とホス トファーザーの Bob
が言 つていま した 商 ヾこ芝生は美 しし、 しか しそ こには雑草の生える余地があ りませ
ん。モンシロチ ョウが どこか ら来るのか とい うと、家庭菜園 のキャベ ツから発生 してい
るのです。 しか し家庭菜園 の植物である トマ トや ジャガイモ、キュ ウリをホス トにする
チ ョウはいません。これが町中でチ ョウが見 られな い理由の一つではないか と思います。
では郊外 の、比較的 自然 が残つていると思われ る地域を見てみ ると、 ここもまた、
日本の里山な どと比較すると相当に見劣 りす る程度 のチ ョウしかいません。恐 らくこの
理由は、郊外にも家が 平均的に分布することだと思 いま丸 日本の、た とえば山梨など
で採集をす る場合、甲府 の町中を抜けた ら、後は家が点在する程度ですよねし まさか林
道の脇に家が建つていた りす ることはほとん どあ りません。 しか し日本の起伏に富んだ
地形 とは違い、この州の地形は平坦で、家 を建てるのに非常に適 しています。住宅地が、
延 々 と広がっている訳です。働 鶴こ一つ一つの家の区画は広 し、 それな りの雑木林的な
ものは残 つているのですが、森林 とい うには余 りに貧弱です。そ してここにも芝生、そ

してクリスマス用の針葉樹、見栄 えのいいメイプル ウッ ドなどが植えられています。
さらに郊外は どうで しょ う。 ここは更にどうしよ うもあ りません。大規模な農場が
い くつ もつ なが り、ただ土地 の境界を示す樹力洵ゴつぽつ立ってい るだけです。そ して牧
草はクローバーで、 a光ぉ

とぃ ぅヽもつ とも普通に分布するモンキチ ョウが

飛んで いるだけです。 あと、何
… の種類だか分か りませんが、Pearly Cment8potと い
う小さな茶色いチ ョウがたまに見 られます。おそ らくもつ とも良く自然が保たれている
のは Indian Resewation(イ ンディア ン保護区、居住区みたいなもの)と 国立または
州立公園なのではないか と思います。 しか しその中は採集禁止だったはず…
では どんな所でチ ョウが多 く見 られ るのか といいます と、人間が住むのに適 さない
土地が一番多い。特に多いのは、川の側

011と

いつて も、幅 1〜 10mく らいの クリー ク)

で、 じめじめ した湿地帯です。そんな所 に家 を建てる人はいませんか ら、川に沿 つてち
ょつ としたチ ョウの楽園 とな ります。 しか し、湿地ですから生育できる植物国限 られま
す。やは り種類は限 られて しまうのです。また、線路の脇は穴場です。人家 の庭先を走
つてゆく線路はあま りあ りませんから、大体 どこも環境が保たれています。それに線路
の上はまあまあ歩き易 い し (湿 地に比べて)、 電車 も一 日2回位 しか通 りませんか ら、
それな りに採集 には適 した場所です。 しか し、湿地同様、種類は限 られて しまいます。
やは り、アメ リカでチ ョウを採集す るのは、それな りに難 しい よ うです。何せ広 い
し、ポイン トは知 らない し、数 と種類を採るのは大変です。
来年の計画としては、種類数を 50く らいに増やす こと、North CarOlinaの Great
Snloky Mountainに 勒
b置銀 aを 見に行 くこと、コロラ ドにパル を採 りにイテこう
かなと考えています。何かいい計画があつたら知 らせて くださし、 さよ うな ら。
い 慟αl SOE,Ъ t3utaro ll15 Rooooe St GDen Btt WbЮ nginUSA 404

nm∝ SAIn,Motolci〒 180東京都武蔵野市中町 2‑16‑1■01)
付記》その後、添氏から国際 l咆で採集 したチョウの三角紙標本が届いた。彼の大雑把な
《
性格が じつによく顕れており、乱雑に大型三角紙に採集 した当時のまま詰め込んで、そのま
ま送り出したようで、ほとんどがあわれにも破損 していた。まつたくもつて困つたやつであ
る。また展翅・整理 していなし功ヽ 採集品の中には α西田 ′山bぬ写 a蹴囲
b中 pリ
"ノ
(オ オカバマダラ),力 勧口麟壼 2 Lロ ム カb口J力 2dttμ日 (オ オカバマ ダラに擬態
する有名なタテハ VicerOy"), L"b叩
―
い

(ク

ロヒカゲの仲間は合衆口東部にのみ産する),

畢 (シ ータテハの仲間),…
(ギ ンポシヒョウモンに似た大型D,
―
ーロツパァヵタテハ)な どが含まれていたことを付記してお <。 こ
′励

"(ヨ

れについての詳細￨よ 恐らくは来春から行われるであろう

nml)添氏のさらなる調

(希 望

査結果と併せて、別の機会に改めて報告することにしたい。

1995年 度蝶類採集 (観 察)報 告
指田 春喜
・ 石り
￨1県 頃
じ尺市ワじ也 (釜副町工業りυ学自認MM疱 )Apr.,08,1995
ギフチョウ l18♂ ♂
石川県内の初見 日は 3月 中にあつたものの、全体的には、昨年よリギフの発生は 1
週間から 10日 程の駒
、 兼六園の桜もつぼみが多かったが、この数日の暖かさでや
つと咲き始める。金沢市では、4/6に 平栗で発生が確認 (2 exs蝶 談会会員吉村氏よ
りの私信)さ れてお り、この好天に誘われ、いよいよ採集の開始し当地は、金沢市郊外
の産地としてミクロ的には初めての場所である。雑木淋内の散策路が絶好のポイン トで
あった
・ 石川県金沢市荒山 Apr.,15,1995
ギフチョウ 4♂ ♂

4/9(日 )が 雨、10日 の月曜 日から2〜 3日 国晴れの日が続く (こ の間に仁平、
金沢両氏がギフ狙いで栽

何と悪運の強い奴らめっ !)。 その後、いつたん天気は崩
れ、今 日からまた良くなる。午前 10時 過ぎ、会議とい うことにして、大学を抜け出 し、
富山県境福光方面に向かう。発生は昨年よりやは り遅く、新鮮な♂が多し、
・ 石川県金沢市山科〜窪町 Apr.,16,1995
ギフチョウ 20♂ ♂ 4♀ ♀
大阪より住吉氏来沢。案内役で久 しぶ りに (採集 ノー トを見たら 10年 ぶ りであつた)
当地に入るも、その数はやは り少ないようだ:そ れでも午前中3人 で合計 80頭 以上を
採集 した。♂もかな り新鮮であり、♀は未交尾の個体もあり。当地は仁平氏お気に入
りの竹林の産地であり、採集は極めて容易。齢 (よ わい)70を 越える上記の住吉氏で
も20頭 以上を採集していた
。石川県金沢市湯涌町 (湯 涌温泉)Apr。 ,21,1995
ギフチョウ 10♂ ♂
1時間程で 10♂ ♂採集するも、ややイタミ。発生場所は下の方であるのか、この場
所ではいつも♀はあまり採れなし、
・ 石川県石川郡白峰村白峰 Calt.650m) Apr.,29,1995
ギフチョウ

1♂

途中、赤谷に入る道を間違えてしまい、30分 のロス。 9時 30分 、現地着。小赤谷ヘ
の分岐点から 500mも イ
勲 唸 い うちに道は雪に埋もれている。今冬はやはり山は雪が多
かつたようだ。その少 し先に大阪の蝶屋が一人。あまりの雪の多さに驚き間もなく退散
してしまつたが、それでも今が ̀山 ギフ'の 採集時期であることを彼は知らないよう
である。10時 半、上記地点に移動。雑木林の中に杉の伐採地があり、自峰部落との稜

線 に出る。 これがまさに絵に描 いたよ うなギフのポイ ン トに見える。問もなく 1♂ が
飛び出 したが、それが この時期には信 じられないようなボ ロ。 で も白峰 のギフは珍 :な
̀早

のだ )12時 頃よ り曇 りは じめ、 これでお しまい ! カモシカ ロ撃も ここは数年後には絶
対ギフの採集 ポイン トになること間違いな し。
・ 新潟県岩船郡山北町言峠 (alt.450m)May,03,1995
ギフチ ョウ

4♂ ♂

17リ ロ
・
今年の連体 も東北 ギフ ツアー (家 族 3人 、小 6の 娘はひ とり不参加)と い うこ と
になつた,前夜金沢を発ち、北陸 自動車道・ 照崎パー キングで例眠 ,朝 メシ後、雷 (い
かずち)峠 をめさす cF]的 地に近づ くにつれ天気が悪 くなるが、 一応峠に駐 :L:当 地は
新潟 と山形の両県境にあ り、何故か新潟県側はそ こそ この天候なれ ど、この叱 点では山
形県側は雲力対
享い。周辺の杉の幼木が多いポイン トらしき場所を巡回す るが、全く姿を
見ず、午前 H時 過ぎに峠に戻る。その直前、道路脇 でわずカゴこ出ていた新葉に卵発見
結局、峠の真下の杉 の幼木林か ら出て くる個体 4♂ ♂ (2♂ ♂はボ ロ)を 採集。 それ
に してもその飛翔はとて も速 く、 これがギフチ ョウか と思 うほどである。金沢辺 りの柔
なギフ採集 が身に染みついて しまつてい るので、和Л寺lllて くるかわからないギフに気を
は りつ めてお き、そ して突然現れ る個体を追いかけて、ダッシュを繰 り返 し、∞cmの
ネッ トを振 り回す。 これはもうスポーツ、いや格闘技である̀)逃 げられた時な どはもう
ヘ トヘ トであったが、 日頃の運動不足解消にはもつてこいであつたЭ比較的ゆつ くり飛
んでい るのは汚損個体 とい うのはイ
可とも皮肉なものである。
・ 山形県西田川郡温海町関川峠 (alt.450m) May,04,1995
ギフチ ョウ 10♂ ♂ 1♀
予定では雷峠で採集後、宿泊地 の鶴岡に向か う途中で、その 日の うちに この関川峠
のギフもや っつ けちゃ うはずであつたが、前 日ここを通 つた時は ドン曇 り。そ こで、新
庄温泉に行 く予定を急速変更。午前 7時 半、鶴岡で朝 メシを食 っている時は快晴 であつ

30分 、当地に着いたときはmヽ 曇天:山 形県も南部ほど天気が悪し、
ポイン トを探 しなが ら ドライブ し、午前 10時 、 R7号 の トンネルの上より、林道にち

たのが、 8時

ょつ と入 つた ところで、杉の本の梢 (7〜

8m)の はるか上を飛ぶ個体を目撃。やは り

猛烈に速 く、ただただ 日で追 うばか りな り。 この林道の先にちょつ としたポイン トがあ
り、ス ミレに吸蜜訪花す る♀も採れた。午前 2時 ネ ッ トを しまい、羽黒山の下を通 つ
て、本 日の宿泊地 。新庄温泉に 4時 30分 着。

Ly,05,1995
明け方まで雨が降 つていた。午前 9時 半まで温泉 に浸か りなが ら、天気の回復 を待

・ 山形県最上郡鮭州村羽根沢温泉

つが、気温も低 く、相変わ らずの曇 り究 仙台在住の友人か ら教えてもらつたポイ ン ト
・
マ ップがあるのをす つか り忘れ、温泉 の上の林道を 7〜 8キ ロつ めるもまった くダメ。
雲が流れ、 5分 と続けて陽が差 してなし、 日陰には雪 もかな り残 つてお り、陽がかげる
と少 し肌寒 い。昼食 に食べた即席 ラーメンの温か さがイ
可とも嬉 しかつたことハ 明 日の

下見を兼ね、戸沢村三ツ沢林道に転戦するも、天候は一向に良くならず、早々に退歳
結局、この日は Nullで あつた。新庄温泉 0「 あぶら山旅館」で湯治 (素 泊 り、一人¥2a10
は安く、風呂が中々良かつた)。
・ 山形県最上郡戸沢村三ツ沢林道 ●:t.450m)Ly,06,1995
ギフチョウ

6♂ ♂ 1♀

『 ギフチョウ 88ヶ 所めぐり』のポイン トがどの辺であるか良くわからなかつたが、
林道を4〜 5 kmく らい入つたところの杉の林縁のひだまりでフアフアする個体を発見
そしてまた歩きはじめてすぐ、道路上 4〜 5mの 高さをこつちに向かつてくる個体をジ
・イン (ピ カピカの♀)。 その後はサッパ リ ! さらに林道をつめ、
ャンプー発、ネッ ト
7〜 8 kmの 地点で杉の造林地に出、ここがまあまあのポイン トであつた 小生はその
先にある左側の鉄塔に登るもダメ (地 元の官城の蝶屋の話では、右側 2つ 目の鉄塔がポ
子が 2♂ ♂、家内が 1♂ 。あれだけ歩いた
自、
イン トと力う。杉の造林地ポイン トにいた′
ノ
14功 ｀2♂ ♂とは情けない。
・ 福島県耶麻郡西会津町徳沢 Glt.350m)May,07,1995
ギフチョウ 2♂ ♂ 1♀
前夜は新庄より米沢

(晩 メシに米沢牛のステーキを賞味)を 経由 して、上野尻駅前

(小 生は自転車置き場で寝袋、家内と息子はクルマの中)。

去年、野営 した徳沢
駅 よりややましれ 前夜 10時頃から降 り出 した雨も明け方には上が り、その後天気は
急速に回復し、ポイン ト (103期 に午前 9時 前に到着すると、まさかの先客がひ
とり。横浜からの蝶屋であり、その後にもうひとり、どうも有名ポイン トらしいがギフ
で野営

の数は多くなく、他の二人はダメのようであつた。夕方には金沢に帰つていなければな
らない とい う運転手 (奥 方)。 そこで、午後 1時には高速に乗るべ く、クルマのところ
今戻る約束を無理や りにさせられていた関係で、午前 11時 に採集を打ち切る。途中ま
でクルマで入つたが、道が悪いので、歩いた方が良い (ポ イン トまで 1時間ほど)。
担峠 山 ,釧 ,1995
R360号 は今 日から"嘔
開通。 しかしながら、錠前 (ナ ンバーはゾロロらしい)を 開け
て、多くの採集者がそれ以前よりこの峠に入つていたらしし、 本日は平日のため、子供
たちが登校後、家を出てきたので福光一城端 ―五箇山一白川郷一天生峠と来たときは、
10:00Am少 し前であつた すでに峠手前の湿地の中にはかなりの数のネッ トが見える。

・ 麟諄期し超甲部白,:昨

見えない部分を含めるとその数 20〜 30人以上になる力、 これには驚いた。あまりの採
集者の多さにそのポイン トらしきところを避け、峠より右手の尾根の方に向かつた。20
〜30分 ほどで別の湿地『 匠屋敷 (た くみや しき)』 なる場所に出る。誰もいない し、そ
の環境はまさにあの 大多和峠のパラダイス"に 非常によく似ているではない力、 こ
れには思わずニンマ リ。だが、これが全くの見かけ倒 しであつた。 この辺りにカンアオ
イはなく、おまけに午前 11時頃より風が少 し出てきた。 この間日撃ももちろんゼ ロ。
見るのはネットを持つた虫屋ばかりなり。そこで、多摩虫会員の金田氏から以前聞いて
10

いたポイン トに入ると、既 に先客が数人、その うちのひ とりは、友人である大阪の K氏
湿地周辺のプ ッシュの中にポ ッカ リと空いた陽だま り、 この時点で K氏 は 9exs。
あ―あっ!! しかも多 くは ここで採った とのたま う。 たぶん、その時の小生の顔は完全
に平静を逸 し、だいぶ引きつつていたのではないれ この重ねてのショックか ら脱却も
できず、正午まで、そ こに腰を落ち着けガンバノ
場ミ
、 日撃 さえゼ ロ。その後、数人 の採
集者 に声をかけなが ら、成果を聞け￨■ まとん どの人が 2〜 3頭 はネ ッ トしていた。午後

3時過ぎまで近くを徘徊するが、結局ヌノ
咤 天気はほぼ一 日中晴であったのに、 この有
り様、正に完敗であつた
・ 岐阜県大野郡白川村天生峠 山n,o2,1995
酒の力を借 り、前 日の惨敗からかろ うじて立ち直 り。平湯のクモマ ツマ キの予定を
変更 して、再度天生峠にり職 ! 金沢を 7:00Amに 出発 し、9時峠着。 さすがに虫屋は
いないが、天候は完全な曇 り空:そ の うちに名古屋か ら
の夫婦 2組。情報交換の
―
立ち話をして左右にわかれた後、ほんのちょっと薄陽が差 したすきにそれぞれ 2組 の虫
屋夫婦が出たばか りの 2♀ ♀を採集 していた。 当然その間、私はと言 えば目撃ゼ ロ。
あ―つ ! もうこの採集報告を書くべく、キー 0ボ ー ドを叩く気力もなし、

あ―あつ、も―、や―めたッ

!

(SASttDA Hani 〒920 石り￨1県金沢市材木町 15‑68)

<前承 32‐つの訂正>
前号に、以下のような誤りがありました。お詫びして訂正します。
① p46『 人王子市高尾山麓におけるスギタニル リシジミの高
醸赳
下から14行 日 「南渕 ‖
町入沢 2」 → 「南渕 ￨1町入沢 ユ 」
￨1県 におけるスギタニル リシジミの分布記録 2例 』
② p47『神奈り
「
ー
1困宮ヶ瀬む→ P割 1府 官ヶ瀬型聾
デ タ中 清り
③ p19『 カナダの荒蕪地を行く』
写真のキャプション
J→ 「ベツドライ ト」
ヘ ッドランプ￨ま 炭坑夫が頭につけるヤツの方ですな。最近知った
…
④ p22『 カナダの荒蕪地を行く』
下から4行 日 「辻氏が密カゴこ次はイ ン ドのノウレを狙つているらしい」
→ 「辻氏が密かに次はアフガニスタンのノウレを狙つているらしい」
私￨ガラ
a独 りで行つてくれ

"り

なお、①・②をご指摘いただいた原田 慈照氏には深謝しますし今後もよろしく。

1996年 度蝶類採集 (観察)報 告
指田 春喜
・覆
二
月1鼎 j呻燿続
ギフチョウ

寺 Lr.,24,1996

1♂

百万石蝶談会会員の松井氏に誘われ、初めて当地を訪れた。当地は石川県内では最
も早くギフが姿を見せる産地のひ とつであり、本年もすでに 3/20に 同 じく蝶談会会員
の松田氏によりその発生が確認されている。 この情報をもとに出かけた訳であつたが、
天候は掬晴なれどやや気温が低く、発生の初期とい うことも相まつて上記の貧几
・ 石川県小松市遊泉寺 Apr.,06,1996
ギフチョウ 15♂ ♂
その後、3月 末から4月 に入つても気候が悪く、気温の低い 日が続いた。午前 10時 、
大学を抜け出 し、小松市に向か う。先 日、1♂ を採集 した場所の近くに富山ナ ンバー
のクルマが 1台 。雑木林への小道を辿ると、カメラを肩にした男が一人、その先の林の
中にはプルーのネットが見えた。すでに 7頭 を採集 していた。同じ所でやるのも少 しは
ばかられたので、周辺をウロウロする。正午頃より気温も上がり、日に入るギフの数も
しめた
増え、実質的に本年度最初い
・ 富山県東■波郡城端町―帯 Apr.,20,1996
それほど良い天気ではなかつたが、久 しぶ りにこれといつて予定もなかつたので、
大学を抜け出 し、上記の場所に出かける。過去に採集記録がある場所をうろつ くが、現
地に着く頃には曇 りとなり、ギフチョウの 目撃な し。
・福井県三方郡三方町梅丈岳 Apr.,21,1996
前夜、福井 (家内の実家)入 り。午前 7時 に義父と義弟の 3人 で出発、9時 、梅丈岳
山頂に立つ も、梅丈岳山頂だけ雲があり、皮肉にも遠く海上や平野部は陽が差 している。
それにしても寒し、 時折陽も出るが、みぞれも降る天候に早々に下山。カンアオイも点
在 し、食痕もある。下界のサクラは満開なのに、山頂のサクラは海風にさらされるため
なのか、まだ苦であつた
。新潟県小千谷市山寺木津峠 Glt.300m)Apr.,27,1996
クジャクチョウ l ex
ギフチョウ 16♂ ♂ 3♀ ♀
コツバ メ l ex
スギタニル リシジミ 2 exs
yパ スの
急行 「きたぐに」で金沢を発ち、長岡経由で午前 8曝 舜 千谷着。R17の ノ
1ヽ

下をくぐり駅裏の丘陵 (山 寺木津峠)に 登る。
『 みやくに通信』のポイン トには先人が
2人 、まだ陽射 しも弱く、気温も低しヽ 当然まだギフの姿な晩 山道に入つてのすぐの
カープが第 1の ポイン トで♀が出てくるらしい。 この蝶屋 と立ち話中に 1♂ が飛び出
・ イス その後、山頂をめざす。頂上直下手前の山道に沿つてギフは
し、難なくネット
12

上がってくる。そして、この小道を横切る。 この数日の好天気で一斉に発生 したようで
あり、どれも皆新鮮な個体である。9時頃からほぼ 15分 に 1頭 ほどの割合で姿を見せ、
これを採集するのは極めて容易であつた。東京から来た別の虫屋が近くにいたが、何故
か彼はまつたく採れず、その うちに別の場所に転戦 したようであり、いなくなって しま
つた。頂上の先 100mの 小道にもカタクリの咲くポイン トがあり、この間を往復して数
を稼 Q天 候はほぼ快晴、気温も高く、絶好のギフ日和であつた。午後 1時過ぎに下山
して、その朝、最初の 1♂ を採集 した♀のポイン トに向か う。やはり、その場所で期
待通 り3♀ ♀凛
ウッシシ!!
・新潟県長岡市桂町桜峠 Glt.3001m)Apr.,28,1996
ギフチョウ

6♂ ♂

前夜は長岡駅前のビジネス・ ホテル 「長岡タウンホテノ 楓 呂共同、¥3900、 これ
以下はないだろうな)に 投宿。駅 ソバで朝メシ後、上見附行きのバスに乗る。25分 、
桂下車 (¥260)。 右に入 り、間もなく登 りになる。途中、「車山油田」を通 り、45分 で
L/」

桜峠に出る。上にはかな り立派な道路があり、榎峠方面より車で入れるらしく山仕事関
係者の車が 3台。その うち、関東と関西の虫屋が入つてきた。 この間ず うつとどん曇 り。
気温も低く、ギフの姿な晩 午前 11時頃より天気予報通 り回復の兆し、下界口晴れ間
が出夕
台める。H時 半、峠一帯のスギの植林地 (い カゴこもギフのポイン トらしい)で 千
葉の虫屋が、すでに 5♂ ♂を採集 しているのを聞き、参戦。午後 2時 半までにや つと
6♂ ♂。多くは新鮮、でも 30分 に 1頭の間隔で現れるかどうかのギフを待つのは少 し
辛し、
・ 新潟県柏崎市長鳥駅付近 Apr.,29,1996
ギフチョウ 17♂ ♂ (7♂ ♂はボロ)
へ。塚山方面に少 し戻 り、踏切を渡 り、
午前 8時過ぎの普通電車で長鳥駅 (無 畑
すぐ左手の山道に入る。たんぼの中の農道を ∞〜40分歩き、峠に出る。「塚山農道竣工
記念碑」なるものがあり、ここより右手に入る山道 (こ れがちょっとわかりにくい)が
あり、これを 200〜300mく らい入つたところにギフのポイン トはあった。 カンアオイ
は見つからなかつたが、すぐに地表を這 うように飛ぶ ♀を発見。採集は容易そ うだつ
たが、近づ く前にチラチラとブッシュの中に入つてしまい、そのまま下に降 りていって
しまつた。結局その 日、見た♀はこれだけであり、採集 した♂がひどいイタミ個体が
多かったとい うことを思 うと、この個体を逃 したのはかえすがえすも残念 ! 15分 に
1頭の割で同じ方向から同じようにギフが飛んでくる場所があり、最初のボロ3、 4頭
を採つてしまうとかなり鮮度の良い個体も混ざり、やや安心 した。長岡近郊の低山帯で
は春先の低温でギフの発生が 7日 から 10日 ほど遅れているようだが (昨 日会つた千葉
の虫屋の談では、塩沢、浦佐などのスキー場はまだ一面の銀世界であつたと力り、例年
なら4月 上〜中旬の当地ではいささか遅きに過ぎた
・ 新潟
角神温泉 Ly,03,1995
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ギフチョウ 23♂ ♂39♀ ♀ (10exs以 上を息子が採集、カミサンが 7〜 8 exs力 つ
当初の予定では、新発田市の赤谷で採集するはずであつたが、ポイン トがわからず、
午前 9時 に鹿瀬町の角神温泉に職

1時 間後現地.ホ テルの上の S字にカープしてい

る道路周辺の雑木林を伐採 して、杉を植林 し始めた (あ るいは予定の 場所が正に 絵
に描いたようなギフのポイン ト"。 やは り、先人 (̀中 年'よ り ̀老 人'と 言つた方が
ピッタリの蝶屋 2人)が いた。 しか し、日撃はするが、まだネットはしていないと言う。
すぐ参戦 し、間もなく 1♀ を採集。その後は本当に湧き出るようにギフが次から次に
現れる。 ここは尾根ではなく、ス ミレに吸蜜するなどの ♀が多く、その発生地に ドッ
カリと腰を下ろし、缶 ビール片手のギフチョウ採集であ り、久 しぶ りにゆつくりと堪能
できた。午後 2時 まで採集 したが、時期がやや遅かつたのは残念
。新潟県東蒲原郡津川町柳新田 May,03,1996

!

ギフチョウ 6♂ ♂
帰路、その道をさらに上に行き、そのまま潮 ￨1町 柳新田に回る。蝶研の 88ヶ 所めぐ
りのポイン ト近く、路上を飛ぶ個体を発見、∞ 分ほど採集するが、当地も当然のこと
ながら 1週 間前なら良かつたであろうに…。
・ 山形県最上郡餞州村松沢 Ly,04,1996
ギフチョウ 6♂ ♂ 1♀ (卸
前夜は山形県の鼠ヶ関の民宿泊まり、午前 7時 、予定通 り鶴岡を経由して、R47で 新
庄温泉に向かう。仙台在住の友人から教示を受けた鮭川村のポイン トに入る。 ここの伐
採地はギフとヒメギフの混生地らしし、 右手に杉の植林地、稜線には雑木林が残 り、田
畑の後ろに絶好の伐採地が広がっている。杉林を回り込み、尾根に出る。間もなく、突
然目の前に 1頭 のギフが現われ、ネッ ト0イ ン。採集 した 6♂ ♂がすべて同 じコース
を飛んでくる。斜面の傾斜が急であり、あまり移動できないので、正午まで息子と二人
でここで粘る。天候があまり芳 しくなく、上記の貧果なれど、念願の日 ‖
村のギフが採
れ、満足。当地での今年のギフの発生はやや早いらしいが、それでも今 日あた りではま
だその走りなのであろうか、すべて ビカビカ。ちなみに、当地のギフの飛翔はかなり速
く、息子は 2度振 り逃がす。あ―つ ! もつたいなし、
・ 山形県最上郡鮭州村和 ￨1温 泉 May,04,1996
ギフチョウ 1♂
明 日の下見を兼ね、羽根沢温泉スキー場に転軌

しか しながら、この頃より完全な
曇 り空となり、嶼
恒例となっているコーンとメンマ入 りのラーメンをつ くり、
食後のコーヒーを飲むと、後は息子とボールを蹴つて遊ぶしかなし、 午後 3時過ぎ、急
に薄 日が差し出し、スキー場の上に登る。カンアオイが杉林の林床に散見され、ギフの
棲息を確信させる。 しばらくして、背後 (上 部)か らスー ッと下に降りて行く個体を見
つけるが、あまりの急斜面に足は出ず、ただただ眼で追 うばかり。その後すぐブルーの
ネットに一瞬近寄つた個体を一振 り、期せず して 1♂ が採集できたのは幸いであつた
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・ 山形県新庄市新庄温泉―帯 May,05,1996
夜中の 3時 に目が覚 めた時に雨音が したが、 6時 に起床 した ら雨足はもつ と速 く、
励ヾ
天気予報でも回復 の兆 しな し。朝風呂後 のビーノ
旨い ! 午前 10時 過ぎ、往路 とほ
ぼ同 じコース (劇 ‖町、羽黒町な どの環境をチ ェック)で 鶴岡を経由 して、温海町、
温泉街で昼食後、新潟 より高速に乗 り、長岡か ら小出に回 り、投宿。その間、ほとん ど
雨、あ―あつ !、 だめだつ!!
・ 新潟県小出市付近 May,06,1996
、芋川などを大湯温泉まで 15キ ロを下見、雪がかな り残
ってお り、 7日 ぐらい早い力、 結局することもなく、早 々にそのまま肌
・ 新潟県北魚沼郡川 口町川 ロスキー場跡 Ly,11,1996
R345で 葎沢

(む ぐらさわ

ギフチ ョウ

5♂ ♂

一週間前の雪辱戦なれ ど、葎沢方面の 1番 バ スに間に合わないので、eJRの 駅から近
い当地でまず採集。だが、やや時期遅 く、おまけに数 も少なし、 その晩￨シ 出駅前の民
jヽ

宿泊ま り。
・ 新潟県北魚沼郡葎沢 ―芋川温泉 膿y,12,1996
満を持 しての 葎沢決戦"で あつたが、朝方まで雨。結局一 日中曇 り、葎沢まで行
くもす る事無 し また、小出駅前の民宿泊ま りで、酒以外 にす ることな し。
・ 新潟県南魚沼郡大和町浦佐スキ‐場 Ly,13,1996
またもや雨。あ―畜生 めっ !、 金沢に帰るしかない力、
・ 岐阜県吉城郡河合村天生峠
ギフチ ョウ

Ca!t.1290m)Ly,26,1996

2♂ ♂

午前 6時 に出発 し、福光 一城端 一五箇山一白川郷 と走 り、午前 8時 30分 、天生 (あ
もう)峠 のゲー ト着。河合村への道 (R360)は 例年にな く、残雪が多 く、15分 ほ ど行
つた ところでス トップ:標 高 1000mを 超 えると、山側 も谷側 も雪が残 り、沢 スジとの
出合 いか らは大きく雪が迫 り出 している。右側の急斜面か ら落ちた大量の雪が雪止めを
越 え、道路をふ さいでい る。 一人長靴にはきかえ、天生峠をめざす。30分 ほどで峠に
!ll・IIllの ポイン ト
の湿原はほとん ど雪で埋まつている。雪が融けたところか ら
到着。白り
少 しずつ ミズバシ ョウが 自い花を咲かせ始めているが、例年に比べ、木 々の葉・ 芽 の伸

び もだいぶ遅し、 そ こで、河合村側の山道をちょつ と登る。その杉の植林地で雪を避け
て、10時過ぎまでギフを待つ。結局、 2時間 で 2♂ ♂ (た ぶん、この 日に出たと思わ
れる極めて新鮮な個わ 。 で も、 この天生峠産のギフを狙 いは じめて、何 と6回 目に し
てや つ と採れたのである。や つぱ り、嬉 しいな
!

・ 岐阜県大野郡白川村天生峠 Calt.1290m)山 n.,01,1996
ギフチ ョウ

H♂ ♂ 1♀

5/26と 同様なルー トで天生峠 に向か う。1週 間の間にや つ と道は開通 し、何 とか峠
までクルマが入れるようになつていた 日1回 、 2♂ ♂採集地点で午前 10時 まで待つが、
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1体・
この間に日撃な し。そ こで 白り
lfAllの 湿原に転戦:同 時に入山の名古屋の 中年の 2人 連

れが この時までにすでに 3♂ ♂を採集 していた。道路 をはさんで湿原 の反対側 の斜 面
に入ると、 この前、まつたくダメだつた所 に♂が 2つ 飛 んでいるではないれ 林 の 中
のちょっ と開けた陽だま りは絶好のポイン トである。湿原内で発生 した個体が自然 とこ
こに集まつてくる感 じである。 10分間 に 4♂ ♂を採集。その後、 この付近を巡回 し、
午前 2時 までに上記の成果 は、なかなか採 り難 い 山ギフ"の 当地では上出来である。
これにて、本年度国内採集 は終了とあいな りま した。なんだ、結局、今年 もギフチ
ョウだけだつたなあ―。まっ、いっかあっ

!!

(WSHDA Hani

〒920孝り￨1県 金沢市材木町 15‑68)

会員 のお便 りか ら
1996年 度の総会において、油井氏の提唱により、ハガキ 2枚 を会員に送付 し、身辺
雑記など何でもいいから肩肘はらずに書いてもらって、送 り返してもらうとい う企画が
採用された。遠隔地の会員などは、自分が会員であるとい う連帯感も持ちにくい し、月
イチの『 ミニたまむ し』 と忘れた頃 にや つて くるこの『 多摩劇 だけではい力Jこ も
不十分であろう。原稿収集にもいい し… とい う訳で、皆さんのお手許にハガキが届け
られたのである。と ころ力ヽ この回収率が著 しく低いのである。 これで短報用の原稿
が溜まった ら、短報特集号でも作るか、とい う野望は水泡と帰 した
しか し、実に模範的な会員もいた。少数ながら、律義にも送りかえしてくれたので
ある。編集に携わる者として、ここは彼等に深甚なる謝意を表 したし、 エ ライ
でも、貧 しさ故に何にも賞品は出なし、 すみません。

!

今 か らで も遅 くな い ! ぜひ会員の皆 さん、手許にあるハガキを手に、ポス トに
走つて下さし、 (宛 名を消して懸賞などに応募 しないよ うに !絶 対ハズレます ョ)
編集に寄せられた会員の声を以下に紹介 したい。なお、生の会員の声をお届けした
いので原文通 りに掲載する事を′
L勁 ｀
けたが、データとして使えるように、種名、地渚な
どを最小限補つたところもある[カ ッコで括つた箇明 ので、その点は了承されたし、
紋 責 :斎齢
○雫石 卓氏から
1997年 4月 11日 、木下沢 国
ノ
王子市裏高尾町 にて、スギタニル リシジミ
ヽ
1♂ 採集。すでにボロで、今春の発生の早さを感 じさせた さらに驚いたのはコツバ
メだと思つて止まつた所を見たらトラフシジミであつた。 これは残念ながら逃げられて
しまった

(SHIZLusHI,Tabshi〒 193東京都八王子市館町 1097館 ヶ丘団地 3‑4‑505)
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○松田 邦雄氏から
高尾 [東 京都八王子市高尾明 メモより (1997年 1月 〜 5月 6日 舶
1月 7日 今冬は、秋の ウラギンシジミの発生が少な く、ヤブツバキの葉裏にはわずか
1♀ のみ越冬 していた

カエデの葉上にミスジチョウ幼虫 1頭 発見
1月 17日 ビワの葉裏でホシヒメヨコバイ集団越冬。
博物館 [東 京都高尾 自然博物判 の
ドイツ トウヒの幹でカメノコテン トウ、テン トウムシ、ヤニサシガメ、 ヨツ
テンカメムシ、クサギカメムシ、フラ巻の中で集団越冬。
1月 %日 オオミドリシジミ卵をコナラ小枝で発見。落木の中で コクワガタ幼虫発見
1月 9日

2月 13日 キジョラン葉裏でアサギマダラ幼虫 1頭発見
2月 21日 強風にあおられ、ヤブツバキ葉裏で越冬中の ウラギンシジミ1♀ 落下死亡。

《
以下、すべて初見調 〉
3月 4日 キタテハ 1♂ 飛翔・ 日光浴、 ミヤマセセ リ1♂ 飛翔・ 日光浴・ 吸水
テングチョウ5頭飛翔・静止 0日 光浴
3月 11日 ベニ シジミ1♀ タネツケパナ吸蜜、イカリモンガ 1頭
3月 18日 コツバメ 1♂ タネツケバナ吸蜜、アカタテハ 1♀ 日光浴
3月 5日

3月 26日 モンシロチョウ 1♂ 、スジグロシロチョウ5♂ ♂、モンキチョウ1♂
3月 31日 スギタニル リシジミ1♂ 1♀ 、ル リシジミ2♂ ♂

4月 1日
4月 4日

ムラサキシジミ1♀ 日光浴、 トラフシジミ1♀ タネツケバナ吸蜜、
ヤマ トシジミ1♀ 飛翔
ヒオ ドシチョウ1♀ エノキの樹上で静止

ウラギンシジミ1♀ フジの花芽に産卵、キチョウ1♂ 1♀ 飛翔
4月 9日 ツマキチョウ 1♂ 吸蜜・飛翔
4月 12日 ウスバシロチョウ1♂飛翔、ナミアゲハ 1♂ 飛翔
4月 18日 キアゲハ 1♂ 飛翔
5月 4日 コミスジ 2頭 飛翔、カラスアゲハ 2♂ ♂吸水、オナガアゲハ 2♂ ♂飛翔
4月 8日

サ トキマダラヒカゲ 1頭 飛翔
5月 6日 コジャノメ 1♀ 静止
例年にくらべ、ウラギンシジミ、キチョウの姿が極端に少ない。ル リタテハの姿も
見られなし、 暖冬の上、春の訪れも早く、例年より1週 間〜10曰 くらい発生が早いよ
うだ。スギタニル リシジミ、ミヤマセセ リは個体数が多かつた
中

Kunio 〒351 埼玉県朝霞市本町 2‑24‑2)

○山田 成明氏から
今年のギフの記録をお送 りしておきます。
3月 30日

￨1

0

[山 葬霧熟
]南留W喜 楓野り
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4月 12日

[山 梨県]

1♂ 2♀

[新 潟県]

4♂
0
0
8♂
4♂ 1♀
0
2♂ 2♀

身延町帯金
4月 19日 [新 潟県] 加茂市宮寄
下田村長沢
栄町大面
4月 20日

潮
罰

￨1原 村岩室

書割廊新田

高砂町門出
4月 26日 [福 島県] 西会津町徳沢
[新潟県]

滓明1嚇 田

5♂

0

4月 27日 [新 潟県] 塩浙J厖蟹
:烏 訴田

12♂ 1♀

小出町青島

以上です。新潟県が不作で した 例年 この 2〜 3倍 は採つていると思います。また、
原 と二和で採れたことが私として
西会津も昨年の 1/10の 成果でした がつか り。7劇 ‖
はいいニュースです。 これ以降は毎週 ミヤマシジミ L
∝俎腰DA Narialci 〒167東京都杉並区西荻北 1‑8‑26)
○塩田 忠利氏から
山の中で聞くとうれ しいセ ミの声も、机に向かつている時に聞くとかなりきついも
のがあります。とはいえ追い払 うすべもなく、いらいらしながら机に向かつています。
1997年 7月 7日 、自宅の庭のバケツの中に トウキョウヒメハンミョウの溺死体を発
見 もしやと思い、あたりを注意 して見てみると、数頭を発見。そこで、網を持ち出 し
てきて 2頭 を捕獲、家宅侵入の罪ではりつけの刑に処 しました。彼 らは日増 しに増え、
7月 15日 前後にピー クを迎え、40‑50匹 にもなりました それ以後減少 しはじめる (と
い うよりも突然に姿を消 した)。 そして 7月 25日 には 1頭 も姿を見せなくなりました
とはいえ、
大好きなハンミョウー族の うちの 1種がこんなにも身近にいたことに感激し、
楽 しいひとときを過ごすことができました。♂♀は不明ですが 4頭保管 しています。
1997年 8月 17日 、[東京都]青 梅市の大塚山に家族で行きました。 しかし天気予報
が外れ、曇 り・ 雨のくりかえし。 ヒメキマダラヒカゲ 1頭のみでした。二兎を追うもの
は一兎をも得ず、ですね。つまりお勉強とちょうちょとりは両立しない と。
(SHIODA ЪdatOShi 〒170東京都豊島区北大塚 1‑2‑9)
から
〇小林 澤
瞬郷に
<デ ータ>埼 玉県浦和市秋ヶ瀬公園 14‑Ⅵ ‑1997(1知 つ
ミドリシジミ 3♂ ♂ 1他 、ベニ シジミ、ル リシジミ、 ヒカゲチ ョウ、
ジグロシロチ ョウ、 コシアキ トンボ等を観察
αЮ
…

,Ъ 8hiaki 〒182東 京都調布市下石原 2‑39‑4)
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…

モ ンキチ ョウの 交尾 を 3月 上旬に観察
原田 慈照
筆者は 1997年 、 3月 上旬とい う比較的早い時期に東京都小金井市において、モンキ
チョウの交尾を観察 しているので報告する。
1997年 3月 7日 、この 日は晴れてとても暖かく、その陽気に誘われ散策に出掛けた
ところ、ノ
l餅 市東町 5丁 目剛 ￨1第 一調整池においてモンキチョウの交尾個体が飛び立
つたのに出会つた (14時 19分 )。 交尾飛翔形式を確認するために静止 した所に近づい
て故意に飛び立たせたところ、←♂十♀の形式で約 2m飛 んだ。その後もう一度故意
に飛び立たせたところ、やはり←♂+♀ の形式で約 3m飛 んだ。♂♀共ほぼ同じ大き
さで、♂は新鮮、♀も新鮮であつたが少 しスレてお り、羽化後 3、 4日 経つているも
の と思われた
この個体はその後採集 した。当 日他にはモンキチョウ 1♂ 、キタテハ 1頭 (他 、 7
した
〜 8頭 目暉り 機
この年の春先は晴れて暖かい日が何 日も続いたため、モンキチョウの発生も早まり、
この様に比較的早い時期に交尾が観察されたものと思われる。

OAttDA Yoshitem 〒181東京都三鷹市野崎 2‑16‑5)
ウラキ ンシジ ミの交尾 目撃例
原田 慈照
筆者はウラキンシジミの交尾を目撃しているので報告する。
1997年 7月 8日 、長野県諏訪郡原村中新田にて、夕刻活発に活動するウラキンシジ
ミの採集を行なつていた ところ、 3〜 5mの 高さを活発に飛翔 していた 1個 体が突然高
さ5m程 の位置の トネ リコ葉上に止まった。止まつた場所がはつきりと分からなかつた
ので、飛び立たせようと思い叩いたところ、交尾 した状態で ヒラヒラと落ちてくるよう
に飛び出 し、下草に静止 した (16時 40分 0。 その後交尾飛翔形式を確認するために
故意に飛び立たせたが、はっきりと確認できない うちに逃げられそ うになつたので採集
した
飛翔中に トネリコ樹上の葉上に止まつている♀を発見 し、すぐに交尾に至ったもの
と思われる。なお当日の天候は曇 りで、17時 頃から雨が降 り出したので引き上げた
末筆ながら、当日大変お世話になつた金沢 勝氏にお礼申し上げる。
個医ⅣDA Yo8hitem 〒181東 京都三鷹市野崎 2‑16‑5)
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八王子市陣場山で ウラ
原田 慈照
筆者 は東京都 八王子市陣場 山 (陣 馬山)に お いて、 ウラ ミスジシジ ミの卵を採集・
飼育羽化させてい るので報告する。

<デ ‐―夕> 1卵 採集

(Host:カ シワ)19‑I‑1997 → 1♀ 飼育羽化

東京都八王子市上恩方町陣馬山山頂付近

25‑V‑1997

(標 高 840m)

当日は多摩虫調査会 としてメスアカミドリシジミの卵の調査に訪れたが、結局採集
できず、山頂付近においてハヤシミドリシジミの卵の調査を行なつた。筆者は 7卵 (束
京都側で 5卵 、神奈川県藤野町側で 2卵 )を 採集 し、春先にはその全てが孵化 した。筆
者は当初、その全てがハヤシミドリシジミであると思い込んでいたが、ある時、東京都
側で採集 した 5卵 より孵化 した幼虫の中の 1頭がウラミスジシジミであることに気づき、
そのままカシワを与え続けて飼育 したところ、上記の通 り羽化に至った
グループ多摩虫(1995)に は、本種の記録は 2例 記されているのみで、卵の記録はあ
るいは初めてであるかもしれない。なお、この時採集 したハヤシミドリシジミは、1997
年 5月 22〜 27日 に力■すて 3♂ ♂ 2♀ ♀が羽化 したので付記 しておく。
典、仲西 周二の諸
末筆ながら、当日お世話になった松田 邦雄、仁平 勲、赤坂 糸己
氏にお礼申し上げる。
王子市の蝶、 多摩虫別冊 I:26
参考文献】 グループ多摩虫(1995)ノ ヽ
【
(H劇 田DA

Yoshiteru 〒181棘者E鷹 市野崎 2‑16‑5)
20

ギ フチ ョウ、未 だ健在

!

仁平 勲
通称 多摩虫ポイン ト"と 呼んでいた神奈川県津久井調 割1閣 官 ヶ瀬のギフチ ョウ
の産地は、1995年 まではそこそこの個体を維持 していたが、ダムが完成 し、水が入つ
て谷間に当たる部分を走っていた伊勢原に通 じる県道が湖底に沈み、その両脇に散在 し
ていたフタバアオイやランヨウアオイも失い、ダムの斜面に当たる部分の傾斜地は伐採
により裸地と化 して、その部分のランヨウアオイも失い (普 通伐採が行なわれて日当た
りが良くなるとカンアオイ類は繁茂すると言われるが、それはあくまで周囲に林が残さ
れ、一定の樹陰を構成する部分が残されている場合で、今回のようにすべて本が無くな
り裸地同然となるとその限 りでなく、逆に衰退する様である)、 山の中腹を代替の県道
が走つて、産卵場所の結′ とあいまつて、飛翔空間の一部消滅と分断が行なわれたと同
jヽ

時に著 しくその数を減 じた 1996年春には、当会会員小山 (以 下、敬称略)に よる 1
♂採集 と、筆者による 1卵塊 (8卵 中 4卵 はダニ ?に 寄生されていた)に 終わつてい
る。1997年 春は、小山、雫石が訪ねたが、1頭 も日撃していなし、 筆者も4月 18日 、
残された3ヶ 所の食草分布地を調査したが、1卵 塊も発見できなかった。会員のほとん
どが、もうこの産地のギフは絶滅に瀕 し、望みなしと思い、筆者もそう信 じていた
しかるに 5月 8日 、いつ も飼育用のランヨウアオイを摘みに行くヤ ビツ峠への道が
不通で入れず、仕方なく、もうギフのいない所なら食草を摘んでも良かろうと判断 して、
多摩虫ポイン トの3ヶ 所の食草を摘んでいたところ、その lヶ 所でなんと図のように4
卵産卵 された 1枚 の大きな葉を発見 した
しか しかな り遅 い産卵である し (今年のギフはほ
とんどの地でバカ早い発生であった)、 状況か ら考え
ても孵化するか どうか Lヽ 配であったが、 5月 12日
無事孵化 した ちゃん と交尾する相手の♂ もいた
とい うことが 十詐 されびっ くり。 ギフチ ョウ、汝
は強 しと思わせ、なん とも複雑な心境であつた。 当
日その 1卵鬼映湘 ま発見できず、家 に帰 つて肱
な量の葉を調べ直 してみたが、やは り他にはまつ
た く発見できなかつた、 1♀ は 50〜 100卵 位産卵す るはずなので、まだまだ筆者 の知
らない食草分布地が隠 されている可能性がある。
いずれにせ よ、今後の多摩虫ポイン トの行 く末は決 して明るくないが、細 々 とで も
棲 息していたことが確認 されて、なん となく嬉 しくなつて会員に報告する次第である。

S冊□】J3aO

〒180東 京都武蔵野市吉祥寺本町 3‑13‑6)

９ ″

高 尾 のモ ン キア ゲ ハ 春型 は高尾 出身 か ?
松田 刻雌
モンキアゲハ ¨
漸あ盟れた BUHERは 南方系のアゲハチ ョウで、
渤
その分布は西南 日本の暖かい地方に広がってお り、高尾はその北限 とも言われてい る。
春 5〜 6月 にかけて第 1化 、夏 7〜 8月 にかけて第 2化 の成虫がかな り多く見 られる。
9月 下旬〜 10月 にかけて第 3化 の成虫が ヒガンバナを訪れる姿も数 は少ないが見 られ
る。
しか しこの内第 1化 の春型成虫は
前年の 夏〜秋に産卵 されたものが蛹
化は しても、果た して厳 しいマイナ
ス 8℃ にもなる高尾 の冬を越す こと
ができるかが問題視 され、モンキア
ゲハは大型で飛翔力もある ことから、
この第 1化 は湘南地方か ら山・丘陵
沿いに飛んでくるのではなかろ うか
とい う説もあつた
私は これを証明すべ く、高尾 のモン
ヽ♀より9月 13日 に を得て、
キアグ ′
屋外でカラスザ ンショウを食'日べ させ
飼育 した 10月 13〜 14日 に蛹化 し、

5つ の蛹は屋外に置いて春の羽化を
待 つた 12〜 2月 の 3ヶ 月の最低気温
は零下になることが多 く、‑2〜 ‑8

℃であった
1997年 5月 8〜 13日 にかけて 5頭
べ
す てが羽化 した。 しか しその内 2
頭 は翅の伸 びが不完全であつたぉ 3
頭 は写真の ように完全に羽化 した
‑8℃ にもなる高尾の厳 しい冬も、
モンキアゲハの蛹は乗 り切ることが

羽化した 3個体

できることが証明できた

高尾 のモンキアゲハは春型 も高尾で発生 したものであると言 えよう。 もちろん南の方
か ら飛んで来るものがいない とは言い切れない力ち
¨

へ Kunio 〒351埼玉県朝霞市本町 2‑24‑2)
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山梨県下部町 で ヒメアカタテ ハ を 4月 に採 集
原田 慈照
筆者は 1997年 4月 に山梨県下部町にて ヒメアカタテハを採集 しているので報告する。

<デ ータ>

1頭

山梨県西人代郡下部町lUII丸 畑
12‑Ⅳ ‑1997 筆者採集・ 標本保管

(標 高 620m)

当日 16時 頃、畑の脇の道沿いで採集 した。 日に焼けた感 じではあるが、破損はほと
んど無く、比較的新鮮な個体であつた。 この辺 りでの越冬の可否が注目される。
(H赳 】DA Yo8hiteru 〒181東 京都三鷹市野崎 2‑16‑5)

高尾 の蝶 3種 追加 、 78種 となる
松田 邦雄
新たに記録された 3種 のデータを報告する。また、付録として、この 3種 を加えた全
種の リス トを後に掲げる。

<デ ータ>

※標本はすべて東京都高尾自然科学博物館所蔵

ウラキンシジミ υ

―

s―

BL「 l・

ER

2‑XI‑1995り F採 集 → 19‑V‑19961♀ 羽化 ;22‑V‑19961♂ 羽化
高尾町高尾山 清水 照雄 採集・飼育
ウラギンヒョウモン 屁劫睦ね″ attμ 』由知 BUΠ IR

25‑Ⅵ ‑1997 1♂ 裏高尾町小下沢 奥 松丸 政雄 採集
エゾスジグロシロチョウ Лむ士塑P″ ″塑 SHIROZU
12‑Ⅸ ‑1997 2♂ 1♀ 裏高尾町小下沢 奥 松田 邦雄 採集
●確認された 78種 の蝶 (1997年 末現在)
〔 〕内は偶産と思われる種、下線を付 した種が今回新たに記録された種である。
′
｀
・ キア
アゲハチョウ科 (10千 動 ウスバシロチョウ・ジャコウアゲハ・アオスジアゲノ
ゲハ・ナミアゲハ・ クロアゲハ・ オナガアゲハ・モンキアゲハ・カラスアゲハ・ ミヤマ
′
｀
カラスアゲノ
シロチョウ科 (7勧 モンシロチョウ・エゾスジグロシロチョウ・スジグ■シロチョ
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 1995年 5月 1日 裏高尾町小下沢 添 徹太郎〕
〔
23

シジミチョウ科 (20手 動 ムラサキシジミ・ ウラゴマダラシジミ・ ウラキンシジミ・ア
カシジミ・ ウラナミアカシジミ・ ミズイロオナガシジミ・ オオミドリシジミ・ フジミド
リシジミ 。ウラクロシジミ・ カラスシジミ・ トラフシジミ・ コツバメ 0ベ ニシジミ 0ゴ
イシシジミ・ル リシジミ・スギタニル リシジミ・ ヤマ トシジミ・ ツバメシジミ・ ウラナ
ミシジミ・ ウラギンシジミ
テングチヨウ科 (1勧
マダラチヨウ科 (1櫛

テングチョウ
アサギマダラ

タテハチョウ科 (19勧 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・ ウラギンスジヒョウモン・オオウラギンスジヒョウモン・イ
チモンジチョウ・ ミスジチョウ・ コミスジ・サカハチチョウ・ キタテハ 0ヒ オ ドシチョ
ウ 。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
シータテハ 1994年 6月 15日 裏高尾町小下沢 雫石 卓〕
〔
ジャノメチョウ科 (10千 D ヒメウラナミジャノメ・ジャノメチョウ・ ヒメジャノメ・
コジャノメ・ クロヒカゲ・ ナミヒカゲ・ サ トキマダラヒカゲ・ ヤマキマダラヒカゲ
クロコノマチョウ 1995年 7月 24日 裏高尾町小仏下 松田 脚
〔
〔
ウスイロコノマチョウ 1993年 9月 13日 高尾町高尾 自然博物館前 松田 納
セセリチョウ科 (10繊 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・オ
オチャバネセセ リ・ イチモンジセセ リ
●今後見つかるかもしれない種 (捜 索中)
クジャクチョウ・ ミヤマチャバネセセ リ・ ギンイチモンジセセ リ・ ミドリシジミ 0
ハヤシミドリシジミ
●高尾のチョウに関する情報を集めています。ぜひご協力くださしヽ
東京都高尾自然科学博物館 松田 邦雄まヽ
堅則Dへ Kunio 〒351埼 玉県朝霞市本町 2‑24‑2)

"口

原稿大募集 中

!

『 多摩虫』は会員全員 で作る会誌です。 より良い会誌 にするためには、会
員のみなさんの協力が不可欠です。ぜひとも原稿を寄稿 していただきたい。
よろしくお願い します。「頼まれ りゃ 原稿すぐ書 く 良い会員」 (青 少年育
成標語バージョン)
24

ヒメギフチ ョウ 「異常個体」 の羽化
大野 和1美
1995年 4月 29日 、長野県諏訪郡富士見町で採集 した ヒメギフチョウの卵 (3卵塊 33

卵)を 飼育 したところ、翌年羽化 した成虫より異常個体 1♀ が得 られたので写真を添
えて報告する
(,

異常個体

)

(表 面

異常個体

(裏 面)

・ 正常個体 との差異
ii翅表饉i 第 1黒 条が消失
市

亜外縁部黒条が薄 く黄色部が発達
外縁部黒条が狭い。

,

全体に黒帯が細 く、黄色部が広 く発達 している。
後翅表面 内縁部の黒条が消丸
亜外縁部の黒条が薄くな り、青飢 は消丸
肛角部赤色斑が良く発達 した黄色部の 中に顕著に現われ、日立ってい る。
尾状突起が短い。
亜外縁部の黄色斑が発達 し、外縁まで達 している。
前後翅 とも、縁毛は全て黄色のいわゆるイエ ローバ ン ド型にな つて いる。裏面も前
後翅 とも、表面と同様 、黒帯の消失 と黄色部の発達が顕著である。なお、同様に飼
育 して得 られた成虫は全て正常であ り、遺伝型 とは考えられず突然変異 と思われる。
・言
課
1995年 4月 29 Fl採 集

5月

4〜 5日 孵化 5月 27日 蛹化

1996年 3月 17日 羽化
採集者 岩瀬 晃、須藤 正弘、須藤 美佐 チ、大野 不口
美 飼育 :大 野 不口
美
当日の天候は、晴れ のち曇 りで終 日暖か い 111で あった。食草の ウスバ サイシンの
芽 も十分伸びた状態ではなかつたが、開 いた葉の多 くに産卵が確認 できた。成 虫は
時期的に 1週 間遅 い程度であつたが、全員で 8頭 ほど採集 してお り、いずれ も正常
個体であつた

(OONO,Kazu血

〒215神 奈川県川崎市麻生区剰 ￨1613‑6)
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山梨県都留市大悧

￨￨に て ツマ ジ ロ ウラ ジ ャ ノメを 目撃

原田 慈照
筆者と父が、1997年 9月 に山梨県都留市を訪れた際に、父が下記の地点にてツマジ
ロウラジャノメを目撃 しているので報告する。

<デ ータ> 1♀ 目撃 山梨県都留市大幡上大幡 (ulll堤 防 0標 高約 545m)
20‑Ⅸ ‑1997 原田 雄介目撃
上記地点、大幡川北岸の堤防にて偶然本個体を発見するが、残念ながら採集はでき
なかつた。 しかし近くで日撃 しており、前翅表面の自帯も確認 したとのことなので同定
に間違いは無し、 付近に発生していそ うな場所は無く、どこか離れた所に発生地があつ
てそこから飛来してきたものと思われる。
佃劇ⅣDA Yo8hitem 〒181東 京都三鷹市野崎 2‑16‑5)

福 島県檜枝岐村 7月 のチ ョウ
斎藤 基樹
8月 からアメリカに 1年 留学に行くとい う添が、「誰 にどこカイテきましょう」と誘

つてきた。金も無い し、めんどくせ―から嫌だ、と駄々をこねたが、しつこく粘るので、
とうとう福島県くんだりまでオオイチモンジを探 しに行こう、とい う、 ヒマ ラヤ に雪
男 を探 しに行 く…の と似た り寄った りの計画が持ち上がった。例会でこの無謀な計
画を日にしたところ、倉地 御大は 「ははは ￨ム それ ではがんばって くだ さい」
と呆れ顔でおっしゃったのであつた。 しか し「かなり確実な話があるらしい (← ここ
を強調するのがポイン ト)で すよ」とダマクラか してクルマを出してもらお うと目論ん
でいた辻 氏が急速行けなくなり、電車 (3時間)― バス (2時間弱)一 徒歩 (3時間)
とい う悲惨な内容 となつて しまつた 参加予定だった原田 某は、この知らせを聞くや
否や早々に見切 りをつけ、カミキリ採るからとか何とかぬか して武尊山に逃亡してしま
つた。相変わらずその辺 りの見極め力締 、 ところが彼は夕立に襲われ散々な目に遭つ
たそ うだ:ワ タシらを裏切 つた天罰だな。不届き者め、泣け。原田 某の進言により、
トラップとして腐つた挽肉 (シ ャレにならないほどクサイ)ま で持つて行つたものの、
ハエ とコムラサキとシータテハ しかやってこず、翌日もう一度覗いてみたら動物にもつ
て行かれて跡形も無かつた。 ツキノワグマに餌付け したようなものである。テン トを張
つて 2日 粘つたものの、その姿はついに拝めなかった。残念なことである。来年もう一
度…絶対に行くもんか

!
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参考までに、採集 したチ ョウの リス トを下に掲げる。協力 してくれた添 徹太郎氏 と、
当時添家にホームステイ していたアメ リカ人高校生 (名 前は忘れた)に 感謝す る。
<デヒータ> 福島県檜枝岐村舶明 ￨1流 域 22〜 23‑Ⅶ ‑1997
採集者 :斎 藤 基樹、添 徹太郎 ほか 1名

ミヤマカラスアゲハ
1♂ 1♀
エゾスジグロシロチョウ 3♂
ヒメシジ ミ

19頭

カ ラス シジ ミ

2頭

モンキチョウ
モンシロチョウ
ベニシジミ

4♂
2♂
2頭
1♀

2♀

ウラキンシジミ
アイノミドリシジミ 2♂
メスアカミドリシジミ 2♂

ジョウザンミドリシジミ H♂
エ ゾミ ドリシジミ
5♂
フジミドリシジ ミ
1♀

コムラサキ
1,1♂
メスグロヒョウモン 1♂
エルタテハ
4♂

クジャクチ ョゥ
ル リタテハ

4♂ 1♀
1頭
1頭

シータテハ

18頭

オオミスジ

ミスジチ ョウ
アサギマダラ

1頭
2♂

テングチョウ
ヒメウラナミジャノメ 1頭
コチャバネセセ リ
1♀

ミドリヒョウモン

ヒメキマダラヒカゲ
コキマダラセセ リ

ヒオ ドシチョウ

3♂

キバネセセ リ

2♂ 2♀

4頭
2♂ 2♀
2頭
6♂

2♀

1♀ 日撃
(SAITO,Motolci 〒180東 京都武蔵野市中町 2‑16‑1‑601)

ほか、アカシジミ 少数日撃、ウラジャノメ

<編集後記>

今回も遅れに遅れて しまいました。まずはお詫び します。 ごめんなさ
い。たかだか 30ペ ージ足らずの会誌を作るのに半年も掛かるとは… もし商業誌だつた
らとつくにツプれているはずです。すまなし、 一言もない。申 し訳なし、
と、まあ少 しは殊勝なところを見せたところで、￢転して強気になつてお願いを。頼
むから原稿ちょうだい。ちゃんと原稿が来たら次号は矢継ぎ早に出すつ もりなのだ:会
員も急増 したことだし、予算を目一杯使つて、面白くてタメになる (何 だか学習参考書
の文句みたいだな)い い同好会誌を作 りたいと思つているのです色
今年のぼ くの 目標は、まず昨年秋に行つた制 11を 夏に再訪 して、大陸のチョウを採
ること。それから東南アジアの辺境に行くこと。 と、そんなことを夢想 していたら、あ
「家内からイン ドにパルを採 りに行く許可が下りた (ホ ン トか ?)」
の辻 大兄から臨
とのたまわれる。ひょつとしてこの夏は、まぁた『 多摩虫』32号 の再来か !?
採集計画をあれこれと思い描くのは本当に楽 しいことですれ
ま、いずれにせよ先立つ ものを何とか しないことには…
それではまた、次号でお会い しましょう。
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でも

(こ の後に涙マーク)

(斎

蘭
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