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▲コーヒーの業上で身構えるエグリゴマダラ (肋蔵ps、像 ル富)

崖の上の一面に広がるコーヒー畑の縁で出会つた。カメラを持って近づくとすぐに飛び立てるよう身

構え、緊張 した時間が流れた。

(Bulcit Kaba付近,&鴫畑LS― mL.,IndOnesh“に12,20∞ Photoby KLJRACHI,Tadashi)
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ボルネオ・キナパルバークの蝶

善爆 矢譜晃

20∞ 年 3月 と8月 の2回、ボルネオ島キナバル地域 (マ レーシア・サバ州)で蝶類の採集を行つたの

で、その成果を報告する。採集 リス トには同行者の記録は含めず、すべて筆者の採集品のみを記録する。

ワモンチョウ及び特定の数種に採集の狙いが偏つているため、産地における蝶の全体像にならないこと

を理解 していただきたい。

20∞ 年 3月 27日 ～4月 2日 、8月 7日 ～20日 の 2回にわたり、大塚一壽氏のご尽力により、キナバ

ルパークでの採集許可を得ることができ、進化生物学研究所によるキナバル調査隊の一員に加えさせて

いただいた。ワモンチョウの稀種・メシラウエンシス トガリバワモン (2函薇α ttFsブ′
"eぉ

is)の ♀の世

界初採集、及び生態解明のための許可であつた。

しかし、私の日論見はメシラウエンシスの♀を早めに採集 して、他のキナバル地域特産全種の解明を

することにあつた。それは、短い期間では実現不可能であることをキナバルの自然の中で思い知らされ

るのだが、大きく胸をときめかせて、第 1回の調査に向かうこととなった。

像機鷲霊1離攀■

魃

ふ島資購 え職

蟄 雫
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【第1回調査】

日 程 :2000年 3月 27日 ～4月 2日

同行者 :大塚一壽氏・杉原英行氏・秋山信氏 。

小山亜州加氏

3月 28日 午後、キナバル国立公園管理事務所

に到着し、早速 トラップを仕掛ける。蝶の数は

極めて少ない。

3月 29日 、31日 、4月 1日 、2日 の4日 間は

キナバル国立公園管理事務所付近の標高 1300

-1500mのジャングル トレイルで採集を行つた。

30日 はポー リンで公園内外の採集を行つた。

天候は比較的恵まれていたほうだと思う。クンダサンのプルカサホテルから、毎朝キナバル山がくつ

きりと見え、すがすがしい気持ちで起床することができ、その日の成果を期待させられた。ところが、

朝食を摂るときになると、暖かい上昇気流が採集地の上空では雲となり、現地に着く頃には雲の切れ日

から30分に 1回の陽が射す僅かのチャンスを待つことになる。

朝早く行つてもジャングルの中は陽が射さず地表の温度も上昇しないので、採集の成果は期待できな

い状況である。

今回は現地での採集開始時刻は、だいたい8時前後であつた。

私の目標がジャングル内の蝶であるので、終日歩き回つても、 1日 10頭前後の成果しかあげられな

かった。

結果的に、第 1回の調査ではメシラウエンシスの♀の採集はできなかつた。同行者は、メシラウエン

シスの♂、及びやはリボルネオの特産種であるボルネオアカワモン 0■″ ″肋Jの ♂の採集に成功

した。

●第 1回調査の成果 (3月 30日 のポーリンでの採集記録は除く)

アゲハチョウ科

罰

'♂

ο″″″″αら赫
"α

Graphr2r″ ′″θ″S

シロチョウ科

腸 Fras″′″ars

マダラチヨウ科

Parar″
“

θ″″い

ジャノメチ ョウ科

E物ワ″メas″ rr7θブ″

ιι″ιね″″α

駒 CabSお ma響″αra

アカエリトリバネアゲハ

キナバルミカ ドアゲハ

ニヌスカザリシロチョウ

ボルネオアサギマダラ

ペルキダルリモンジャノメ

ダレナヒカゲ

マルギナタコジャノメ

1♂

1♀

1♂

1♀

2♂ 2♀

1♂

2♂ 2♀
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Rogadia annulato

Ypthima pandocus

2+>? tlfl
Taenoris horsfieldii

9itt, arg
Cyestis maenalis

Athyma a&tnora

Athyma selenophora

Thnaecia amisa

Euthalia iapis

Euthalia tinna

Lerias dirtea

Ptothoe froncHi

,t=9 Trrl*
Dedono elvira

シロシマジャノメ         1♂ 1♀

ノくン ドクスウラナ ミジャノメ   1♂

メダマチョウ

マエナリスイシガキチョウ    1♂
ア ドゥノラミナミイチモンジ   1♂
ヤエヤマイチモンジ       1♂
キナバルシロオビヒメイナズマ  2♂2♀

イアピスイナズマ        2♀
ティンナイナズマ        2♀
ディルティアオオイナズマ    3♂ 2♀

フランキールリオビタテハ    l♀

キナバル トラフシジミタテハ   1♂ 1♀

1♀

その他、セセリチョウ、シジミチョウを数種採集 したが、未同定。その内で特筆すべき種にアヤコキ

マダラセセリ lPa初磁ys ηαん
"θ

)の♂があり、これは世界で 5頭 日、♂としては 2頭 目であつた。

【第2回調査】

日  程 :2000年 8月 7日 -20日

同行者 :大塚一壽氏・杉原英行氏・秋山信氏

8月 8日 の午後現地入 りし、この日は トラップを

仕掛けるだけ。16日 。17日 は天候不順のため、ポー

リンで採集。20日 はコタキナバル対岸のガヤ島での

採集。それ以外は終日キナバルでの採集であつた。

第 1回調査でメシラウエンシス トガリバワモンが

採集できなかったため、今回は 2週間の日程を当て

て必勝を期 したが、天候に恵まれず気温もあまり上

昇しなかった。特に 2週 日は最悪の天候が続いた。

ほぼ最終日に近い 8月 18日 、ついにメシラウエ

▲メシラウエンシス トガリパワモン♀

※やどりが 187号 (2000)よ り転載

ンシスの♀の採集に成功するのだが、採集の様子は日本鱗翅学会の『やどりが(18つ』に記したので、割

愛することにする。

今回の採集地入りは 9時前後であつた。午後の採集は、天候不I質のためにほとんど行えなかった。

今回は第 1回調査より数・種類共に多かつたが、成果は満足できるものではなかった。
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●第 2回調査の成果 (16日・ 17日 のポーリンでの採集記録は除く)

アゲハチョウ科

Trcgonoptera bruokiana

Toides an&omache

Popilio helenus

Papilio memrron

Graphium stratiotes

Graphium sarpedon

Graphium procles

:ttrtt zlfl
f)elias cinerascens

Delias ninus

Appias pandione

)+ t tt =Ofl
Neorina lowii

kthe darcna

Lethe perimede

I*the chandica

Ragadia annulata

Ypthimo pandoctts

2-27 =lH
Zeuridia mesilaaensis

Thaumantis odona

jlnA 
=ifl

hndula eruta

Cirrochrua orissa

Symbrcnthia hypselis

Cethosio hypsea

Cyrcstis maenalis

Kanisla canoce

Neptis onjona

Athyma selenophora

Sumalia darma

Tonaecia amisa

Eutholia iopis

Euthalia tinna

アカエリトリバネアゲハ

ボルネオキシタアゲハ

モンキアゲハ

ナガサキアゲハ

キナバルオナガタイマイ

アオスジアゲハ

キナバルミカ ドアゲハ

キナバルカザリシロチョウ

ニヌスカザリシロチョウ

′くンディオネ トガリシロチョウ

ムカシヒカゲ

ダレナヒカゲ

ペリメデヒカゲ

カンディカヒカゲ

シロシマジャノメ

パンドクスウラナミジャノメ

1♂

1♀

1♂

1♂

3♂

1♂

7♂

1♀

21♂5♀

1♂

2♂

1♂ 1♀

1♂

♂
　
♂

♂

メシラウエンシストガリバワモン 3♂ 1♀

オダナルリフモン        1♂

チャイロタテハ          3♂
オリッサミナミヒョウモン    2♀
ヒプセリスキミスジ       2♂ 1♀

シロオビハレギチョウ      1♂
マエナリスイシガキチョウ    1♀
ルリタテハ            2♂ 1♀

アンヤナミスジ         1♂
ヤエヤマイチモンジ       4♂
ダラキサヒメイチモンジ     1♂
キナパルシロオビヒメイナズマ  5♂ 5♀

イアピスイナズマ        2♂ 1♀

ティンナイナズマ         1♀
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Euthalio euphemius

Euthalia whiteheadi

Pruthoe franhi
!! i.9 7 rtfl

Dodona elviro

Poroluita damajanti

ii=, ar#
Arhopala bella

Udara dilecta

Celastrino algernoni

Jomides alecto

Prosotos pia

Et ua arfl
Crcteus cyrina

Pelopidas conjunctus

Cqkois htmora

Aerumachus jhora

ボルネオイチマツイナズマ    l♂
ホワイ トヘッディベニボシイナズマ 1♂

フランキールリオビタテハ    5♂ 1♀

キナバル トラフシジミタテハ    2♀
ダマジャンティアカシジミタテハ  1♀

ベラムラサキシジミ        1♂ 1♀

タッパンルリシジミ       1♂
アルジャーノンルリシジミ     1♂
アレクトルリウラナミシジミ   1♂
ピアヒメウラナミシジミ      1♂

クマバチセセリ          l♀
コンジュンクツスチャバネセセリ 1♀

クロチャバネセセリ       3♂
ヨラホシチャバネセセ リ      1♂

クモガタシロチョウ       3♂
トガリシロチョウ          1♂

′くンドクスウラナミジャノメ    1♂

ヒメミスジ          1♂
カンフミナミイチモンジ     2♂
ネフテミナミイチモンジ     1♂
タイフンキマダラ        l♂
イアピスイナズマ        4♂

フィラトゥスルリウラナミシジミ 2♂ 1♀

アラトゥスルリウラナミシジミ  1♀

カエルレウスルリウラナミシジミ 1♂

●8月 20日・ガヤ島 (コ タキナバル対岸)採集記録

たつた 3時間の採集で、破損個体が多かつたが、大変面白い採集地であつた。ここでの採集について

も許可が必要である。

lat =Ofl
Appias indra

Appias albina

)+t lttlfl
Ypthima pandocas

9itt7 rrfl
Lasippa heliodorc

Athymo kanwa

Athyna nefte

Cupha erymanthis

Euthalia iapis

.>, 
=u a rfl

Jamides phila*s

Jomides aratus

Jomides caeruleus
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N∝aれ
"′

″ηα   パヴァナアマミウラナミシジミ   1♂

′湯●Para″潔χ″ぉ  デモクリトゥスムラサキシジミ  4♂ 3♀

rraa″ ″昴α孵    ロカナウラニシキシジミ      1♂
ん泌

"″
arada  ナラダコノハシジミ       1♀

及Eり物いJar7S   ツンツンオナガシジミ       ユ♀

D2PaJJα rttara   フシギノモリノオナガシジミ   1♂
R″ara滋

"。
4α     ダモナトラフシジミ        1♂

セセリチョウ科

Calo麻 臓″α′α    クロチャパネセセリ       1♂
Par"訪ぉ′″″♂   フエツテインギキマダラセセリ   1♂

【2000年に実施された2回の調査を終えて】

結果は念願のメシラウエンシスの♀の採集に成功したが、吹き流しの トラップに運良く入つてくれた

だけで、採集も1個体であり、生態も全く解明できなかつたので、なんとか採集許可を取り再挑戦した

いと思つている。

キナパル国立公園管理事務所付近は、標高が 13CXp～ 15∞mと 高く、晴天が続かず気温も上昇しないこ

とから、熱帯の他の地域とはかなり状況が異なる。したがつて、数の多さ、採集の確実性、意外性のあ

る副産物は期待できない。ここでは トラップに関しても、腐敗が進みづらく、熟成・持続が難しいこと

と、ツパイという小動物が トラップを食べに来ることから、毎日補給しなくてはならない。

また、ポーリンでの採集機会があまりなく、私が専門とするワモンチョウの普通種が採れなかったの

で、これも次回に挑戦することになる。

調査隊に参加することが決まつたときは、国立公園の中は特産種である稀種が飛び交つているとの幻

想を抱いたが、自然は大変厳しかつた。それだからこそ、メシラウエンシスなどこの地域の特産種が生

まれ、守られてきたのだと思う。そう簡単にすべてをさらけ出さないのがキナバルの自然であろう。

なお、今回目標にしていたが採集できなかつた種は以下の通りである。

ル訪θ′θガ″″    ペリメデヒカゲ ♀

Enispe milws ボルネオアカワモン ♂♀

ざ絲
"Jra rarb″

   タルボッティルリヒカゲチョウ ♂♀

E“″cha rrz″α ティンナイナズマ ♂

励訪ル 勁セル麟   ホワイトヘッディベニボシイナズマ ♀

碗SCⅢοras′″raF  シンプレックスコノハワモン ♂♀ (ボルネオサバ低地)

CyJJaga7“ wooJra″   ボルネオトガリバコノマチョウ ♂♀

この原稿を書いている最中に、進化生物学研究所の 2∞ 1年調査隊に参加できそうだという朗報が飛

び込み、私は3月 下旬に7～ 10日 間の日程で合流するつもりである。

(〒 14勢∞25 東京都大田区南馬込445‐6 / 3mail:面 blcx蓼麗腱・∞jp)
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中央アルプス、ベニヒヵゲの ミステ リー

ベニヒカゲがいなくなつた?

長野県 。中央アルプスの本曽駒ヶ岳東

斜面 (※上伊那郡宮田村)に濃ケ池とい

うのがあり、黒川から馬ノ背へ通じる巻

き道が通つている。途中で 3箇所ほど谷

状地形を横切 り高茎植物が生えている。

1960年代の雑誌には木曽駒でもつとも

ベニヒカゲの多い場所として紹介されて

いる。が、1997年 8月 20日 に訪れた時

にはクモマベニが数頭見られただけだっ

た。翌 21日 に訪れた黒り|1渓谷では標高

1900‐ 25∝hに わたってベニヒカゲは♂

の最盛期を過ぎてお り、標高 2700m程度

の濃ケ池で未発生だとは考えにくいので

ある。

また木曽駒の東尾根沿いに将来頭山

というのがあり、やはり19al年代に採集

記録があるυのだが、1997年 8月 19日

にはクモマベニだけしか見なかった。

千畳敷カールは中央アルプスを代表

する素晴らしいお花畑の広がるカールで

ある。さぞやベニヒカゲが多産するもの

と期待 して2CXXl年 8月 15日 と20日 に登

つたが、15日 はクモマベニ 2頭の目撃、

20日 はクモマベニ 1頭、ベニヒカゲ 2頭

の目撃に止まった。 しか し友人は 1992

年 9月 2日 に多数のベニヒカゲを目撃 し

たという。1992年は冷夏の年で発生が遅

れたと思われるが、それにしても 2CXXp

年 8月 20日 に晴天にもかかわらず僅か2

頭しか見られなかったのは腑に落ちない

話である。 ロープウエイで容易に標高

賞彗

▲中央アルプス概念目

▲千畳敷カールから宝剣岳を見る

江谷か中
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2輸 まで登れるために トップシーズンは観光客で歩行者天国並みの大混雑なのだが、お花畑はロープ

で保護されきれいに咲き誇つている。しかし蝶の姿は異常に少なく、ハナアプの類さえあまり姿がみら

れない、まさにサイレント・サマーの世界なのである。美しい千畳敷カールで一体何が起っているのだ

ろうか?

なぜ クモマベニの方が高 いところにいるのだ !

名前に反してベニヒカゲの方が高い標高にも生息している事はよく知られている事実である。

が次に挙げるようにクモマベニヒカゲの方がより高い標高に多産 している事例がある。

空木岳 :駒ヶ根からの登山道 (池山尾根)沿い

。標高22πh(針葉樹林間の沢源頭部)、
ベニヒカゲ少数、クモマベニヒカゲ少数

・標高 2540‐2550m(ダケンカバ林間)、 ベニヒカゲ豊産、クモマベニ少数

・標高 2580‐271幅 (ダケカンバ林間～森林限界)、 ベニヒカゲは見られず、クモマベニ豊産

南駒ヶ岳 摺鉢窪

・標高 25碩m(カール底の平坦な草原)、
ベニヒカゲ豊産、クモマベニ少数

。標高 2600‐2690m(カール壁の急斜面のお花畑)、
ベニヒカゲは見られず、クモマベニ豊産

このような逆転現象はどうして起つているのだろうか ?

個体数の少ない生息地ばか りだ :

中央アルプスの特徴として、稜線部のあちこちに小規模な生息地が点在していてベニヒカゲとクモマ

ベニヒカゲが共に見られる。その生息地の数はむしろ南アルプスよりも密度としては多いくらいだ。稜

線部で時折 1,2頭の飛翔が見られるのは、通常は近くの沢筋などの発生地から上昇気流に乗つて吹き上

げられてきた個体であると思われる。ところが中央アルプスでこのようにして得られる個体は小型で、

低標高で見られる個体とは明瞭な差が認められるので、おそらく稜線の近くで発生していると見て間違

いないと思つている。しかし大規模な発生地がまつたくないのはどうしてだろうか。

稜線部の植生を見てみると、わずかにイネ科やスゲ科の植物が集合して小さな群落を形成しているに

過ぎない。南アルプスや北アルプスの高山帯を彩るタイツリオウギなどが生えたお花畑は2,3箇所にし

かなく、しかも規模が非常に小さくて植物の種類も限定的なものである。この山系は全山が花商岩でで

きており、稜線部は花向岩が風化してできた砂礫地になつている。おそらく砂礫地で水捌けがよすぎる

ために乾燥が進んで草原が発達しないのだと思われる。

まだ新産地はあるか ?

中央アルプスでの分布をみると越百山の南はずっと飛んで南端の摺古木山までの間に生息地が知ら

れていない。この間にも奥念丈岳など2CX10mを越える山々がいくつかあるのだが、稜線沿いは大部分が

丈余のササに覆われて薮漕ぎを強いられるためあまり歩く人がいないためだと思われる。ではベニヒカ

ゲが生息する可能性はあるのだろうか。

池ノ平山
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中央アルプスの南方、越百山の南東方向に主稜線から外れて池ノ平山という山がある。頂上付近は標

高 23∽h位あって高層湿原が広がるといい、山屋さんの撮つてきた写真をみると文の低いササが茂つた

草原でいかにもベニヒカゲのいそうな環境である。道は伊那側の飯島町鳩打峠から′鳥帽子ケ岳を経て池

ノ平山へ通じている。鳥帽子ケ岳頂上付近の岩場は難所らしいがその他はルー トさえはっきりしておれ

ばとくに問題はないらしい。ただ登山道の整備が毎年行われているとは限らないようで、へたをすると

薮漕ぎを強いられる点、ハイリスク・ハイ リターン型である。

奥念丈岳

越百山の南約 2hの 主稜線西側に大規模な崩壊地がある。奥念丈岳頂上の約 5CXh北方に当たる。ベ

ニヒカゲの産する可能性はきわめて高い。越百山から稜線沿いに登山道があるが丈余のササが密生する

薮山である。越百山から南端の摺古木山まで縦走したり、前記の烏帽子岳経由で下山したりする登山者

が結構利用しており、山小屋の管理人の話ではそれほどの難路ではないという。これも池ノ平山と同様

ハイリスク・ハイ リターン型。

安平路山 避難小屋付近

奥念丈岳のさらに 3■m南に安平路山という何となくのどかな雰囲気を醸し出す名前の山がある。山

屋さんの日記に避難小屋付近の水場には トリカプ トが咲き乱れているという記述があり、本人に問い合

わせたがその他の植生については記憶が定かでないという。 しかしトリカプ トのある草原にはキオンや

マルバダケブキなどベニヒカゲの好きな高茎植物が生えているのが普通で、まずベニヒカゲの産する事

は間違いないと思つている。こちらは摺古木林道を自然園休憩舎まで車で入れるので元金保証型並みの

有望株である。実は20∞ 年の 8月 には自然園休憩舎まで入って翌日ピス トンをもくろんでいたのだが生

憎夜半からの雨が上がらず涙を飲んで退却 したのである。

ただしこれらの山々は標高が低いためたとえ発生していてもお盆過ぎだと思われる。

【引用文献】

1)高橋 昭,1960.木曽駒ヶ岳 Ettb″ 産地調査報告,佳香蝶 12141)1-15.〔駒飼ノ池～濃ケ池～馬ノ背 ;

広範囲に Dめ″ が産 し切れ 目がない、として 10_VI‐ 1958,ベニヒカゲ 9♂ 2♀ 、他にクモマベニも

10♂ 1♀ を記録。〕

2)信州昆虫学会編,1979.信 濃の蝶 V.〔将来頭山,18-Ⅷ‐1966,2♂ 1♀。〕

(〒 245‐0062 神奈川県横浜市港北区汲沢町 1280‐ 120 / E‐面1:… @"黙
“

nCjp)
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コレクション拝見～第一回 哀愁の数学者 辻

【はじめに】

多摩虫会員現在凡そ 70名 、いずれ劣らぬ虫好きの集まり、それぞ

れにコレクションをお持ちのことと思います。けれどもなかなかヨソ

サマのコレクションを見る機会などないのでは。そこで、「会員の横顔」

(かつて本誌に掲載されていた新入会員の自己紹介)的な企画として、

会員の皆さんのコレクションを拝見させていていただく企画を始める

ことにしました。

この企画が会員相互の親睦を深める契機になればよいと思つてい

ます。

栄光の第一回は、横浜市に在住の辻 元氏を訪ねた。辻氏の本職は数学者、英国立大学の先生である。

シジミ好き、飼育好きとして、本誌 33号 「中国地方のゴマシジミ」あるいは『Blulis(日本蝶類学

会)』 NQ23の 「コロラドルリアカシジミの幼生期」、はたまた『STAGE』 誌などでその名前をご存知の方

もおられるかもしれない。蝶の趣味を続けるには言うに尽くせぬ苦労と悲哀があるらしいが、そのあた

りはまあ穏便に。

この日は引つ越 し直前、豪華マンションに最愛の奥方とご子息は留守であつた。

綱集子 (以下、編):いや、どうも今晩は。

辻氏 (以下、敬称略):まず晩飯食お う。作るから。 (と 言つて台所で何や ら作り始める)

(今晩のメニューはステーキ、ゴハンと味噌汁であつた〉

編 :なかなか手際がいいですな。…ひょつとして毎日ゴハン作つてるんでは ?

辻 :そんなはずは無いだろ ! こんなこと書くなよ、おい。

編 :そ りゃもう、分かつてますがな。ウン、こりゃ美味い。

(晩飯を食い終わる。いくつか ドイツ箱を持つてきて検討を始める〉

編 :ま ず、辻センセーの好きな蝶 BEST 3は何ですか ?

辻 :ウ ーン、3位がアイノミドリ、2位がアサマシジミ、1位はゴマシジミかなぁ…。

編 :な るほど。ふむふむ、ゴマコレクションはなかなかのものですな。一番初めにゴマを採つたのって、

レ`て)?

辻 :広島の芸北、高校生の時かなぁ。聖湖の湖畔だよ。

編 :今 も居るの ?

辻 :同 じ場所には居ないよ。

編 :やつぱり、中国地方のゴマも減つてるんだ ?

響
π

本誌編集部 (書爆 基場)

▲辻 元 氏
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辻 :毎年減っている気はするなあ。あっそ うだ。

(と 言つて部屋に戻り、展翅板を持ってくる〉

辻 :こ のゴマ好きなんだよね。

編 :おつ。こりゃなかなか。場所はどこ?

辻 :広島県 〔山県郡〕大朝町寒曳山ってところ。ここも減つていて、地元の人ですら「まだ居るんです

か ?」 とか言つてたよ。ポイン トは広いんだけど、個体数は少ないな。

(展翅を外す。メリハ リの利いた、素晴らしく鮮度の良い個体である。)

編 :ウーン、こりゃ関東で採ったことない顔 してる。

辻 :特徴あるんだよね、青班の色も鮮やかだし。

編 :今年、行きましょう! ところで、ゴマの魅力つてどの辺 りにあるんですかね ?

辻 :飼育が出来ないところかな…。今度から引つ越して庭付きの家に住むから、シワクシケアリでも飼

つてみるか。

編 :奥 さんに蟻の駆除剤撒かれて終わりですがな (笑 )。

辻 :…… (苦笑)……・

編 :あ と他に自慢のゴマシジミないの ?

辻 :利尻のゴマがこれだろ、小さくて白紋が発達するんだよね、あそこ。それで、この個体見てよ。

編 :和l尻みたいな顔だけど、何だかアルビノつぽい気もするなあ。ラベルは…あれ !? これつて、広

島県じゃない。

辻

編

辻

編

辻

編

そうなんだ。採つたときからオカシイって思っていたんだけど。

フーン、これはなかなかの逸品ですな。

絶滅産地というなら、大菩薩の景徳院 〔※山梨県東山梨郡大和村田野〕のやつがあるよ。

今でも居ない ? そ うか、焼山沢林道の下か、見たこと無いな。

この時は景徳院の裏っかわの畑のへりにけつこう居たんだ。

何だか図体がデカくて汚いゴマですな。ええとラベルは・…1977年 8月 29日。私がまだ生まれてい

なかった頃だな。

辻 :あっそ うだ、ゼフ見る?

編 :ち ょつと、辻さん : ここで突つ込んでくれなきゃ。まぁいいや。

(屋久島、対馬のキリシマミドリや、広島のヒサマツミドリの入つた箱がある〉

編 :こ のキリシマ♀、けっこう青紋出てるけど、自黒じゃあ分かんないな。

辻 :鳥取のウラゴマってのもあるよ。

編 :えつ? 隠岐の以外はあんまり見たことないな、どれどれ。オッ、この♀すごい。なんか、ウラゴ

マに見えないな。ヒマラヤにこんな模様 したクリソゼフの♀がいるよ。

辻 :これ確かにすごいよね。この産地つて、こういうフォームが出るみたい。

編 :ウ ーン、こいつも逸品ですな。産地的にも関東の虫屋はあんまり持つてないでしょ。

辻 :最近は'lt‐ しくて展翅もしてないんだよね嘔この前の霧島・フジ事件■1のフジミドリもまだ冷蔵庫に

入ってるよ。
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編 :そ この冷蔵庫 ?(と辻氏の後ろの冷蔵庫を指差す)

辻 :いや、大学の研究室の。

編 :そ りゃそ うだつたな (笑 )。

〔注 1:「霧島・フジ事件」……実は、1999年 3月 、辻・斎藤のコンビは宮崎在住の巨匠。小岩屋 敏氏の案内で九州

の霧島山中までフジミドリを採卵に行つたのだ。九州の背丈を超えるスズタケ群落と巨大なホンブナに阻まれ、辻・

斎藤組は2日 で2卵というヒサンな成果に泣いたのだった。小岩屋氏は凡そ30卵は採つており、まったく相手にな

らなかつた。斎藤はその後ミャンマーに旅立ったため、虎の子の2'日は辻氏に託されたのだ。ご存知のように九州の

フジミドリは♂の黒紋が発達するスゴイ顔をしたヤツが出るのだが・・・〕

辻 :あれさ、飼育 したら幼虫がすごくデカイんだよね。さすが九州のフジミドリは違 うな、と思つたれ

蛹化して、じつくり見てみたら妙に蛹の腹部が丸いんだ。何だか悪い予感はしたんだけど。まあいいや。 
′

そのうち、蛹の翅の部分が色づいてきて、どんどん黒くなつてきた。よ―し、いいぞ、黒い黒いつて喜

んでいたらなんと真っ黒になつてしまつた。おいおい、黒くなりすぎだよ― (笑 )。 羽化したのは巨大な

♀が 2頭 !! ヒサンですね。

編 :わはははははは。あれ確か「♂が 2頭出たら 1頭ぼくにちょうだい、♂1頭だけだつたら辻氏が持

つていつて」つて決めてたんだよね。♀2頭 じゃどうしようもない (笑 )。

辻 :も う泣くしかないですね。

編 :ぼくたちはいつもそんな話ばつかだな。ユーコンじや事故るし。 (本誌Nc32参照 )

それ じゃあ、最後にこれからや りたいことなんかを適当に。

辻 :一 ヶ月くらい掛けて中国地方のゴマシジミをやりたいね。上旬は芸北町から始まつて、下旬の世羅

町あたりまで徹底 して。

編 :中 国地方ゴマ行脚の旅つて感 じですね。ご家族で行つたらいかが ?

辻 :……。まぁとにかく、こんなアホ話はどうでもいいからモ トキもさつさと就職決めなさい。大学院

だけは止めた方がいいよ。どうせオマエ勉強しないだろ。ますます逃げ場が無くなることだけは断言で

きる。分かつた ?

編 :へいへい。すんません。

〔20∞ 年 3月 某 日、横浜市の辻氏宅にて〕

【訪間を終えて】

上の話には出てこないが、辻氏のヨーロッパ留学・研究の傍らに得たシジミのコレクションもなかな

かのものであつた。これについては本誌L31「 ピレネー山脈に蝶を求めて」で触れられている。

国産ではゼフィルスやゴマシジミに熱いようなので、珍しい産地のゴマシジミでもお持ちの方は、情

報交換でもされたらいかがだろう。辻氏は中国地方のゴマシジミに造詣が深いので、関東の蝶屋にはな

かなか分かりづらいポイン トもご存知かも知れない。

最後に、いきなり押 しかけても快 く迎えて下さつた辻氏にお礼申し上げます。

(〒 180‐∞

“
 東京都武蔵野市中町2-16‐ 1‐61p1 / E‐m,11:m19S29-.so‐m.nejp)
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た か だ の ば ば

高田馬場周辺の蝶 (東京都新宿区)

辞 線

私が東京都の中心部、新宿区高田馬場に住みはじめてから、ほぼ4年になります。この間、自宅周辺

の蝶を見てきましたが、ほとんど自然が残つていない都心部にも、意外と多くの種類が生息している事

が分かりました。今回、新しい種としてムラサキツバメが追加できましたので、これを機会に、現在の

状況を簡単にまとめてみました。

なお、本稿はタカオゼミナール連絡誌『蝶林花山No 208』 に書いた文章を基に、それ以後にご教示頂

いた文献記録の内容を追加 したものです。

【きつかけ】

実は、`96年秋に左膝の十字靭帯の形成手術を受けましたが、退院後、リハビリの為に自宅付近の散

歩を始めました。特に、近くの都立戸山公園は、リハビリに最適な階段もあり、また樹木も多い所でし

たので、暇があれば歩いていました。

翌春、タカオゼ ミで倉地 正氏と知り合い、氏等が西多摩昆虫同好会としてまとめられた『東京都の

蝶』(けやき出版 :1991)を戴くと共に、観察記録を残す事を勧められたのです。

この本には、“東京都蝶類分布一覧表"と して、記録年代別の分布 リス トが市区町村毎にまとめられ

ており、我が新宿区として 48種の蝶が記録されていました。注意して観察すると、新宿区での最近の記

録が途絶えている種類も確実に生息している事が間もなく判明し、現状をもつと知りたいとの気持ちに

なったのです。

これが、私が散歩中に目撃した蝶を記録し始めたきっかけです。

【調査地域】

高田馬場は新宿区に含まれ、近くにある都立戸山公園は、都内では数少ない自然のよく残された公園

の一つです。また公園の中心にある “箱根山"は、海抜 45mで都区内では最も標高の高い場所でもあり

ます。

私が調査をしたのは、高田馬場の自宅から散歩で廻る範囲、即ち半径 21m位の区域に限られます。

町名で言 うと高田馬場 ;戸山 ;大久保 ;落合 ;百人町 ;北新宿です。

新宿区内には、他にも新宿御苑、神宮外苑など緑の多い公園がありますので、更に多くの蝶が生息し

ている事を期待 したいと思います。

【調査方法】

なお、私の記録は、成虫を採集したものは殆ど無いに等しく、大半は写真とビデオ撮影、及び目撃に

よるものです。このため、判別の困難な近似種が混ざっている可能性は否定できません。特に、ルリシ

ジミは飛翔中の目撃記録がほとんどで、正確に種類の確認ができたのは 1♀ しかありません。

13
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【概要】

三年間、

きました。

▼ 表 1

毎回わずか 1～2時間程度の短時間ですが、計数十回にわたつて観察を続け、記録をつけて

これを見ると、現在の高田馬場周辺における蝶の生息状況は、ほぼ判明したと思われます。

:高田露場の蝶・代表データ (筆者による。『東京都新宿区』は共通のため略)

1 アゲハチョウ
25-― IV―-1999 5♂ 戸山三丁目(戸山公園)

H― X-1998 2♂ 百人町三～四丁 目

) s7 Ct.
1-― V―-1999 l♂ 高田馬場四丁目(自 宅)

1-XI-1998 1♂ 高田馬場四丁目 (自 宅前)

カラスアゲハ 15‐―IX―-1997 1♀ 中落合一丁目(妙正寺り|1沿い)

アオスジアゲハ
25-W-1999 l頭 戸山三丁目(戸山公園)

25-― X-1998 1頭 高田馬場四丁目 (自 宅)

キチョウ
12-― X―-1998 1♀ 新宿三丁目(」R新宿駅東 口駅前)

H一 XI-2CXXl 1♂ 戸山三丁目(戸山公園)

モンキチョウ
11-IX―-1999 1♂ 戸山二丁目(戸 山公園 :箱根山)

12-X-1998 1♂ 戸山二丁目(戸山公園)

ツマキチョウ
25-― IV―-1999 5♂ 3♀ 戸山三丁目(戸 山公園)

7-V-2000 数 頭 戸山三丁目(戸 山公園)

モンシロチョウ
4-― IV-1999 2♂ 戸山三丁目(戸山公園)

3-Xl―-1998 1♂ 百人町四丁目

スジグロシロチョウ
25-― IV―-1999 4頭 戸山三丁目(戸山公園)

3-XI-1998 1♀ 下落合四丁目 野鳥の森公園

ウラギンシジミ
25-― WI―-1999 1♂ 戸山三丁目(戸 山公園)

H― X-1999 1♀ 高田馬場四丁目(戸 山住宅)

ムラサキシジミ
30-― IV―-2000 1頭 戸山二丁目(戸山公園)

14-X-2000 1頭 戸山二丁目(戸 山公園)

ムラサキツパメ
22-― IX―-2000 1幼 (♀ ) 戸山二丁目(戸山公園)〔→1♀羽化,6-X2000〕

14-X-2000 1♂ 戸山二丁目(戸山公園)

ベニシジミ
12-Ⅵ -1999 1♂ 戸山三丁目(戸山公園)

1-XI-1998 l♂ 戸山三丁目(戸山公園)

ウラナミシジミ
12-― IX―-1999 1♂ 高田馬場四丁目

10-― X―-1998 多数 ;卵 大久保三丁目

ヤマ トシジミ
25-― IV-1999 8♂ 戸山三丁目(戸山公園)

13-XI-1999 数頭 大久保三丁目(戸山公園)

ツバメシジミ
10-Ⅵ -2000 1♂ 戸山三丁目(戸山公園〉

10-X-1999 1♂ 戸山三丁目(戸山公園)

ル リシジミ
4-― Vl―-1999 1頭 戸山二丁目(戸山公園:箱根山)

11-― IX―-1999 1♂ 戸山二丁目(戸山公園:箱根山)

14
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キタテハ
30‐―V―-1999 1頭 戸山二丁目(戸山公園 :箱根山)

10-X-20∞ 1頭 戸山二丁目(戸 山公園 :箱根山)

アカタテ′
30-Ⅸ -2000 1頭 戸山二丁目(戸山公園:箱根山)

3-XI― -1998 1頭 高田馬場四丁目 (自 宅前)

ヒメアカタテハ
30-V-1999 1頭 戸山三丁目(戸 山公園)

11-X-1999 1頭 百人町四丁目(西戸山住宅)

ル リタテハ
H― X-1998 1頭 高田馬場四丁目

3-XI-1998 1頭 下落合四丁目 野鳥の森公園

ゴマダラチョウ
15-― V―-1999 3頭 戸山三丁目(戸山公園)

10-X-1999 1♂ 大久保三丁目(戸 山公園)

サ トキマダラヒカゲ
30-― V―-1999 多数 百人町四丁目(西戸山住宅 )

25-Ⅶ -1999 I頭 戸山二丁目(戸山公園:箱根山)

ヒメジャノメ
15-― V―-1999 2♂ 3♀ 戸山三丁目(戸 山公園)

3-― Xl―-1998 3♀ 下落合四丁目 野鳥の森公園

ダイミョウセセリ 15-V-1999 1こr 戸山三丁目(戸 山公園)

キマダラセセリ
12-― 1ヽ--1999 1♂ 戸山三丁目(戸 山公園)

10-― X―-1998 1♂ 百人町四丁目 〔※初日撃〕

チャバネセセリ
11-IX-1999 1♂ 戸山二丁目(戸山公園:箱根山)

H― X-1998 2♂ 百人町三～四丁目

イチモンジセセ リ
12-― Mll―-1999 l da 戸山三丁目(戸 山公園)

1-XI-1998 1♂ 戸山二丁目(戸 山公園)

今までに確認できた種類は、合わせて 28種です。新宿区で過去に記録された 48種(※注 1)と 比べると

少ない数ですが、都心部にもまだ多くの蝶が生息していることが分かりました。また、新たに 2種類の

蝶を新宿区の蝶 として追加できた事は嬉 しい事です。

今後は、調査範囲を拡大して、続けて蝶相の推移を見守っていきたいと思います。

※注 1)前稿後、他に偶産種3種が記録されていることが判明しました。
ホソオチョウ :内藤町 新宿御苑, ?‐ 1986 (竹中優助自刊)1°

ウスイロコノマチョウ :1♂ ,新宿3丁 目,30‐Ⅸ‐1991,澤野保雄 (蝶研フィールド7(2))的

アトムモンセセリ:1♀ ,市 ヶ谷カロ賀町,H‐Ⅷ‐1987,斉藤光太郎 (国立科学博物館ニュース(235))10)

なお、『やどりが (156)』 'には、朝比奈正二郎氏の高田馬場に於ける 1928～ 1991年にわたる調査結果として、

合計42種が挙げられています。その内、下記6種の蝶は、『東京都の蝶』新宿区リストには載つていない種です。

ウラゴマダラシジミ,ク モガタヒョウモン,メ スグロヒョウモン,ツマグロヒョウモン,ミ スジチョウ,アオバセ

セ リ。

【まとめ】

西多摩昆虫同好会編『東京都の別 には、都内の分布が “東京都蝶類分布一覧表"と してまとめられ

ています。この表では、種類毎に「各市区町村における最も新しい記録の年代」力`一覧表化されていま

す。この中の “新宿区の蝶リスト"と 現状を比較した対照表も示しておきます。(表 2)
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ジャコウアゲハ ●

キアゲハ ■

アゲハチョウ ●

オナガアゲハ ▲

2 eTrltt ●

モンキアゲハ ▲

カラスアゲハ ●

アオスジアゲハ ●

キチョウ ●

ツマグロキチョウ ▲

モンキチョウ ▲

ツマキチョウ ●

モンシロチヨウ ●

スジグロシロチョウ ●

ムラサキシジミ 未記録

ムラサキツパメ 未記録

トラフシジミ ▲

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 ●

ツパメシジミ ▲

ウラギンシジミ ●

アサギマダラ 偶産

ミドリヒョウモン 偶 産

イチモンジチョウ ▲

コミスジ ▲

キタテハ ●

ルリタテハ ●

キベリタテハ ▼

ヒオ ドシチョウ ■

クジャクチョウ 偶産

ヒメアカタテハ ▲

アカタテハ ●

スミナガシ ◆

ゴマダラチヨウ ●

ヒメウラナミジャノメ ▲

クロヒカゲ ▼

ヒカゲチョウ ▲

サトキマダラヒカゲ ▲

ヒメジャノメ ●

ダイミョウセセリ ▲

ギンイチモンジセセリ ▼

ヒメキマダラセセリ ▲

キマダラセセリ ▲

コチャバネセセリ ▲

オオチャバネセセツ ▲

チャパネセセリ ▲

イチモンジセセリ ●

↓追加種(偶産種)

ホソオチョウ 未記録

ウスイロコノマチョウ 未記録

ア トムモンセセリ 未記録

東京都の蝶〕との比較

表中の記号は “東京都蝶類分布

一覧表"における扱いを示す。

●……1980～ 1991年に記録あり。

■……1970年代迄記録あり。

◆……19al年代迄記録あり。

▲……1950年代迄記録あり。

▼……19の 年以前に記録あり。

偶産……偶産亀

“東京都～"で取り上げられて

いない種類は「未記録」とした。

但し、『 やどりが(15o』 での朝比

奈氏による記録は日付データが

ないため、上記には含めていな

い 。

大字+下線で表した種類は筆者

が確認済みのものである。

・ “東京都～"による記録種類数
……● :19種 ;■ :2種 ;◆ :

2種 ;▲ :19種 :▼ :3種 ;偶

産 :3種― 宅 計 43種

・ 筆者の確認済み種類数……

● :18種 :■ :0種 :◆ :1種 ;

▲ :7種 ;▼ :0種 ;偶産種 :0

種 ;未記録 :2種一一合計 28

種

・ 筆者の未確認種類数……● :1

種 ;■ :2種 ;◆ :1種 :▲ :

12種 ;▼ :3種 :偶産 :3種 ;

未記録 :(追加 3種)一一合計

22 (+3)種

・ “東京都～"における種類数累

計・・・・・・● :19種 ;■ :21種 ;

◆ :23種 ;▲ :42種 ;▼ :45

種 ;偶産 :3種
一

計 48種

▼ 表 2:東京都螺類分布一覧表 (新宿区)〔西多摩昆虫同好会親 1991.

このリス トの記録と比較してみると、普通種でも最近の記録がない蝶が多く見られます。新宿区とい

う土地柄か、記録が発表される機会そのものが少ないことが、その原因と思われます。

上の表と先に挙げた筆者の記録を併せたものが、大都市における蝶相の変遷を考えるうえで、少しで

も参考になれば大変喜ばしい事です。

【各種の生息状況】

下記の項目区分は、『東京都の蝶』(西多摩昆虫同好会紀 1991.)の “東京都蝶類分布一覧表"の区分

に基づいています。また、新宿区内での文献上の一番新しい記録を (最新記録)と して注記しました。
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1.新宿区での記録がない蝶、2種

・ムラサキシジミとムラサキツパメ

戸山公園にはカシ類が多く、ムラサキシジミが少ないながらも生息しています。春にも確認をしてい

ますので、越冬して定着しているものと思われます。またマテバシイも多く植栽されており、20∞ 年9

月 22日 、ヒコバエから本属の幼虫を採集 しました。この幼虫からは、10月 6日 に見事にムラサキツバ

メの♀が羽化しました。また、10月 14日 には、野外で♂成虫を発見し、発生していることも確認出来

ました。ムラサキツパメは、20∞ 年、関東地方各地で発生が確認されており、都心まで飛来したものと

思われます。都心の千代田区 1ヒの丸公園では松田邦雄氏が採集されており、かなり広範囲で発生してい

る可能性もあります。

マテバシイは、都内全域に多数植栽されているので、今年も姿が見られることを期待したいものです。

なお、ムラサキシジミに関しても、ムラサキツバメを調査するために繋ぎ竿を用いてみると、意外と

多くの個体が生息 している事が判 りました。

2_1950～ 60年代以降、記録がない蝶

・モンキチョウ (最新記録 :1♀ ,千駄ヶ谷 ,

15‐ Ⅳ‐1958;1♂ ,同地,15‐Ⅳ‐1958)lη

目撃した回数は多くはありませんが、戸山公

園のグランド脇斜面などには、シロツメクサが

植えられてお り、確実に発生しています。

・べニシジミとツパメシジミ (最新記録 :ツ バ

メシジミ ;1頭 ,砂土原町,H― V-1957)lυ

両種ともに戸山公園では食草もあり、確実に

発生していますが、発生地は非常に狭い範囲に

限られてお り、数も少ない蝶です。

・ ヒメアカタテハ (最新記録 :1頭,戸山町 三角山,20‐Ⅸ‐1956)lυ

都市郊外では、秋になると個体数が増しコスモスに多くの個体が集まる蝶ですが、高田馬場近辺では

22-Ⅸ -2000,戸山二丁目(戸山公園) 6-X-20∞,戸山二丁 目(戸山公園)
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意外と少ない蝶で、西戸山都営住宅などの花壇で見たのみです。畑地がほとんど残つていないので、食

草が少ないのでしょうか ?

・サ トキマダラヒカゲ (最新記録 :3頭 目撃,戸山公園,7-Ⅵ‐1987)υ

最新記録は前稿後判つたものですが、それ以前の記録は、1956年 頃まで遡 ります。

西戸山や高田馬場など、手入れの悪い都営住宅の敷地内に多く、戸山公園でも発生しています。初夏

の頃には、庭に植えられたカリンの若い果案 花)に群れ飛ぶ個体が観察されます。分布も広く発生数も

多いので、「普通種すぎて記録がない」蝶の典型 と考えられます。

・キマダラセセリ (最新記録 :1頭,戸山ハイツ,19¨Ⅶ_1956)1の

2～ 3年前は、非常に少ない蝶で、秋以外の時季にはあまり見られませんでしたが、昨年は猛暑のせい

か ?非常に多産していました。特に8月 には、戸山公国内の各所でテリトリーを張る個体が見られまし

た。

分布は広く、戸山公園だけでなく西戸山都営住宅などでも見られます。

・ ダイミョウセセリ (最新記録 :1頭 目撃,戸 山公園,15‐ V‐ 1987)υ

上の最新記録は前稿後に判つたものです。今まで、戸山公園で僅か l cx.確認できただけです。食草は

割合たくさん生えているので、当所で発生 しているものと思われますが、数は非常に少ないと思います。

近年、各所で衰退 している蝶で、都心部ではあまり見られなくなっているようです。

・ チャパネセセリ (最新記録 :1頭,谷堀,28‐Ⅸ‐1957)13)

戸山公園などに、少 しだけ生息しています。イチモンジセセ リは多いですが、オオチャバネセセ リ (最

新記録 :1頭 ,矢来町,12-Ⅸ‐1956)131は 見たことがありません。

▲唯一回、出会つたダイミョウセセリ♂

15-V-1999,戸山三丁目(戸山公園)

▲吸い戻し行動をとるチャ′
`ネ

セセリ♂

ll一Ⅸ-1999,戸山二丁目(戸山公園)

3.最近まで記録はあるが、注意 したい蝶

ロカラスアゲハ (最新記録 :1頭(写真),内藤町,21‐Ⅳ-1989)η

この種は非常に少なく、少し古い記録ですが、1997年にわずかに 1♀ を確認 しただけで、それ以後は

まつたく見ていません。この時は中落合の住宅地の庭に飛来しているのを目撃 しました。戸山公園でも

見たことはありません。

祗一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

群

申 :華
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1970年頃には「西大久保に稀ではない」との報告 (昆虫と自然 5(12))9も あるので、最近になつて減

少の著しい蝶と思われます。

・ ツマキチョウ

ー時、少ない時期があつたとのことですが、戸山公園では、春に普通に見られます。イヌガラシに産

卵行動をする個体を見たことがありますが、庭にも多く植えられ、また各所で野性化しているハナダイ

コンが発生源になっている可能性もあります。

・ルリシジミ (最新記録 :多数日撃・蛹殻 1,戸山公園,8‐Ⅵ‐1987)υ

樹上を飛翔する個体を目撃する機会は割と多いですが、本種であることを確認できる機会は非常に少

なく、写真撮影も産卵中の 1シーンのみです。しかし、夏から秋まで目撃しているので、戸山公園では

確実に定着していると思われます。

・ ゴマダラチヨウ

ー般には、4月 下旬～5月 上旬に第一化が多数発生し、以後 7月 中旬、9月 の年 3化と思われますが、

猛暑の 1999年 は 10月 にも新鮮な個体が見られました。

戸山公園にはエノキの大木が多く、かなりの生息密度を保つています。しかし今後、注意が必要な蝶

の一つです。

4.今後、棲息確認が期待できる蝶

北の丸公園で松田邦雄氏が記録されている蝶は、今後、戸山公園などでも確認出来る可能性が高いと

思います。(2000年秋の集い講演要旨集 :日 本鱗翅学会他)

・ ジャコウアゲハ

隣接する中野区や文京区では発生しているので、新宿区にも確実に生息していると思います。戸山公

園内には食草ウマノスズクサもあり、いつも注意していますが、残念ながら未発見です。

・ ヒメウラナミジャノメ

前稿後、「1頭目撃,戸山公園,2← V‐ 1987」 (神奈川虫報(85))幼 の記録があることが判りました。そ

れ以前の記録は、28‐Ⅸ‐1957ま で遡ります。

戸山公園でも最近まで生息していたことは確かと思われますが、注意して観察しているにもかかわら

ず未発見です。高田馬場付近では絶滅したのではないかと思われます。しかし、千代田区北の丸公園で

は今でも普通種との事ですので、戸山公園には皇居の堀の様な、明るい環境が少ないことが減少の理由

ではないかと思います。

・ ヒカゲチョウ (最新記録 :1頭 ,加賀町,9‐Ⅵ-1957)131

生息している可能性もあります。

一度だけ、大型のヒカゲチョウ類を目撃した事がありますが、種名は不明です。

・モンキアゲハ

・アサギマダラ

・ ツマグロヒョウモン

・クロコノマチョウ (新宿区未記録)

運がよければ確認出来そうなのが、これらの蝶です。今後、要注意です。
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特にツマグロヒョウモンは、近年の勢力拡大の状況を見ると、必ずいるはずと思われますが、注意し

ている箱根山の頂上でも未だお 目に掛かつていません。

5.普通種

・キチ ョウ

人工的な環境に一番強い蝶の様な気がします。秋になると、新宿駅の駅前を人波に混ざつて飛んでい

る個体を見かけることもあります。

なお、データをまとめていて、春の記録がまったくないことに気付きました。今春、特に注意して観

察したいと思います。

・ルリタテハとキタテハ

キタテハ以外の越冬タテハ類は、戸山公園よりも都営住宅周辺の方が多く見られます。ル リタテハは、

住宅地内に多く植えられているホ トトギスが主食ではないかと思われます。秋に多くなる蝶で、自宅マ

ンションのベランダでも見ることが出来ますが、この 3年間、年々減少している様で心配 しています。

キタテハは調査地域の全域で、周年にわたり姿を見ることができ、その適応力の強さが窺われます。

【最後 に】

都営住宅(団地)は、庭の手入れが悪い為、棟と棟の間に雑草が生い茂つており、また、個人的に花壇

や畑も作られているので、蝶にとつては非常に良い環境を提供 していました。 しかし老朽化が激 しく、

西戸山住宅は 1999年秋から閉鎖、既に更地化され、また戸塚住宅も建替えの為、2∞ 1年春から閉鎖さ

れてしまいました。住宅地域を発生源とする蝶達の将来は、風前の灯火で寂 しい限りです。

高田馬場周辺の狭い地域だけの調査のため、見逃している事も多いと思います。新宿区の蝶に関して、

データやご意見をお持ちの方は、連絡下されば幸いです。

最後に、きつかけから追カロ記録のご教示まで、すべての面でお世話になった倉地正氏には、心から感

謝致 します。
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52年前の採集記

椰 緯

東洋大学の大野正男教授から「半世紀前の文献に貴方の採集記を見つけた」とのお

電話をいただいた。ところが当の本人は原稿を書いた覚えはあつたが、立派な活字で

印刷されたものがあることを知らなかつたのである (当時は殆どガリ版刷 り)。 なつか

しさのあまりに、コピーしていただき、ここに原稿は半世紀ぶりによみがえつた。私

は今も、心は昆虫少年である。

^Eg.D+o (I#E:rilTo)ttn.r950+7Fr=ltHrEdlI[*EF*r:& 9*fi**rt=ttt@rl?.1t-4.
rof$' t=ttreaf.taa<f,6"*rFr:tt**+frBafu<rrarrff.*fi+tEBLer2€<. ;

a*twri-rlt l9l9 +o+,ott6obri**<66i" *tr]=r< < 6SE ttIl*. +t+
lE+ltttE+{l:&tL. ,n2<lE}F-t:t<fi:irf:Etfiilttbaf:& it66rr. l9€ + (ffit014 +) l:H
ur L. t[o-fr rJfi#+E EonFFEt**a €r=t a ( 116 t i (66" t6. fr*l:<EB t fL< rr i5 !E

il+t:?rr<tt. i6t=*L)g,Eff'Rtt?.<rr;5il:F*ter:iltrf:r(, ?oi! (lf, t=otDlafit') l:20r
< ftB B f AElto)ffE t n* E*o) :f :f t 6 6 " :t f:. I E trEE rtf ( t 6t=t>t=*s.t* Lt= "l

岩手山麓

松 田 邦雄

私が今夏休中、(7月 28日 ～8月 19日 )の約二週間を岩手山麓の叔母の所にて過し、彼地にて蝶の採

集を行つたので、その記録をここに述べさせて戴く。

当地名は、岩手県岩手郡松尾鉱山と称し、海抜約 450米位の山中の村で、南方に標高 1950?米の偉大

なる岩手山が貧え、付近の自樺に包まれたる山々の景色は格別である。従つて村の附近は山地性の蝶が

多く、家の庭でさえもミヤマカラスアゲハ 。オウヒカゲ・クジヤクチヨウ・シイタテハ・其他ながy‐

も種々見られた。

附近の山々への大体の採集コースは、松川温泉 (家より10粁)への経路、藤七温泉 (家より15粁 )

への経路、元山 (約 800米の高さの山中の大きな町で、家より5粁位)への経路等がある。始めのうち

は、期待通りに次々と変わつたものが採れ、その数も日増に増加して行くので、大変嬉しかった。

日毎に味う、珍蝶を採つた時の自網の一振のスリル、採集者でなければ味わえぬスリルである。又、

朝日に輝く谷川のほとりに、翼を拡げて静止しているキベリタテハ等の光景を思い出す。実に神秘的な

光景である。この様に毎日、野山をさまよつた。そして、八月二日頃まで頑張つたが、不幸にも絶好の

時期を目の前にして、右手を痛め当分休養する様に医者から宣告を受けた。そのため、充分期待してい

た岩手登山も出来なくなり、又毎日絶好の採集日和を、じつとしていなければならない私の気持ちはた

まらなかつた。併し休養の甲斐あつて、人月十日頃には網をどうやら振る事が出来る様になつた。そし

て十一日からは、待ちに待つた久しぶりの採集を行つた。併しわずか一週間の内に蝶も大部変わつてい

た。来たばかりの時は、一番多かつたヒヨウモン類は早くも、その姿は少なくなり、メスグロヒヨウモ
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ンのみがよく見られた。

又、クジヤクチョゥも殆ど見られなくなつた。その他、全般的に個体数が少なくなつた様な気がした。

その後ながり‐ では、メスアカミドリシジミ。オオミドリシジミ・ジヨウザンミドリシジミ・等が少々

採れた。又、キベ リタテハがそろそろ出て来た。でも私の日撃 したキベ リタテハの総数は僅か六頭であ

つた。

Pattbでは殆んど80%が、ミヤマカラスアゲハで、其他はキアゲハが 10%位と、カラスアゲハが少々

いるだけで、オナガアゲハは、僅か一頭♀を採つたのみ、又ナミアゲハも僅か一頭♂を目撃したのみで

あつた。勿論、クロアゲハ、ジヤコウアゲハ、アオスジアゲハ等の南方系の蝶ではその影すら見なかつ

た。

この様に毎日、方々のコースで採集を行つたので、当地の人々は私のいかめしい、捕虫網を持ち、月同

乱をさげ、三角鑑をバン ドに通 した姿を見て、不思議な顔をしていた。この村に採集に来たのは私が初

めてらしい。村の人等と山の中で行きちがう時など、必ず「何にするのか」等と開かれ、行く人毎に問

われるのは、全くかなわなかつた。併し、其後叔母から当地に居られる、昔昆虫の研究をされていた、

加藤喜一郎先生を紹介して貰つた。そして先生から当地の昆虫相についてよくお話を伺つた。先生が当

地で御採集なさつたもので、私が採れなかつたものは、キマダラモ ドキのみであつた。又当地の蝶が、

或種に於ては非常に小型のものが多い事等感 じた。

かくして思わぬ病気の為、成果も充分に上らなかつたが、非常に楽しく毎日を自然の中にて過ごした。

では最後に、当地にて採集 したところの蝶を一寸御紹介する。

A.Papllionida

l.ミ ヤマカラスアゲハ 多

2.カ ラスアゲハ 少

3.キ アゲハ 普

4.ナ ミアゲハ 僅少

5.オナガアゲハ 僅少

以上五亀

B.…
1.モンシロ 多

2.ウスモンシロ 多

3.ヒ メシロ 普

4.キチヨウ 普

5.モ ンキチヨウ 多

6.ス ジボソャマキ 普

以上六色

C・ Sa申劇麓

1.ジヤノメチヨウ 多

2. ヒメジヤノメ 少

3. ヒメウラナミジヤノメ 普

4.ク ロヒカゲ 多

岩手山麓松尾鉱山の蝶 目録

5.オ ウヒカゲ 多

6.キマダラヒカゲ 普

7. ヒメキマダラヒカゲ 普

以上七亀

D.…
1.サカハチチヨウ 普

2.コ ムラサキ 普

3.ゴマダラチヨウ 普

4.オオムラサキ 僅少

5.ク ジヤクチョウ 多

6.キベ リタテハ 普

7.コ ミスジ 多

8.ミ スジチヨウ 普

9.オオミスジ 普

10.イ チモンジチヨウ 普

H.アサマイチモンジ 普

12.キ タテハ 普

13.シイタテハ 多

14.ル リタテハ 少

15.ヒ メタテハ 多

16.ア カタテハ 多

17. ウラギンヒヨウモン 多

18. ウラギンスジヒヨウモン 多

19.オオウラギンスジヒヨウ
モン (ヒ ヨウモン類の中

で最も多かつた。)

20.ミ ドリヒヨウモン 多

21. メスグロヒヨウモン 普

以上二十一色

E. Lβ鳴面

“1.ヤマ トシジミ 普

2.ル リシジミ 多
3.ゴイシシジミ 多
4.ト ラフシジミ 多
5. ウラゴマダラシジミ

6.アカシジミ 多
7.ムモンアカシジミ

8.ミ ドリシジミ 多
9.オウミドリシジミ

10.エゾミドリシジミ

11.オオエゾミドリシジミ

12.ウラシロミドリシジミ

多

多

普

普
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4.オウチヤバネセセリ

5.  ミヤマチヤパネセセリ

6.コチヤバネセセリ

7. チヤマダラセセリ

以上七亀

計六十四種。以上は私が当地へ滞在していた期間に、観察した蝶で、この他、他の季節にも、種々の

蝶がいる事は確かである。又この期間中に於ても私の観察出来なかつたところの、数種類の蝶がいる事

に相違ない。

当地のカロ藤先生は当地にはこの期間中に、エルタテハ、キマダラモ ドキ、アサギマダラの三種も少な

い乍らもいると言われていたが、残念にも見るチャンスはなかつた。尚、当地にて、シイタテハ及びミ

ヤマカラス、ヒメシロ、チヤマダラセセリ等の卵を採集 し、飼育したが、ミヤマカラスアゲハは、盛岡

から、青森へ寄つたために、食草が見付からないため、遂に死んでしまつた。シイタテハも同様である

が、一頭が、岩手で蛹化したので、これは帰京後、自宅の飼育箱の中にて秋型の♂が羽化 した。ヒメシ

ロも蛹二つを持つて帰り、二頭 とも羽化 した。

シイタテハ、9月 3日 、羽化す。

ヒメシロチヨウ、9月 2日 、二頭羽化す。又チヤマダラセセ リは、残念乍ら、孵化 しなかつた。

かくして楽しかつた、採集も無事に ?終わり、八月二十日早朝、岩手山に別れを告げて青森の従兄の

宅へ向かつた。尚一寸この青森の人戸市附近の蝶相を記録 しておく。当地は、ミヤマカラスは全く見当

らず、カラスアゲハはナミアゲハ、キアゲハ等がいたのみであつた。その他主なものとして、オウヒカ

ゲが非常に多かつた事と、ヒメシロチヨウ、スジボソヤマキチヨウ等が多かつた事である。

3hyntSでムモンアカシジミを少し採つたのみである。又、当地のイチモンジチヨウがすごく小型な

のには驚いた。その他、クロヒカゲ、モンシロチヨウ等も相当小さいものが多かつた。

当地は種数は少ないが個体数は非常に多いと云う事が云えるだろう。つまり岩手の松尾鉱山と反対に

なつている。

この様にして、約一ヶ月間に亙つた、採集旅行も終えて、八月二十七日、列車の人となつた。尻内駅

を九時二十六分に発車して、日中は窓から、外を眺めて、時間を過した。窓から見える、東北の山々は

皆、私を見送つているかの如く感 じられた。時々汽車の近くに、ヒヨウモンチヨウや、オウヒカゲ、ヒ

メシロチヨウ等が見られた。又、イチモンジセセリがすばらしいスピー ドで汽車を追いかけたりしてい

るの等面白かつた。汽車が岩手を通る時、偉大なる美しい、岩手山に最後の男Jれを告げた。汽車は夕闇

の中を東京へ、東京へと走つた。夜空に星が無数に輝き、又、誘蛾燈の灯は一直線となつて、彼の山の

端まで続いていた。列車内の人にも皆、其の美しさに見とれていた。かくして長い汽車の旅も終り、二

十八 日の午前五時十五分上野に到着した。

(種名注 :ウスモンシロ=エゾスジグロシロチョウ ;ヒ メタテハ=ヒメアカタテハ :オオエゾミドリシジミ=ハヤ

シミドリシジミである》

(〒 351‐∞ 11 埼玉県朝霞市本町 2‐2牛2)

多

多

普

多普

普

多

３
．

４
．

５
．

６
．

７
．

８
．

メスアカミドリシジミ 普

ジヨウザンミドリシジミ 多

フジミドリシジミ 普

ウラキンシジミ 少

ウスイロオナガシジミ 多

アイノミドリシジミ 普

以上十八亀

F. 

…1.ダイミヨウセセリ
2.コ キマダラセセリ
3. ヘリグロチヤバネセセリ
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採集記を書こう 留

鮮■ 維釜
昆虫採集記にもいろいろなタイプがある。書く人が違うのだからそれぞれ違うのは当然である。しか

し、「採集記」は「旅行記」ではなくあくまで「採集記」なのである。たとえ目的のものは採集できなく

ても採集記であるからには一定のルールのもとに書かれていなくてはならない。そのルールとは。

1. 日付……2CXIX ttXtt X日 という日付は必ず必要である。いつの話かわからなくては採集記になら

ない。

採集場所・……どこで採つたのかを記すことは採集記であるからには必ず必要である。ただ、理由

があつて採集地を明かせない場合もあるが、それはやむを得ない。通常は国名、県名、町

名、字名、など記録に必要な、ラベルに書けるぐらいのデータは必要である。

文末に採集リストとしてまとめて書くこともある。

採集した昆虫の名前・…・・その場ですぐわかるものもあれば、日本へ、あるいは家へ帰つてから図

鑑を見たり、識者の意見を聞いたりして判定する。たいていの採集記は、いかにもその場

でわかったように書いてある。

名前には学名を付すとそれらしく見える。

以上はあたりまえのことであるが、採集記の必須事項である。

次に書き方であるが、できるだけ平易に、誰にでもわかりやすい言葉でというのが原則である。なか

には本人だけが興奮してしまって、激 した文章を連ねていても、読んでいる方はしらけてしまうものも

ある。採集記は将来にわたって文献として残るものなので、できるだけ抑制 した丈章で書いたほうが 10

年 20年経つて読み返 したときに後悔することが少ないだろう。10年後に読んで赤面してしまうような

文章は残 さないほうが身のためである。

多摩虫は若手の会員が多いが (と 言つても他の会に較べてのことであるが)、 若者の書いた文章はど

うしても表現が青臭い上に、誇張された言い回しが多く、なかには「ジャーン」などと擬音効果音も入

るので、中年以上の会員にとつては読むのがつらいことがある。 しかし青春の記念碑としてその青臭い

ところがいいのだという人もいる。私もどちらかというと青虫をつぶすとしたたる緑色の汁のような青

春の記録を読みたい気持ちもある。それは中年以上のおじさんたちが書きたくても書けない貴重な記録

であり、青臭い表現も我慢 して読むべきものであろう。読むのがつらいと言いつつ若者の元気のいい採

集記を読んで、自らの若き日に思いを馳せている中年も多いのである。 (ああ、青年老い易く…)

採集記は うまい文章を書く必要はないが状況が読んでいる人によくわかるように書くことが大事で

ある。できれば発表する前に誰かに一度読んでもらうと、誤字脱字はもちろんのこと、自分では気づか

なかった文章の不明な箇所などを思いがけず指摘されることがあるだろう。
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とは言つても採集記は記録であると同時に文学なのである。無味乾燥な記録ではなく、書いた人の個

性が表れた文学の香りがする採集記を読みたいものである。そのためには、どこへ行つて何を採つたか

というだけではなく、著者の目を通して見た現地の風物、人物などを書き込んでほしい。ただしあまり

余計なものを付け加えると、よほど文章表現力がないと読む方は退屈してしまう。読者が採集記に求め

ているのはやはり「どこで何が採れた」と言うことが一番なのだから。

地図や写真はできるだけ入れた方がいい。百万言を使つても伝えられないことがたつた一枚の写真で

正確に伝えられることがある。地図があると読んでいる人はその土地の位置関係がはつきりすることで

イメージが明確になり、読んでいる文章も生き生きとしてくるものである。

はじめに言つたが採集記には一定のルールはあるが、その範囲の中で表現は自由である。ということ

はルールはあってもなきが如しである。音楽で言えば交響曲は4楽章で起承転結のある典型的なハイ ド

ンのシンフォニーもあれば、ベー トーヴェンの第 9のように合唱が付いたり、ベルリオーズの幻想のよ

うに5楽章だつたり、シベリウスの 7番のように 1楽章しかなかつたりとさまざまであるが、それでも

すべて交響曲と呼ばれているようなものである。

これは強く言つておきたいことであるが、採集記に出てくる虫の名前は和名で表示してほしい。外国

産で和名のないものは自分で勝手に命名するか (斎藤基樹君がよくやるように)、 何々の一種というよう

な表現でとにかく読むだけで読者が虫の姿を思い浮かべられるようにしてはしい。そもそも採集記は学

名だけで虫をイメージできる人を対象に書くものではない (そんな人はごく少ない)。 和名を開いて初め

て、アアあの虫かとわかる人がほとんどだということを忘れないように。出てくる虫がわからないで読

んでいても面白くない。学名だけ書いて済ませようとするなら論文にして、しかるべき学会誌に発表し

てはしい。採集記をいちいち図鑑と照らし合わせながら読みたくないのである。

採集記で特に面白いのは、

1.これまで議も行つたことのない場所へ行つた話

何も採れなくても、たいした虫はいなくてもその場所がどんなところで、普通の旅行者ではな

く昆虫採集家の日で見たらどんな状況かという興味で読者は読んでくれる。そこで新種でも発見

したらいかに下手な文章でも皆熱心に読んでくれるのは間違いない。

ョーロッパやアメリカ合衆国での採集記は意外に少ない。旅行で行く人も多いので、特に珍し

い場所でなくても関心を持つて読まれる。海外でなく日本国内でもまだまだ昆虫採集にとつて未

知の場所はあるだろう。

採集記は採集案内の役目もあり、多摩虫会報が昆虫図書店で売れるのはそういう需要もあるか

らである。未知の場所の採集記は大いに書いてほしい。

2.これまで護も採つたことのない虫を採つた話

場所は皆が良く知つているところでも新種や亜種、変異種を採つた話は興味を持たれる。珍し

い種を採つたら、できれば短報ではなく採集記にしてほしい。
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編集担当としては本誌に毎号一編は採集記を載せたいと思つている。

本号の松田先生による「52年前の採集記」は、現在の松田先生を知つている会員の皆さんが若き日の

先生を思い浮かべながら読むと大変面白い。データも貴重なもので、1949年 8月 の岩手山麓松尾鉱山の

蝶 目録は、この年のこの地の記録としては唯一のものではないか。そ して紀行の最後、特に

「汽車は夕闇の中を東京へ、東京へと走つた。夜空に星が無数に輝き、又、誘蛾燈の灯は一直線とな

つて、彼の山の端まで続いていた。列車内の人にも皆、其の美しさに見とれていた。」

というくだりは青春のロマンチシズムの漂 う詩であり、文学である。

これまで世に出た採集記で素晴らしいと思えるのは、

・チャールズ・ダーウィン  『ビーグル号航海記』

・アルフレッド・ R・ ウォーレス  『マレー諸島』

であろう。この二つは新 しい発見と洞察に満ち

ているうえに、自然科学の発展に大きな転機をも

たらすことになつた歴史的にも重要な採集記であ

る。ただし、かなり長編であり、本誌にこれを載

せるとしたら何十回にも分載 しなくてはならない。

日本人の作で思い浮かぶのは

・奥本大三郎  『楽しき熱帯』

ぐらいか。

採集記はできれば 1号に収まるくらいにまとめてもらえればありがたいが、2,3号にわたつてもかま

わない。ただ次の号が出るまで半年も空いてしまったら読者も前の号を覚えていないかもしれない。

会員の皆さんが未知の場所を探訪して、読んだ人がそこへ行つてみたくなるような素晴らしい採集記

を書いてくれることを期待 している。

(〒 215‐∞

“
 神奈川県川崎市麻生区金程 1‐37-27 / E‐ mバ 1:b.熙Ⅲ(レdO.OCELnejp)

2`
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山伏岳山頂 (標高 2014m)に ツマグロヒョウモンがいた

麻生 紀章

2000年 8月 26日 (晴 )、 静岡県静岡市山伏岳山頂でツマグロヒョウモン♂を撮影したので報告する。

ツマグロヒョウモンは近年 日本列島を北上 している代表的な蝶であるが、2CXXpメ ー トルを越える山頂で

の記録は珍 しいと思われる。同種は山頂で占有行動する性質があるので、今後も各地の山頂で発見され

るであろう。

ツマグロヒョウモンの1ヒ上は地球温暖化が

原因とされているようであるが、必ずしもそ

うとは言えないと思われる。静岡県浜北市で

採集した母蝶が産んだ卵から孵化した 2～ 3

齢幼虫が、今冬のマイナス気温が何日も続く

東京近郊の厳しい寒さに耐え、2∞ 1年 3月 1

日現在、我が家の庭に袋掛けしておいてある

鉢植えのパンジーの葉裏で元気に生きている。

かなり耐寒能力があると思われる。公園や道

路の緑地帯に植えられているパンジーの葉裏

に意外とツマグロヒョウモンの幼虫が潜んで冬を越しているかもしれない。

(〒 215¨0006 神奈川県川崎市麻生区金程 1-37‐27 / E‐mn‖ :b.輌∝@∝l100cILnejp)

前三ツ頭山頂でツマグロヒョウモ ンを目撃

山田 成明

20∞ 年 7月 30日 、山梨県北巨摩郡大泉村の人ヶ岳前衛の前三ツ頭山に登つた時、山頂 (標高 2364m)

で占有行動をとつているツマグロヒョウモンの♂を1頭確認 した。近年分布を拡大している種で、山梨

県内でもよく見ているのでいてもおかしいとは思わなかったが、こんな高い山の上まで飛んでくるとい

うことには少 し驚いたので印象に残つている。

当日天気はあまり良くなく、登山下山とも濃霧あるいは小雨の中であつたが、たまたまこの山頂にい

た時だけ一瞬晴れ間が出て、見たのはその晴れ間のことであつた。

(〒 167‐∞42 東京都杉並区西荻北 1‐ 8‐26 / E‐mail:mOomailconl)
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夏型シーズンに採集されたミヤマカラスアゲハ春型

藤 岡
ともお

知夫

日本ではPaprrra属のアゲハチョウはすべて、越冬蛹から春に羽化する第 1化の成虫は春型の顔をして

いて、第 1化の子孫である第 2化、第 3化は夏型の顔をしていることはよく知られている。春型と夏型

は、大きさ、翅形、斑紋が、明確に異なっていて、区別ができる。そして夏型のシーズンに春型の顔の

成虫が採集された例は聞いたことがない。

筆者は 1994年 6月 30日 、埼玉県秩父郡大滝村中津メ||において、春型のミヤマカラスアゲハ 3♂ を採

集した。いずれも新鮮な個体で、これは、通常よりlヶ 月遅く、不思議だな、くらいであまり気に留め

なかった。

ところが 20∞ 年 6月 22,23の両日、熊本県上益城郡矢部町内大臣にウラゴマダラシジミ採集に行つ

た際、多数の夏型ミヤマカラスアゲハを目撃、2♂ 3♀ を採集したが、同じ場所で春型 2♂ も採集した。

夏型は最盛期で、新鮮な♂もいれば傷んだ♀もいたが、春型の 2♂ は新鮮であった。

ミカ ドアゲハやクモマツマキチョウの蛹を室内で越冬させると、1年目には羽化せず 2年目に羽化す

る例があるが、今回のミヤマカラスアゲハも、何らかの原因で、越冬蛹が 1シーズンずれて羽化したと

考えるべきなのであろう。そして、成虫の斑紋は、羽化する時期ではなく、蛹化、越冬した時点には体

内で決められている、ということも推論できる。

(〒 H3‐∞24 東京都文京区西片2‐ 15‐18 / E‐ mail:崎 @ballade plala.∝ jp)

ツマキチョウの高地への進出について

辟
Vポ

筆者は本誌 No38にて、地球温暖化に伴 う一事例 として、北アルプス上高地下部におけるツマキチョ

ウの高地への進出を報告しておいたが、先に南アルプスにおいても同様な事例を掌握しているので報告

しておく。

長野県入笠山の西側入口である上伊那郡長谷村戸台方面では、過去、戸台 (標高約 lCXXlm)付近でし

か見られなかった本種が小黒り|1沿 いに上部へ進出、標高 い∞m付近にまで分布拡大していることが既に

報告されている。山梨県中巨摩郡芦安村 夜叉神峠付近では 19%年当時、本種は芦安温泉上部の標高 lKXXl

m付近までしか分布 しておらず、夜叉神 トンネル付近 (標高 1390m)ではクモマツマキチョウしか見ら

れなかった。しかるに 1997年 6月 1日 の調査ではツマキチョウの成虫 2♂ l♀ と 15'日 を確認、クモマツ

マキチョウは 1卵確認のみであつた。3年間で実に約 4∞m標高を上げたことになる。

今後各地で同様な傾向が高まると思われ、南方系蝶の北上と共に本種の進展からも目が離せない。

(〒 180‐0004東京都武蔵野市吉祥寺本町3‐ 13‐6 / E‐ mail:」山血ぃ 。Spacctom.llcjp)
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新潟県三日山のベニ ヒカゲ

仁平 勲

「もういない」「いなくなつた !」 、などと言われて久しい群馬県●1根郡新治枕F新潟R南魚沼郡湯

沢IED県境、三国山 (標高 1636m)のベニヒカゲの現状を確認しようと、筆者と仲西周二氏の2名 は 1997

年 8月 27日 に同山を訪れた。

結果から記すとベニヒカゲはまだ生息していた。頂上直下左手 (=西側。新潟県側)の草付きのみに

わずかに見られ、計 5♂4♀ (内 4♂は少し汚損)を観察した。

過去には登山道途中の三国峠 (標高 1244m)にある神社の真裏から上には多数乱舞していたそうであ

るが、現在では上記のほんの狭い一角でしか見られず、細々と生息しているという状況のようである。

(〒 18餌∞

“
東京都武蔵野市吉祥寺本町3‐ 13‐6 / E‐ mail:d山(レ団明率瀬鯛肛

“
jp)

岩菅中岳におけるべニヒカゲの生息確認について

鶴首 釜撃
岩菅連峰は志賀高原の東に位置 し、5座の 2(Hh級の山が南北に連なつている。ベニヒカゲ lEzbra

4Йガ
“
)は連峰の南部 (岩菅山・裏岩菅山)には生息が知られていたが、北部 (中岳、烏帽子岳、笠

法師山)からは未記録であつた。筆者は北部の山の一つ中岳にてベニヒカグの生息を確認 しているので

報告する。

(データ)約 10頭観察 長野県下高井郡山ノ内町 中岳 (標高 2236ml山頂直下 12-VE-2CXXl

生息地は岩場から落ち込んだ急峻なガレ斜面である。約 30分間で10頭程度のベニヒカゲを観察 した。

個体は中型で前後翅の紅紋の発達は良い。当地には裏岩菅山頂 (標高 23410か ら北方へ 1時間の歩き

で到着するが、この間ほlま樹林帯が続いておリベニヒカゲは分布していない。なお、裏岩菅山頂南側に

は草原が広がり同日数頭のベニヒカグを目撃 している。

(〒 33●∞21 埼玉県浦和市別所 5‐20‐ 15 / E‐ m扇1:Lpd9876@山 hb"b nejp)

東京都八王子市裏古屋町でクロコノマチョウの幼虫を採集

川 日 悠太

筆者は2000年 8月 29日 、東京都八王子市裏高尾町において、クロコノマチョウの幼虫4頭を採集し

た。神奈川県では本種は土着の様相を呈しているが、東京都ではまだ記録の集積段階にあると思われる

ので報告 しておく。

(データ) クロコノマチョウ 幼虫4頭 (終齢。ススキより)

東京都八王子市裏高尾町 蛇滝林道 29-Ⅷ -20∞
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ススキの葉に何者かの食痕が多数あり、見ると葉に沿つて 1頭の幼虫が静止 しており、そのすぐ横の

葉にも3頭の幼虫が並ぶようにして静止していた。幼虫はいずれも終齢で、持ち帰つて数日後に蛹化、

同年 9月 24日 ～26日 にかけて本種成虫 3頭が羽化 した。

(〒 378‐0413 群馬県利根郡片品村大字越本 1186 まるよし荘 笠原様方 )

神奈川県厚木市でツマグロヒョウモンを採集

小山 亜州加

筆者は2000年 10月 、神奈川県厚木市において下記のようにツマグロヒョウモンを採集しているので、

近年北上の著しい本種の記録を集積するために報告しておく。

(データ) 1♂ 神奈川県厚木市長谷 東京農業大学構内 16-X-2000 筆者採集

土手下の果樹園の縁で採集した。やや翅が擦れた個体であった。

(〒 154‐0023 東京都世田谷区若林3‐ 15‐3‐503 / E」』 :kcn40@t.■
―

e nejp)

神奈川県厚木市でムラサキツバメを採集

小山 亜州加

2000年は、神奈川県、千葉県、東京都など関東各地でムラサキツバメが採集されたが、筆者も神奈川

県厚木市で採集しているので報告する。

(データ) 1♀ 神奈川県厚木市温水 宿 (東京農業大学裏)27-X-20CXl 筆者採集

畑の畦を歩いていると本種が飛び出し、サ トイモの葉に止まったところを採集した。新鮮な個体であ

った。

(〒 154-∞23 東京都世田谷区若林3-15‐ 3‐503 / E‐mail:kcn40@fc.t― C.nejp)

神奈川県におけるクロコノマチョウとウスイロコノマチョウの記録

Jヽ山 亜州加

筆者は神奈川県厚木市 ;川崎市において、クロコノマチョウとウスイロコノマチョウを採集している

ので報告する。

(データ) ※神奈川県、筆者採集は共通。

・クロコノマチョウ  1♂ 1♀ (全て秋型)厚木市長谷 東京農業大学構内 29-X-1998
1♀ (新鮮)同地 10-XI-1999

1♀ (新鮮)川崎市多摩区枡形 6丁 目 生田緑地 4-X-20∞
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・ウスノロコノマチョウ 2♂(夏型・秋型)厚木市長谷 東京農業大学構内 8-X-1998

1♀ (秋型 。新鮮)同地 29-X-1998

厚本市の採集地においては、両種とも柿の木 (柿畑)の下で採集した。'98年に採集 した♂は、翅

が擦れており、ごくわずかな破損があった。♀は羽がやや擦れていたが、破損はなかつた。

同地で 10月 8日 に採集 したウスイロコノマチョウについては、1頭は夏型で、翅にわずかな

破損があり、擦れていた。もう1頭は秋型で、後翅に破損があつた。なお、厚木市では両種

共に発生しているものと思い、採集場所附近を探索したが、幼虫などの発見には至らなかつ

た。

川崎市におけるクロコノマチョウも柿の木の下で採集したものである。

(〒 154‐0023 東京都世田谷区若林3-15‐ 3‐503 / 3mail:kcn4Cl@fC t― C・nejp)

東京都裏高層でのスギタニル リシジ ミ初見 日

油井 秀臣

2001年 3月 21日 午前 H時 15分、東京都八王子市裏高尾町蛇滝でスギタニルリシジミ1♂を初見した

ので報告する。当日も前日も気温が 20℃ に達するほど高かつた。場所は蛇滝へ登る階段の始まりから

10mほど手前で、登山道を鉄のカバーがある溝が横切り、その横の水がしみ出た場所。ルリシジミ1♂

と追いかけつこをしていたが、両個体の翅表色の差は歴然としており、飛翔中から別種であることに気

づいた。あいにく食樹の幼木を探しに行く途中で、ネットもカメラもなく目撃記録だけだが、道に止ま

るまで待つて裏面も確認した。

両種個体とも縁毛 1つ落ちていないような新鮮さで、当日朝に羽化したものだろう。

毎年 4月 中旬以降に、日本昆虫協会の採集会が裏高尾町小下沢林道で行われており、誰かがスギタニ

ルリシジミを採集するので、産地としての記録にはならないが、それよりlヶ 月近く早いという、時期

的な記録にはなるので報告しておく。

当日この2種の他に目撃した蝶は、ルリタテハ 1∝、テングチョウ多数の成虫越冬種と、やはりこの

日羽化したと思われるスジグロシロチョウ2♂。蛇足ながら蛇滝入り日の梅園では自梅が満開であつた。

(〒 193‐0821 東京都八王子市り|1町 128‐ 124 / E‐mail:嬌Ⅲoma2justnd.nejp)

伊豆・ 天城山でツ リガネタケか らマダラクワガタを採集

中村 芳樹

20∞ 年 H月 19日 、山梨県在住の自須・宮下両氏の案内により、むし社の中村裕之氏、山口茂氏と私

の 5人で静岡県田方郡中伊豆口J大城山 万二郎岳にてコル リクワガタを中心とした採集を行つた。採集中、

立ち枯れについているツリガネタケ (サルノコシカケの一種)にコプスジゴミムシダマシが入つている
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よ、と宮下氏に言われ、いくつか割つていたら古いやつから5～6頭のコプスジゴミムシダマシが出てき

たので、これはなかなか格好いいなと思い、古そうなツリガネタケを 10個ほど持ち帰つた。これらを家

で割つていたところ、一つから2頭のコプスジゴミムシダマシとマダラクフガタ 1♀ が出てきたのであ

る。

ツリガネタケは内部がちょうど赤腐れの状態で、3～4 cmほ ど食痕が見られ奥に新成虫が入つていた。

キノコ類からクワガタの成虫が出てきたのはあまり聞いたことがないので珍しいと思い報告しておく。

なお、コルリクワガタは 4♂ 3♀ の成果であつた。

(〒 191‐∞43 東京都日野市平山 6‐38‐9)

東京都高尾山重におけるクロバネフユシャクの初記録

筆者は 2001年 1月 、東京都八王子市高尾山麓においてクロバネフユシャクを採集 した。高尾山周辺

の蛾を調査研究されている日本蛾類学会会員の神保宇嗣氏によると高尾初記録とのことなので以下に報

告する。

(データ) クロバネフユシャク 1♂ 東京都八王子市高尾町案内・ 高尾自然科学博物館前付近

27-I-2001 筆者採集 。神保 宇嗣 標本保管

コンビニエンスス トアの外側のガラス面に止まつていたものである。

神保氏によると、高尾山周辺におけるフユシャクガは従来 17種が記録されていたそ うであるが、本

種が新たにリス トに加わり 18種 となる。本種はコナラ・クヌギが Hostであることから、平地や丘陵地

を主な生息地としているそ うである。

末筆ながら、本種を同定していただいた うえに種々ご教授下さつた神保宇嗣氏におネL申 し上げる。

(〒 351‐00H 埼玉県朝霞市本町 2‐24‐ 2)

山形県弓張平におけるヒメギフチョウの記録

善爆 選場
近年、山形県下においてヒメギフチョウの減少が著しいとの報告を複数の同好者から耳にしたので、

筆者の記録を以下に報告しておく。

(データ) 1♂ 山形県西村山郡西川町月山麓 弓張平 3-VI-2CXXl 筆者採集・斉藤 太増光保管

かなり汚損した個体で、この個体のほかにはまったく目撃していない。なお、当日同地付近でギフチ

ョウ4♂ 1♀ を採集 しているので追記しておく。

この採集行でお世話になつた斉藤 太増光、宮崎 茂穂の両氏には厚く御礼申し上げる。

(〒 180‐∞

“

 東京都武蔵野市中町 2‐ 16‐ 1‐601 / E‐ maili m19s29smm・ so‐netncjp)

一難一卸
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ギ フチ ョウの古葉産卵は当た り前 ?

仁平 勲

ものの書およびフィール ド観察、飼育等による総合的な常識によればギフチョウがカンアオイ類の新

葉に産卵 しそれを食すことは広く知られるところである。 しかし、産地や季節のずれ等により成虫の発

生と新葉の伸展が合わないことに遭遇する場合が多々ある。そのような時でも今までは、どうするのか

な、どこで産卵するのかな、と不思議に思いながらも、どこか日当たりの良い所やきつと我々の目の及

ばない所に伸展した新葉があるのだろう、♀はそこで産卵しているはずだ、と都合よく考えて納得して

しまい、観察の折には相変わらず乏しい新葉ばかりに目がいき容易に発見することが出来ない。ところ

が岐阜県大野郡天生峠では発生の時期に新芽が殆ど無く、♀は古葉に産卵し、孵化までの間に新葉が伸

展すると若令幼虫はそれに移動して摂食を開始するということが報告された (1999年実際にその事実を

自分の日で確認することが出来た)。 しかしながら、これは例外的なものであり他では違 う、とい う訳で

何処へ行つても相変わらず乏しい新葉にどうしても目がいつてしまう。いわゆる先入感という奴である。

2∞ 1年 4月 12日 、広島県東広島市と豊田郡安芸津町をまたぐ蚊無峠では、まさに上記のような状態

であつた。何げなく捲つた古葉で 1卵塊を発見しそれからは古葉で次々に卵塊が観察できた。当然新葉

でも観察されたが、その比率は古葉 9卵塊 :新葉 6卵塊 (卵 と卵の間隔が狭いので産卵されてから日に

ちの浅いものとうかがえる)であつた。

やはり新葉の乏しい時は古葉に産卵 しているのだ ! これはギフの子孫繁栄の上での一つの戦略で

何処でも行われている当たり前のことなのだと納得、今後の指針となった。これからは何処でも新葉の

乏しい時は新葉 という先入感をまず捨て古葉の観察を行お うと心に決めた。きっと産卵されているはず

だ。皆さんもこれからはせつせと古葉を捲つてみて下さい。

(〒 180‐0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町3‐ 13‐6 / E‐ m,11:」血てぃ田.Spacctown.nejp)

東京都高尾山麓でシータテハを採集

羨米 洋箕・な野 貴紀

東京都八王子市高尾山周辺におけるシータテハ Parygazra``肋″ は記録の少ないものであるが、筆

者のうち徳野は、2∞1年 4月 、八王子市裏高尾町 日影沢において本種の越冬個体を採集しているので

報告する。

(データ) 1♂ 東京都八王子市裏高尾町 日影沢 (日 影林道) 4-Ⅳ -2∞ 1 徳野貴紀採集

正午頃、日影沢キャンプ場 (=日 影沢第一園地)付近の林道で採集した。

(坂本 :〒 194‐CXXll 東京都町田市つくし野2-H-9 / E‐ m.‖ :ω lqo42照)nwaSeda.acjp)

(徳野 :〒 169‐∞51 東京都新宿区西早稲田 1‐ 6‐ 1 早稲田大学一般生物学教室内

早稲田大学生物同好会)
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中央 モ ン ゴル の蝶 (五十嵐由里 他著)

B5版 (全 192頁、64カ ラー頁、食餌 リス ト表含 )

2001年 4月 15日 発行予定 定価 4,500円 (消費税+送料 500円 )

すでにミニたまむしNo 28(2001年 2月 )でお知らせ しましたが、「現地で使える便利な図鑑

を」という声に応えて制作 しました。中央モンゴルに生息する 165種の蝶を掲載 し、同定が難

しいグループには、区別点をいれました。また飼育の会 STAGEの メンバーが制作したので、

生活史に関する写真・解説はもちろん、上記のように食餌 リス トまで入つています。その他に

も、各地のフィール ドの紹介やちょっとしたコラムを多数入れ、読み物としても楽しんでいた

だけるよう配慮 しました。

すでにモンゴルヘの旅を計画中の方はもちろん、日本と共通種が多いモンゴルの蝶を知 り、

興味を持つための基礎知識として活用 して下さい。

多くの方々にお届けできるように、ほぼ原価という異例の価格におさえました。「モンゴル本」

と明記の上、下記へ現金書留にて 5,CXXl円 をご送金下さい。

〒193‐0821 八王子市 メ|1町  128-124 飼育の会 STAGE 油井 秀臣

Fax 0426‐ 51-9601  E‐ m出 :砥niC"2justnet neJp

【編集後記】

今号から、編集担当の一人となりました。今まで、例会出席者のみに配布される『たまむし例会報』

なるヨタ内部文書を作つていましたが、割とお気楽に作つていたそれとは違い、きちんとした 「会報」

の編集となると、いろいろと難しいものでした。なんとかこうして送り出すことができて正直ホッとし

ています。今号は比較的バラエティーに富んだ内容になったと思いますが、これもひとえに原稿をお寄

せ下さつた会員の方々のおかげです。改めて厚 く御礼申し上げる次第です。

それにしても、E―mallと いう通信手段のおかげで、原稿を書く方、編集する方共に随分楽になったと

思います。今号の作成にあたつての原稿のや りとりなどでそのことを大きく実感 しています。最近、本

会会員の方々もEttdを導入される方が増えてきましたが、これを生かして次号以降もどじどし原稿が

届くと、編集者としてはこの上ない喜びとなります。もちろん、手書きの原稿も大歓迎ですので、皆様、

原稿を是非とも宜 しくお願い申し上げます。

当方、3月 に 3度 日となるタイヘ行きました。まだ昆虫採集の経験が浅かつた頃、フィール ドに出る

度に味わっていた “新鮮な感動"を、再び味わえる出逢いが多いのが海外での採集の大きな魅力です。

しかし最近では、タイも含め海外のあちこちで採集に関して厳 しくなってきているようです。タイにも

同行 した若手 (高校 3年生)の川口悠太君は、「僕が大人になる頃にはほとんどどこも採集禁上になって

いるんじゃないですか」と焦りを口にしていましたが、本当にそんな強迫観念にも似た焦りを抱かずに

はいられません。早いうちにできるだけ多くの地を踏んでみたいものですが、身体は一つしかないです

し、なにより先立つものがないのが何ともイタイところです…。

34
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