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涼しい高原では夏眠せず、多数の個体が活発に飛翔していた。

(新潟県南魚沼郡湯沢町かぐらスキー場 Aug.5, 2001 Photo by NIHIRA,Isao)
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白水先生の講演資料

白水先生は、2001年 6月 16日 に日本鱗翅学会九州支部で 購?お 群 (ミ スジチョ

ウ群)の食性の進化について考える」という講演をされました。

先生は、かつて『やどりが』ヽ136(1989)に『 タテハチョウ科幼虫の食性の進化』

と題 してタテハチョウ科の蝶全般にわたる食性についての考察を発表されました

(そ の前年に TSU・ IoSO m557/558,1988.に 講演資料が掲載されています)。 こ

の論文はタテハチョウ科の各種の蝶について現在知られている食草から、食性進化

のプロセスを推定し、基本食性をつきとめようとするものでした。その中で、Мクノs

群については、『 ミスジチョウ群の食性の解析は資料不十分、筆者の研究不足のため

判断がつかない』として多くを語らずに終えられていました。

今回のこの講演はそのМ″Is群の食性についてあらためて考える、というもので、

配布資料の食性の表にもとづいて出席の日本鱗翅学会九州支部の会員の人たちにも

考えてもらお うというものでした。

講演の詳 しい内容、МグJs群の食性についての先生の新たな考察については,いず

れ発表されることと思います。

グループ多摩虫では特に先生のお許 しを得て、仁平会長の手紙に対する先生の返

信のお手紙と、講演で配布された資料を会報に掲載できることになりました。

先生には、グループ多摩虫に対するご配慮と、永年当会の顧間をしていただいて

いることに感謝の意を捧げるとともに、いつまでもお元気で私たちをご指導いただ

きたいと、お願い申し上げます。 (編集部 )
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白水先生の手紙

仁平 勲 様

残暑御見舞い申し上げます。御元気にお過ごしの事と思います。御書信拝受、鱗翅学会九州支部例会

で行つた私のささやかな話題に興味を持つて頂く方があって幸に思います (注・編集の麻生が先生の講

演のことを知 りたがっているという仁平会長の手紙に対 して)。

さて私の話の件ですが、“20∞ 年の日本蝶界の新知見"と いうようなタイ トルで頼まれたための演題

でしたが、私の月刊むしの別刷を参加者に配布 しましたので (演題の件はその中に書いてありましたた

め)、 同じ内容の話をしても面白くありませんので、私が勝手に変更 して、つηお属幼虫の食性の進化"

について考える事を話 した次第でした。

その時には私は資料として 1枚のプリン トを用意しましたが、録音、メモなどしていた人には気付き

ませんでした。(正確な事が必要な場合にはその折の会の幹事、九大大学院の小田切顕一君に照会されれ

ばわかります)。 私の話はこの表を見て、物 お の基本食性とその進化について一緒に考えてみましょう

とい う事でした。

タテハ群全体の幼虫食性の進化については以前に講演 しましたが (その要旨はやどりがに印刷された

と記憶 します一一や どりが No 136,1989)、 その時点では疑問点が多く、これは将来の課題としてずつ

と私の心に残つてお ります:

タテハ群の幼虫食性の進化は幼虫の食草リス トを見れば大体の見当がつくのが多いのですが、まつた

く見当のつかなかつたのが及グrsでありました。滋賀の布藤さんがミスジとZリワ富 を一緒に飼ってい

たとき、ミスジ幼虫 3頭が楓の葉が未だあるのにナラガシワに移動 して摂食、ちゃんと成虫になった記

事を見たとき、これは2αぉ を食草とするオオキイロミスジ に 力sba)の食性と関連があるのではな

いかと考えました。

ミスジのカエデを食べる食性はシデを食べる食性からの二次的、二次的な転換だと思います (ミ スジ

はシデ食群の一種です)。 マンサク (マ ンサク科、広義のバラロ)を食べるというのは、ミスジの持つ潜

在食性の一つの表現と思います。

フタスジ、ホシミスジのシirag。 (シモツケ属)を食べる食性も森林性の物 鷹 が草原に進出するもと

になったと考えます。 (ジfra′αは二次的、二次的食草)

私の希望は、外国のM776・ の食性全般を眺めて、何が基本的なものかという事を考えてもらうことで

ありました。

結論は言えませんでしたが、カエデやシモツケなどは基本食草ではないらしい事は確実と思います。

カバノキ科は基本食草 (二 次的 or二次的)の食草のような気がします。

ル776・ 幼虫食草の件は何かに書きますので暫く待って下さい。岩野、麻生の両氏にはその折に別届」り

をお送 りする心算です。

暫くは暑さが続きます。御大事になさって下さい。

2001‐ 8‐ 17・ 白水 隆
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講 演 資 料 ①     自水 隆 2001年 6月

“

日

外国産 ミスジ (Neptis s.1。 )の食性 (食性考察上重要と思われるもの)

オオキイロミスジ N″sb`

ブナ科 の
““

s″οttο″
“
 モンゴリナラ (ア ムール )

ノムラキイロミスジ M″″″

“

α(″″

`“

α″,″″餃 P7わ
')

カバノキ科 &″ra spp カバノキ類 (ロ シア)

チ ョウセンミスジ N′ hソリЮ′″s

ハシバ ミ科 (広義の分類ではカバノキ科 )

αりねs″
“

冶力″″
“
 オオツノハシバ ミ (ア ムール)

Gル吻 hyIIus ハシバ ミ (朝鮮半島)

のψf″

“
s麟

“
″々ブJ シマシデ (台湾 )

(参 考 :ス パイヤー ミスジ 圧ψり″r,ガ ビサンミスジ M Pra″αrasα もハシバ ミ科食 )

スジグロミスジ 江ma&ゴ

ニレ科 勧物″s′″″IPr9″α ニレの一種 (ロ シア)

(参考 :エ グリミスジ Ⅳセ
“
θ9ρα

“
もニレ科食)

クロミスジ 江力αrr″

イラクサ科 肋 ″
“

P2,ル s″″″′α″s (パラワン)

ホリシヤミスジ 江″沖″α

クス科 ルο″ ヵrZοS“α タイワンイヌグス (台湾)

多岐にわたる食性のミスジ

スズキミスジ M sο″α

マメ科、ニレ科、イラクサ科、アオイ科、クロウメモ ドキ科、ユキノシタ科 (台湾ほか)

タイワンミスジ М ″′″

バラ科、ニレ科、アオイ科、クロウメモ ドキ科、ユキノシタ科 (台湾ほか)

ミナ ミオオミスジ ルα″ν″αω麟
`rra

マメ科、クロウメモ ドキ科、アオギリ科 (香港 )

パプアオオミスジ 乃α
`ク"asヵ

ψルrdI

マメ科、ニレ科、アオギリ科、クマツヅラ科、シナノキ科、ムラサキ科 (オース トラリア&パプア

ニューギニア)



多摩虫 M40

講 演 資 料 ②     自水 隆 2001年 6月 16日

ミス ジチ ョウ・ オオ ミス ジ とコ ミス ジ群の食草一覧 (日 本 )

ミスジチョウ (カ エデ科以外の食草の記録)

ハシバミ科 (広義ではカバノキ科)

Gψ F″′sc銘″″ サワシバ

Cプ

`′

ο″たα クマシデ

c rarr/。″ ァヵシデ

Cな訪ο″οs″ブ イヌシデ (飼育のみ、野外観察なし)

C″Кzonf″ο″″ イワシデ (産卵観察のみ)

プナ科

22rικtrs αノJ“α ナラガシワ (飼育)

O αε
“
″SSレα クヌギ

マンサク科

巌初α″arrsブ″。″ブ
“
 マンサク (飼育)

の守bpsお ψゴοα″ トサミズキ (飼育 )

オオミスジ (バラ科以外の食草)

シモツケ科 (広義ではバラ科 )

ンブ″αθα′″″r/a″α シジミバナ

コミスジ (マ メ科以外の食草の記録 )

クロウメモ ドキ科

R力α″″″∫αのッrlθα var″ψPο″Fεα クロツバラ

アオイ科

“

brs"s syrraclrs ムクゲ

И麟
“

α
“

sια タチアオイ (三枝.未発表)

ニレ科

Ul驚ンsaぃ ″ヽ
“

α varノ″ο″′
“
 ハルニ レ

Cθ /rrs sI″

“
rs vttya20PP′

“
 エ ノキ

ル″att s`rrara ケヤキ

アオギ リ科

局″「
“

α′″卸 r/a″α アオギリ

リュウキュウミスジ (マ メ科以外の食草の記録)

ニレ科

Gθrrrs″
"議

θ″sls リュウキュウエノキ

以上は日本の記録、外国ではその他クワ科、シナノキ科の記録がある。

2002
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吻 お 属の食性について考える

(白水 隆博士の資料に基づいて)

が■ 維撃

は じめに

自水先生は 1989年に『タテハチョウ科幼虫の食性の進化』について発表されたが、以来 10余年、課

題となつていたミスジチョウ類の食性について、いよいよお考えをまとめられるようである。今回の資

料では、まだ基本食性の特定についてまで言及されていないが、いずれ発表されることと思われる。

このような研究には蝶類に関する深い知識と洞察力が必要であることはもちろんであるが、植物につ

いても同様な知識が必要なので、先生は両分野の広い学識から、この研究には最もふさわしい学者であ

ると言えよう。

M77S属の食性についての先生の結論はもう少 し時を待つ こととし、今回提示 された先生の資料から

私な りに以下のことを読み取 らせていただいたことを報告 したい。

ミス ジチ ョウ群の食性

蝶類は地球の温かいところで発生して、次第に寒いところへも侵出してきたと仮定した上で (こ の仮

定そのものの問題はさておき)、 今も地球の熱帯～温帯に生息する種については、南の国における食性が

その種の基本食性により近いものであると推定する。蝶類が生息するのに必要な植物、なかでも被子植

物がマレーシアあたりの熱帯で生まれたという説 (前川文夫博士)があることもその推測理由の一つで

ある。

ミスジチヨウ群の食性については、自水先生が言われるように、日本での主たる食草 (樹)と なつて

いるカエデ科、カバノキ科、バラ科、マメ科などは、二次的な食草であると思われる。理由はこれらの

植物は熱帯地方にはない (あ つても少ない)か らである (マ メ科は例外 )。

私は日本鱗翅学会九州支部での講演資料①『外国産ミスジの食性』の中で、南方系のスズキミスジ、

タイワンミスジ、パプアオオミスジがニレ科を、クロミスジがイラクサ科を食草としていることに注目

したい。

白水先生の、や どりが 136号 (1989)の論文に、真性 タテハ群の うちヒオ ドシチ ヨウ群について

『 この群の基本食草はイラクサロ (イ ラクサ科、ニレ科、クワ科)であると思われる。キベリタテハ

の食性 (カ バノキ科、ヤナギ科)はその最近縁種ヒオ ドシチョウの食性 (ニ レ科のエノキ属のほかにヤナ

ギ科も食べる)か らみて、ニレ科 (イ ラクサロ)からの二次的転換であることはほぼ間違いがない。』

と書かれている食性の変換例を援用すると、南方のミスジチョウ属は、まずイラクサ科、ニレ科を基

本食性としていたことが推察される。

2002
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カエデ科

シデ科

バラ科

マメ科

1 7, +tfl =vfl

という食性変換が考えられる。

ミスジチョウ群の原始の発生地とみなす熱帯から、地球を北上するにつれて、食性を二次、二次と変

換 し、日本においては、ミスジチョウはカエデ科、フタスジチョウ、ホシミスジ、オオミスジはバラ科、

コミスジはマメ科を主食草とするに至ったと考えられる。カバノキ科のシデ類については自然での観察

例は少ないが、ことによるとカエデ科以上にミスジチョウが食草として利用 していることも考えられる。

白水先生は、仁平会長への手紙にあるように、 ミスジチョウは、シデ食群の一種で、カエデを食べる食

性はシデを食べる食性からの二次的、二次的転換であるとされている。

コミスジのマメ科をはじめとする多様な食性は興味深いものがある。あまりに普通種なので、ほとん

ど注目されない蝶であるが、他の及″Isと ちょっと違 う感 じがする (た だし、DNA解析では近縁には違

いないようであるが)。 食性も遠藤・仁平「日本産蝶類幼虫食餌便覧」を見てもマメ科、ニレ科、クロウ

メモ ドキ科、アオギリ科とル77Sの なかでも多彩で、特にマメ科は 17種をあげている。白水先生はコ

ミスジについてはニレ科→マメ科 (あ るいはマメ科→ニレ科)の食性転換が考えられる、としている。

また、先生は、「やどりが」の論文の結論に、タテハチョウ科は「私は大胆にタカ トウダイ科が原始食

性で、タテハチョウ科の分科の初期にスミレロに移つた 1群、イラクサロに移つた 1群、アカネロに移

つた 1群があり、それらの食草 (食性)を 中心として、さらに分科、発展 したのが現在のタテハチョウ

科の食性であると考えたい」と書かれているが、現在もこのお考えのままであろうか。

ミスジチ ョウ

私は多摩虫会報 阻38(2000)に 、『 ミスジチョウはマ

ンサクも食べる』と題して、ミスジチョウが飼育では

マンサク、 トサミズキを食べたことを報告したが、こ

れは自水先生によると、ミスジチョウの持つ潜在食性

の一つの表現だということである。

写真は、ミスジチョウ (ノ 王ヽ子市産)を ウリハダカ

エデで飼育した時のものであるが、葉の大きさはイタ

ヤカエデの 2倍 ぐらいある。この葉をどのようにして

棲家としているかというと、写真のように集柄をかじ

つて、皮一枚残るようにして葉を下垂させて軸にとまっている。やがて葉が枯れて茶色くなると居を移

し、棲家とするのである。冬季にモミジの葉を枝にしばり留めて、その葉で冬を越す習性は、この延長
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線にある。おそらく熱帯においてはイラクサロの葉の軸をかじつて葉を垂下させ、枯れて茶色くなつた

葉を棲家としているのであろう。

リュウキュウムラサキ

同じタテハチョウ科の中でもリュウキュウムラサキについては多様な食性が知られているが、オオバ

コは、これまで発表されていない。私はオオバコで 1齢から飼育して羽化に至っている G」途発表)。 オ

オバコは遠藤 。仁平『食餌便覧』でもコヒョウモンモ ドキ、ヒメアカタテハ、アオタテハモ ドキ、ヒメ

シジミの食草として挙げている。オオバコは、原始食性ではなく二次二次の食性であろうが、上にあげ

た4種の蝶以外にもこれを食すものがあると思われる。タテハチョウの中にもまだいそうである。Nη″s

は食べないだろうか。コミスジは何でも食べそ うであるが。

白水先生は、夏
"ο

″″ " はもともとイラクサ科食の森林性種と思 う。メスアカムラサキ、 リュウキュ

ウムラサキなどはオープンラン ドに進出し、食性を変えたものと考えている。(逆 に食性が変わつたから

オープンラン ドヘの進出が可能になったとも言える)、 とされている (私信 )。

タカトウダイ科

白水先生は、タテハチョウ科の原始の食性 としてタカ トウダイ科をあげているが、日本のタカ トウダ

イ科 (ト ウダイグサ科)の植物として草本は トウダイグサ、ノウルシ、タカ トウダイ、ナツ トウダイ、

コニシキソウなど、木本ではユズリハ、アカメガシワ、ナンキンハゼ、園芸植物ではポインセチアなど

がある。『食餌便覧』ではカバタテハが トウゴマ (ヒ ユ)、 シロミスジがヒラミカンコノキという、いず

れもトウダイグサ科を食べるとしている (福 田他・生態図鑑も同じ)。 この 2種の蝶は南西諸島にしかい

ない。 日本本土のタテハチョウ科の蝶で トウダイグサ科を食べるのは今のところわかつていない。南の

タテハチョウ科の蝶が食性を変換 しながら北上してきたのだとすれば、本土のタテハチョウ科の蝶が ト

ウダイグサ科の植物を食べるとすれば、祖先の食べていた食草の味を覚えていたということになる。

終 りに

自水先生の『タテハチョウ科幼虫の食性の進化』についての研究は私たちに多くの示唆を与えてくれ

る。先生は、『私はここまでやつたから後は君達がやつてくれ』と言われているようでもある。先生が解

明したことからさらに新たな発見、それに基づく新しい理論の構築など、やるべきことはたくさんあつて

終わることはないのである。

(〒 215‐0006 神奈川県川崎市麻生区金程 1‐ 37‐27 / E‐mail l b mttOrO∝ 110∝n nejp)
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ボルネオ・キナパルパークの蝶(2)

糠 臨

昨年 2回にわたり、ボルネオ・キナバルパークでの調査隊に加えていただき採集調査を行つたが、自

然の状況が大変厳 しく成果は思つたほどでなかった。2∞1年にも3月 と8月 の2回採集の許可をもらい、

第 3回、第 4回の調査を行 うことが出来たのでその成果を報告する。

本年 2回の調査目的はキナバル地域のタテハチョウ科の特に雌の食性の嗜好について、 トラップを用

いての調査であった。

したがって吹流 し、及びス トッキングを用いた吊るす トラップを仕掛けたり、路上に トラップを仕掛

ける方法で調査を行つた。吹流 しの トラップは昨年の実績から判断 して、10ヶ所以上に設置、吊り下げ

の トラップは、20ヶ 所以上に設置 した。他に、路上、川辺にも多数設置 した。

その成果、結果については、大塚一壽氏の レポー トが後 日発表されるのでさし控えることとする。

いずれにしても、キナバルでの採集は天候に左右される事が多い。天候が安定することが少なく、晴

れても午前 9時半頃からしか陽は差さず、H時頃には曇 りとなることが多い。また、終日晴れた場合で

も温度が上昇してくると蝶がまったく姿を見せなくなる。 しかし、雲の切れ目より陽が射すわずかの瞬

間には突然蝶が現れるのである。川原で吸水にきた蝶を狙わないかぎり、採集頭数は 1日 1桁 となって

しまう。 しかし、目的の種がキナバル特産種であるので、毎日キナバル (Kmabdu Park Hcaduters)行

きとなり、天候に希望がないのを確認 してからの他地域への転戦となるので他地域での採集開始は早く

ても 10時頃となつてしまう。

前回までは筆者のみの記録であつたが、第 3回調査より長男光太郎も調査に加わったので 2人の記録

を載せることにする。天候や日程の都合で他地域でも採集を行つたが、今回もキナバル・パーク内での

調査が目的なので記録頭数、記録種数は貧弱にならざるを得なかった。

【第3回調査】

日 程 12001年 3月 22日 ～4月 1日

同行者 :大塚一壽氏、杉原英行氏、秋山信氏、齋藤光太郎 他 2名

3月 23日 午前中にキナバル国立公園管理事務所に到着 しトラップを仕掛ける。天気は良いが蝶の数は

少ない。

3月 23日 より30日 まで、天気が悪いとポーリンに転戦 したが、キナバルでの採集を主体とした。後

半天候に恵まれて目標の幾つかを採集することが出来た。

3月 28日 にはポー リンの奥のランガナンの滝周辺の竹林にしかいない珍蝶 。ボルネオ トガリバコノマ

チョウ 3ッttottnω %dra" を狙い、登 りがきつく、しかもヒルの多い路を片道 2時間かけて行くが、

滝に到着 した頃よりまったく曇つてしまい昨年に引き続き採集は出来なかった。

3月 31日 には光太郎はマムー トで半日採集 し、4月 1日 は 2人で、ガヤ島での採集を行つた。
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以下採集記録は、前回のように列記するとページ数が増えてしまうので、科単位で集計 し、最後に第

1回、第 2回 を含めたすべての記録種を載せることにする。

第 3回キナパル調査採集記録種数

科 キナパル国立公園 ガヤ島 合計

アゲハチョウ科 0

シロチ ョウ科 9 4

シジミタテハ科 1

シジミチョウ科 26 19 42

マダラチョウ科 7 1

ジャノメチョウ科 1

ワモンチ ョウ科 0

タテハチ ョウ科

セセ リチ ョウ科

合 計 162

【第 4回調査】

日 程 :2001年 8月 10日 より18日

同行者 :齋藤光太郎

第 2回の調査でメシラウエンシス トガリバワモンを西 ″α鳳短′
"arsな

の♀の採集に成功 したのと、

仕事の都合でこの時期しか来られないこと、許可の取得が今後ますます難しくなることで、第 4回の調

査を8月 に行つた。

昨年 8月 調査の 2週間日と同様天候はまったく悪く、キナバル入りした後 1週 間、西よりの強風が一

刻たりともやむ気配はなかつた。その結果キナバルはあくまでも主体であるが天候を見て他の地域で採

集することもできた。ただしポー リンは発生数が極めて少なかつた。マムー トは少ないながらまた、破

損個体が多かつたが採集は楽 しむことができた。8月 H日 私の荷物がクアラルンプールより届かないと

いうハプニングで光太郎 1人でガヤ島で採集、19日 には横殴 りの雨のなか 2人で採集 した。

キナバルでの 1週 間のうち晴れたのは 8月 17日 (金)のわずか 1時間、それも陽射 しが強かつたのは

そのうち 30分の間に念願のキナバル特産種ボルネオアカワモン EP■″
"rWSと

ペ リメデヒカゲ レ清
`

ρι″″ι″ の♀の採集に成功 したのである。どちらも♀は、いままで 10頭以内しか採集されていないと

思われる珍蝶である。
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科 キナバル国立公園 ガヤ島 合計

アゲハチョウ科 1

シロチョウ科 20

シジ ミタテハ科 1 6

シジ ミチ ョウ科 76

マダラチョウ科 10

ジャノメチョウ科 1

ワモンチ ョウ科 0 3

タテハチ ョウ科 34 3

セセ リチ ョウ科 4

合   計 42 212

第 4回 キナバル調査採集記録種数

【調査を終えて】

2000年 。2001年、計 4回の調査を終えて確認できた種は、

キナバル国立公園 Kmabdu N轟 ond Pak 合計  259種

キナバル国立公園確認種 625種のうち 414%

ガヤ島 Gaya Island 74種

第 1回～第 4回調査 全地域合計  304種

ボルネオ確認種 937種の うち 324%

キナバル地区での 4回にわたる調査の結果、私の目標にした殆どの種の採集に成功したが生態の解明

については、私の経験不足で何も成果を上げられなかった。今後またチャンスがあれば是非解明したい

と思つている。また、キナバル公園管理事務所付近の採集にこだわつたので種の確認があまりできなか

ったので、低地や他地域での調査を行つてみたい。

ガヤ島にて、マハデヴァイナズマル訪a77α ¨
"の

 1ペアを採集 したが、他地域産のどれとも相

違 している。いまのところ比較標本の数が極めて少ないが、今後検討 して亜種記載ができるかもしれな

い。

最後に、4回にわたり調査の許可にご尽力頂いた大塚一壽氏に心より御礼申し上げる

4回の調査の合計採集記録種数

科 キナバル国立公園 ガヤ島 合計

アゲハチ ョウ科 1 22

シロチ ョウ科 24
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シジ ミタテハ科 6 1

シジミチ ョウ科 69 47 101

マダラチョウ科 2 12

ジャノメチョウ科 26 26

9+Y7a1fl 9 0 9

タテハチョウ科 56 8 60

セセ リチョウ科 39 7 43

△
計 259 74 304

(〒 143・ 0025東京都大田区馬込 4‐ 45・6/ Email:saitou@koyoseiki co jp)

第 1回～第 4回キナパル調査 採集全種 リス ト

アゲハチョウ科
1アカエリトリバネアゲハ
2ヘレナキシタアゲハ
3アンフリサスキシタアゲハ
4ボルネオキシタアゲハ
5スラテリマネシアゲハ
6ベニモンアゲハ
7オビモンアゲハ
8タイワンモンキアゲハ
9モンキアゲハ
10ルリオビアゲハ
11カルナルリモンアゲハ
12ナガサキアゲハ
13コモンタイマイ
14キナパルミカドアゲハ
15アゲテスオナガタイマイ
16エベモンミカドアゲハ
17キナパルオナガタイマイ
18マカレウスマダラタイマイ
19ウスアオマダラタイマイ
20アオスジアゲハ
2iシロスソビキアゲハ
22アオスソビキアゲハ

Ttogonqtera brookiana
Troidcs hclcna
Trt*lcs arylrysts
Troidcs antomchc
Chilas slatxi
Pachliopta ddolochia
Parilio dcmolion
Parihb ncdtclus
Pepilio hclaus
Papilio pelinurus
P4ilb lelr,
Pqilio mcmon
Wtbnelwpmon
@liwt ptoclos
Wlium agotos
&qhiun om
Crqhim stratiotos
@zphium mcnus
&qhhn blossatii
@tium satpcdon
Lam@tctz wius
La@cameg:es

シロチョウ科
1ムモンキチョウ
2キチョウ
3タイワンキチョウ
4ウスイロキチョウ
5ラクテオラキチョウ
6フチグロキチョウ
7アトグロキチョウ
8トガリキチョウ
9ウスキシロチョウ
10アサギシロチョウ
11ボルネオメスジロキチョウ
12ツマベニチョウ
i3クロテンシロチョウ
14キナパルカザリシロチョウ
:5ニヌスカザリシロチョウ
16ボルネオカザリシロチョウ
17ベニモンシロチョウ
18ベニシロチョウ
19クモガタシロチョウ
20バンディオネトガリシロチョウ
21カ ワカミシロチョウ
22ナミエシロチョウ
23カルデナシロチョウ
24キシタシロチョウ

Ganba hsina
Eutua hccabe
Eranp bln&
Etrcm andcrconi
Etrpttp latala
Eututp nicovilloi
Etrczp tootinia
Dcrcas g*its
Catopsilia pomna
Puustit vdcria
kits tn&tus
Hcbonria glucipc
Ldosh t*p
Dclias cinnscens
Dclias nbus
Dclies cumgc
Dclias hyparctc
Agios nao
Afiirs h*?
Aoias pstdfma
*ios aftim
Aoias p*lina
Agias cardcoa
Ccp*a hrlth
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4キナパルトラフシジミタテハ aο`b"av"5サビトリオナガシジミタテハ 
ー "輌

″
6ダマジャンティアカシジミタテ′′

“
山蘭むd"ηしガ

フオルフナアカシジミタテハ  物 滋

“

疏″

シジミタテハ科
1アミメシジミタテハ
2シマシジミタテハ
3シロシジミタテハ

Zan―
`″

り ,s
Za‐●‐s″ ,οtts
a“b"…

"

55バヴァナアマミウラナミシジミ
56ヒメウラナミシジミ
57ビアヒメウラナミシジミ
58ニセウラナミシジミ
59アトーシアムラサキシジミ
60ルリダムラサキシジミ
617ゲシラウスムラサキシジミ
62アリタエウスムラサキシジミ
63エロプラムラサキシジミ
64プセウドムタムラサキシジミ
65アグラタムラサキシジミ
66ブッダムラサキシジミ
67アバティナムラサキシジミ
68ア′くタムラサキシジミ
69アプセウスムラサキシジミ
70ベリレフォエベムラサキシジミ

72ベラムラサキシジミ
73デモクリトウスムラサキシジミ
74アニエラニセムラサキシジミ
75モルフィナニセムラサキシジミ

77ロカナウラニシキシジミ
78ナラダコノハシジミ
79カシオベイアハタフリシジミ
80ツンツンオナガシジミ

82イプシギンシジミ
33モリノオナガシジミ
84フシギノモリノオナガシジミ

88イガラシヨガタノフタオシジミ
89ヤンガラウラクロフタオシジミ
90アマサツメアシフタオシジミ
91ハルマンギンスジミツオシジミ
92プリ′ヾタキイテゴシジミ

94パルナトラフシジミ
95ロ エクストラフシジミ
96ドミティアトラフシジミ
97ダモナトラフシジミ
98ヒイロシジミ
99シュタウジンガーヒイロシジミ
100モンナシハカマシジミ
101タガリカウラギンシジミ

マダラチョウ科
1スジグロシロマダラ
2アグレオイデスアサギマダラ
3アスパシアアサギマダラ
4ボルネオアサギマダラ
5ヒメオオゴマダラ
6オオゴマダラ
7ホソバオオゴマダラ
8フタモンオオゴマダラ
9ツマムラサキマダラ
10カマルゼマンルリマダラ
11マルバネルリマダラ
12コモンマダラ

lltctdb pvana
Ptosotas nqa
kosotas pta
C*qlrys ancyrt
Athople atosia
,+fpwlabie
rUtdt tgpsibus
tUtryla alitacus
**qtctqu't
rUtqlt pscudorwta
,Uroqlt.gnt
,Mtqbhdtt
Arhqala avathina
fuhqda euatha
Ahqla*scus
,Utryla balphocba

局 .pm“ rra

b.paraぬ
""レ `F‐●

…F‐●
"“

力腸

loota rochana accius
,ffilDodianm&
Lom assiqcia
Eooxyli&s thsis

"昴αZ屁
"漁"“

筋め

Dttd●″力 あ

踊 勧 口 ts7_動 ′

島 m勧 ′力

“

め

…
…6baOna“Й

"口
施

“"ノ

… … …
勒 碗́

"
月と口uJb■●ac●●

角 減 滅痢 め arbapα

ゆ た勘 吻 ′

…
“

曖 劇

"Sあ ″

“

繊 ,餞勁 ″″

わ
",‐

麻

い お

…

シジミチョウ科
1エリキノイデスキララシジミ
2スマトラエキララシジミ
3フォルメドンキララシジミ
4ファマキ

"シ
ジミ

5ファレナマダラキララシジミ
6プロキシママダラキ

"シ
ジミ

7カニアシシジミ
8ケラリウスカニアシシジミ
9アンコンカニアシシジミ

10ド ルースカニアシシジミ
:1ビッグスカニアシシジミ
12ファビウスエビアシシジミ
:3サラステスエビアシシジミ
14ポルトゥヌスエビアシシジミ
15レオゴロンエビアシシジミ
,6アプリエスエビアシシジミ
17ミケアモンツキハカマシジミ
18アプリエスエビアシシジミ
19ゴイシシジミ
20ジンメンヨウシジミ
21ムラサキサカハチシジミ
22エルナサカハチシジミ
23ムシナクサビリンシジミ
24カメナタッバンルリウラナミシジミ
25リュウキュウウラボシシジミ
26シルビアシジミ
27ホリイコシジミ
28タッ′くンルリシジミ
29セルマタッ′くンルリシジミ
30プラキドゥラタッ′くンフレリシジミ
31ディレクティッシマタッパンルリシジミ
32オトヒメルリシジミ
33アルジャーノンルリシジミ
34ソテツシジミ
35ウラナミシジミ
36トガリバウラナミシジミ
37ルギネルリウラナミシジミ
38ルリウラナミシジミ
39フィラトウスルリウラナミシジミ
40コ シロウラナミシジミ
41プラルリウラナミシジミ
42ヴィルグラトゥスルリウラナミシジミ
43アラツスリレリウラナミシジミ
44エリレビスルリウラナミシジミ
45カエルレウスルリウラナミシジミ
46シロウラナミシジミ
47アングスタアマミウラナミシジミ
48ヘルムスアマミウラナミシジミ
49サナヤアマミウラナミシジミ
50ベ ロエアマミウラナミシジミ
51アマミウラナミシジミ
52カラウリアアマミウラナミシジミ
53ペレニケアマミウラナミシジミ
54スプベルーシアアマミウラナミシジミ

Prth cycirxidcs
Pqtia smabac
Pttia phoncdon
Ptti, phtr,,
Simiskina phalcna
Simid<ha prcxhw muuftoni
llilcus symcllxts
Hilcbts ccllxius
Uilcars urca
Milcars dorucci
*lilodts bigsi
Allotims ffiius
Allotinus Itrrstcs
Allot*tus potunts
Allotinus lcogoron
Allotims agics
Sithm niccz
Allotinus agics
T*d<ahnp&
&.lgis crius
Discolnea cthion
C.lctt cln
llaodontidcs msina
Ubtt camapc
Pithccqs cuvtts
Zizine otis
Zizula hylar
U&n dlacta
U&tz scltna
ll&tz placitula
Udara dllcctisstma
Plantclla cossca

71プセウドケンタウルスムラサキシジミ カ彙口由
“
uだ

"“
●
““

76ビ パルナマルバネムラサキシジミ  S― h"物 "

31エテッアスツンツンオナガシジミ   f●●x/rdes θあs

85ルフォタエニアフシギノモリノオナガシ),写餞力″ら動
86テダフシギノモリノオナガシジミ   ,7取 力施 め
87イケトイデスネグロフタオシジミ   

ー
れわd"“にJζ

93 7) jy5-lYlz2l-a7:z!a Vachola sbsttttte malaya

carab..¨ 々̈ J,
Chiladcs mindora
Lnribs bocticus
lonolycc hclicotr
,lanidcs luginc
Jtti&s bctxts
Jami&s philatus
,Jsridcs cclcno
Ja nidcs putz
Jmidcs itgtlatus
Jrtidcs *ztus
Jamidcs clpis
Jmidas caedcus
Jmidcs alccto
Nacadtba angusta
Nacadtbe hms
I'lacedub waya
Nacadtba bcrca
Nrd.b kmm
l,lacadtba calauria
I'laadtba bcrunice
tl*edtb srbnia

Anosia mclaimts
Parantica aglcoidcs
*atiaawsb
Parantica ctowloyi
Idcopsis gam
l*a lcuconoc
l&a stolli
l&a hwqmcstz
Eudoce mlcibcr
Euplua amlzcman
Euplw lreostictx
Tirumala scptcntrionis



多摩虫 M40 2002

ジャノメチョウ科
1ファスキアタウラナミジャノメ ゅOr― ゐ

“
お
“2′ くンドクスウラナミジャノメ  /20r―

… “3メカラヒカゲ          ι
“
わ a鶏"4カンヂカヒカゲ        ιθめθ赫 J“

5ダレナヒカゲ        ι
“
わ めゎ″

6ベリメデヒカゲ        ια
"…7ベルキダマネシジャノメ   ElttLs ρ●//●●7da

8ネサエアルリモンジャノメ   旦

""崩
"P●

●●●●
9ペナンガルリモンジャノメ   fr_ras ρθ物 ″

10′ くンテラマネシジャノメ    Eい LsA"働″
11ダラマネシジャノメ      

…
`由"12キナコジャノメ        ″″JθJし 幼"13オフレセイスコジャノメ     ″ Jζ ″

"お14マルギナータコジャノメ   助‰めJs―
15アナピタコジャノメ      ″ため Js―
16フスカコジャノメ       ¨ Js"
17′ くティアナコジャノメ     ryca/.srs pa● ara
18ヤナルダーナコジヤノメ   ″″

―

19タリレポッティリレリヒカゲ    n■効ゥ週b島
“

」
20メデュスニセコジャノメ    鉢 。ありo″′伽晰お
21シロシマジャノメ       R磐

“
われ め

22マクタシマジャノメ      離‐ 3¨
23ウスイロコノマチョウ     Mttanitts/●

“24ジテニウスコノマチョウ    施力励υζ zれ扇υ
`25アルゲンチナウス′ヽジャノメ ntes argera施

26ムカシヒカゲ         7Vaぁ力aわ″

ワモンチヨウ科
1キオピワモン            χ

"肋
ο
""あ

加
`″`2シロオビワモン            乃

"`″'Jtts
3メシラウエンシストガリバワモンチヨウ 乙uxidemesilauensis

4ミルプスアカワモンチョウ       bi"● コル
“

:す三淵 脇 モン   勇協 糞 競 め

7メダマチョウ            
「
8赫 SttFλ″

8ストンフアクスヒメワモン        ル″′9'お
…

ax

9キラータヒメワモン          議 nis腕
"

35アッサミナミイチモンジ
36オニミスジ
37ダラクサヒメイチモンジ
38トラフタテハ
39アミサヒメイナズマ
40アルーナヒメイナズマ
41ムンダヒメイナズマ
42ゴダルティイナズマ
43コキティナイナズマ
44ティンナイナズマ
45メリレタイナズマ
46モニナイナズマ
47マハデパイナズマ
48ボルネオイチマツイナズマ
49ホワイトヘッディベニボシイナズマ
50オナガタテハ
51ツルギタテハ
52テウタリクイナズマ
53ドゥンヤリクイナズマ
54ヤマオオイナズマ

55オオイナズマ
56フランクルリオビタテハ
57チャイロフタオチョウ
58ボルネオスミナガシ
59エグリゴマダラ
60ニンジャタテハ

セセリチョウ科
1ムスピロウドセセリ
2サランガビロウドセセリ
3ビッタビロウドセセリ
4ニセコモンセセリ
5プトラコモンセセリ
6アフィニスヒメシロモンセセリ
7シロシタセセリ
8′ くラシロシタセセリ
9ガナシロシタセセリ
10キシタセセリ
11ペレトロニクスヒメチャ′ヽネセセリ
12クララヒメチャバネセセリ
13アカオビセセリ
14シンドゥアカオビセセリ
15イアビスヒダマリセセリ
16ビノタツスヒダマリセセリ
17アトジロセセリ
18ヨラホシチヤパネセセリ
19′ くラリソスクロセセリ
20ク ロセセリ
21ニセクロセセリ
22キンナモメアヒダマリセセリ
23コ ウモリセセリ
24ラ トイアハリマオセセリ
25ハヤシキマダラセセリ
26トラカラキマダラセセリ
27キマダラセセリ
28ガンダキマダラセセリ
29フェ‐ ィンギキマダラセセリ
30アヤコキマダラセセリ
31ヒルダネッタイアカセセリ
32アカトラセセリ
33ステリフェダモノセセリ
34ニグリタショウガセセリ
35コンジュンクツスチャバネセセリ
36キモンチャ′`ネセセリ
37オケイアケタバセセリ
38ペニケラタケタバセセリ
39クマバチセセリ
40コ ルマサクロチャバネセセリ
41キナパルクロチャバネセセリ
42ク ロチャバネセセリ
43ブルンネアクロチャバネセセリ
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Athytp as
Tacola ltyma
Swplb &tra
P*dtcrcs sylvia
Tanaecia amis
Taneccia ma
Tanaccia munda
CmibagoMii
Cmitia cocytina
Euthalia tinna
Eudrdit mtt
Euthalia mmina
Euthalh ruhadc va lin c hana
Euthelie owhnius
Euthalia whitohcadi
Vagns sinha
Vazms egista
Esssarond tauta
Eass*ona dunya
Lcxias dirtaa
Laxies px&lis
Prothoc franck
Charaxes bemardus
Stjbochina schunbe4i
Euripus nyctclius
Amnosia decoa

タテハチヨウ科
1タイワンキマダラ
2ティケミナミヒョウモン
3エマレアミナミヒョウモン
4オリッサミナミヒョウモン
5マラヤミナミヒョウモン
6ファスキアタキスジ
7ビロードタテハ
8チャイロタテハ
9ヒプセリスキミスジ

'0シ
ロハレギチョウ

11ハイイロタテハモドキ
12ルリタテハ
13リラエアキミスジ
14ヒッポクルスキミスジ
i5ヒパティアキミスジ
16ヤエヤマムラサキ
17リンポルギコノハチョウ
18ニベアイシガキチョウ
19マ エナリスイシガキチョウ
20ラ リアチビイシガキ
21ティガヒメミスジ
22ヒメミスジ
23リ ュウキュウミスジ
24オメローダミスジ
25アンヤナミスジ
26レウコポロスミスジ
27デュリョーダナミスジ
28マガダミスジ
29ク リニアミスジ
30ヤエヤマイチモンジ
31カンワミナミイチモンジ
32クレリカミナミイチモンジ
33アドゥノラミナミイチモンジ
34ネフテミナミイテモンジ

Cupha crymnthis
Cinochroa tycho
Cbroctru cmlca
Cinochroa tissa
Cbtwhu nolaya
Paduca fasciatz
Tcnnos atlita
Vndla mta
Synbrenthia hypsclis
Ccthosia h1psoa
*ecis etlitcs
Kanis*a canaco
Syrbenthia lilaa
Syn*cnthia hipoclus
Slmbrcnthia hWatja
Hl,polimas nurcl
Kallioa linborgi
Cycstis nivca
Crcstis maenris
Charcmcsia rahria
Lassipa tigE
Lassipa hcliodorc
Neptis hyles
Nqtis oowo&
Ncptis arljana
Ncptis lucqns
Ncpds dtyo&m
Ncptis magadha
Ncptis clinia
Athyw soleoophora
Athyma kanwa
Athym clerica
Athym adonoa
Athme ncftc

Hagqa mus
Hasora salanga
Hasora vilta
Psauhcoladania dan
Cclacnonhims puta
Sascria affinis
Tagtadcs japotus
Tagiadcs pm
Tagiados gana

Momana bt'chonua
Halpc pclcthrnix
Halpe claa
Kqvthaialos ntbocula
Kmthablos sindu
Isma iapis
lsme tinotad,ts
Iton scmamota
amchusjhm
Notocrwta pfrlysos
Notoctwta curuifascia
Ouc&ra mteithi
lsma cinnamomca
Gangara thysis
Plruaua latoia
Oicns gola
Potandus t*hala
Potanthus mha
Potanthus ganda

Potztlhus foftingt
Potznthus ayakoae
Tolicotz hil&
Pseuful<arana fulgw
Ianbix stellifcr
Aocisboihs nierite
Pelopi&s conjunctus
Polytrcmis lubricans
Ewis ocoie
Eaoris pcnicillata
Creteus cyrina
Caltoris cotm*
Cahuis kinabaluna
Caftriskm
Cattm-s &unnca
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くりやま

栗山

2001年 7月 23日 ～30日 、マ レーシアのパン

コール・ラウ島などで採集を行つた。妻子、両

親と一緒の家族旅行であり、それほどの成果が

あつたわけではないが、昆虫愛好者があまり行

かない島だと思われるので、ついでに行つた他

の場所と併せて紹介 したい。

1.Pangkor Laut lsiand

パンコール・ラウ島は、マレー半島東岸、ル

1-l Rwtt B呼 (東岸 )

パンコール島の玄関口。 ここを訪れる客は、ルムッまたはパン

コール島東岸のパンコール・ ビレッジか ら専用船でこの ロイヤ

ル・ベイにある桟橋に着 くことになる。 フロン ト、 レス トラン、

プール、売店などはすべてここにある。濃い緑に覆われ′た斜面が

:Jの前に続 き、そこにへば りつ くようにコテージが作 られている。

海岸沿いにはこの リゾー トの売 り物、海上コテージが並んでいる。

ムッの対岸にあるパンコール島の属島で、島全体がパンコール・ラウ・ リゾー トという豪華 リゾー トに

なっている。島の東側にコテージや レス トランなどの建物が集中し、そこと西側のビーチとの間を舗装

道路が山越えで結んでいる他はほぼ手つかずの原生林である。平地はほとんどなく山がち。小さな島で

はあるが、豪華 リゾー トに滞在 しながらそこそこ蝶を採つて優雅に過ごすことができる。

随所に植えられている花には、チャイロタテハやセセ リ・シジミなどがくる。林縁ではツマジロイチ

モンジ、 タイワンキマダラなどが採れる。 ここで一番 うれ しかつたのは、アコンテアイナズマ♀が採れ

たこと。普通種ではあるが、今回の旅ではイナズマ初採集。

1-2 Emcrald B彎 (西岸 )

同島唯 ―のビーチ。Royal Bり に宿泊 している客は、20分ほどのジャングル・ トレッキングまたは連

絡 シャ トル (ラ ンクルなど)でここに来てのんび りとした時間を過 ごす。マラッカ海峡に面 し、周 りを

ジャングルに囲まれた美 しく穏やかな湾。西洋人はあまり海に入らず、ビーチチェアで読書などを して

いる。 ビーチの背後には、この島で最 も広いと思われる平地 (と いつても端から端まで歩いて 5分 もか

からない)がある。 トイ レや屋外 レス トランなどが整備 されているが、結構いろいろな蝶が飛んでいて

14

バンコール・ラウ島 (マ レーシア)の蝶
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楽 しめる。同島滞在中、最も良かつた採集地。

花にはシロオビアゲハ、チャイロタテハなどが訪れ、コレル リマダラが悠然と小高く飛ぶ。林縁には、

ツマジロイチモンジ、ベニモンシロチョウ、ルリモンジャノメ、コウモリワモンなどが見られる。巨大

なオオムラサキマダラも得られた。色が濃く、かつこいいペ レアコイナズマもいくつか採れた。ある個

体は、昼食の焼きそば (平麺)の皿で吸汁 した。大型のミズオオ トカゲも何度か見た。

1-3.Souttcn Perlmeter Trck(南部)

Roytt Bり からEmerald Bリ ヘは何本かの道があるが、最も長いのが海岸線沿いに島の南部を回るこの

コース。タイワンキマダラが飛ぶ海岸崖沿いの明るい道がやがて森に入ると、真つ暗でチョウはほとん

ど見られなくなる。最後に急登・急降して山を越 し、Emerdd Bり に至る。じつくりやればおもしろいも

のが採れるかもしれないが、ガイ ド付きのツアーで一度通つただけなので、詳 しいことはわからない。

2. Pan2kor isiand

パンコール島は、パンコール・ラウよりもずつと大きく、原生林が島の大部分を覆つており、なかな

か良さそうな島である。今回は、一日をここでの採集に当てた。パンコール・ラウからは、船外機付き

のボー トをチャーターしてパンコール島の西岸、パシール・ボガヘ行 くのが早くて便利である。そこに

は桟橋などないので、ボー トから砂浜に飛び降りなければならないが。島には舗装された外周道路の他

はほとんど道がなく、採集地を見つけるのも大変そうだ。今回は、敗退と言つていい内容。北西部で外

周道路から森の中に入れそ うな道があつたので、時間があればそこも試 してみたかつた。

2-1.Bttt Pan3kOr

パンコール島の真ん中に山があり、その麓が良いとの情報を得て、登 り口に向かう。 しかし、そこは

外周道路からいきなりの急登。父が一緒だつたのでヒヨつてやめる。後でプランギィの松田さんに聞く

と、やはりそこがポイン トで、急登を上つたところでペ レアが採れるとのこと。

2-2.Pan Paciic Rcson(北 部 )

空港の北に、パンパシフィックリゾー トという同島随一の リゾー トがある。そこには平地があつて入

りやすいので、とりあえず行つてみた。

ホテル前の花壇でキベ リアゲハ、ベニモンシロ。草原でたくさんのアオタテハモ ドキ。専用桟橋との

間でチャイロタテハ、リュウキュウムラサキ、コVψrrs″qgα″α、三本尾のシジミ&maprga Щ″めα、ウラ

ギンシジミなど。オオイナズマ、エンペ ドバーナタイマイを期待 していたが、全く見ず。

3. Gombak

マレーシアに行つて、半島で採集 しないのはもつたいない。クアラルンプールに近い好採集地を松田

英仁 さんに教わつたので、行つてみることにした。

そこは、クアラルンプールからゲンティン・ハイラン ドヘ向かう旧道沿い。Gombakと いうのは、そ

2002
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の場所を含む広い地区の名前のようだ。標高 45伽nほ どのちょっとした渓流に沿つた山道で採集する。

目的だつたイナズマのいいものとしては、メルタ♀が採れた程度だつたが、ホウセキフタオやヤイロ

タテハが採れて満足の行く成果であつた。ヤイロタテハは飛んでいると翅表の自がよく目立ち、一瞬何

のチョウかわからないほどだった。標本でしか知らないチョウが生きて飛んでいるのを見るのは楽 しい

ものだ。

[採集品リス ト]

't . TErttaCH
Atrophaneura nox erebus (Wallace, 1865)

Chilasa clyria clytia (Linnaeus, 1758)

G r ap hi u m s a rp e do n luc t o ti us (Fruhstorfer, I 907)

Graphium eurypylus mecisteus (Distant, 1885)

Graphiun evemon eventus (Fruhstorfer, [1908])

ノックスアケボノアゲハ

キベ リアゲハ

アオスジアゲハ

ミナ ミミカ ドアゲハ

エベモンタイマイ

バチクレスタイマイ

コモンタイマイ

テ
・レッセルティタイマイ

オビモンアゲハ

モンキアゲハ

シロオビアゲハ

ナガサキアゲハ

オビクジャクアゲハ

ベニモンシロチョウ

クロテンシロチ ョウ

タイワンシロチョウ

ウラナ ミシロチョウ

ウスキシロチョウ

キチョウ

タイワンキチョウ

ムモンキチョウ

Grap力 rtr″ bαrゎじFas bα r々″あf″S(HOnraL[1884])

3raphル″α辟 ″ι″″ο″αr″′″″
“

(LlllllaCuS,1758)

Graphium de lesserrii de les sertii (Guerin-Meneville, I 839)

Papi lio demoli on de molian Cramer, [17 7 6)

Papilio helenus helenus Linnaeus, 1758

Pa p i li o po lyte s romu lus Cramer, |7 7 5l

Papilio memnon agenor Linnaeus, 1758

Papilio palinurus palinurus Fabricius, 1787

2. >tr+auH
Delias hyparete meta,ete Butler, [879]
Leptosia nina malayana Fnrhstorfer, l9l0

Appias lyncido vasavo Fruhstorfer, l9l0

Catopsi lia pyranthe pyranthe (Linnaeus, 1758)

Catopsilia pomona pomona (Fabricius, 1775)

Eurcma hecabe contubernalis (Moore, 1886)

Eurcma blando snelleni (Moore, [907])

Gandaca harina distanti Moore, [906]

Pangkor L

1♀

2♂ 1♀

4♂

2

Pamgko

r

Gomb

よ

2♂

l♂

1♂

1♂

1♂

1♂

3♂ 1♀

4♂ 1♀

1

1

♀

ぽ

16

1♀

2

5

1
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3 タテハチョウ科

λ凛
"″

εα″′ra42ンs sI″

`ψ
ブο″(Fmtttorfet 1910)タ イワンアサギマダラ

Pa“″″εα asPωブα aspωブα(FabHcius,1787) ウスキヒメアサギマダラ

Z′9′sノs″ /garrs″ αcrJ″α(Fmttto亀 1904) ブルガリスヒメゴマダラ

Euploea core graminrfera (Moore, 1883) =Vtvt)'<F2
島ψわ

`α
り 励0,f rrJIPra″ Fr血so亀 1898  エイン ドビール リマダラ

Eψわθαノ物θ″α″″εαS″IP7"ブ C&R Fdd軋 [1865]オオムラサキマダラ

Eψあθα ra″″α″″
“
s“″″

“
″
“
s(FabHcius,1793)シ ロモンル リマダラ

ル々 ′α″′″sルあ ル滋くLimacus,1758)      ウスイロコノマチョウ

ル″化
“
′r7∫ ′力θ″″α αb`ね〃α′Distant,1883         クロコノ・ 7チ ョウ

Elッm″ブω力″物 ″srra agr″αBふstorfct[1902]   ルリモンジャノメ

Nの rr″αわ″″″οD詢″Fruhstα力ら1911      ロウイムカシヒカゲ

晦 caras・ プsルま
`メ

ざ″ (C&R FcldcL 1860)     フスカコジヤノメ

ン″αルS'Sο″θtts νS′ンra″ DIstant,1885    オロアテイスコジャノメ

R響″α励 ″∫ψο″″Frttstorfe■ 19H     マクタシマジャノメ

ン″J″α力θrsfθ Jdr,力

“
″

`ゴ

Elwes&Edwards,1893 ホルスフィエルディイウラナミシ
゛
ャノメ

Ypthina huebneri Kirby, I 87 I

Faunis canens arcesilas Stichel, 1933

フープネ リウラナ ミジャノメ

カネンスヒメワモン

Amathusio masina malayo Corbet & Pendlebury, 1936 't wt = D t U 9 +:z
Cupha erymanthis lotis (Sulzer, 1776)

lb grans si nha macromalayana (Fruhstorfer, I 9 I 2)

0/r"“αο″∬αO/1ssα C&RFclde■ 1860  オリッサミナミヒョウモン

CI′″

“

″α″αれ
"″

α″′ C&RFelder,1860  マラヤミナミヒョウモン

Orro“
"α

′″́″αO″αルα(Guerm‐Mcncbille,1843)エ マレアミナミヒョウモン

Wndula dejone erotella (Butler, [879]) デヨネチャイロタテハ

Terinos terpander rebelrsiaButler, 1867 7 tvt:y y-t u* F F 7t:

タイワンキマダラ

オナガタテハ

ノン″0″′αα″J″sα″ブtes(L血acus,1763)

ノ
“
″ο″′α OP7th"Warracaf I】 stant,1883

S″b″″″J′ 初ρα″α働
`/sの

aslα Fruhsb」鴫 [1894]ヒ パティアキミスジ

ツ ο″″″
“

ιοルαヵα″訪α(Eh撃 1773)    リュウキュウムラサキ

腸 ″sttarFlα bブsαrrl″ ′rar7Pa C&R Feld軋 1860  イワサキコノハ(?)

Cyrcstis nivea nivalis C.&R.Felder, [867]

Neptis hylas papaja Moore,|8751

Neptis magadha charon Butler, 1867

P hae dy ma colu me I la singa (Fruhstorfer, I 899)

Lasippa tiga siaka Moore, l88l

ハイイロタテハモ ドキ

アオタテハモ ドキ

ニベアイシガキ

リュウキュウミスジ

マガダ ミスジ

コルメラ トガ リミスジ

テ ィガ ヒメ ミスジ

l♂ 1♀

1♀

2♀

2♀

1♀

1♂

2♂

3♂4♀

2

2♀

1♀

1

4♂ 2♀

1♂ 1♀

1♀

l♀

1

1♂

l♂

1

1♂

2♂

1♀

2♂ 1♀

1♂2♀

♀

♂
　
♂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
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Lebadea martha malayana Fnrhstorfea [902]

Tanaecia munda waterstadr, Corbet, l94l

Tanaecia pelea peleo (Fabncius, 1787)

Cyniria godortii asoka (C.& R Felder, [867])

Cynina cocytina pusedo (Moore,[858])

Lexias pardalis dirteono (Corbet, l94l)

Euthalia merta merta (Moore, 1859)

Euthalia aconthea gurda Fruhstorfer, 1906

Agotosa calydonia calydonia (Hewitrcq [854])
Charmes bernardus crepax Fnrlrstorfer, l9l3

Polyuro delphis concha (Vollenhoeven, 186l)

ツマジロイチモンジ

ムンダコイナズマ

ペ レアコイナズマ

ゴダルティヒメイナズマ

コキチナ ヒメイナズマ

パルダリスオオイナズマ

メルタイナズマ

アコンテアイナズマ

ヤイロタテハ

チャイロフタオ

ホウセキフタオ

2♂2♀

2♂ 2♀

2♂ 1♀

2♂

1♀

1♂ 1♀

1♀

1♂

1♂

2♂

2♂

1♀

4.シ ジミチ ョウ科

C,″″s′αgαノたαブ9′α Fn■■■o面ち 1908

Ca″′α″麹ィs′ο″″S(F嗣睦to 、ヽ1918)

タガリカウラギンシジミ

ロクススシロサカハチシジミ

4♀

Gカカ″s′
"d僻

o′
"い

0(HOrsielt[1829])ク ロマダラソテツシジミ

Иの″ο″′な′
"ψ

α″″ι′(DIstant,1882) ヤクシマル リシジ ミ

Cθ FasrP7″ α[Oe″カルrrs lsαbθ′ra`corbet,1937  ラベン ドゥラリスル リシジミ

カ″f″sα″θo agaladas(Frubstorfeら 1915)   シロウラナ ミシジミ

М独″めα sp(未同定) アマミウラナミシジミの一種

∠ルιPαあ′sι〃ααχ″raν″s″aれ′α(C&R Fcldcち 1860)プ セウドケンタウルスムラサキツハ
゛
メ

ル″α″gα ∫ィ′θ′bα ′υrJεブοsα seitz,1926 スペルバアカハ、リムラサキシジミ

Dacararα v滋″α響 あ Fm魅 t“眈 [1914〕 ビドゥラウラオビフタオシジミ

[注]

1.セセリチョウ科は除く。

2.Oombakで得られたイワサキコノハは、斑紋を見ると,pο″
"″

(ジ ャワ・スラウェシ以東に分布)のように見え

る。

3.圧 ″%″物 は「塚田図鑑」によれば「スンダランドに於いては高地性の (稀)種 として知られているが、比較的

低地帯にも棲息すると思われる。」とあり、PanょOr島 のような小島の低地で見られるのは珍しいうようだ。

4.Eωたは「塚田図鑑」や 「マレー半島のチョウ (第 4版)Jに よればマレー半島中南部には分布しないことにな

つているが、今回Pangkorレut lsの Emerald Bayで は普通に見られた。

5 /力αジι/JJ′、D励 ″ の同定はやや自信がない。

【参考文献】
1)塚 田悦造他,1981～ 1991 東南アジア島嶼の蝶 第 2巻～第 5巻

2)関 康夫・高波雄介・大塚一寿,1991.ボ ルネオの蝶 第 2巻 No lシ ジミチョウ科編

3) ¬団E BUTΠ]RFLIES OF l引 Eヽは AY PEblINSIILA、  A S Corbct&H M PcndlebШ ッ Rc:J N Eliot、 1992

(〒 359‐0037 埼玉県所沢市くすのき台 1‐ 12‐ 8‐704 / E‐ m江1:Kunnazma@aol∞ m)
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コレクション拝見～第二回 宮崎 茂穂 氏の巻

本誌編集部 (麻生 )

2∞ 1年 6月 23日 (土 )、 早坂弘次、斎藤太増

光の両氏と編集部麻生の 3人は宮崎茂穂氏邸を

訪問した。開通 して間もない地下鉄大江戸線に

新宿から乗つて 7つ 目の新江古田駅で降り、地

上へ出ると5分 くらいで宮崎邸に着く。地下鉄

が出来てずいぶん便利になつたということであ

る。午後 2時、蒲洒な和洋風のお住まいの玄関

でご夫妻に出迎えられ、応接室に通される。壁

に飾られたシャガール (そんなもん無かつたろ

う。・・宮崎)をながめ、茶菓をいただきなが

ら庭に日をやると、池のまわりに植わつている

植物は食草はほとんどない。宮崎さんは飼育よりも採集が中心で、飼育も成虫が欲しいからやるのだつ

た。それでも最近は飼育にも熱心になつて、庭にはなにやら袋掛けした鉢植えも置いてある。

茶飲み話もそこそこに、2階の蝶類研究室へ案内される。6畳ほどの部屋に大きな机があり、机の下

に素焼き鉢がいくつか置いてある。ギフ族 (ギ フ、ヒメギフ、オナガギフ、シナギフ)のサナギが入つ

ているそうだ。今春の飼育の成果である。そして奥の壁一面に標本箱がズラリと縦に並んでいる(写真)。

壁にずらりと並んだ標本箱 ワモンチョウのコレクションを見る斉藤さん

その数約 2CXl箱 (別室にも 1∞ 箱ある)。 この棚は壁に作りつけで、自ら日曜大工で作つたということで

ある。まるで職人が作つたようで素人の作とは思えない出来栄えだ。地震の時の安全装置として、ひも

で落ちないようにする工夫もされている。この棚には海外産の標本が置かれている。

標本を拝見する前に、スーパー ドライの冷えた大きなボ トルからビールを注ぎ、四人で乾杯する。

斎藤さんが、最初にワモンチョウを見たいというので、宮崎さんのワモンチョウのコレクションから

拝見する。

TSU・ I・ S01000号 記念′く―ティーにて (21XXl.12)

左から原雅幸、西山チ ョータロー、宮崎の皆さん
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斎藤 :DJ“″力ο″a(コ ノハワモン属)で持つてないと思 うものに印をつけときます。

宮崎 :複数あるものだったら、言つて貰えれば差し上げます (ずいぶん気前がいいけどあとが恐い)。     |

フトオアゲハ♀ 台湾

ダイミョウキゴマダラ 台湾・谷関

を振るつた成果が棚に並んでいる。台湾の蝶の中でも自慢は自身で採集 したキゴマダラの♀、ダイミョ

ウキゴマダラの♀、それと何といつても、台湾全土の土着種約 330種のうち 3CICl種以上を自ら採集 した

というその活動ぶりである。従つて仕事はほとんどしなかったそうだ (す ごい社員だ)。

ミンドロカラスアゲハ♀ ミンドロ島

ミヤザキイシロタテハ♀ フィリピン・

パナウイ

斎藤さんは宮崎さんの箱から標本を抜いて帰るつもりで、

大きな標本箱を持つてきている。ワモンチョウをいくつか抜

いたようである。

次に台湾の箱を拝見する。その数ざつと 50箱。フ トオア

ゲハだけで 2箱ある。みごとなフ トオがずらりとならんでい

る。よく見ると個体変異もある。

「フ トオアゲハは雌雄同型でどちらも大した違いは無いけ

ど、それでも、♀のほうが尾状突起が太いんだよね。雌は飛

んでいるときに見て直ぐわかるね 。・・」

などと熱のこもつた解説を聞かされる。

宮崎さんは台湾には平成3年から平成6年までの約 3年間、

川崎製鉄の駐在員として滞在 していた。その間に思う存分網

次にフィリピン産を拝見する。フィリピンも昭和 57年か

ら3年余り駐在 していた。

早坂 :フ ィリピンはどんなところへ行ったの ?

宮崎 :ナイ トクラブではなく蝶の採集のことだね。島で言え

ばパラワン、ルソン、パナイ、ネグロス、ボホールといった

ところかな。

早坂 :フ ィリピンのお薦めの採集地は ?

宮崎 :今はパラワンでの採集が難 しくなったのでボホールあ

たりでしょう。案内人もいるので2日 も滞在すればかなりの

種類が採れるはずです。

全部でおよそ 1∞ 箱あるフィリピン産で特筆すべきは、ル

ソンカラスアゲハの多さと (注 。ワシン トン条約指定前のコ

レクション)、 ミン ドロカラスアゲハの見事さである。それと、

宮崎さんの名前がつけられたシロタテハの新種 (ま だ 1頭の

記録 しかない)であろう。

20
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そ していよいよ中国産である。中国には平成 9年から H年までの約 3年間、上海に駐在 していた。

麻生 :中 国に駐在 していたのは最近ですね。 日本人の採集は危ないのでは ?

宮崎 :私は悪運が強く、捕まつたことはない。運の悪い人なら 5,6回は捕まつているだろう。ワハハ

麻生 :どんなところへ行きましたか ?

宮崎 :杭州ではシナギフ、シナフ トオなど、泰嶺ではオナガギフ、ほかに北京、四川、黒龍江省、青海

省といつたところかな。

麻生 :最近の中国事情は ?

宮崎 :ご存知のように外国人は採集 。国外への持ち出しが禁止されているが、それでも採 りたい人はそ

れなりの覚悟の うえで採集すべきでしょう (と いうことは捕まれということか)。

ミカドウスパ♀ 中国・青海省

中国産のなかでの自慢は、自身採集のオナガギフ、シナ

ギフ、シナフトオアゲハ、ミカ ドウスバ、バンプサルムク

モマツマキ、青海省で採集 したヒョウモン類等のようだ。

これ以外にもイン ドネシア、タイ、アメリカ、メキシコ

等での採集品があるが、更に、パルナシウス (3箱 よりは

増やさない方針とのこと)、 アキリデス、デリアス、コリア

ス、ツマベニ等の箱があつた。それから、蝶以外では、カミキリ、セミ、タマムシ、クワガタまであっ

た。訪問者 (麻生)は、宮崎さんにポイン トを教えてもらつたハワイ島で採れなかったカメハメハアカ

タテハが欲 しかつたが、ワンペアしかないので遠慮 した。宮崎さんはアメリカの採集地については『昆

虫と自然』1989年 2月 号に「ハワイおよびアメリカ西部の蝶採集地」と題して案内を書いている。これ

はハワイ・アメリカ西部へ行 く人には大変参考になる。

ここで、宮崎さんの生い立ちをたどつてみよう。第 2次大戦も日本軍の敗色が濃厚となったころ、富

山県で産まれ、小学校 5年生くらいから蝶を採つていたが、いろんなことに目覚めてくると、次第に他

の生物の方に関心が移つてしまつた (宮崎注 。今も蝶に劣らず関心を持つている)。 ところが大学 (イ チ

ョウのマーク)、 社会人、結婚と年を重ねていくうちに、突然 30半ば過ぎに、ガバとリヒね起きるように

再び蝶に目覚め、それ以後は蝶が人生か、人生が蝶か、蝶なくして何が人生かと完全にのめりこんでし

まった。そんな父の姿を見て育つた宮崎さんの一人息子は蝶屋にはならなかった (正 しい選択だ)。

海外産の 2∞ 箱を拝見 し終わると初夏の長い一日も終わりに近く、陽も沈みかけ 6時半を過ぎていた。

見るのも疲れるものである。まだ日本産 100箱が残つている。

鶉 心、
1‐1漑

1輻
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廊下を通つて別室へ行 くとそこにも標本箱はたくさん置いてあつた。宮崎 さんは国内産土着種全種制

覇を目指 していて、すでに 238種はクリヤー し、残すはタッパンル リのみ となっている。来年は高千穂

の峰へ行かなくてはならない。今や採集できなくなった種 も箱に並んでいるが、これ らは遥か昔に何 と

2002

かしたことになっている。ただ毎年のように日本産の

新種が増えているので大変である。昨年は北海道でカ

ラフ トセセ リを採ってきている。

日本産の中でも自慢は今ではご禁制となったいく

つかの種、及び、イエローバン ド、イエローテイルと

いつたギフのコレクション、野外採集のユキワリツマ

キとおぼしき 1♂あたりであろうか。

日本産 1∞ 箱を見終わると3人はグロッキーになっ
ユキワリツマキ 山梨県 。前白根沢

ていた。2時から始めて、やがて 8時になる。6時間ぶつ続けで宮崎さんの講釈と高笑いを聞かせられ、

これでもか、これでもかと標本を見せられた 3人は、もうしばらくは蝶は見たくないと思つたのであっ

た。

やつと一通り見終わつてほつとすると「お食事をどうぞ」という奥様の声がする。奥様も我々がこん

なに遅くまで厭きずに標本を眺めているとは思わなかったであろう。階下のダイニングで、急いで作つ

てくれたらしい心づくしの ドライカレー (なかなかの味だった)と 山盛 りのサラダをいただく。そして

またビールで乾杯。少 し、疲れがとれた。

訪間を終えて 9時過ぎに、宮崎さん、奥様、そしてお元気なご母堂に見送られて、宮崎邸を後にした

3人は「いや―、疲れた。全部でなく、選んで見せてもらえばよかつたかな。」という反省と、いや、あ

の標本たちはしばらく誰にも (宮崎さん本人にも)見られることなく、棚に日の目を見ないでジーンと

収まつていたのだ。今日3人の蝶好きに見られたことで、たぶん蝶たちは迷わず成仏 したことだろう。

またいつ日の目を見られるかわからないのだ。よい功徳をした。そう思えばこの疲れなどどうというこ

とはないと言いつつ、がらがらに空いている大江戸線に乗つたのであった。

訪間 を終 えて

奥様とご母堂のよき理解を得て、幸せな蝶ライフを楽 しんでおられるようであるが、お二人は宮崎さ

んが、他の変な遊びをするよりはいいと思つておられるのだろう。中国や東南アジアヘ単身で行つたと

きに、何をしているのかご存知ないらしい。

例会やセ リのときにいつもあのユーモアで皆を楽しませてくれる宮崎さん。フィール ドで振り逃がし

た時の悔 しそうな苦笑い。 ビールのジョッキを持つた時の嬉 しそうな笑顔。宮崎さんがいるだけでまわ

りの皆は嬉 しくなる。多摩虫になくてはならない独特のキャラクターを持つた愛すべき宮崎さん。 日本

産全種達成記念には何をや りましょうか (達成 したと思つてもまた新種が増えるかな)。
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東南アジアの蝶 採集記

管語 競糧

まず前置きから

1.小生、グループ多摩虫に参加させて戴いて以来、短報/採集記等で貢献していないので、この際、

フィリピン、台湾、中国での採集記を 10回程度のシリーズでご紹介し、今までの怠慢の罪滅ぼしをする

と同時に、会員諸氏の好奇心を刺激したいと思います。

2.採集記の中で、“採集"と あるのは日前での観察も含んでいます。特に中国はご存知のように、外

国人による採集/海外への持ち出しは禁じられています。従つて、適宜 “観察"と読み替えて下さい。

3.10回シリーズは今のところ、以下のような内容を考えていますが、多少変更するかもしれません :

(1)中 国

。四川省都江堰 (ク ロオオムラサキ/テ ングアゲハ/各種ミヤマシロチョウ)

・せん西省秦嶺 (オナガギフ/ゼフ/各種カラスシジミ)

・北京東霊山 (オオイチモンジ/ヘオスモンキチョウ/オオアカボシウスバシロチヨウ)

。杭州市太湖、西天目山 (シナギフ/シナフ トオ/オオムラサキ)

(2)台湾

・巴陵 (フ トオアゲハ/オオムラサキ/ラ ラサンミツオシジミ)

。紅頭嶼 (コ ウトウキシタ/ル リオビアゲハ=カ ラスアゲハ紅頭亜種)

。谷関 (キ ゴマダラ/シ ロタテハ/ギンジャノメ)

(3)フ ィリピン

・パラワン (カルナル リモン/アカエリトリバネ/各種イナヅマ)

。パナイ (ガニメデスカザリシロ/ダマリスイナヅマ/プロッソマエルリマダラ)

。ミンドロ・ハルコン山 (ミ ンドロカラス/ト ブレリルリマダラ/プロッソマエル リマダラ)

<番外編>

・小笠原母島 (オガサワラシジミ/オガサワラセセリ)

・熊本 (ゴイシツバメ)

4.と ころで、採集記は、時系列に従つて記述するのが普通ですが、まず、小生は普通ではないという

ことと、アルツハイマーが既に始まつていて、過去のことについて時系列に従つて記述するのが不可能

なので、支離滅裂ながら、話題に従つてあつちこっちに飛んでしまうことをお許し願いたい。

オナガギフ他 採集記 (1997/1998/1999/2001)

オナガギフが世に知られた経緯については、多くの皆さんはご存知だろう。ここで詳しく繰り返すこ

とはしないが、ごくかいつまんでお話すると、中国の李伝隆氏が日本で 1981年 H月 の日本鱗翅学会第
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28回大会 (東京)で行つた特別講演が、極めて不完全ながら新種記載と見なされている。氏によれば、

この遥か以前の 1944年 に同所 (西省秦嶺山脈)で 1♀ を採集 しているとのことだが、破損が著しく記載

には至らなかつた模様である。

記載の経緯は別として、ギフチョウ属 4種の中で、本種は一番大型だが、美しさにかけては、個人の

好みはあるものの、私自身は 3番 目にランクしてしまう。つまり、ギフ、シナギフ、オナガギフ、ヒメ

ギフの1贋 だ。

オナガギフは、離れたいくつかの地域で記録されているが、今までに日本人が採集 しているのはせん

西省の秦嶺山脈である。以下に紹介する 2地点は同じ秦嶺山脈内とはいえ、150b以上も離れており、

老孔子に至っては西安からは車で 4時間以上かかり、おまけに川を徒歩で渉らなければならない。

しかし、それはそれとして、オナガギフの、大型である点、それと何よりも、飛んでいる姿を見てみ

たいという抑えがたい欲求が私を生息地へと走らせた。

下見 1 1"7年 6月

6月 にオナガギフがいるわけはないのだが、翌年のために、ポイン ト確認の意味で雨天の中、渡辺康

之氏の『 ギフチョウ』に紹介されている、秦嶺の万華山のポイン トを確認することにした。

西安からタクシーで約 2時間、上り口で迷つていると、一人のおじいさんが、登山道を教えてくれた。

これは、外国人 (日 本人。人によつては、小生のことをゴリラと間違えている人もいるが・・・)と 知って

の親切と感 じられ、将来の採集時には、公安に通報される心配はないのではないかとの淡い希望を抱か

せる。

小 1時間登つただろうか、渡辺氏の本に記載されている高度に到達し、食草を確認 し (実は、食草を

確認 したかどうか、アルツハイマーの影響で、よく思い出せない)、 雨の中、下山する。タクシーの運転

手は、約束の場所におらず、雇い主 (=金を払 う側)の小生が苦労 して探 し回る。

採集行 1.1998年 4月

(1)4月 25日

前年に確認 したポイン トヘ急ぐ。幸いにして、人には気付かれていない。途中、ツマキ、マ ドタテハ

等を見るが、まずはオナガギフだ。ポイン トに着く。食草は容易

に確認できたが、その範囲は予想以上に狭い。幅 5(b、 奥行き 10m

の感 じである。天気も今一なので、卵探 しに移る。ない。ギフで

さえ 2～3卵塊は見つかるのにと思いながら捜すが、一向に見つか

らない。もう駄目かと思つた時に、一卵塊見つかつた。確か、24

卵の卵塊 (写真 1)であつた。これは、2日 後に、たまたま出張中

であつた商社の方に頼み横浜まで女房に取りに行かせ、飼育させ

たが、蛹になつたのは 1蛹だけであつた (こ れも、羽化せず)(中

国からは当然卵の持ち出しも禁止されているので、これは多分夢

を見たのだろう。それにしてもかなり詳細で具体的な夢だ)。 その後、天気が急に好転 し、これまた急に

24

(写真 1)
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クモマツマキがそこかしこに飛び始める。日の片隅にオナガギフを探 しつつ、クモマツマキを追う。で

も、ちょつと待つてよ。クモマツマキがどうして4月 にいるんだよ (で も、これ事実)。 ここでは、成虫

は見ず じまいであった。

(2)4月 26日

期待の万華山が駄日だつたことで、他のポイン トを探さなければならなくなった。渡辺氏の本に従い、

少 し上のポイン トを目指すが、これが判りづ

らい。わざと判りづらくしているのではと疑

いたくなる。途中で蝉が鳴いているが、網を

取り出すと、村人が出現する。邪魔なことこ

の上ない。途中公安 (=警察)の宿舎、村落

等危ない場所を通り過ぎ、最後の集落を越え

山に入る。

やや明るいが、いても不思議ではない。が、

下見 2.1998年 6月

(1)6月 14日

6月 に秦嶺に来たのは、前年 7月 に来

た時に、橙紋の発達したきれいなカラス

シジミ (写真 3の 1)を数頭採集 したが、

残念ながらほぼすべて擦れており、是非

新鮮な固体が採集 したかつたからである。

ここは西山氏 (=チ ョータロー)力 発`見

したポイン トで、前年には、わずかの晴

れ間に、奥の方で、変わつたヒカゲ (写

真 4の 1)やシジミタテハ (写真 3の 3)

(写真 2)

いくら捜 してもいない。食草もない。途中木こりの家族に会つたが、無視する。ギフもそうだが、道た

つた一筋違 うだけでいたりいなかつたりするギフ類のこと、少 し筋を変えて見ようと、lkm程戻り、右

の細い山道を辿る。20分程登つたところで登りは急になる。と、15m程先の右手の白い花にぶら下がつ

ているのは、今まで見た事のない、大型の黒いギフだ。瞬間、オナガギフと確信 した。これがオナガギ

フ (写真 2の 1)第 1号。やや破損 した♀であった (勿論、直後にリリース)。 その後、更に 2♀ を追加

してこの日は終えた。

(3)4月 27日

前日に 3♀観察したことで自信を得、天気の良い今日は、2桁の期待が膨らむ。前日のポイン トに到達

するのは容易であつた。天気、気温共に申し分ないものの、風が強すぎる。結果として、本日は、1頭

も見ず。難 しい蝶だな。周りに食草を探すが、どう探 してもない。ということは、ここは発生地ではな

いのかもしれない。

(写真 3)

怒

撃
顆
一
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及び各種ゼフ (写真 3の 2、 4)を採集 している。また、ミヤマシロチョウ類は 5種 (そのうちの 1種は

写真 4の 2)を確認 している。

4月 にオナガギフを観察したポイン トは、

渡辺氏のもう一つのポイン トは、オナガギフ

とシナギフの混棲地であるのが魅力で、この

ポイントを夏の間に確認 しておきたかつた。

従つて、6月 の秦嶺行きの 2日 目を、ポイン

ト確認に充てることにした。

渡辺氏の本には老孔子という地名が書いて

あるので、近くまで行つて道を尋ねることに

したが、結果として、ポイン ト探 しは難航を

どうやら発生地そのものではないので多数は期待できず、

(写真 4)

極め、1日 かかつて行き着けなかつた。原因は 2つあり、一つは、渡辺氏の地名は、例えば、山梨県北

巨摩郡須玉町儀生を例にとると、須玉町が抜けていたことと、運転手が、例えば、成田空港に降り立っ

て、「北巨摩郡はどの方向ですか」とは訊かずに、いきなり「儀生は何処ですか」風の道の尋ね方をした

ことである。

当時駐在していた上海に戻り、西安で買つてきた本を 30分調べた結果、やつとそれらしき地名を意外

にもかなり遠くに見つけだすことができた。目的地は、“ここまで来てなければ道が違 うのだろう"と 思

つて引き返 した道のまだ遥か先から脇道に入つた所であつた。

採集行 2.1999年 4月

(1)4月 16日

今回は 3日 間の日程ぉ まずは老孔子を探 じ当てなければならない。お じいちゃん運転手 (後で訊いた

ら、小生より若い 53才であつた)は、頭が悪く、何度も無駄をした挙句やつとそれらしき脇道に入るこ

とが出来たのは、西安のホテルを出て 5時間近く経つた頃だつた。脇道の入り口にはゲー トがあり、本

来であれば記帳 しなければならないようであつたが、係官も怠惰な人間で、そのまま通 してくれる。

地図から、目的地までのおおよその距離を考え、近くなったところで高台にある農家に訊く。目的の

涸れ沢は、現地では螺旋溝と呼ばれているようで、それを頼 りに尋ねるが、どうやら手前の川の対岸の

ようであつた。

それらしき涸れ沢に目星を付け、河原に降りられそうな地点を捜す。用意 した長靴に履き替え、キャ

ラバンシューズを背中に背負つて川を渉る。アルツハイマ

ーに比例 して体も衰えているので、川底の苔に足をとられ、

何度も転びそうになるがどうにか渉りきり、再びキャラバ

ンシューズに履き替える。涸れ沢を登り始めるがえらく急

である。上部に辿り着くのに腹這いになりながら小 1時間

かかるが、どう見てもいそうな環境ではない。即下りる。

それにしても対岸から見たときは良さそうに見えたのにお
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かしいなと思い、周りを捜すと何と5(h上流にちゃんとした涸れ沢があるではないか。アルツハイマー

は遂にここまで進行 したのか。かなり消耗 した体に鞭打ち涸れ沢を登る。目的の標高に達するが天気は

悪く、食草も見当たらない。しかし、螺旋溝 (写真 5)はここで間違いなかろう。やることがないので、

近くの朽木割 りでクワガタの幼虫を割 り出す。5幼虫ほど得るが、これらは後にコガネムシに化けた。

(2)4月 17日

同じ場所に続けて通 うのは危険との判断で、万華山の上のポイン トに向かう。無事にポイン ト手前に

辿り着くが、民家近くの畑でフィールディーモンキ (0″
“
′
`rarf)を

お散歩ネ ットで追つたりしていた

のがいけなかった。民家の主が現れ大変な会1幕で怒鳴るし、大が気が狂つたように吠え掛かる。用意 し

た煙草で懐柔 し、1時間だけ山に入る許可を貰 う。天気は良い。ここは昨年観察したポイントなのでま

ず間違いなくいるだろう。昨年観察したポイン トで、ネットを広げる。と、大の吼える声がする。林越

しに見ると、大人 1人、子供 1人 と大が 15価 程下で小生を監視 しているではないか。ブルーネットは

日立ち過ぎる。 しぶ しぶ網は畳まざるをえない。と、何たることか、ノト生のまわりをまるで馬鹿にする

かのように♂の完品が飛び始める。網があれば馬鹿でも採れる状況だ。監視人達は一向に去る気配はな

い。諦めざるを得ない。ここに居座ると更に問題を生 じかねない。監視人達の横を通り抜け下山する。

民家を通り過ぎ、小川沿いの小道に出ると、クモマツマキ、ツマキ、マ ドタテハ、コツパメ等が飛ん

でいる。ここは、民家からは死角になっており、安心 して採 り (観察し)続ける。小 1時間経つた頃、

下からおばあちゃんが一人上がってきた。こうした事態は想定していないからもろに網を見られてしま

つた。それでも、おばあちゃんは気にした様子がないので更に観察を続ける。と、クモマツマキをグッ

トした瞬間 5m程先に見張りに下りて来たと思われる子供と目が合つてしまつた。公安に通報されれば

危ない。即、退散するしかない。 1時間ほどで下山し、運転手を捜すが、約束の時間よりは早いことも

あつて、いない。運転手を待つ 1時間の何と長かつたことか。

(3)4月 18日

今日は、再び、老荘子に向かう。現地に着くが、オナガギフにはまだ時刻が早いのか、姿を見ない。

一昨日は日につかなかった食草 (=タ カアシサイシン)が群落で見つかる。陽が差すと、まずクモマツ

マキが飛び始める。足元にウスバサイシンも少ないながら見つかる。裏を見ると、卵がついている。こ

れはオナガギフではなく、シナギフだろう。タカアシサイシンの群落で産卵中と思しきオナガギフの♀

を見つける。どうやつても採れそうな♀を振り逃がしてしまう。何と言 うドジ。近付いて 15m位の距

離になると、突然視界から消えてしまう。年は取りたくないものだ。程なく天気が悪くなり、小雨まで

降り出す。今日が最後なので、傘を差 しつつ、卵採集に移る。雨も本降りになりそうで、網は必要なか

ろう。問題のある腰をかばいつつ 3卵塊程見つける。突然陽が差し始め、慌てる。案の定、♀が飛び始

め、日の前の花に止まる。お散歩ネットさえ持つてきていない。再び何たる ドジ。今回の採集行は、 ド

ジの連続で幕を閉じた。

採集行 3.2CXDl年 4月

小生は既に 1999年 9月 に上海から日本に帰国している。2∞1年 4月 にわざわざ中国に行つたのは、

老孔子のオナガギフ/シナギフの成虫の時期にタイミングに合わせ、できれば杭州でシナギフの幼虫を
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