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筆発 は「 月T]む じJ訣上に日六産蝶の縦今エツク之連載しこ )ヽ6が 、ミ漱K登場

するのは現ゑ曰沐Jll島 によ魚 しい う0こ とを条件 とし乙ヽヽる。 過去lt記録赤あつ

乙も現在との生起ガ強く疑われし )ヽう ものは当然 カツトしこある。 標題の P.br―

e7neri αin0 0右左之今 も花 じιヽヽひ人はかな り少な )ヽと足うが、数ぁる疑向蘊

の申ごも異色の店広ご、スurentzo∨ (|?70)が ユヒ海L知ス半島 こ曰こ島のたの

口後島かぅ認鉄したのにす布Z発 し乙、あうためιウヒ海道に,ま ぼうしの規 ζ求め
た人もかなりの数!く のぼるこ )`う 。

8ス にはホ斑 之力した しげ几assitts lよ .か の人雪ムのウスパキチヨうしか分布

し乙ヽヽな )ヽ上 に、このジ種が厳重な保護下1く おかれ株解 之並6け ぎ七な、)こtがぁ

、ヽまつ乙 ♭rθ 77Leri iCた 、)す 0あ tがЙが強まつたのごあ3う かo こlて かく、

力くのタリ蘭物に六瀬が主役 とし乙登場し乙 )ヽう 。 し力じ、すくなこιも筆者が議
むことのごきたえ献ごは、ハ類掌上の処理ゃタスプ燥バに関する発証が外た分ど、
なかl(ぼ 六種に由する́ 方の力識となく場き勝与に算を進めιヽ たヽつシのあδ缶畿
た な内な のものよごあわ。 隼発が これ うちすべ 乙浦 足 ごき3ほ ど の知識 はな うヽが ,

′1■ olく :ま どのような妊 向があり、 これ乞どのよつ1製理 しι )ヽ(べ きか とヽヽシれ

l(り )ヽ乙 述べ こみた )ヽ.

●
〔タイプ線人はどこに〕
こんなヨミダンとつけると、 またと3タイプはどこか:(消 え乙なこなつたのか?

と足われ6カ も力 うヽこ見りοむ解説じ乙おく。 契1さ .'ス プ乙凛する増体.オ な

ゎぅ北海↓トムうウシス 0標六数が原記載ど )`う 数二老オーバーしと )ヽた のごある。

IFl=:1:FJ

Ｑ

Ｕ

９

ｆ

．．．１一“

ＲＡＭス
Ｊ



2.

中原 (1736)は 、ドイ り`の昆虫誂 [■ ιοnο ′%メ sεた 2のオ3ιたr'ん の」りも |く  
″

ρ′rた′56メメsあたた′が ぁぇθ
″
の名ご」ヒカ適 トムうウシ付んで扶集さ来た3♂

′ (たο′θり′o′ ひ ′次r´あ′ε2♂♂)を tど I( breη erり の条庁亜ス重としこさ己載

した。 採集発は,N助 〕|1光 太郎氏ご、どのよりにして中原博ナ|(練 六が漁つくか |(

つヽヽこば.2 ιρわ rα S読や 口淵行男仄の
「

大雪の蝶 」などごよく解 説さよてヽ るヽ。

中原 (|?37)は、記裁後六亜顧 につヽヽ乙ハ、た、タメプo3頭 のつち党全なちのぼ

えο2θ うPeの 1♂ きソび,あ との2頭ぼ不え会であったここ乞迷べ乙あり、原さ己裁 |く

″a磁クノCの 11真 |よ トイッのBα4夕 力αss民 のtと |(送 う滋たことが明記され乙 うヽ

ること力う、すくここと もワイプ瀬本のうち%友キ員した 18はすごに Bハ l(な ヽヽここ

が半り明 しと )ヽ3。  したがつ乙、日本 lで はたο′ο

`〃

θ18ど ν
“
徽り″θl舎 だけが残

され、そのPttraりριの 10は 、後年中原民より直犠 P次私り′θとし乙ゆゴリ菱 |す

た北海道の蝕ム~郎民のもとにあり、たοあリノθぼもちbん口主科 攣博爛 にある。

事実、飽ム民によって□示さ漱た′次たと〃
`|ま

中承民の言つより|く 人きC破ね乙
ヽヽるし、科博の九θ

`θ

う′ιぼもちうん中原氏が源記裁ご図示した標パ t(致 する。

ここよごtaご く白谷ななりりさご 大きな疑向之さしばさわ徐地 のな )ヽこ とごあ

るが、なんとこれらのほかに、夕/フ
゜
標木ある、)は ,イ プ繰六とみなされて )ヽる ト

ムうウシふの沐P六が店ゑするのごあ6。

日ラが (|?67)は 、人吸市立自然史十禁物倉営に保管されこ、)0ジヤツクし― 'コ し,

シヨン中の16と、中承 民ょリジヤツクし―ス|(逃 られたものこし乙、タイプ濠ス

と訳の図示し乙 )ヽる 。  この標六はえ全品ご、ジヤツクし―民がどのような条件ご

入牛 したものごあろうパ、ム言ιのよりξ狙ぬご、これはタイフ
゜
の一員とば渓めパた

うヽ。 み比ばたばリトヘうつシごある。

ぎうく,科博 Kと αブんοのタイプ未駒六
`わ

ι。クノ
'0と

lよ Fllに )バ矛ラとする。

この源パば当時の平ム博卿 声名 oも のご、舟博 |(ぼ α減りの場peこ とこ寄鯖ざ

れたものと、)う 。 この規バもももうんタノづの―凝ごt」 なく 鼻え 期 1(ゃ ぶな

がな )ヽ.

ミミご、次メんθの夕4フ
゜
は下らこのよりになつと )ヽ0こ こときゴヌ生訳し乙おきた )ヽ。

日οノθιノρc l舎 (売L全 品) JR京  ・ぅ絣拳ヤ与初像営握贄

Pa rα ウ′e 18(不 鬼仝品)タヒ瀬島・褪ム 郎́ムЙ交

ρ̂″ウ′ο l♂ (不 え全′a) ドィッ

逸犠 碗メ 駅 》徹 ≧ 1■ l激 しぐ と。(赤剣のノヽ少ヽ 馳 鎌の発

比絃えなどほ∩―地式のものこ`も全くる]のなとこわ七bほどのL｀ )と み七る。

♀I(ヽ )た りしは、地色まび暴なゎしのがあうほどび、4老 の老んごは、す(な く
とも六隆め契友と明乃宣に已力〕す。ほどのパイントと柚ますること!ご きわめこ口難乙

q
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云わざうとえな、). ヵの こ、Bり k(l?14)|(よ り乙

'数
の異常型パ記致ざ漱たが、

図とみわかぎり こ永う |ま すべ乙相株■暴の趣 i布 なものこ訳めうなるものの 豊 富

な■異とシうずけわ曰然 となう。 たしガt( アムープし地方に扮力 するノ`型ご白イヒ

するイロ林群 と韓aの基ム付逸 のイロ林鮮とはかなりの藪えがあるが、となうの中向の

地域 (た とん|ご 」虔鵬調針 など)の ものと向に入れるこ.こ8130貧雀し 〕ヽイロ林もたくさ

ん合 よよこくる。

とたご`J.1こ 海道ご捩集 さえたとされる αinο のタイプ 2′ ♂ (|♂ ば口外 !(あ

るのご未見)は 現在まびの知 見び_ヽ )つ た )ヽ人 ,ム のどの地筑のものl(最 もも )ヽの

か、隼老なり|(考 え乙みよつ。

まゴ、hο tοtソ pど あるパ 算発が力数裁するここのごきたlt鮮 、白頭ム付進 の徊

休こLヒ奴 すると、ホ斑の大 きさはhοヒοtノ Pc程度 οものは白預ム左 どは四～30頭 1(

l欧 ごう )ヽし かみうれず、ユ 色鋳 o基底する■もかなり少なく.力 くのイ曰体バ移ぶ]
ユタト縁 に塁と鱗 乞久くごとが注目される。 つまソ、hρとoつPι は、ユヒ鮮 白頭ム付t
差 |(最 も触現みん風のイ医1)2つ の特徴と共ろ し乙おり、このようなイロ赫 得られる

触ネはかなり低 )ヽも のと着えなくこlま なぅな )ヽ。

_ヵ ′pωにしソpeはな営占民itょ のこ図示ざれ乙ぉり、 こたば群及 のえ )`イロ体びぁ 6
が、 こちうの力 13ttt ι鱗 0る Lが 3る こ,台 頭ム2oイロ体■婁の申lこ すoぼ りこ入っ

てしまう。

HOt引フP多 に最 も似乙 )ヽ3の ぼ 嫌曰Q左ム村んどt級にされるイ曰体ごあろが、こ

火は自信のあOι のびばな )ヽ。

インチキご
｀
ある科博のイロ林 と人茨市博の相林ぼとも1(難 国産と∩´ごぁり.た と

えこれ うホどのような時牧 を妬 しこヽヽまうが,分類雄上の向題こ rま なり好な )ヽの ご`、

始討 |ょ ヵットするが,日バ とイt表する2人博物館 がとれど火 1っ ガつ ニ゙セ毛メω2_

θ乞所右 しい 3ヽこ こ3パなんともヽ`えこ、)話 ごばなtう か。 まとと、村ムイら一民

のようlc,碁 ムイすんの新 曼種 乞秩 するtCあ たり、大阪わ博のL也 毛ノ滅
“

"左太

物のぇ1■oの タイプとしこ これ2蜃ムの苅ユ種 こ比軟 じ乙、小払 工種 は めにo lc最
もィ狭乙ヽヽ6∠逃べ乙、)3こ となどになわともう外みャメ4ャ としか言、)ょ ぅパ乙、)。

前章ご言、〕残 じたぶ 上記 の機 モリ tタ ィプじat)亦物、つま り真のトムうう

シムと誕めるなら、図全監に
｀
3♂が場に表さネて、ヽ oり と、)ぅフ員と

く5♂ が鋼宅RO久
こ、ヽ6ツ こ書き嗅めなけたばなうな )ヽ.

4,たθl」t本当は光海も ご採 れたとのごはなく 韓 □o基ムようしヽヽこのうワブは

ス (イ員瘍し乙ヽヽるぶ, タスプこの単純な比較 だけごはこの説とミ嬌 ど
｀
きな )ヽ。

しかし、両老が似ιヽヽること吠工の説ち不二 lく し乙由、ヽたことバ な、)の 0 少し

だ(ル益ム付地の人種lC)力 する如見と調 べそみよう。

変 ム有蛇① ♭n%確cr,lま ル (1938)|(よ ムば、ハあ 笈δ(1310)tcよ っこ最加に記

録漣 れ乙吠ス、高格 (1138)によつ乙来年たに記錦tさ なゎまどなんと70年並ス も記録さ
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れ乙 )ヽな かったとヽヽう。  高締民の最初の株共年月日は、 1938年 夕月8日 ごあるこ

とパ六人の報告中l(あ わのご.中原民のもとに |よ 島協民味後に粽ま した老ごぼ電ι城

(2年 間もあわな )ヽ。  このし の者証la次め乙黒沢良彦博去と共鬼 ご欠明すること

|(し 乙あわのご ここご 1ま  洒スの標六ぶイ以乙いるかうと言つι単択」く婦グつ |ナ わ

ような考2カ ぼ、せよ六結果 的lCあ たつι つヽたとしこも 工し )ヽ論理 とtよ ちんな )ヽ

ミ∠之強調 し乙おくl(こ どつ 乙おく。

(α ino lょ イ史えな )ヽ〕

動物界ととあしこ命力 t〔 ぼ一定のこりきめがあつて、 こ永(Ё及すふことはゆる

さえな )ヽ。  このどりきめの基沐的な事ェ負のlの ことこ「同じん(挙 ん)が 2‐ 吠上

の種に糞スされな )ヽ」 とヽヽシ六原貝3が ある。  たこZば ,曰沐0ミ カトアゲハは英

国人のとθ
`cた

バ
｀
陽ノカ。歿ル′ん

″
と、つ んび苅埴としこ養表したものだな

′ン,λ θヽ月のもこ|〔
嗅
″淳欲〃θを つヽ 名|ま すご1(キ アゲハ|(つ t)と イ史nざ 滋乙、)た た

め イル然

“

川■2つ の通に同じカバ出現 し乙とようことになる。  これとめごに1よ 、

後かう命力された力とカットしとしまうがムととることt(な つ乙 )ヽ5.  したがつ

乙, ミカトアゲハにた )ヽし こ手えられたりた,た温θ
り

|ょ使用さ淑ること|ま なくなつこ

しより。  こぅしたこと乞用語上月ο‐οりれとヽ )う 。

ここ3ご
｀
、&ごぇα ss,喝 スのもこど・αルの'こ )ヽう九は全こ冷名 さたし )ヽな )ヽご あ

うシか? 契|ま えジ在するのごある。

Bッ k(1932)は 、1破〆移ィ/in,ィァe2ル raルο
りの九ご、中国盪南尭よりさカドう

スバシロラヨうの新工種 と言己載した。  しとよソ Partta55燿 S夙 のもとに記載さλ

たわ1,ご
｀
はな )ヽの ご′ミのよまごはαノたθはたが )ヽに lllの属のもこに置か来たもの

ご、月じ力こは言えな、ヽが,り¬題ば
″
乃み π,α "と )ヽり 風が、せふの力くの石 変

渚 |(よ ので%rη αss,υ sの エス (夙 の下のクラス )|(凡理さ永こ 〕ヽわため 正式な

なん |ょ %´″α%んs(乃〆″πメa)ル′̀″
あr aれο"と してこりあつかわれること

パみ )ヽ意、にあう。

ユ夙 すなわちカリコ内の学九は その

右たが周ん異種向題とえん じなヽヽことが

こたまた 1カ のとりきめとなつこ )ヽる の

ど、アヵバシウスバJヒ 海 道ユ種 左さす
″

めた0"よ りちく、ミカドウスバシ0チ ヨ

ぅ申国雲南雲矩とさす
″
αれο"が、Rrれα̈

5siasム のもどlミ カた してヽヽたミこlQよ

っ乙、前晃すなわち後年 lQ記載された

中滑、民の“′
'た

θ"は 力ツ`トされな1す Йぼ

なうな うヽ。 さ5に 、今後アカボシウスParnassius /renerj
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バこミカドうスバが朝 究の後、たが )ヽ|(暑 1の 風に分離されることがあっ乙も、一

ゑカットされた Hοれθれソπ九称は二び晨用ごきなヽヽとヽヽうとりきめ (1961年以前 |(

通用さx3)が ぁ5oび , 中ふ民のα′ηOは もう雄対にイ実用できな )ヽこ とltな る。

もしかりに木全 員々のあパタカのまえ新たlC it』適ょり多数の相休之株鼻する。

とlt成功され、とよぅがゃ は,Bバ独自0工種ごあることパ究明ざれ4ば、もりt

紫ぅI(ぼ α,40o力 は血甲されず、新い 工ヽ種ん彦冷んすることitな う。
″
α′″0° ぼ換えな、)事情どある。

前葦ど、B六 の北海Lび 株 集さ漱たこするアカバシウスバが人湊たこ区別パごき

な、)こ と女ボベたが、この場合,め れοはさとずめ bκ mθガの∩種 異ん (ッηοЙッ
ー

クと )ヽう )ご あると考んこよ )ヽ。

こずぅと、ゆれο"は ,力οttθ り な α″〆 のたοつ″ ひ )う分類掌上の二人ミステ
~ク をあかしたちまなた力 ごあると言えるのごあめc          ・

(■ 165 中野区柔1丼 5-6‐ 2 キ,猥 マンシヨン402)
姜   贅姜姜   姜贅姜  姜美子  姜姜姜  姜贅姜  姜姜姜  美美贅  姜

く千葉県た〉 *つヽノし―ミス シジミo飼 贅
ヨ1 1為  イ言 義

―|よ じめに一

最形は、全この蝶0採集議がそうごあると見うが採集lL痛霊訊さ漱漱ぼ、す(飼
誉によう成虫獲得に霧行 するようどあう.

な もりし―ミスと旬舞する気 l(なったのは、当ネη、そのた妹か5こ あ゙った。 寂ム

採集どもここ数年、量賃共 にまあまあの個体 |よ 縁 うたるのごあるがよツ完全 |(、 そ

しこヌ易にと老えた時には飼 角しかな )ヽ.

剣角となると成虫の♀,m.幼ム・蛹のヽヽずれかと採集しなり″ぼ
゛
ならな )ヽ。

数ヵくこ考ぇれば当然寂虫ヵヽ飼しι〈ぼ幼ムとなるが、最っとも効手のたヽヽあバ
所日か嬰蝶のス集ごあDう 。

ノし―ミス0上 活史はかなりか )崎人 (曰六ご1ま 1953年 )1(明 ぅか|(さ Xこ いう

のご―見こ糸うステージの )ヽゴたも外場1(株集ごきるものとんつこ、)た 。 とこう

が,、 ざヽ殊集しようとなると,2の 力
'ム

I(め )ヽこ の1靖毅バ全く入うなぃのごある。

即も、こ腋うステージごの株集バ|ま とんどなさなく、ヽなヽヽことを竜味 じこいる。

として明うか |(さ え乙いう生活史は、奈良県碁日出のものどあ り、日本ご初め乙

ノし~ミ スMλ さえた千葉県どの生熊 は全く明かさたと、、な )の だこ足うようにな

り、力初の覺味とは別lC.千葉県風ノし―ミスはね がトリフ|(解明すると
゛/ と つヽ

煮なに月リユこうネた。 昨年の着 のことごありた。

これパ
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しかし私 し程度の知識′ 見自こl」l限ぇバあった. せさご最りとも手取り早ヽ`の

は、すごに経験 のある成虫 (■蝶)供集により親鋤pす ることごあり 上旭 (足 くま

ごも室内側負ltよ るもの )の 企こと知bこ とがどき,m.知ムの採集′並びに風ナセ

ごの上建調査l(大 安弟心がた )ヽと 足ったが′じ働こだo′ のぼ -11lC色 わなとヽ )3全

樹のイテイガシス|ま ウラジロガシが入チ困難なことごあつた。

どもがく想入成虫を株 りに出かけることtCし た。 7978年 5月 20。  え人の

ノIJ沐 民と共l(。  としこ1年後の1979年 5R12Bに 2Д 日のアタウワl(私 しを全

め力摩虫公員4カ が株集に出かけたことは御み知のことこえ｀ヽます。

このうち.1978年 は1♀  1977年 は5♂ ♂、4♀ ♀の成
｀
ムを車ヽヽl(も採 3で こ力ヾ

虫き 更に、2年違短し乙え印,旬 贅に寂勁したのび.単な3賀内飼 負の 1 4plご し

かなヽヽが燕しなりの製察結果と場見と0め、特に図鑑等ご知ることが出来ない部分

た越入成ム(』 蝶 )の 採集か5]1イし過程を記逮してみた。

-1- 成虫株失
ここで

｀
言う成虫採集は あくまごも麒 成ムであり、■.漱 0茂 ム挨集につ )`こ

1ま  すごく秒晨虫 VθL l.N05.1978(て 根六民が把今しιヽ 6ヽ0び 未颯された )ヽ.

(但 し扶集理葉につ )ヽく は同一とをんと腱 )ヽ.)

禾ムの株集菱ほ_た浩潜ムn辺ごめり.こ のあたりはやはり5月 上旬～中旬バリの

とこう通す0と 足わXる 。  ミよ13.あよと碁日ムの過ムのデータと一致する。

スイ:ス はしもうん職ス とし乙気温が約20t鳳んな、)と活動しなヽヽようどある。

吠工 時哄R 気温、大侯 o条件ぶ整んぼ反虫株集の条件が満足ざ漱たようl(尺 わ

永るが )ヽざ このような茶消¬(杜 皐七サボつこ出かけ乙も,採鼻ごぎめほうが稀ごほ

どんどの場合、 この男すうわ日IC孝卜おるここが無ヽヽと、ヽシ。 雄 も雄 もごある。

ん 1・ 二、)13と と記し■ olよ との走ガうごあう。

何幻 こ永ほど採集ごきなヽヽのか? 几が考ぇた中ご0撮着力説は農11場所こュか

ら数にかけこの生た場前 とが全くEつ のごぼな )ヽ力 ? と )ヽう 見公ごぁる。 沢 に

集まbの は単なわE暑 に過ぎrJt、 、oど｀
はな )ヽだ ろうか? 現に志 2回 の沢どの採集

ご20頭組の成虫を亀乙ヽヽうパ産4n行動 .久足、追尾ぅし、ヽ動作を見たここパ書 )ヽ.

こ氷ほ私しだ1す ごはなく日々えも同じごあろ。 またユ承に1よ 、ゑ の社彙ども、日

じ沢ごシ )ヽ場合には3ケ ,並ス の集団を作うが、そたごす5産埼β行動を急たことが

なヽヽし,(イユしこ漱う成虫が趙じヽ す0も のとすれば不足議は無 、ヽホ )そ の場所がB

I(よ りこ務動する。 前曰く沢ム、ヽたガうとtつ こ翌日行つてみると数預ιガ見な

ガつたリガしぼしばごある。 次のし乙言今3長した滉しごtよ な )ヽ。   ミЙらのことき

考えうと当然夏現にハ虫が沢ム集まつて、ヽたがぅと言つて発生場的 がtく にあ0こ

つヽ lll晰 も出来な 〕ヽ。

従がつこ産(B場所は 沢ごはなくえ想ご中腹の斜面と堵之0よ うitな ったが、人
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の誌など之含め検合的に半]断 すると認うく後老ごあうぅ。  2年連糸克しこ患|(沢 ご

哀虫が株集ごきたのは、沢 に下らざるを得る )ヽ何 か特別な要因があったのごぼなか

ろりか。  この地ご採集した 1978年 5月 2日 の現地のスllaと 足、)出 してみるこ、

朝 のうち崚 り、 10時ど員より先に皓える。 そしこ気,丘 が5∩ネ]句 と して|よ 高めごだ

εlさ れ行にかえ乙ヽヽたと言ι,瞳 しこヽヽる。 癒いよl‐3と んど無n。

沢沿の比ユ lπ程農0業 上 (膚六つ種類ぼ記嚢にな、))κ 桑来した乃之棋鼻。

時的は同時曖。 このBIよ 、この1♀ 以外全く目撃す3虫来なかoた。

2た 自の1979年 5n120は朝がう1☆暗。 風鬼 5～ ノθ留/こ強、、日が吹ヽヽ乙、)

たのご10翅Jtt tよ うと、)う 話 しも出たが 強日 zⅢ ノし―ミスが下にスもこスるよ /

といつ0住 か0貝談につうれ」見比へ。 気温ほ前年の5n2日 よりはィ医、ヽ20° Ctt λ
こえわれた。 ?時彙井 1族 日孫集、その後二っの沢に今ガたこ株 真を行ったが前

年のようにイムヽヽ

'い

Cは え たかった。 熱や曇った8の ように かなり高 )ヽ所 (4π
吠上)にえたのご採珠 し難 く、捩集した?頭 の格映上の2θ頭は曰撃 しZヽ るヽ。

2回 の株集ク]と 見3 paり びは、スイス的it iま 日と陽い)て ほほ
゛
∩―祭4乙

゛
あるのご′?

77年 に多数曰撃、孫集ごきたの1よ やほり強風と うヽう特殊碧因かあつこのバ果と言

えよう。 197θ年は冬らく全 たくのイ呂」卜ごぁ3ぅ。

比畝的毛夕毛夕して うヽるのが♀,卑 1ヽの ぶ´こえつこえ 1)。

L‐Aェ越ノヽ鮫虫のりt朱ポイントとまとの3と 、5月 上旬がう申旬の,1人 晴ご、気浙れま

高曰′ しかも強nの 曰l(出 か 1す るのがベストどはなかぅぅか。

-2- 
株 印

』蝶の株集は今まび述 べ 乙来たように困難と言うか 偶ムと言ぉ うか、と|(かく

入チの切い)蝶 の都数lt Xる 。 ととこさんざん若労 しι人手し乙もをノじする向も無

く親影SIく 古労すぅ。 イT七 、銅之生んごくれなヽヽのごあめ。

先|゛ は/77g年 の例ごある。  イユしこの年の採鍋はЛ、淋 ドジ六郎氏に全面的 |く 依頼 じ
た。 何冷にもf♀ を2人 ご今けるわけ!(ば 、ヽかな )ヽし な事ム 民のちパ崎向か
取れわし.せ Z苦 が良く出来 る方へ)λ l(あ りた。

」月20に母蝶を株集 し乙かぅ初友埼βよご約100と専し、との後 午曰南ほど
｀
の向

|〔 12農彰Sし た。 欠は、 この分蝶12`S生 んだ後.給餌中′(久

^.た
とめがけこ衷ん

じロ ッハ (却 内)の タヘ fFcル ご行り乙しまのたと の事。 全 たくドジどぁめ. 採

`pl(当

つい )た 当のドジ六印氏もガッカリしい )々 ぶ.み少たり∠も場●5ご きたこ

とはか「価ごきよう。

以
`日

(象るよびの経過と詳しくおしてみる。 ふ
`5さ

じ6にたく侵用されるの水

紙失t用 )ヽD力 法こネツトと用ヽヽわ力)ム ごあるが、この時ぼ図1(示 すょうに後殆
乞用いた。 ネツトの申|(ば .ウ うジロ対シ ァカがシ0新夕の火ぎ具冷が色マな
滋を現地より埼も帰り、思 芽とも当|(スィこ入よ、ムラサキシジミ31tt,ノし~ミ
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荘ビソ

(図・1)

らラジELがシ
アラカシ

42crn
tlD> (a)

-

―|?78年の採印戒―

ス 1■色を教 し、之のたビンと直射曰光の当 5

ぬ堂内|(lk週塁した。

との場ス,ム ラサキシジミが■日あたりか

ら差ちβし始 め数日向ご百数十めβとえんだが、

ノじ~ミ ス|ま 全く産も熱』Lと 示 さなかりた。

ムラサキシジミとの混緯も影響 し乙ヽヽるの

ご|よ ど史r)ノし~ミ スo)と したが、やIよ り名

単 |〔 はたまず、どどばなヽヽのかとか、来交危

なのごIま な )ヽか ? などと考え るより1こ な リ

半ば使 きうめ気分び、ム詈夕県莉た のギフ、 し

,ギ つ4ヨ ウo自 2ゝ輩欠印と扶 集l(珀 りごム

がりこしよつた。

4Zcm)4AY
i'rF
(47.t"t - >)

ゥラジaがシ

テープノし

J昴 つて来こ元んど )`た う来年また株ればいヽ でヽノとえシス面.tと や2蒟Sし ιいう

かも知れな )ヽと ヽヽう蜘待し千ヨッピリあった。  し力し帰´てみると、どつうごとな

く出かり3前 の
'人

能と仝 くえうず平然と生きι )ヽた 。  死んでなヽヽことだけ|ま おい)

だつた、との後もス前と月巖 にハチミッと約lα藩!(簿 めた錫左手ん紘 lナ .や りと
'Я1301(2術 tそ のごあるが たlβ した場所がぁもしうt)。  12m a都 がネツトに

ごあD.

ムうサキシジミの場合は、斎募、林眠メ、起L&雲 がiご あったがネツトヘのた卯

も少なくなかつた。

次lt i?77年 の場総どあるが 鬼κ著 04嶽く5日 120に株集した4離 と私 し始め

同行発ズ、人が今担とこ持 ち帰リリMS(取 リカ`か0食 . ミのうう熱 の特も帰つたI

♀より?“ と得ることが出来 た、この時の株ゆ力ぼ.図‐2ざ わか0鴬い(前 口こほぼ

曰晨びあったがネツトのし|よ たつιヽヽた。

ス ット内`(ば 、うラジロがンdD黙素対き

の2♂ ,́ 1♀ と独した。  a∂ ♂|よ 、

■日、翌?曰 こ相次tに｀
工こし、ウラジロ

ガンは50ほ どど業が本色(れ た乙しまっ

たがとのよよ嵐うpl(役 ηした。

母蝶の総剣は_苅 口月嶽 (ハ 与ミリご10
/il口 事んた。 ぶ

`Bと

始めたのぼ 劫ロ

よリベで♀めご、母蝶修礼共復 綺 1週 向B

の.5∩ 190に んざ1均3 との後5月 25θ

よびに 1日長濁3`β  最低 はゼ0の ぺ~ス

ご風
`pし

た。

寇るβ位置は ゃはり劫口∩晨ネツトのみ

のグⅦ欧募のみ″2パ ほ どハれ′し́ ミス

(図
‐2)  _197角Ю株蠅幾一
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ネ

ツ

ト

ごあった。 鬼口は団・3の 斜郷む(示 すように、人 もあ句の夏ヌツ員|か ら左んへ?θ
°
以

内の片働。 商さ方向に |よ テ ~ブ ′`しよから約半分柱 まごびあつた。

これう2年 ぬのためβ単えか う見わβRリ  ムラクキこん―ミスの差 lβ 習1よ 、場所、

な置などにのケとは言Zな )ヽおい)の鬼｀`があると見われる。

?り,農 んだ後,母蝶 |ょ 私 しが、δ n260に 泊 ソび

(図・3) 出か|ク た賜い(ェことことまのたのご、との母蝶乞廟

1貝 したう、まだ30(B組農が■っ乙、)た 。

また私し吠フトの0蝶 は 紙集乙の採ちB去 とこつた

バ、あうにく彦

“

Dサ bこ とな(死亡,tルし5の 0蝶
差島,範0  にも30均 n～ 5θ めpハ腋中に■っこt)金 毛うど

｀
ある。

何扶 tた 1ょ ど産まな )ヽの だうう。

〕し―ミス赳えの大きさのよ虫ごあねぼ.唸Dの 大きさ

かう着ん乙も冬 う(″O gD程ゑほとも ものと足われ

る。力殺及しか豊 かつたと、、りことは 力7く すこ
｀

|(と ,pし たのび
｀
あ3う か ? せ激ならば句■0蝶扶

臭後 7～ 7θ 曰0も とめDし なヽヽのか? 揚詢いく模れる

のに時ぬと専するのか? 左る0援土丸にぁまりにし不

通なのか? ヽ`ずれ
`で

tLよ 他のムうサキシジミ属の

中ど
｀
ぼデリケートな蝶ごある。

ル 2((、 反虫越本する書蝶 |よ 夕ずとうごあるが、ふ I(な つιか6瞼 21(床茂ユID

が成長 し、との後から五印 ぶ串始され_Лttt入 めぃ 3ヽ成■6D Iょ 5o lDほ どがβR晨 ご、

巾厳 し■時ま、ごはスバ■6'ボ まだまた入。こヽ`たのかも矢口れな、)。 (調 査不備の弟、

人茂ユ
`sが

あつたふどうか的言びきないが。)

どもうの理由がェ摯か 1ま  えl(詳 しく調べなければわ力うな、ヽか、力 1の理由バ

エ い )と す永戯 ミゝ 茂ムの妹集乞早 a(4n人 ぐぅ、))に すべきだ し、力2の 要

むがェ し、、とすれぼE邑 (5∩ 末ぐらt))|で すべ きごちる.

個人的見解としこは、現地 ごの成ムの発生林 )L、 舗 新募の状鮭 とLる PRり ごfよ 、

後尭の理由バエ じt)よ りlt急 うし、扶集し」月下旬～ 6月 上旬パ理犯 どはム、)が こ

えう。

-3-  衡D

卵のψ状写 |よ  図潤bt記載さ漱しヽ`30ご詳 しく説明するよどもなヽヽ力ヾ―見すD

7Rり ごは、ふのカシ菊知tお り6採 60(キ リシマ、じサマツ、 ムラサキ等 )t行 っだ

時に、湊湊との象 S的 とたく急か|ナ 3が、との均Bど票色し,偏平にしたしのと若ん

こ良り、貯う、蛾 0均1に tl)形状ごちり、野外ご株鋼と行う場合に は向ん )ヽら ぃこ

足うが、りし―ミスは純白なのご区野)ご きるばゴびある。

―庄叩4■ E―

↓
λたち向

笏

一‐
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4月 は全て永 ンヽトに違付 さなこ、ゝ翫為iC ごのまよ雑イヒさセたのごは/fTら不明にな

る恣たがぁったのご、lle次 、筆ごはず
｀
じ食樹 の力 業上 |〔渤動 しこ行のた。

均S蜘 は7?年 の8均D平均が 5B由 ごあつた。(イ旦じシヤーし飼

^)1978年と1979年イ常わtL乙 21印 彦勇1し たが、との全 乙パ鋼/Lし 乙いう。 このう0
1777年 の?り

'中

1印 |よ 2110翌 日1て 輯ノヒし乙ιまつたのごえ0平均からは餘外し乙

あヽヽた。 こえは初左の18ご あり、経うくたい瑞ん 〈ぴ嵐付前に後結 し乙 )ヽた のびは

な、)か と足われる。

-4-如 虫

解イヒぼ

`D表

面の清IL都 とか )腹って出こえることは、報 のシジミ類と同´びあ

るが、 との穴径 |ょ 他のシジミ欺∠上Lべかなつ大 きな其蝶 の脱出発 びあう。

僧/tLし た力虫は、直も|く 葉泉へ向う、歩行スピートは露くほど早く、これだりの

元気があ″ξ新夕のんくに均βパ左付さえなくとも餌 ttた分か)力 |夕 とりごある。

仝種押よはじめにしも言己したよりに六人のイチイ、)う ジロガンが入多どきな 、ヽの

ご代円ミと与えるこどに した、夜印となねぼ入拳ll■、工縁几か5老 ん、当然tァ う力

シが丼 1候補 lt上る。 図鑑写 |ミ よれば全幼虫期を飼首するここぼ不可倉Lと されι

ヽヽうぶ、とんな率はあるよ )ヽと 足いつり、ゃ|よ リウ少 }よ )ヽ配だつたがお卜戦 oも味も

あつ乙人たした。 しか しアうカシと簡単に言つιも,こ の時景1(5n人 )に は.ほ

とんどがえ全な業の状熊 l(よ び成長しい )こ新井こなるこアウカシごすう大手困難

ざあ‐た、特 |■私 しの象

“

果谷)の地く|で は何故かアうカシも全くな、)。

とこЬが最進 |(なっ乙言R布 の街口跡ll lで 、バうがシとふす3ア ラカシた雑ハ、輸入

種が紅2う た,と れがよκ具合のたりここ〔夕吹きの早 )ヽ樹かう島 う樹 よびままざ

まある。

こんな訳ご、このパうガシと印、ヽ乙飼スした、兄るたよりllln訴ぃく有りしくれた.

ア97δ 年は440衡 iし、全都 が蛹になつたが翌年は、全員ご5F員 が蛹になるたに上

まつた、 しかし蝕 0影 型ご感豊ぅここだけば万1か ごちD.
劫虫の習lllご 気付ヽヽた所22・ 3点、あ:デ こある.

光巣腋は,シャーし錫餞なのび何こもきんな
ヽヽパ.0鑑にきヽヽこあ3穏顧尭に現われなかり

た. 円協乞作るよりなことは集く.業之i承
に添り乙ヵ歩内骨|へ竹りめヴ0俎2の軽 〕`巣ご、

同じシャーレ衡員したムラサキよりも佑単な巣

びあ3。

自な 能ごほどの程λo巣なのか知り得てよ
ヽヽ拭.カ ム採集o揚ハκぼムうサキほどな易ご

な、)よ うに足われる。
“ ′L― やスレジξ02● 20虫 ―
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W籠 はムうサキより邊か |(侃 平ご、色P//ほ 瑛十絲とこ.第業こ全く日とび、かつ

透朗がかりι )ヽう のび夜司贅中ごすo見り|ナ難 )ヽだ ごある。

チ食 、ヽはムラサキご良 (λ うと。(但 し、薔L(aぅ 共ぞ)、 ごはなく、幼ム表面

之方多6親風ご、もよりど身ムバエやハサ|(2り

'さ
えた跡のよりな黒こが生来る組

λごぁる。 脱えすれば消ん乙しまり。)が 、ん―ミスごほののとこD見 たことが象

)ヽ。  嵐長はりし祥いC早 く、 l～ 3ハよびは,1冷 Lも のic掏 3曰 ごあつた、 しかし林

0(牛 0)は lD向ほどあり、特に前蛹鵜向が38こ長かつた。

盆肺 」t冷 ロボ うガシびあ つ たが、アうカ

シごもた今旬 角ごき3し 、 た にシうカシ、

ク又ギ等し,少 食べるぶ こねうの企村ごla

民長J3ほ どκぼξらな )ヽ、 即もる多助ム畑

の側為は不可能ごある。

しかしながう.ア う力

ミス 0詢虫飼啓はムうサ

単ごあ。こ言えよう。

-5-虫酪

劇Mじ 欧新まの業裏ぴ行なわれるぶ.0ま び旬台した申ごは巣うし )ヽも のを作つ乙

蛹メしした例ぼ見乙ヽヽな )ヽ.(イ旦し、シヤーし旬贅)又、ムうサ夫iで あわよりな場の昼

嗜
"見

供功りし―ミスごじこ■涎 しι )ヽな )ヽ. 鱒曲は10～ ′,acあつた.

-6-反 虫

ヨ]イヒ翅助慇左俎 環すること |よ 、ス土事の関係ご 1度 も見0こ とぶごきなかるたcと は

残全びあつたが、lltD林 は全乙自然林能のこ士ヒベ見銘りはしな、)人 きまびあつた。

ゑの手元ご]ヨイヒした成虫|よ ./f7δ 年が3´ 、́7♀ ごあり_アタ29二 は1′ .ア

♀ごぁoた。

シさえあれば,し―

キロ秩 に非常に綺

― lし ―ミス シジ ミ

千777年 の飼お結果の1例 と下去tt示す。

響蝶捩兵 2 網 卵多 イヒ 虫昴 イヒ ]]  ノと

J/12 J/r? J/24 %3 6/23 `B惧

月 力虫湘 蛹 1月

∫θ 2′θ /′θ

-7-発 生期

千葉県ごのソし―ミス株典ご

ぁЭ、色7な人く話左白 、ヽこ
と、ヽう人。 2 4tlごあ0と ヽヽ

、ヽヽoも議論の対象になbの が発生愛月■a発久口教

みると様 2な 走見、担双1か帰のこ(3。 詢
=lイ

ヒごあ

ク人。 ヽヽずれ|(せよ絶漫10パと脱 しこは )ヽな )ヽ。

ご

３

終々働ム
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鬼しも、現地ご9ヽ 、幼虫.蛹等と株集したここホ無 )ヽの び、反虫ス集の中ごヵ Oた

こここ.省η台結果と基にH塁測 しこみた。

0年 2イ朧 ―
力1イしは、 7日上旬～下旬 G今 00匈 角lCよ れば6日 未じめ6が 晨外びは絢

半REれ るこしこ計単)

ル 2イとは 8∩ 中旬～ ?n上旬 (ル 1イとの成虫パ、直もにえ几´差叩 したこし

調イしよび約 1ゲ ∩みた場合 ) この力 2イヒが選入する。

井2イヒ説は,7∩ に成上♯糸鼻と行のたことも黒、ヽが 働〕台結果と剋6pた り、力 ]

た lよ 工 しヽ )ご 3つ 。 力2た は蔵虫の株隼結果が3見 る限りごは、数ぶ年間Lじ こ

最つともみ 〕ヽし、新鮮な口林 も夕ヽヽのご、あ6看島麗理解ごきる。

また.2月ヒの成虫が越人 す0こ とにり )ヽこ は,皇 8n260に 採集したバ虫の♀と

申1換 したう 全 く印は墓かのたし 斯鮮な口林 2・ あり、すご1(産

`Bし

然、つたと|よ 足

んなヽヽ Cと か3、 これも正しtヽ こえり。

(し がし、2ズヒ説の申ご員 くなるのが、7∩ κ才 1イと登生後,9n人 ょび連続的に

基生し乙、、3こ とごあ3.  とこご虫てきたのが年 1イヒ説ごわる。)

②年1イヒ説―
力 1イヒの成 虫鎖チ見は、 年 2イヒ:迭 こ同 じむち 3が  こ以ttよ りお 生 した成が

“ゴヒt直 ちK活動tず、 ある茶杵下びのみ活動とし、■～秋と生き篤りとのよ

ま班人す0と ヽヽう説 ζ
°
あう。  これほ■に採集した成虫之飼齊 しこヽヽた。3、

10中 全く動かなヽヽBがあつたり、元夕u(優嵌廻った日もあつ たここや、鹿統

的に株共された□林 パ時損1く ようずパロ.新 鮮な口休バ入り濃 じのこ線 さな

たことから半う断した説ごちる。

(ヽ プヽk KtLよ 、まだまだ資料不足び発生期のノぬえなミとは不朝である。)

一 あわりlt一

不1墳 れるものど詭み菫色ヽ 支ヽ葦になつιしまったと契い)ま すがお請 し下さ )ヽ。

千集鼻のりし~ミ スは、 りし~ミ スとのものかBバ ご初めこる見さ漱た光にもかガわ

らず、現スもなぉ、ミの地びの生焦バ甲F空 になつ乙ヽヽなヽ )。

これは,ん県|(柱むn烙光のた縫 ごあり、解明は女イ■びあることZ白 菅すべきご

あうう。 れも今後.lm、 幼ム等を現地イ
いの兆鬼くりめ、公樹の■訳 t含 め生筵と

明らかにし乙行きにヽ こヽ足つし、カル弘誌民もLキ カを決、ヽご杖 しヽヽ.

今回の六えが その足がカリ、スは一助 1く なス Iご車ヽヽICえ ヽヽます。

●
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夫筆ながら 六えち記載するK当 り資料提供、写真撮映,た 匙キL墓下さのた会員
の力?、 及びハ、林ドジ人郎民に走謝狭します。

〈殊渚文 献〉

赫  :あ唐虫 VOL l,No 3、 1978

た斗 :株集と飼贅 りOL?、 N027、 1967
自入4:源色B六蝶類幼玄人回饉 υOL工 、1962

(千 202 イ呆谷 市東口丁3-?‐ 3)

とョウ毛ンもドキ佃 亀失懃ヒ記 Jこ>ξ閻お

完瀬 勉
本当なら、約 s~o頭 のしヨウモソ毛ドキt模 本格に立バト

こに合都銅育ふ。らし

ヒ 」と1籠 に入ってぃtは
'い

だ`わヾ……・
会長、作平キ |こ

トヒヨウモンモドキ術奮認め環稿 t芸 きましょつ′」と各東じたの

が、皓和 5準 与3Rド B晏 だと思ぅ。この時如 |ぉ 存ゞじの様に、%ち そう髪0咀 ザ薄
｀

ふから口星あら●で、ぁぅ。な が眸いた話でヽ(ま :こ
^嫌 ^飼驚て、のたギ冬は1卜 常に壌 しい

とへ
車 ,そ 藪が 私 のTfT a幼 虫 広 、ほとん とヽ生 き Zぃ う。 こ卓で 葛 ,か り白結 tつ

け、仕 い鼻 te/フ しつさせた私 は、前記 のLり  言 喘 んてもヽヽにヽ弔 を仁 千 供 1=な っ

でしチヽヽ、伽言3'・終 ,た めFt、 発強 ならみ 、トフt‐ 3藤 のし,う こン毛ドキ t標 準

犠 卜並べヽ、な
｀
ラス満だtに 開しあ 21が ら曰転い、/麟 し芽熟Lく 卓マ tヽ う不とでヽ去う。

く採 喋記 >
某 R某曰某7T A歌 、Ч■うo撮近 応この様に増かな、、と、ぅっかりた地t鴫譴ι2

メタx夕 |ミ 荒らさま3夕 |卜 %、、4S、含、7、なら。 これは政盗吉なから弓lnさ せど、1た

Fし たヽ。 しかし、 しも`しであら.じ kヽで |ま 一寸、せ兼味 に妹,2じ 訳うのでヽ、03ゎ ら3

年7 R lq日 、こ野県ば野江 J4近ma現 7「 とだけして
^く

。た平t而 営 各代 こ辱ユ山
駅 でヽ、会員で、ホぅ上日市在住 ^誉梅代ヒおちあヽヽ、しXし カギ

｀
を採 集した後 、しコ

ウモンモドキ
^だィントヘ向う。及Jま この蝶 ^澤葉は始ム2む ころうヽ 、生き2、、う

^も
見た事がヽなヽヽ9付峙かた、kて しまっT梵い、そ^場許に着き、■1東 さキ台あらo最

れの内 |ま コしョウモンモドキの♀か`、そしてしつうモンチョウが し3わ モンモドキ
に見え、ス、/ト インしマは ガ、`ソヵりか布「0ハ 続く。でっと l公 を書:集 したFケ でヽ宿し'

かっかぃときたフを^内 、私 ^Bの 前 t3.,ぽ しヽ (モ ^時
|お そう確 じ`た )ヒ ョウ七

ンが通りEぎる。一日でヽ ヒョうモンモ ドキ^♀
と分からし私 と武虫千 集 に行が吹た
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らは、御分がリヒ思ううい、そ̂ア
、ットインら下手後ちヽときた5ヽ わがaの 中でし

一 、 二番 t争 う の で はヽ な ヽヽだ
｀
ろ う か o(鋼 晰nlま その 醒 り に あ らず ): そ

^T年 後 か

私が、t、 ぅ1デ つて、、アットイン′ヒにが羽卜矢陥があ彙|ぉ 、ヽキR抗なく強橘1探的1熟 に寄

ろヘドうV、 付と じ
｀
カビハ。一畷洛そうか考ぇう。そんな気持 と麻らう′`うに、夕に

いた准卑代に言ぅた電疎が '准 平さ―ルο♀響 ったよ咀 イ=平 代、すこしも晟 br

ヽ、`ア、フトヘやひ ドタバタ暴れマ、、ろ♀^ntヽ あんず とつ今丼「
`h、

1主 ませよoュ

だっマ, その時 の私の稼+色 な気持ち、あヽ御かり7 そんな訳 で、そ^♀
|ま おヽた・ 為

野辺よから吉群寺∧弓|か したので`ありますoそのイし、雨常代がネットの粋でヽF_た さ

業 とし`潟 2の 奎傷で、につしクセ攣 して いろ、 1辛 tの と畦ませうれ、自セヘ持 っ

て いった 事、 と し て悪運強 く、 そ の ♀ よ 沢ム
^“

pと Lん だ 肇も付加 え て採 集れ 膠終

り とさせマ t、 た だ さ ま場 o

<相 ね吉こ>
■彙l訴 染敗識でヽあろ拳、凍為を電ヽヽZヽ 2ヽも有か虚 しく 、やりされないのでヽ 手に

にして
^く

o(ほ んとう|が らぃ Bに え侃 t敗 弓参かった F_‐ けの事でヽあう.昇 しから

ず゛)罫 Lよ から帰束後、三.m6し て仁平代から連絡か“あり、強和1醤卯茂ゆと

^車
、一キ^7ザミ∩撃t持 ,マ 凛てくЙろ,その業蒙L薬 羨との¶つ、わクθ。この

時から私のにヽ うモンtFキ ハ枷お夕愉まう訳で、あらか、この時卓からな冬|ヽ 入る

承で
^記録は研bマ ヽヽ■ヽヽ

^む 、双ヌ発しからず
｀
′(ン ゃ一レ枷 でヽマザミの電t

与ス 2し、kば勝手にか冬掟岱 にウリ
'し

た)た な効虫ナ肛ヘイで懲′・ なった時、こ

^綿
虫|が 乾鮮に弱 ぃと

^車
なのひ、燃 人甲すイロンストッキング

｀
^中

に、業哀 |ミ 群

梼 して吐桑tt,マ ス幕上の巣tイゝ,た 昴虫tミ ズゴ
｀
7ひ すンドイッチにtZ脚?冬

ttら 車にしま した。

昭わ弊≒弓nlぢ o。 が冬幼女tス トッキング
｀
からマずドミの施木タハ務るo(麟疼

な 熊^沐
まひ 7み 死t)

ァn12ぃ 。 依だな冬お急

弓 曰 あ 曰 。 合 嶺 あ り o一 部 4幼 ム 、昴 き ま 武 。

うn216・ 施 本併ぬマザミ̂ 凛 、金

べっ くム。一Tの ヽ理シヤーレ lt秘 オ.

2軌 |メ 趙冬Jr篠 の4合 。 8中I1135命 如

呟゛〔雰点―〕
4∩ 2Bo 今尊^喰 ■し。シャーレ

がユ吼快味なので、上Tに 〒、ッシュペー

パーt敷 く(

く〔写真一〕

し
`  =1

|      |_
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4n4B。 一部の動虫 勝 3頭から 6頭 づ
｀
ってヽ D〕 り、ティッシユ の中におりじ

淋奈車 |が ム泳り唸 うてか 、ヽ税 ″名 ^幼 虫烙業にくっつき 、結溝 いぃて いう。

4-Rぢ い 。 あまり蒸にか 弟`こしぃので`、4-午 ^シ ゃ ―レに分ける。に ぬ時卓まt・・

の 1守 のシゃ一 レてヽ夕ヽtし 、大分 その中とき らし、そして,tヽヽして唸ヽないと

たかを くくぅマ金草t少 し しか与えいか ,た のか 束敗 のシー。原因 てヽ lま なヽヽかと思ヽ

う。)

4鳳 76 υ 試 しにお長 の動虫t樽 末鉢の7ず
｀
ミヘ乃 じマ見う。

4月 11ぃ  。 シゃヽ レの幼女 ,ま ―む '7ず
ミ^葉 にく,つ き、後 は金 鯰 〒4ヽンシエ

の中に若 り込 んでヽ t、 ろο金細 し。 (ほ とんどが ら今 。 ,今 も′>し tヽ うo)植 末タ

^飾 虫鯵|た 0ど か`+‖ けてあう似に
'つ

⊃｀`マ tヽ ろ。金嶺 たし1し てなし。禁孝レ 衡

ネぼ どうも絆率瀬うに1;き で1ま な t、 。

4日
"0。 合かあま りにも紳 (|じ乾。itヽ しマ会藪任奈t、 のに、後だけ,ま 若こ

l=し マろo頭 に(ろ σ槌 木夕 の如収入暖たo4鴨 しか破
｀
フzな tヽ 。儀

｀
にねがあいマ

しヽ■した。トホホー o 4頭 tシ ャーレに私方οだから分持イは憐 、、な のだ。彼材 tl

はもう上めf_― 。

4n24曰  。 ちっとも大tく ならなヽヽ一部 4飾 虫kt。 (花 んだ如虫 ●おこちど、

ヽヽちヽヽヽ故 2ち ■ろか′ な けヽはほどぶくでは不 tぃ )像おハ和 し。イロ体がi11さ

くならので1本 ra‐ ヽヽだし うか ?lじ・配、1じ 衝ヽこ,

4n26日  。 末分、大き な全森より。づ
｀
ッ ト グ、`ノト。ただ /0′力駅 く`らいかブ●

^

郷し、よ 1ヽ人 分″、い oヽら 分駄 曰ドと鬼・うo

5R20 。 わ ムの人、さ に、溢 々いきが嵌z栞 た。

5Rq・ 6 。 本 B 矢 つ か
^/卜

さ な 衝 呟取toど う し よ うも よ り号tん ,

け nqD o終 令郷 虫 も 髪 つか 、 くた
'ガ

,2ヽ もヽ 。 黎 状 う とき う 事 7、 で |ま り 餞

科 け ^λ ヵぃいヽヽ ^だ らヽか 7逃 ぅと ぅ。 ほこん ど 卜 終 今余 玄 しなら ´ (電真 =〕
ケ ni4a σ ヌ ヌ 、

な命術虫 4文 頭花t,撲
になっ ち で うoや ゝ気

なし黒 。 そに もね 当 lミ

重症 で す 。 金 が fBい ^
に どぅ し マ、 こたち に

奎 tす ら の 7

5RIマ 日 。 本 ∩、

2鮨 虫 訴12ふ になみ。

5日 η 6. 17Bか
ら本 B手 で'^|も に

^計く〔写真=〕
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25強 蛹 4に ォみ。 (こ へ支 詳 が、私^ やらヽなし希 tょ (な ふ じRヽ ろヽo)

6Rマ い 。 本 b、 l舎 ヨうハヒ。イB存 ィ本野0「 ふ と付 らなり｀しo ダンホールに、 l渉

llつ けてよう哺、1手 とん と`わV、 ゲ千やゲ〒や〒 し―ン。 (2ん なた現 し75N`ヽ きな ｀`)

D lヽ に、わら気琢 し喬、●4碁 とりら‐

6曰 90 o 本曰、2合 わイtoし にも野,卜 .●.と な 11な し。例|り の蛹 7諏 多誅 B.

グレ来ヽ一}し 絶ざとキ営マろ。 0日 ヽ葉なりo4P愁イ嘉様 ,

こう し て、獨 諮 は味敗 に 終 りま し■。 では り、イユ平 、雨 ウ商 代 に後 ひ市福 き呟 ■

とう り、オ次´婦 ^管 や か́ ヨトい:Rこ ヽ くヽス0虫 と0日 お し zヽヽろ調 T亀 。・ 忌が った こ .ラ県

く及わ してス、ります。私 〕バ有 し ら、夕 〒 ハ曇 ^銅 ヽ ^容 3し61~薄 く、 し )● 毛 ンモド

キ ^伽 ヽ 1夕 t台
^zoこ ^童れ参 及稿 かむt宅 いた● も(^2・ をしご 駅 7・ さら、あ ま

11写
理 に

'曖
^か

い薫ι、が 、書 マ ||ヽ ゲ とヽ弓^晩 輪 t行枚 も色は た税 辱じのでヽ、 暉

阜こと,t´ t嬌ぁ2。 と1=が くヽ 今l●」̀
ぉ

t含 あzザ くしでヽしたo″、け壮ti_^え キ睫

参 ,そ し〕ぅヽ
^も 私の 燎 挙 の tヽ ・ヽ どうか モのし の計を御畿時の 上 、理 あ合 力 t

説 肇い っも りで｀
読 んな ぃ■ ビ II椒 げ

｀
、私 とtて ,あ ヨ仁常 ,こ 気が 身でぁ 。 尚〔写真二〕と

)中 n― 抑、た 平代に仲協
"頂

きま した。

(〒 18o 美京都武蔵瞬布吉群寺・tt町 |-2-3)
チ チ 姜 チ 姜 ■ ■ 姜 姜 姜 桜 姜

贅 姜 美 姜 姜

ヒ う いち

5年 進 く前 、男(く こどが って いた媒 ^浄
Lt t再 詢し、かって夢見て ヽヽ■勲市 むヘ

探曇 にツマ ~ひ 格単に行 けうこ とをヽ り、面樹い もしためパうワン 葛 ソ`マ~に 申し

ヽまし■_,Pいr付 としt_tと 76Nこ
^｀

ソ?― |す ●上 となりヽあらママ 申 もんt｀ Bl● ツ

マーも秦存、事 4や現ヽ近 と警 tみ にしマい■だ け lヽ あさらあつ乳 ちゝ bttaら木

さんに1批 じら んだのでヽ 。 その各 果、も したのメ、た尾せんtLじ マ 当時、単自 lも

ワレ行 t幸布 中^准平現 会毛 に奪なさ嗽ネし●o かくして、私のえか らムヽ磯 いしZ

このフ0岸 ^ュ しご ぎ、私 に と,2-tの を、、故 に破ろひあろうげ0年 弓～ 4月 の

`S tODぬ に力tう lfう つン行 わr栄 場 しt_の 乙した。わ
^マ

の海外、 しか もわ 人旅イT^■

斉 譲 諄
」

rrflh***fB t2-tz

姜 姜 キ 姜 姜 姜 姜 姜 姜 二 姜 姜
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あ こ い 凍 ^印 象 ,■ 鮮 和、で 、` 以 来 あ クト子^虫 と り に あ っ か つ韓 セ 弓ね て し ま う■ へ で｀

■ a tの 後 、 マ し ―、蕎 え 、 再 た ^′ し ワン 、 ■ ヒ7シ ンが だ ― ル ヒ 、、く T_ぴ め` 欺

掛 け 寺 し た が 、 、、っも 縮 々 2～ ろBで 、 rr 2～ ― 卜 ^IBpaかっ 颯 ろ 来 ふ 参で に ざ ひ

再 稜 、 %ケ ヒ毛 や ヒリの あ ら n科
`ヽ

'集
^料 金 t持 ち た 1ヽの 751-今 ^晨

、、乙 考 。

そんな:R●イミコ[さ んと1次 わ しく去、ィ†ハ、ヽヽヽ1ま くことこかり、その句f象 でヽ雨夕再||

考ヽ長あぁづ
｀
lt― デカテ虫 ^ら な∩力といリム 1ヽ 1ミ からこと力rで さヽましたoヌ 、な )十

^長 内 さんとは マし―で`作7-編 しt_ツ T― 々尚 ヒtヽ うこともあり、 この公 |=有 か

'めのグに―プ のような気やさ t啓 ぃ入会 させて tヽ ただ し、た々率7ち ο今後 ゅっ く

りl●_ヒ リを■ しあう時珈 もあ り、そうでヽい 時ヽ珈 もあらヒ慇tt`ち が、ぜ ひ永くあ`

付き令 、、はるヽいい■ t、 と2ぃ 手 可 o

こころでヽ、私 ^撮集雇ひちド、ガ、挙 6年
^D3わ

2,午 歩り十謙年ヽ大学―h「 業後ιoキ

会 り^燿 色枷nt六、
1、 マ再 nじ 現 在に至、Rい ま場 oか つマト様当時 l■ ゼフむしX

ギ7の 伽、ltな ■ しtこ ともち llオ 4か 、今13専 ら扱 うなけ。珍品におちろ和弟 |ス

今α「ヤ73議 となぃのですψ肇うK^行 っヽみ、、、衝み■■6拝集地 4終 民に結 t歌 し

21、 事笏。今年1ス ■4ら 持今も 1テ ヒえむなく終 りそうでヽ夕怨7‐ ちo

自己浄B今 ド囁震後になりすした力い、
'3わ

13年 ■に,λ 彙虜可終乃41嫁 、′,な 6年 と
'負
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日まひ十杜と,お 全く得 ^ぅ
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てし志ヽヽ、そ^イ負ふキ1奇 0こ ルひギ果繁 に故られな 、さぅて‐りなに膨わじこあら4t2し
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でヽすヽ0、 かヽと尋Dの ょう
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^ヽ

り泳 tT― oそ の及動子しようか。今年かろ
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寺税、1■ ぃとら ぅマあヽ 11参 づ′今後ともようしくスヽ税 い後 し3● ´
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しま して、御せ誕下てヽヽメした イじ平愈会長、会みの'L層

秀雄 食におλ申し上げま7ク
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資は現在某盤/FT^D凛 専ま絆肉に従事し7^り ま葛よ、197う ～197り しbレ ドン女
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めうちあ 1藉 tれ っマミンゲ 十オめ南の為べ行く計己 ヤo

いつう自F● 口`巣t買 う■ (7)孝シ曜が つ、、2し ■｀ヽ、次のテ●うち の協縁じヽヽ|と 考二勧隼t
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今から、Z～ 7年前に、左事ご埼玉県深谷市にある.共 電気メーカー|(行 つた時.

とこの入格室ご、●酒製の側膨蛹ζ]]と 具とりあわtこ 総と表わとこある)承節つてあ

つた。 との颯、末彫と好 きι゙やりこヽ`た(現本も細 2と 薇いヽ ι )ヽ0)の ど、総 や

コス |(.き よりみが始り、 との時は、とたご
｀
すんだのごすが、 2～ 3ヶ 日後|(.台

分 2゛ も蛛のハネご 総と作っとみょぅとくつたのが、Eのりき。  最初の内
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家
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数年前より 飼台をや0こ おりますべ、ゼフ等の側贅がりよくうきよtん.発 先

軍がたの、御輻尊と ょうとくお殿 〕ヽ敏」 ます。
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