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美 作 地方 の コガ ネム シ類 目録
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%ビγ′夕
“
ε′α′γS   Pangor ヨンボシマグソコガネ

16.4.   ″めたαliaηs`s    Nclnura st llakane tョ ゥヵィマグソコガネ

17.3ο Jbαηrθ 歌″メ
"`″

ο′ιqグαιη  Waterhou8o  ムネアカコガネ
18  G′οιγγ″ s JαθυJSι ″′αιαs    MOtSchu■ s貯 センチコガネ

19.S″′εα θ/′θη′α′′s LICDtSchu■ 8kア ヒメビロー ドコガネ
20. s.     grθ sθα           MOtSCh岨 的 ′ヽイイロビロー ドコガネ
21.  s.      らοθクs              LterhOu8o ヒグナガビロー ト・コガネ

2.S.    s」
“̀ι

s         LOWiS カバイロビ ロー ドコガネ

23.S″ たa77′ α ル Jgづ」α     Nlljim et KrЮ Ohitaッ チチヤイロコガネ

24.  S.     ルJγαJ              SaW山 キラチヤイロコガネ

25.s.    ′
`″

js J         Arrow ルィスチ ヤィロコガネ

26.  ん ιθsθγJεα  s′εγ′ια        BrenSk0 ススイロビロー ドコガネ

27. 4.      εαsι αηθα            ArroW アカビロー ドコガネ

郎.  レ εみηりs′ θγηα ル
`θ

ιο′ηsJs     BrenSke クロコガネ

29,  L.     印 γοsα             珈Ltorhou8o オオクロコガネ

∞. Pι′ご′ηα  εαsι α″2′α          Watorllou80 ク l〕 イロコガネ

31.ルノο′ノιJα グε′α    m“ Chu■ sky ナガチヤコガネ

32.乃ι′り′
“

″ /Jα υづグθs   ttteshOu8 o キコガネ

3.Mレ ′θJ"ι J3a ゴリ ηJ“    詢rm ister コフキコガネ

内竹 幸  夫

ダイコ クコガネ
ゴホンダイコ ク

ッ ノコガネ

クロマルエンマコガネ
フ トカ ドエンマコガネ
マルエンマコガネ
コプマルェンマコガネ

カ ドマルエンマコガネ
マエカトしエンマコガネ

オオマグノコガネ

オオフタホシアグ ″コガネ

ヌバ タママグ ソコガネ

マグ ソコガネ

セマグ ラマグ ソコガネ
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泉山 ,上斉原村

各地方
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花知山

泉山 ,花知山
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各地方
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泉山 ,人形峠他

各地方

泉山 ,花知山

泉山

久米町

泉山

泉山

久米町

久米町 ,泉山等

各地方

各地方

花知山 ,後山

久米町

新庄村

新庄村 ,イ歓日111

新庄村

久米町

津山市 ,久米町等

各地方

久米町

津山市 ,久米町

各地方

久米町

各地方
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オオコフキヨガネ

シロスジヨガネ

ヒメハナムグ :l

アンナ ガ⌒ナ ムグ リ

カプ トノ、シ

ヨカプ トムツ

チヤイロコガネ

マメコガネ

コガネムシ

ヨガネ ム・/
オオスジヨガネ

スジヨガネ

ヒメスジヨガネ

ヒラ タアオコガネ

ドウガネブイブ イ

アオ ドウガネ

ハン ノヒメコガネ

ヒメコガネ

サクラコガネ

ヒメサ クラコガネ

キスジヨガネ

セマダ ラコガネ

ウスチ ヤコガネ

アオウススジヨガネ

アオカナブン

カナブン

クロカナブン

キヨウトアオハナ ムグ

シラホ シハナ ムグ 1

シロテ ンハ ナムグ :〕

アオハ ナムグ ll

ハナムグ ::

コア オハナ ムグ :l

クロハナ ムダ :l

アカマダ ラコガネ

トラハナムグ :〕

ヒメ トラハナ ムグ :'

オオ トラフコガネ

ヒラ タ^ナ ムグ :〕

トダヒラタ′ヽナ ムグ ::

各地方

陣1波村

各丸L方

津山市4也

各地方

久米町
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//r地

方

久米町

久米町
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各地方

久米町 ,後山

イ歓 llL迪 ,久米町

各地方
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各地方

各地方
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4r16で すが 5と の関連 あ り疑間に思つていてす。 32_は 古い図鑑に頼つただけでてだ信頼でき贅

せん。 35.は p跛 村小学校標不中に見たので記してしたが自己の記録はあ り資せん。 23は 1♀ を

得たのみで中根先生にl・l定 を願つたところ 6で ないか ら確定できなぃがツチチヤイロと思 うとのこ

とでしたので記 し賃した。その他不明の種として得ているもので4カ Oα jγS(マ グソコガネ属 )約
4 fll!,s′ ″′σα(ビ ロー ドコガネ属 )1種 ,s″ J“物Jα (チ ヤイロコガネ属 )3撻 ,■42昭rα (コ ガ

不ムシ属 )2種 ,んη燿′α(卜
・ウガネ属 )2種 ,刀りι′θpar`Йβ属 1種があ り■す。 ふん虫口責だ

相当の種がぃると思い硬す。
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備中産カミキリ採集品目録 (1962年度)

青 野 孝 昭

さきに筆者は ,1961年■でに採集した備中産力ヾキリのうち,整理済みの記録を公けにし資した
が ,こ こに1962年甲に筆者が採集した備中産 力 キヾリにっぃて ,再び 。とりてとめて記録しておき
たいと思い資す。なか .この報文甲にrl~4-誌 12巻 2号 に発表した高梁市臥牛出産の数種と,FOl定未
了種口除夕|し てあり■す。

CERAMBYCIDAE ヵ ミキ リムシ科

PRIoNININAE ノコギ リカ ミキ リ亜科

1.ルqFθ pJs(И饗″s“′)s′ηJ(β (WhitO,1853)  ウスバカ キヾl'

倉敷市北浜町  l oX., 27.VII  燈火飛来 .

2. Iシ Jο 722ιS  

“

ざγ′oJs   h/btSchu■ oky, 1 8 57     /コ
=ギ

:lヵ ヾキ リ

高梁 市玉川町大成  ■OX., 8.Ⅶ .

アカマツ林林縁の草上 を歩行甲 .

L EP TIJR I NAE ハナ カミキ リ亜科

3.物 ィJα ルεゎJ“S BatOo,1884  キバネニセハムシハナカ ヾキ :l

吉備君|%和町
‐
槻   120X8。 , 29Ⅳ .

胸見市鬼女洞前  60X3., 3.V.
ぃすれもカエデ花上・槻 でrlヵ エデの花rC不種 1種が集つてぃたにすぎないが ,鬼女洞ざj´こ

は次種 などと混生

4.4“β′οps(Dliη 7ノ″α)滋πιノα(00b■Cr,1832) ヒナル:,ハ ナカ キヾリ

新見市鬼女洞前  4oコ.,  3.V. カエデ花止
5.RttοηJα (Ps彫餞わp′崚″′α)o%″ αια(BatOS,1884)セ スジヒメハナカミキ :〕

新見市鬼女洞前  30X8.,  3. V. カエデ花上 .

CERAMBYCINAE ヵ ミキ リ亜 科
6.Ps′πわ′οルsιλ′s εルメリι″ ′″(L"日 ,1873)  キマダラヤマカ ミキ リ

都窪君Ь清音村黒田  ■ex., lo.Ⅵ
.

コナラ林林縁の草上 .

7.ルの′iiwη υ″′′′  ■Ю囁玲n,1864  ホ ソアオカヾキ リ

吉備君6昭 和町滝山  10X., 20.V・  花上 。

高梁市玉川町大成   l oX。 , 17.Ⅵ. 薪
8_0"′ Jご J″3(fし J"οεα:′

jごJ″3)γJlipttηθ kttchu■8貯 ,1860  ヒメスギカミキ :i

吉備君F昭 和町槻   20X8。 , 29.Ⅳ. スギ材 .

9.Xy′ο′″ rLぉ (」● ′οr′ ノ
“

S)ε 力′″ ηsJs(CbeVrOlat,1852) トラカミキ リ

新見市草|‖
1     80神 。, 25.皿

大きな桑園はないが ,井倉峡の谷壁から草間F_かけて点々とクワが残つてか り,ク ワの樹幹
業上に普通に認められた。

10.αノ
“
s 物イa`物

“
s  nλtoo,1884   シラを トラカミキリ

高梁市玉川町大成  20X8.,  17.Ⅵ .そ だ。
11.レ ιοε′ノ"J “

″οJルs(B at e8P 1873) キスジ トラカミキリ

高梁市玉川町勘場   l ex., 17.Ⅵ ,  薪
12.6"αοル″

“
sノリリ″″S(ClleVmLt,1863) エグ リトラカミキ リ

吉備和昭和町滝山  1等 ., 20.V。  花上 .
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高梁 市玉川町大成   l ex.,  17.Ⅵ 。 新 .

13.0り″θルοπs "′ ab J:´is caSC00,1862) アヤモン トラカミキ■

高梁市玉川町大成   10X..  17.■ . クリの花止 .

都窪郡清音村黒田  10X。 , 24.Ⅵ ゛ 薪 .

14,ル9ル笏
“

′″ ″′
`〔

IutOs,1873) ヒメホソトラカミキ 1:

彩r見 市鬼女 II・l前   30X3., 3.V.カ エデ花止 .

15.Dレ′ `λογαεjσα  Whito,1855  ホ タルカヾキリ

吉鰐il■隅3和町槻   10X., 29.Ⅳ o新 ・

吉臓j郡陥和町滝山  3∝ 8., 20.Ⅵ。 そだ 。

16.助 ″
`θ

― S(Sレ ηοplisι θs)ι― ゼηε々jJ  Gu6rin_Lも nevi■■0,1844 ベニカ キヾリ

都 CtllD渦 音村黒田  l ex。 ,  lo.Ⅵ .

融i柴 市玉川町笠根  20郎。, 17.■ . 燕翔甲・

LAMIINAE フ トヵ ミキ リ亜 科

17.   ″ασ    わ初燻

“

ιαα   ThQlson,1864    ヤノヽ ヌ〔力 ヾキ l'

ヵメ窪椰 r青 音村黒 圧1  10X。 ,  10.ll。 そ だ 。

18 ■Oηθσみ物″s(S.Sι″。)sお∫uSσ ′αιν, s“bルsrJα
`1`S Batos,1873  

ヒメ ヒグナ ガ カ ヾキ :l

高梁市玉り|1町大成  l ex.. 17.Ⅵ  薪
19 4ク■ογ〆こ gθ笏″ι Jap″ ブθα Ъorson,1878  クワカヾキ :I

高梁iF■り|1町 上 14・
ltt l ex., 17.■. ィテデタ

20 ■脅sθ sα (s.Sι r。 )ηリクs ′q"η Jεα  及疵08,1873  ゴマフカヾキ ::

■ ,お Jれ「
`6411町

滝山  l ex., 20。 V。  そだ。

高集市玉川町大成  10X。 ,  17.Ⅵ . 薪 `

都御 ぃ情音村黒田  10X。 , 24.Ⅵ .  lir.
21 1ク sθ s α(Иノη′ο′勤

"`α
)′θでわθ

"η

jS  Bttes,1873  ナガゴマフカヾキ :l

高梁市玉川町大成  2 0xs., 17.Ⅵ .;■∝。, 8. Vll.

都窪郡清毛村黒田  10X., 24.Ⅵ . 薪・
22 0ルηθ碑 2ψねs οθιθ″ S′ グαι

"s力物りsα
"り
s  Pic,1914  夕ヵサゴムネボソシロカ キヾ :l

冶i梁百」玉川町大成  8e郎 ., 17.Ⅵ .

古購高原を浸食した谷のl■J斜面甲腹に自生するノグル にヾ多く発生。枝をたたくか ,りする

ことによつて落下あるいll飛翔する。
23 2ク οιοノガα ′θ JοpL9ご ′′ 〔Ltes,187リ    ッロォビサビカミキリ

吉傷ll都イ{和 1■滝山  10X.,  20.V。  そだ 。
24.お″γθ′θ″ Jα rな′″ (助tes,1873) ァトモンサビカミキ :l

でf ttj君 卜昭和町滝山  15∝S., 20.V。  そだ 。

都窪若、清音村黒田  l ex.,  lo.Ⅵ。  そだ 。
25 2″ο′ο″′α 2αβノα (■疵08,1873) オジロサビカミキリ

者|ゝ窪君|)清 音村黒田  20X3。 ,10。 Ⅵ.3 30郷 ., 24_Ⅵ .

高梁市玉川町大成  3e郵 。, 17.Ⅵ .

いずれも ,そだ。
26.νJoっルγα 夕ιJ“ Jdレs  Bates,1873  ヒシカミキ 1:

吉肺君ゎ陥和町滝山  5 oxs., 
‐20.V.  そだ。

27./Sα″rごa rヴ′ク′S  R沈08,1871  キクスィモ ドキカミキ リ

倉敷市浅原     20X8., 6. V. フジ生木 .

吉備君b昭 和町滝山  40邸 .′  20.V。   そだ 。

都窪lll)清音付黒田  l ox.,  24.■   そだ o

28 ん あaF‐α ノ9″
"J“

 BateS,1873  ンマキキレバネツンチビカミキ■

吉屏澪Ь昭和町滝山  10X`,  20.V.  業上 _

29.Gι
“

ρ (s.srγ .〕 γθ′Jε
`α

  RttCOe,1018  シラホシカミキ リ

吉備郡昭lII町滝山  ■ex.,  20。 V.
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3o。 ルψs′月物 ″argJ"′ Jrα (R疵o8,1873) へ ::グ ロ :〕 ンゴカ ミキ リ

高梁市玉川町上科崎 10X。 , 17.Ⅵ .

31.a"γ′ 夕″ ′ρ  (■・urllDerg,1787) :〕 ンゴカミキ■

倉敷市福日1町 M EJ 10X。 , 12.V.飛 翔甲 。

2.α ルγ′α 釧″ノα  Bates,1873  ニセ リンゴカ ヾキ リ

者1窪君卜r青音村黒田 10X。 ,  10. Ⅵ.  飛潟:`F .
33. aレィρ  υJι ′αノα   B■o8Sig,1873   ゥスグ ロ :〕 ンコ・力 ヾキ :l

吉備i君卜「召和ll「 滝[L

高染市玉り|口「上神崎

2 0XS.,10。 V. 飛翔甲・

10X。 , 17.Ⅵ 。 勇逮潟

`中

.

34.動ノ0′θJα (S.sιγ。)″r/1iυ θηι″Js  Gaut10r d.cottes,1870 キクスイカ ヾキ リ

吉備i君卜昭本‖町滝山 10X。 , 20.V. ヨモギ

35.動ノθθθ′α (C″gルη
“
ι)θα,′ s(Bttes,1884) ヨンキボンカミキリ

高梁 市玉川町大成 10X., 17.Ⅵ .葉 上

1961年及び 1962年 に採集 した トンボ10種

筆者が 1961年 より1962年にかけ て ,岡山県 (主として

"″

甲地区 )で採集した トンボのうち ,個体欺

が少いか ,又は産地のゃゝ限局 している 10種 を選ん で報告する。 筒種 々の御教示をいただいた林憲

一氏に謝意 を表し■す。

1.Ⅳ湯θη物 カンs υ″iidJs OGUMA アオサナ エ

16.倉 敷市日間山 ,Ⅵ .25。 1961,林悩|に て 。

2: SJη%p%カパ /J``υοιlinαι2ι s OGUM A  ヒメサナエ

16,川 上潤、成羽町天神Lll,VL7.13.1961,小漢流に て .

3 二″ι力θく
' 7/rrgι

7β′α  SELYs   トラフ トンボ

l♀ ,総社 市新不 ,V.5.1962,山 間湿地にて 。

4.&物 ″ θεみ′ουα tt εみJttι

`  FoERSTER    
タカ ネ トン ボ

16,川上郡lrm「 14町磐霜I漢 , Ⅳ.9.1962,小ダムの池上にて。

5.Ⅳ磁
"″

′ ″ ′α RAMBUR  ハッチョウトンボ

l♀ 16,都窪君阻1手村 ,Ⅵ .28.1962,山 惜1湿 地にて・

6.Sノψ′ιrη  υ:s`  BARTENEF  :〕 スァカネ

16,倉 敷市日間山 ,Ⅷ .22.1961,林 間にて 。

7.助切″′r″
“

わαεttα ,′れ
`Jz″

 RIs   コノシメトンボ

l♀ 16,英田郡凍栗倉村行者山 ,Ⅶ .29.1962,路 傍の樹上にて .

8 0ヵ
"″“

″ pt9r徽′ι
“
  BARTENEF    ヒメアカネ

16,都 窪君Lh手村下広谷 ,■ .19。 1961,路 傍 にて 。

16,倉 敷市日臓1山 ,Ⅷ .22.1961,路傍にて 。

9・ Sttt″″t″θε′0物
“
 SELYs  キトンボ

I♀ ,都窪郡山手村下広谷 ,Ⅶ .19.1961,池畔にて 。

10.Sヵ″ιr"θ 4ご:ル   OGUMA   ナニワトンボ

26,倉敷市浅原 ,VI.18.1961,池畔てて・

博井重
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倉敷附近の ヒメアカネ(S如クθιr"″ 夕αrυ
"J2の の記録

不 f菫は ヒメマユ タテアカ不とぃわれていたこともある不邦最小のアカネで ,マ ユ タテアカネと一見

区別の胸難なもの もあり,又比較的主息地が限 られ ,特 にガリ虫か4Lの ァヵネの ように池に生息‐trず ,

浅ぃ泥湿地であ り,以虫の飛カォ範囲 1)害 」合 小さぃため ,チ)魂 iは かな リム1/1に もか ヽわ らす採集記録の

少ぃものである。

"り

I LI喝 tr/D記 録としてク1「 すすむ し」に記 1文 さオlてぃる安東瑞大氏による勝旺J町の 16(lro■6.NO.2)

と友野民一氏に よる1月 Jr諄 口」嶽ェでの記録 (VO■ 6`も.`1)の 二件で ,他に朝比奈先生の「 日不の島1蛉 」に

hill lll夕|(小 村達大メ lィ 、果 )の 言L録 と合trて 三 つの記録 しかみ あた らなぃ状態である。

然 ヒノ,Iド秋:|,tの よ1、

'|こ

ぉ(膨tか ら必す しも稀れなものではな く,倉敷Jfよ 近のは11首 1音bに も珠境さえ探せ

は力ヽな り採集出 水ふ も
“

)と 想像 していた。

'titノ

,ス 1敷 1と虫館のけJ館にあた り ,丸ぢ虫Iト ロの整理 をした結果 ,次の各地の標不が あることがかつた

げ)で |!者1の ものと合 Lrて 言t」録 しておヽ く。

憲林

1::バ ||,サ
1、 |||

fl_イ :1111111J^|リ ドと、谷

:il,|~||11:111

1958-lzl-11 6
1901-11-19 6
1961-111-22  ♀

友野良一瓜揚(朱

]:井 1早氏1栞 集
liり

|‐ 博瓜揚(集

筆者採集

筆者損:集

筆者採集

安月こ瑞夫氏採集

:liり t‖ |ル
iJ安明寺   1962-И -19 263♀

■962-Ⅸ -29 261♀
1962-X- 7 362♀
1962-X-7 161♀

しljl l:ギ 1111

kl l lll llノ ブノJl

'D・

,不「 [に 1`1`1長 の変化がか 4｀ りみ られウスリー ,満 州の ものlrl′」ヽ型 で ,不邦でも呉市 ,京都市
.ノ

(′
.ξ (`1ほ翅長 20～ 22-の ものか記載されてぃ るか ,上記標不の甲 ,安明寺及効高山の もr/Dは 6

午Lも

'17の
ものであるが ,下 広谷 ,日 間山のものは大形で ,特に下広谷のものは 6で ある6/Dに ,腹

it 23″′ι7`1111127″″ιもあリー見マユタテアカ不の小型のものの。、ぅにみえる。又反対に ,黒 闘 ,鴨

力のもの「16♀ 共にガ)t長 19″ヽ 後之」長 22 17m P】 夕|で 大陸r/D原 記載村1に 近いのではないかと考えられ

今年の科学作品展に見られた峰 2・ 3

1)4ψ ttθχ
`物

θηα  St a■   セナガアナバチ

vh・ 101962   10X  倉敷市内  老松′∫ヽ4年 山下俊和採集

v‖・ 2801962   10X  倉敷雨内  東 小   亀 高 茂 ″

不 f」:か 藤」題 のゴキブ l〕 に寄生することlt,知 られてぃるが ,こ れてみると ,か な り活躍 している

ことかわかる。
2,0ぉι θrf`クι

`θ

′ ιあσ,6θηJ SCh■Otteror  ォオコンボ ウヤセバチ

VL10 10。 lt」62   1 ex  倉敷市内  老松 山下俊和採集

7ン

“
)ηχ ιρ,7`εθιιJs KOrlC・w  ヒラアシ⌒バ千

vJlo 15 o 1962   1 ex  倉敷市内  老松小 は1下仕 lll拐 1集

71メ 1な ら10月 頃 の発生であるのに採集者のデー タを一応信頼すれば 3月 の記録はな もしろぃ。

しりεθr 2s ′9pθηJαァs S証th  ニホ ンキバ手

VII,0191962   1∝   倉敷「lJ内  老松 は1下 餃和  採集

宏光藤近
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岡山県産蝶類分布資料の追加

――一-1959年 中の採集行か ら一一一一

青 野 孝 昭

岡山県産の蝶類につぃては ,記録の正確なもののみをとりあげると,現在 ,ほは 120種が知られ ,

県下に産する蝶のほとんどが発見され ,報告されてぃると思われる。しかし,各種の県下における
分布状態を知る資料はなお不足のょうに思われる。ここrt/は 筆者が 195gr甲 の採集行から得た採集
諸録のうち ,一部を公7‐Jに して ,分布資本1の一助に供したいと思う。

HESPERIIDAE セセ リチヨウ科

1.ク ル41iο ιθιり s ごαJS“J RILEY,1鼈 1   ダ イ ヾ ョウセ セ ■(南 日本 亜 種 )

真反二君Ь勝 111「
rrネ 1:庭        10X.,   25. V`

高梁市玉川町上 ill崎   10X., 26.Ⅲ
胸見市吉川       l oX.,  4.l」。

2.T73/″ι′ιッs sノι〆ノ′εッs(BR EMER,1861) ヘ リグロチヤバ不セセ :〕

高梁市臥牛山      10X., 28.Ⅵ .

3.attιθごθs θεttrαε′α ″
`ン

εみ′′ (BUTELER,1878) ヒメキマダラセセ リ

真庭郡勝山町神庭    10X。 , 25。 V.

4.Л″ρ夕JごαS '′′みJαs οレγ′カムrJ EvANS,1937   チヤバネセセ ll

都窪君IS清音付黒田    l ox.,  5.Ж .

PAPILIONIDAE ァゲハチョウ科

5.Fη ηαss′γs ♂

“

ε′αι′s ηtlin砒′θ BRYK et EIsNIIR,1ゞ 3  ウ スバ ン ロチ ヨ ウ

真庭和S勝山町科庭   1♀ ,25。 V。                (表 不州]1利 )

6.ルタ′′ゴθ ,7μθ Jι θ″ι
"s″

℃jι

“
ι
“
s」 ANSO N,1877 オナガアグハ

真庭君Ь勝山町神庭  1♀ ,25。 V.

碧i染市玉り|口∫下神崎 16,26.Ⅷ .

PIERIDAE シ ロチ ョゥ 科

7.0"′″″ガ ″効υ
“
 ″ルοηJεα VERITY,19o9 スジボソヤマキチ ョウ

新 見市吉り|l   l♀ (前 田 ), 4.■ .

この記録は ,当 日 ,同行 した甫″田喜四雄君の採集されたものでぁるが ,かわつてこ

録 してぉ く。

LYCAENIDAE シジミチ ヨウ科

8.Rりα′α arα
`α

(BREMER,1861) トラフシジミ

真庭lll勝山町神庭   l ex., 25.V.
高梁市玉川町上神崎  10X., 26.Ⅷ

9.ηレ崚α 力Qπdα ″りだα (DRUCE,1875)  ゴィッシジ ヾ

新 見.市吉り|1      2 exSc(秋 :L), 4。 ⅥI.

この記録 も同行の秋11博志君に よつて採集されたものである。

loo Nlゅぼ碗ル メ
`解

u sヵ jノ勧β FRUHSTORFER,1917  クロシジ ミ

高梁市玉川町笠根  16(森 川 ),16(土 岐 ), 26.Ⅷ .

同行した森川 ,土 岐両君が 16すっ採集されたが採集場所は吉賄高原上の草地で,ア カマ

ン林とわすかのコナラが点在する環境である。本構は全県的に分布するが ,採集記録は点
々としてお り,高梁川流域の浸食谷からは ,全 、記録されてぃない。
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11.Zii2jtta θι′s ″″ιJηα (DE`L:ORZA,1869) シルビアッジヾ

吉椰郡足守町妙見山   16, 5。 V.

NYMPhALIDAE タテ ハチ ョ ウ科

12.ん でッ明zs α雌 ゞα″π′ ,ηJd2S BUTLER,1866  クモ ガ タヒ ヨ ウモ ン

真庭郡勝山町神庭    16, 25。 V.

13.力 宅%′ gι οrヴ′εα FRUHSTORFER,19o9  アサ マ イチ モ ン ジ

14.ル αsε′ιη Jα  わ″ ′ノ6Z72α  Sι rJgο sa bUTLER,1866  サ カハ チ チ ヨ ウ

高梁 市■り|1町 大成 1 0X.,  26. II.

15.Dliε 力οrr%″ α η′S Jη口εみι6 ηθs JOι θS FIRUEsToRFER,19o3   ス ヾラ片ガ シ

み「見市吉り|| 10X。 (秋出 ), 4.VL.
FJ行の秋山博志君によつて採集された。

16.Sお αれ α εttrθ Zα  εみOrθηαα (HEWITsON,1863) オ オ ム ラサ キ

真庭郡勝山町 神庭

新 見市吉川

凄i染 市玉り|II句 上絆崎

汐「見市吉り||

161♀ , 25.V.
3 0XS.,  4. Lヽ.

1 ♀ ,   26. V」 .

2♀ ,  4.ヤ L。

私 の 標 本 箱 か ら

障の甲にはアマチア昆虫愛好家は多いが ,人そ れぞ 41 rc特 徴があ り,分類するとハン ター ,コ レク

ター ,テ クニジヤン ,リ サーチ ヤー ,の 4タ イフに分け られると思 う。 もちろん この四つをかねそ な

人た人物が1準大 なfiと 虫研究家 となるわけであるが ,な かなかそ うはいかない。ハン ターとぃ うのは山

あるぃは野に 出て上i`虫 を採集する事に最大の喜こひを感 じてぃ る人違で ,この甲には珍種を追 う人と

あえて珍種を追わず静L粋 に自然 と親 しむ人 との 2派κ分れる:こ r/Dタ イプの人の手には珍種が採れる

と報告はするが ,採 つた1勿は何年たつても三角紙につつてれたな りという事も多 く ,後 者の タィプに

l_t全 然辛k告 もしな1/h人 も居る。
コ lノ クターは ,た だただ多くの変 つた種を集めてながり ,ぁ るいは八に見せる事に最大の喜こびを

感 じる人達 で ,別 に自分で採 らなくてもいい し ,や 賛ぃが こうじると大受い をはたいて珍種 を買 うよ

うになる。それだけにこの種の人達口種:の 分類には くわしい人が 多い し ,貴 菫な標不が保存される事

になるが学晟fi的 にはあ■ り貢献が ない。

テクニシヤンとぃうのはひたすら見事な標不を作る事に精力を傾けてぃる人達で ,こ れ等の人達が

作つた甲虫 ,峰 ,等の標本は芸術の域に達 しているといわれる。誰 しもされぃな標不を見れば気持が

よく,さ れぃな標不が作りたいと願 うが ,細かぃ神経と強い根気がないと ,と うてい誰にでもできる

とぃうものでrlな い。ただ甲虫等でも実際のワ1究 にはあ■り左右対称の標本は困る事もめるという。

最後に登場するのが リサーチヤー ,つてりけ1究家で ,こ の人達が一番ランクが上になる。直接昆虫

学の進歩に貢献 してぃるのはこの人達でめるか らである。けれどもこの人達の甲には採集に出かける

事もなく,人の採 つた ,人の作つた標不で ,ひ たすら研究してぃるめ■り感心しなぃ人も居 Z,。 とも

かくアマチアは無理に リサーチヤーになろうとしなくてもハン ター ,コ L/ク ター ,テ クニシヤンに徹

してもいいと思 う。それがゅるされるのがアマチアのぃぃ所でもあると思う。

不会員の甲に も色々の タイプの人があると思うが ,′ ンヽターにはぃかにして採つたかという苦心が

テクニシヤンの八には標不を作る苦心談等がめると思う。それ等を誌上で発表してもらえば面白いと

思う。見事なカミキリの標不を持つておられる平助氏を訪ねて色々な話をぅかがつた際 ,色 々の採集
の苦心談をきかせてくださつて ,興味深かつたが ,中 でもオオ トラカヾキリ1種を採る事を目標rc,

弘枝赤
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ゎざゎざ時期を遅 らせ ,石槌だつたか登 られて見事とらえた話等は非常に興味深 くきかtrて もらつ

た。他の人にもそん /」t話があると思う。私は先の分類ではどうもコレクターに入るらしく,ずつと

蝶の標不 を集めて来て大分集■つたが ,そ の大音L分 はヽ交換によつたものである。近ごろは交換りや

つてぃなぃが ,現在■でFC集めたfll中 ,国内産だ1/Jで 17o種 ぐらぃはぁるかと思う。特別珍種とい

つてはなぃが ,甲には思ぃ出深い種 もめる。それ等てつぃて述べてみたぃ。

0タ カネヒカグ

不種llj高 山蝶の甲でも手に入 りにくい種である。 (高山蝶ではベニヒカグ ,ミ ヤマモンキチョ

ウ,ヾ ヤマシロ千ヨゥ等が一番手にメ、りゃすぃ )し かも私の標不は当時てた未記録であつた自山

産である。″ゝ達が自山に登つたのに13年前の 1959イ「1の 事である。採集計F可 ももらつて登つたに

も―
/J・かわらず ,お りか らの悪天俣で ,本11物 以夕|の採集はさつは りであつた。 しかしこの日金沢小

学校の A氏 (flxり にこう呼んでな く)に会つた。 A氏 は自由の主ともいつていい人で ,毎年数回

はかならす白はJへ登るそ うで ,その日もげ1日 1に ある室堂の従業員へ ,みやけの野菜をリユツクに

つり ,長蜘L姿 に紬を持つとぃう軽装であつた。クロユ リのある場所を教えてくれ ,他にも未記録

とされてぃる ,コ マクサの群棲地も知つてぃるが ,発表すると絶滅するか ら,発表しないという

事たつた。この日 ,大ぃに話かはすみ当時発刊された T氏 のヒメギフ写真集を批判し,めの甲に

はギフと考え られる写真か混つているとか ,葉の表面には卵を産ぬと書ぃてあるか ,自 分が見た

多くのJllの 中にい ,表面に産れたもの も多数あつた。等と言チ|さ れともか く自分い垂ll腱 配雅にあ■

んじ ,自 分が知つた知見rl専門家に知 らすたけで ,邪 目身が表面に出て発表するつもりりなぃと

言メlLノ ておらオつた。最後に嵐で採集できないのを気毒かつて ,前に採集した三角罐 F残 つていた
,

これは今の所未記録だがとぃつてタカネヒカグとフジヾドリシジミをくださつたのである。
1960手 に出た自水氏の日不江蝶美̀

分布表にふ―l′ ても,自 山のめる石川 ,岐阜県からは タカネl~I未

証鰈 である。

oヒ ロオビヾドリッジ ヾ

不種はらt下 でも青野 ,7111氏 等にょつて記録されているが ,不幸にして利燿 ■た自分で採 つた事

はない。
・
私の標不は

`鳥
IEk産 である。 これは 1958年 の 7月 大山へ友人達 と登 つた日

｀
夏 体で も ,

日曜 でもなぃ日 ,しか も夏 rc黒 ぃ学生服を看て ,さ かんにネツ トをふつてぃ る甲学生に ,t共 手通

で会つた。話 してみると ,な かなか くわしく,き よぅもゼフだけを目的に来 たとぃら事だつた。
ヒロオビな ら,自 分の所でIJわけな く手に入るか ら ,送 つてやるとぃつて別れたのであるが ,そ
の後手紙が来て ,ゃ ゝシーズンがすぎ ,ぃててでに採 つたのは全部展翅 しているの で ,あ 賃り完

全でないが ,かんべん して くれとぃ う等tで伴不を送つて来た。 しか しそれを見ていたので ,功 11(

6D標不 も 。これリ ヒロオビた と分つたわけ である。自水氏に見て もらつた らゃは リヒロオビて ,

玉川ヵ考 2の産地になつたわけ てめる。

oカ バイロシジ ヾ

このflll鰤 れが交換 をは じめた育t初のころ ,始めて北海道の人 とした交換で得た柾て思い出らit・

その時は不柑 をは じbホ ソバヒヨウモン ,ェ ゾスジグ ロ ,エ ゾヒメ等の不州では ,日 にかか11■

い珍種が続々と送 られて来るのに ,驚喜した ものである。 なかカラフトヒヨウモンは大分以前に

アサ ヒヒヨウモ ンは最近入手 した。

Oフ タスジチ ヨウ

多産地で有名な ,日 光戦場河原の標本 と ,1「海道亜種が ぁる。北海道産の方が自おび力■r2と
広い。

oォ オヒカゲ

ー般に蝶の交換が盛ん な地域は ,変換欄 を見れば 分るが ,静岡 ,新潟 ,長野の 3県 でめる。 こ

の内新潟に輌不種は多い らしぃ。ぃ くらでも送つて くれる。標本商の定価表を見ても ,不種は本

州産の他に ,彩「潟産 とい う定価が別

`出

ていて ,新潟のは ぐつと安 くなつてぃる。私の標本はそ

の新潟産 と ,道後山で採集 した物 とがぁる。追後山産の方がずつと濃色 である。

以上標不箱か ら2～ 3の 租を選び出ヒ′書
‐
いてみた。 1っ 1つの標本には ,自 分で採集した ものは

もちろん ,交換 したものは交換 した もので ,そ れそれ思い出がぁるものでめる。
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クロコノマチヨウを

岡山市街で採集

1962年 5月 27日 の夕方 (7時 30分頃 〕岡

l出 市甲z町平田光学器店内の電燈に来 たクロコ

ノマチヨウ秋型 を採集 し■した。同地は的山市
で も,最 も賑やか な P‐fで ,珍 しぃ所でとれた も
のだと思ぃてす。 (写真● クロコ ノマ千ヨゥ〕

(高 原 哲 夫 )

岡 山市 内 で ア キギ マ ダラ を採 集

1962年 7月 7日 , 岡出市門田岡 1lJ大 学付属中

学校校内に飛来したアサギマグラを 1頭採集し

■した。比較的早ぃ記録だと思い■す。

(高 原 哲 大 )

高滝 山付 近 の

モンクロベニカミキリ

1“ 2年 5月 20日 ,吉 備郡昭和町高滝山の頂

上の北西約 l Kmの地点でモンクロペニカヾキリ
1♀ を採集してしたので報告 し■す。

(高 原 哲 夫 )

1962年 7月 25日 ,筆者は新見市井倉より井

倉峡の谷壁を登 り,草間に至るコースで採集を

訳みた。その際 ,不種確ι

…

sむ′′99“″εJ

"γ
α(ST AUDttNGER,1887)ウ ラミスジツ

ジヾ(オ ルッボーラ型 )1♀ を得ること力`で き

たので報告 して≫ く。

採集地付近は社早年期の急、峻な谷 を形成 して

お り,比高 3002の谷壁に九十九折の県通が草

間に向つ動 な りなこ う配で登つてぃる。谷壁の

甲腹 ,ち ようど甲程あた りの県道上に弱 々しく

舞ぃな りる紫色の蝶を見て網にしたのが不種で

ぁつた。

ちなみに 3県下 rcは 既に ,勝田郡那岐山 ,真
螂 蒜山 ,苫田部上斉原村 ,真庭郡川上村が産

地として報告されてぃるが ,ぃずれも県北の脊

稜山脈地帯のものでぁり,今回の記録のみが ,

姫新練以南の吉備高原帯F属する点注目される。

資た ,不種の食樹としてはヨナラ,ク アギ ,

ミズナラ ,カ シワなどrDブナ科植物が矢:lら れ,て

ぃるが ,当地てはアベ了キ ,コ ナランナラガシ

ワは普通に見られるが ,ヾ ズナラ ,カ シワなと

はその存在を ,■ だ ,確認 していない。いすれ
にしても,ク ラミ不ジツジミカ`当地で発生して

いるとすれば .伸1をそrD食樹としているか興味
の持た■るところてぁる。

(育 野 孝 昭 )

ウラミスジシジミを

新 見市で採集



伯者大 山の

オオクチキムシダマシ

1960年 7月 3日 ,イ白者大山で2αθαιJs

h7・ααr2J Roitterォ ォ クチ キムシダマシ 10X.
を記録 して・/・ る。 か布 は 日本全土に わたつてぃ

るが ,ど の地域 で もlμ,体 数 l‐lさ して多 く右:ぃ よ

うでめる。

(′卜 IF」 洋 )

Lik牛 山 のム ツボ シテ ン トウ

&JθλθιιJs ttηθ′α
`α

 CrOtchム ノボシテン

トウは体長 25"π ttЯ ,赤色で;二 色の斑紋のあ

る夫 しぃテントウムンで ,不ノ11に 分右jす ること

カカ|ら れて1ハ る。場t「F4部地域では次の ような記

録がぁz、 ので幸レ告していく。

高梁 l13臥 牛山 11-6,1952,10X.
(′ト リF   汽1)

湯 原 町 でス キ カ ミキ リ

1962,4122真 庭都湯場tttlσ)湯 原ダムの下付近
でギフチヨウを待つてぃたところ ,不准iS″αηθ‐

′γS′%"η′ε7ι s lncordairし くギヵヾキリがネツ

トに粂来したの‐C採集し■した。不会の育りl氏
の言によれば ,県 下での記丸tl―lめ まり多くな1/2

とf/Dこ と。 4～ 5月 に出り1し て産卵。 |]近には

スギ ,ヒ ノキの切りかぶが沢山あり ,賃 だ採集
口可能の ょぅでぁる。

なお概‐不は ,倉敷員:虫館に展示 してぃる。

(近 藤 光 宏 〕

ヒ ラ ア シハバ チ倉 敷市 に 多 発

1962年 11月 7日,倉敷市向山で,不種0りθ‐

WS″″η′
"S TakOuchiヒ

ラアシハバチ6/D幼

虫数頭を採集してした。
写真は ,食餌中の不栢て ,ふ`ど ろくと,尾 部

をS字形に■ける。後に示した写真は ,jJll害 さ

れた柿樹です。さつそ く不会の古屠:野 寛氏に「1

定してぃただいたところオオバヤシヤプシであ

ることがわかり ,こ れは戦後はけ」l対策に ,ニ
セアカシア等と共に ,広 く本Ii樹 さオ1た 1)の で ,

樹齢rl,て だ若ぃ ものが多ぃ。

その始 ,11月 23日,24日,12月 2日 f丁近の

権樹でもかな り発生してぃることがわか りその

内安ズー|―頭を目下飼育中である。

(42) 11

北隆館日本幼虫図館には ,「 力i虫はハンノキ

を食し ,年 2世代 5～ 6月 及び 9～ 10′ 1に lil

り1,イ」し秋 1世 代のもC/_Dが 多い。体長は約 227π

Ar8o属 (ミ フシハバ千手|)の如 く集合 して中を

縁より食し ,主肱のみを残す性質がある」とil:

べ られている。 (写真は被告:を受けたオオ六十

シヤブッと休養甲のヒラアシハバチ 5歯 (iジJ虫 )

(近 藤 光 宏 )

ア ミ ダテ ン トウ 高 梁 川 流 域 に 産 す

′″れ Zγ Jο ιθr ttrOldア ミダテン トゥを高

梁り|1甲 流の 2カ 所で採集してぃ z、 ので幸レ告して

か く。

l eX., 高梁市方谷駅構内 3.V.1962
10X., 高梁 市臥牛山   13.V.1962
ぃずれ も,カ エデをりすつてぃ るうちに網に

はぃつたもので ,食葉 F■_か いなかについては何

もわか らない。

(青 野 孝 R召 )
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湯 原 に ギ フチ ヨウを求 め て

1962,4,2.晴れ 私達有志 名

(菫井 ,背野 ,′JザF,iL藤 )は ,朝

もやの立 ちこゆる甲を定刻にス ター

トした。それに今日のパ イロツ ト坂

本 氏 常 FCな く0/Jる い。

それい ,久振 りに会えた喜ひ であり

長ぃ冬を1/nら ぃ らしなが ら進し ,や

つとシーズンを迎えた1司好者ならで

はの喜ひでもある。エンジンの響 も

こうした我々の気持 とよく調和 して

快 よ:ハ 。 メー ターは 70キ ロをかるく

越えて1/1た ようである。湯原へ行 く

のに果に
「

]つ てlFI LJ市 を通過する。

「
なんたか4也

へ行つてい るようでどう

もびつた りしなぃな」「
これか らの

採集は もうこれに限るな」「 倉敷か

らlll山 は もと より旭り||ダ ムの近 く賃で ,遺はβモ リ舗装されているか ,こ れ も匡,体 のお蔭たな 」「

今年は春の訪れか 10日 位ぃ遅れてぃるので ,今 日のギフチヨウには丁度 よぃころだろう」と経験者

は語るが ,も う数年前の事でめる。「 はた してギフチヨウが獲れるだろ ぅか心配だな」と ,最後は

今 日のたて役者ギ フチヨウの心配に落元fく と我 々勝手なことを想 つてぃる障lに 我が愛キは旭川ダム

ヘ と差 し掛 る。 ここで一旦外気 lrc触 れる。身 を引締め られるような澄み切つた空気は実に うてぃ。

ダムの上をこの足 でコンコノ歩 き′
Fら ,あ た りを物色 して1/aる 気の早ぃな方 もあるが4plも いない。

ここから旭川伝ぃに勝山へ同 う。 これてて勝山■での陵口 ,汽車 て来 るより他
｀
ヵ:いので ,こ のあた

りの沿岸の lJtk景 は始つてお目に掛るわけである。勝山/Jhら は ,も う説明する■でもないことである。

イ可時来 ても発電所の光景は ,我 々南部の者には珍 しぃ。 これを見ると ,奥へ来たなと ,は じつて県

北へゃつて来 た ことを思い ,虫君に もそろそろな 目にlll・ れると ,ネ ツ トに一段と力が入る。かつて

本会の採集会で訪 れた真賀ステーシヨノを後に ,急 々湯原漢谷へやつて来た。旅館 FCみやげ物店。

ちよつとした温泉町 である。狭ぃ空には ,■ だガスがかかつてか り ,天気が気遺 われてな らなぃ。

メインス トリー トを抜け て ,吊 り橋の所で下車 ,腰 をのばすと ,す ぐ目の前に雄 々しいダムがそび

えている。延々 4時間走 り続け 。200 Kmを 走破 して見たダムの姿rl特 に印象的である。「
大天夫か

な」と吊 り橋 をたたぃて渡る者 ,川 Ltに お りて飛び石に掛け られた板橋を渡る者 ,少 し上の方では

これこそ天然の岩風呂か ら湯気が立ち ,空に溶け て行 く。すつか り解放された気持で ,お 風呂に入

つてぃるような気持でぁる。向岸へ渡つた頃 ,やつと ,日 光が射 してくる。今に もギフ千ヨウが :

と一同石ころの上や ,草上に ,リ ツユ クをおろし ,様 々な格好 で準 備にかかろ。小野氏は何障 もの

通 り ,重装備である。しば らく付近で採集 ,モ ンシロチ ヨウ ,ス ジグ
「

チヨウ ,ノ マキ千ヨウ ,ル

リツジ ヾ,テ ングチヨウ ,ア カ タテ ´ヽなどと蝶類は■だ少なかつたが ,早春に期待 をかけてぃたハ

バチを夏の開館 を目して昆虫館用に と早速ネツト ,ヒ グナガマル″、バチ 〔不紙未発表 ),ク ロムネ

′ヽバチ を採集することが出来 ,さ いさきが 良ぃ。待 つていたが主のギフチヨウは一向に姿をみせ な

ぃのでは路 を少し登 つてみることに した。暫 く登 つたところでスジボノヤマキチヨウを採集する。

その奥 .ノ キ木林の甲で食餌でめるカンアオイを目撃 ,ぃ よハよ出現 も時卜1の 問題 ,に わ/」
b rc皇 心に

帰つた思ぃでめた りを見回す。四年前真賀 ,星山臓1で 一頭 目準 ,神庭の滝て も一頭採集されるのを

みたが ,筆 者のネツトには入 らす非常に残念な思ぃ をしてぃる。そ れか ら少 し登つた所で迫づたぃ

宏光藤近

蒜 山原 より北に大は1を 劇しりる

人 物は右 ょり坂茶・ 重井 0小野諸氏・ 筆者
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に ,一 見アグ′ヽチヨクの様 なものが降 りて くる。ギフ■ヨゥ :先頭にぃた率は思わすネツ トを振 る。

最 も安全な振 り方 である。慎 菫に振 り降ろされたネツ トの甲【諄間違ぃ もな く本曇 ■60姿を確認

してに
'こ

り ,二刻 して菫井先生 も10X.採集される。 ここで ,河原での採集 を含めて ,討 4寧 .

を記録てき ,所崩の目的はかなえ られた。殆ど完 全な ものばつヽ りで昆虫館に3ADら れる時を思 うと

うれしぃ。二行は二時頃一旦 ,車■で引上げたが ,ふ と向岸の杉 を伐採した台'の阜Lt上にネツ トを

構えてぃる‐人の Irll17家 ?を 目撃 ,さ つそ く行つてみることに した。やつと急坂を登 つて声をかけ

る。仲椰:に会えたようでうれしぃ。なん で も湯原高校の先生 をされてぃるとか ,広島の lpl好者にた

の■れてやは リギフチョウを待 つてぃた。付近では結局ギフチヨクを採集することは出来なかつた

がスギカミキ リを記録 ,登ったっヽいlrIあ つた。昆虫館のこと等話をして下山 ,1■ 時運 ざ湯原を後に

した。 く
‐
るく'る てわ り通 をして ,小 さ /A‐ トンネルを過 ぎるとこゝrlも ぅダムの上でぁる。旭川の時

と「1じ 様 にダムの視察 をして ,再び11上の人 となる。「 行つてみ よう」「
ここ■で来たrDだか ら」

一行いとても元 気である。思い切つて激 Ll迄 とはすことに した。付近の潮岸は非常に蛇行してお り

地図をなかなか進■ない。人造汐|そ れも新 しい湖 らしく ,松の大木が水甲か らニヨキニヨキ出てい

る。水ぎわは ■つた くない。 もろ もろの虫君 も沢山水の犠牲 となつたことてあろう。 このぁたりで

特に日につぃたのrn生 きている化石といわれるメ タセコイアを沢山植樹 してぃることでぁる。か な

り走つてようや く天然の川のよそなぃ をみせ てくるところ ,蒜山 の山なみが視界に入る。蒜山 とい

つても東西にはかな り広いので ,途中学校・ 開発事務所 ?な どてたすね ,や つとセン トラルロッジ

〔この秋焼失 )r2Dみ ぇる高原にやつて来た。暫 く登 つて通はス トノブ ,こ こか ら見ると蒜山は もう

高 くない。大山 も手にとど きそ ぅである。甲腹か ら真白い伊:雪が尾根と漢 谷を区別 して ,く つきり

ときりたつてひ り ,女 rl的 といわれるλttlJと りあ■りに も対称的であるoて だ芽 をふかない芝埼iの

上て高原の ビール ,3弁 当の味に1格別 すぐに も身につ くようてある。 この道力吟 少 しf申 びれば ,大

山日帰 りも不可能ではない。快晴無lJtt,LJLJ月 の気温に しては最高であろ ぅ。高原の気分を満喫 ,ぃ

ささかむ残 りな思いて 1時過 ぎ帰途につ く。ダム上流で今 日五頭日のギフチ ヨクを手にして……帰

宅した噴り 日 もとつぶ りと くれてぃた。走行距離 60 Km名 古屋へ行‐く位走つたとのこと。

■2月 19日  言d

山 採 集 記

・ … 小 野

朝の澄み きつた空気の甲て ,ク ラゥンデラツクスは一段 とスピー ドを増 した。 BI築 の住宅が並ぶ

甲庄団地が右側の窓夕|を 後へ とぶ。は や国適 2号線rl甲庄の陸橋へ と差掛つてぃた。

今 日(1962年 7月 29日 )は ,かねてか ら計画してぃた後山rD昆虫調査の 日である。後!1:(1¥者

山 1281脇 )は県最北 部東端に位 置し ,県下の最高峰 として著名であるが ,昆虫相に風するルtり 減

■だてだ殆ど未開の地であ り ,殊に我 々県南の者にとつては ,時卜的な臓i題 など もあつて ,普通て

rIな かなか訪れることが困難な ところ てあつて ,事実 ,倉敷か らの一行の甲には当地を調査 したこ

とのぁる者口 l名 もなかつた。それだけに早くか ら ,不年における謂査言:画の甲F組込 ■れていて

皆んなが′心か ら今 日の日を楽 しみに して待 つてぃたrDで ぁる。

今朝 ,早 くか ら計画どなり,リキ先生宅前に集合 ″準鮨を整ぇ ,定刻午前 6時勇躍111発 したとこ

ろでぁる。一行は菫井先生をは じめとして 。林 ,青野 ,近藤の諸氏 .運転手の方と筆者 ,言[6名 て

後山では更に津山からfD武内 3導信両氏を加ぇて ,討 8名 rDメ ンバーになる予定てあつた。
~脳 1山の衡甲を一気に島過 ,東へ東へと滑るように走る。天気はこれならであてあといつたところ

車甲では今日の予想される獲物などにつぃての話がl_tずみ ,車内rDすみすみ責で楽しざで満たされ
てぃるかのようてあるこやがで ,■ 致しぃレールと平行する。障:も―な く開通する赤穂Jlaで ぁる。貯

前町片上か ら北上を始0た。和気贅てrD臓 irt,ぃ くらか山がかつたところがぁつて窓夕l【目を凝ら

す。にがきめたりから一層豊かになつてきた樹相を跳二ては腕をさすつてぃる。湯郷温泉を左に見

~後

洋
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江見て遂に姫務線を越えて北側に出た。大原町に入ると_さ すがに四方の峰々はぐ―んと高く,近
くに迫 り,山‖だの樹相は■ことに結構で一行思わずニンマリ。ここで路傍にて小休1卜 甲の武内 ,

通信両氏にお会い した。東粟倉村に入 り車が進L・ ところ
=で

入 りこんだ。両氏がrlj着される鷲でに

少しばか り時FEl力
rぁ るrDて ,採集準備をして何近をぁさることにした。林氏がはや ,双眼鏡を手に

彼方の獲物をにらんでかられる。そこらめたりをビィーテイングするとトビハムシ類が沢出入つて
くる。カワ リヒグナガハムシ ,ホ タルハムシも多い。白いものがちらちらするのはスジグロンロチ
ヨクである。付の子供が 2人 もの珍 しそうに寄つて来て眺つている。彼 らはさつきか ら両手に ミヤ
マクワガ タをつてんだ賃

=で
話し力ゞけてくる。ゃがで8名が勢ぞろぃしたので登 り始oた。さつき

の子供達が別れぎわに ミヤマクワガタを,み ゃけに くれた。ゴインシジヾPサ カハチチヨウ ,ィ チ
モンジチヨウなどが現われて皆んなのネツトが盛んに動 く。さて ,こ れからだ !意 気込んでビイ~
ティングを続けてぃ く。好適な場所が多いとどうしても皆んなより遅れがちになるので ,手早 く吸
込

～
では ,追つかける。未知の地域 なので ,は ぐれては大変である。細ぃ道がうねうれと曲つて続

いていてなかな力砦んなが見えない。近藤氏が′ヽチを採つてゃ 遅ゝれているのでぁろう。時折前方
の葉の間か ら白ぃネツトがちらつく。追い着 くとギンイチモンジセセリなどを網にしたらしい様子。
やかて

"詭
りうつて うとしたところへ出た。あちこちでヒカゲチヨウが地味な色彩の翅をひ らひら

させている。‐
I・ はりこゝでもトグカメムシ ,マ ルカメムンなどが多発してぃる。狭ぃ谷川にそつて

足を運ふと水の音 ,小鳥の声が耳をなてて ,ぐ つと深山に入 り込んだ感 じになつた。このあたりで
アオカメノコハムシを 1個体採る。 トンポは期待 してぃたが ,あ 賃り種類が多くなぃ ようで ,今の

ところカワトンボ ,コ ノシメトンボ ,ナ ンアカネ ,ア キア″ネぐらぃのところらしぃ。ビィーテイ
ング不ントにさつきから,キ イロカミキリモ ドキ ,ゥ リハムシモ ドキ ,′

、ムシダマシ ,シ ラホンテ
ントゥ ,ゥ スモンオトップミ,ス ジヨガネなどが落ちてくる。女人堂でしならく休憩 ,緑 したたる
ムー ドにひたる。菫井先生がヨンボシナガノノハムシを採 られる。女人堂から先は女性及不浄の者
登れなぃことになつてぃるらしぃ。通はい (ら か急、でぁるが ,な かなか気分は快適で ,谷川にそつ
てかなり進んたが ,日 標の権現堂はなかなか見えなぃ。遂に待ち切れなくなつたので ,ゃ 開ゝけた

ところを選んで ,昼食をとつた。谷川の水で冷ゃした罐 ピールロこの上なぃご馳走てぁつた。林氏

「1日 的にした ヒメサ才工かいなくて残念そうな様子であつた。権現堂■では是が非でもということ
に■つて ,遺無き追をふみ分けて登つた。してぃては谷卜」の大きな岩か重なり合うようにこうこう
しているものすごいところを,足 を一はぃに詢ぃて ,這 うようrcし て登つた。皆んな立■卜つては大

唐、をつぃてぃる。もはゃネツトは手FC持 つてぃるだけて,一向に働きを見せない状態にかち入つて
ぃた。

権現堂か らのりじめは■た素晴しかつた。 しば らく休憩して ,皆んなそ こにあつた大きな鉄製の下
駄をはぃてみる。足を上けるだけが大変である。 よぃしよよぃしよと歩を運んで汗をな く愉快な一
こ■をカメラにおさゅる。記念撮影をして下山することrcな つたが ,武 内 ,通信両氏は予定とお り
ここで自炊をして一泊され ,更に翌日も採集を続けられる様子。青野氏は都合て一泊を考えてぃた
が ,宿泊所の状態か予期していたものと全 く違つてぃたので ,恐れをなして帰ぇることに したらし
い。ここで両氏にお別れをして採集しなが ら下山した。 (後程の淳絡によふと両氏はこの夜及び翌
日Ftかけての採集てかなり収穫をあげ られたようでウラキンシジミなども記録できた様子でのる。 )
近藤氏はハバチ類を甲心に採集されたが ,若干 ,日ほ しぃ ものが記録 できたとのこと。モンキノ

ノヵメムシを 1個体採集してぃたが ,落として残念であつたともらしてぃた。
終幕に至つてマルガタハナカミキリ,オオ トラフコガネなどを記録てきたのはょかった。後山打近では好天に恵■れる日は少ぃもののよ轟懸£暑畠i電菫1を1:,1言で深藤奮遊鷲襟姦は ,曇 りがちで ,絶好 とは云えなかつた。それと|

は多くなかつたようFt見受け られた。
しか し初めての地域 でネツトをふ つて ,山の地形や植物相など ,こ の山が持 つてぃ るlr・ (ら かの

ものを ,ぃろいろとじかに見ることができ ,手に とつて調べることが出来たのは不当にこの上をぃ
収獲 であつたし ,大 きな喜ひ でもぁつた。又皆ん なの手で講査できた昆虫の甲に早 =種

々な詢ρも
見てかなり注目すべきものも含賃れていたようで,真に本日の調査の意義は大きりものがゅつた。
ぃろいろと考えなから車のところへ戻ったがもう今朝ほどの子供達の姿は見ることができなかつ

た。乗車して入りのぁる里迄出て,そ この店頭で,喉 をうるむしたのが又実になぃしかつた。ぃつ
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の■にか喉が渇 ききつてぃたらしぃ。

それか ら3時儡1程後には ,我 々―行は既に暗 く

した国道 2号線上 を西へ西へ と一路 倉敷へ飛ぶ よ
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大 山 採 集 会

1962年 6月 3o日 (土), 7月 1日 (日 )と
1泊 2日 の大山採集会は ,16名 の参加者に よつ

て盛大な採集会 となつた。ほとん ど全員 ,急、行
大山号で土曜 日の午後出発 ,大山寺の国鉄山の

家に宿泊 ,当夜の夜齢1採集と ,翌 日早朝か らの

元谷 ,横手道方面の採集を楽んた。 とくに ,夜
鵬1,手に手に継高納をふ りかざ した 1団 が水銀

燈を占拠するに及んだときは他のlpl好採集者の

′L担 を寒か らしつた様子でぁつた。参加者は次
α)丸口 り。      `

青野孝昭 ,大野急一 ,大森斉・小野洋 ,河辺

誠一郎 ,近藤 光宏 ,佐藤英信 ,高僑友治 ,高原

哲夫 ,竹内幸夫 ,吉 IIl貢一 ,守屋雅之 ,μJ下恵

(46) 15

なりかけて ,め ちこちと水銀燈がてはり く輝きだ

うレて走つてぃた。
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昆虫愛好会

築上農業高等学校生物研究部

造 ,山 砥司朗 ,渡辺忠孝 ,渡辺哲二 ,(写真は

大山採集会参加者 )
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