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前回は県下の蛾の研究状況につき概説を試みた

が ,今回は蛾のうちで最 もよく採集され,研究ぎ

れているスズメガ科について申し上げます。

スズメガは飛行機の機体 を思わせる スマー トな

胴 と,それに不釣合いな短かいが力強い翅を持ち ,

黄 時花か ら花へ敏 掟 に飛び廻 り吸 篠す る習性

が ある。 電灯やアセチレン灯には集 り難いが ,

紫色螢光灯や水銀灯等紫外線の多い光には よく集

る。 採集期は 5月 から 10月 で一年 2回発生の

ものが多いが ,ホ ウンャク類には成虫越冬をする

ものがあり,殆 ど一年中採集出来る蛾 である。

日本に産する スズ メガ科は既発表の図鑑・ 目録

・ 印稲1物によると 5亜科 27属 57種 あり,此の

うち図示されてないのは,ォ ピグロスズメ・ ヒメ

ホウジャタ・ ヒメンタベニスズメ・ タカサゴスズ

メの 4種である。

岡山県産のスズメガについては

1 昭和 5年 岡山県 岡山県内生物目録  27
種

2 昭和 34年 10月 15日  「 岡山 と昆虫J

片山豊八 美作産蝶蛾目録 32種
3 1960・ 11023 美作の自然―第 6号
片山豊八 黒沢山採集記一黒沢山蛾類一覧表
f第 1報 ) 11種

4 1961・ 11・ 23 美作の自然一第 7号

道信 順 黒沢山.「蛾類一覧」に続いて 2種
5 すずむし 1(8):54 1951 小野

洋 鶴形山でタチバスズメ採集
6 すずむし 2(1):4-5
野孝昭 倉敷産スズメガ科目録

7 すずむし 2(5):41 1
孝昭 スズメガの分布豆資料

8 すずむし 3(2):14 1

(8)

義射 モモスズメの悲劇
9 すずむし 3f4):37 1953 広瀬

義期 モモスズメの燈火飛来時刻
loすずむし 3(lo)1148 1953
小野 洋 倉敷のペニスズメ

11すずむじ 4(8):44 1954 小野

洋 黒田てエゾスズメを採集
12すずむし 4(11):56 1954
小野 洋 玉島のギンポシスズメ

13すずむじ 5f6):23 1955 小野

洋 倉敷のタロクモスズメ

`筆
者言主ノドウスズ

メ)

14すずむ し 5(10):37 1955
赤枝一弘 西大寺産スズメガ_日 録   14種

15すずむし 6(3):31 1956
赤枝一弘 西大序産スズメガ追刀D    2種

16+ずむし 8(1):7-8 1958
赤枝一弘 室内に飛込む蛾 について   5種

17すずむし 11(1):1-3 1961
筆者 都窪郡福田村産蛾類目録    10種

の文献があり,重複したものを除 くと, 23属
34種が記録されている。

倉敷昆虫館に展示 してあるスズメガ科は 17属
24種で,大山産を除く県内産の目録は 16属 2
種で,下記のとおりである。  目録は和名・学

名・北隆館発行原色昆虫大図鑑 I(蝶蛾篇 )の図

版番号一番号・保育社発行原色日本蛾類図鑑 〔下

)の番号・採集年月日・採集場所 r2回 目からは

簡略 )・ 採集者名 (2回目からは簡略 )の rlHに な

らべてある。

言己
スズメガ上科 Superfanily

スズメガ科 Fanily田田鴎田配

蛾岡 県  の

― ス ズ メ ガ 科 ―

本   精槙

1952 青

13種
952 青野

2種
953 広瀬
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本邦産スズメガ科中最 も大 きい もので, 3月
中旬頃か ら4月 にかけて発生するため採集記

録が少い。 県北に産する ことは古 くか ら知

られていたが,本会の楠田雲居 .山砥司郎両

君の熱心な採集活動に より倉敷市においても

多数産することが判明,県下全般 に産する も

のと思われる。
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展示品以外で県内産 として既発表の ものは

イ エゾシモフリスズメ

県北山地に産す。津山市,黒沢山の記録あ り

会員山砥司郎が 1962産 を展示 してお り,本
人は倉敷市で採集 と言つているが再調査の必要

があ り或は県南rCも 産するや も知れ ない。
ロ コエビガラスズメ

阿哲君

`上

熊谷の記録 あり。北方種の蛾で県境

の山地に分布するものと思われる。広島県北部

山地の蛾類 (第 1報 )に も記録がある。

文献 1参照
ハ クロスズメ

川上郡 日里村 .勝田部広戸村 .津山市小田中

の記録あ り。県中 .北部に産する。文献 1, 2
参照

ニ モンホソバスズメ

ホノバスズメ属は各地に産するが少 く,その

うらでも本種は特に少 ない。勝山 bl「神庭の記録

がある。 文献 1参照

ホ フ トオビホソバスズメ

県北部山地に産す。真庭郡 富原 .加茂町倉見

黒沢山の記録 がある。文献 1, 2, 3参照

へ.ギンボシスズメ

山地性のAllで ,津山市 .真庭郡勝山町 .苫田

部富村の記録がある。県南では玉島市の記録が

ある。 文献 1, 2, 12参照

ト ヒサゴスズメ

本州 。四国では山地性の稀種で,片山豊八氏

が津山市で記録されている。文献 2参照

チ プ ドウスズメ

県北部に産 し,真庭郡勝山町 .津山市 .黒沢

山の記録がぁる。県南では倉敷市で小野洋氏が

採集記録されている。文献 1,2.3参 照
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リ ハネナガブ ドウスズメ

山地性の蛾 で奥津町久田 .黒沢山の記録があ

る。 文献 2, 3参照

ヌ ヒメクロホウジヤク

津山市の記録があるだけである。文献 2参照

ル ビロウ ドスズメ

津山 市 。倉敷市藤戸町 .都窪郡庄村日差山の

記録があり,県南地方でも採集可能である。

文献 1, 2参照

オ サザナミスズメ

西粟倉村後山の記録あ り。県北産地 に産する

文献 2参照

岡山県未記録種につぃては

クロメンガタスズメ .リ コ ウキコウオオスカシ

パ .ヒ メホウジヤク 。オキナワクロホ ウジヤク .

ヒメシタベニスズメ .シ タベニスズメ .タ カサゴ

スズメは奄美大島以南に産 し,一部が九州 .四回

・v9温暖地帯に記録 されているもので県内での採集

は全 く見込みがない。

サツマスズメは高知県 .和歌山県の南端部 。山

口県に記録があるが,九州以南に産するもので県

内での採集 は望めない。 日本海側では島根県浜

田市の記録があるが,同地は日本海流の影響で東

洋熱帯系の昆虫類が よく漂着発生するところであ

る。

インボンセスジスズメは九州以南 に産 し,本州

では山 口県防府市のみ記録がある。私が本誌に本

種を記録 したが,これは私が蛾の採集を初めた許

りの時であり‖[隆館発行原色昆虫大図鑑 I第 54
図版 と 91頁 の記載の不一致 に気づかずその政ま

発表 した もので,誤報につ き訂正取消 t′ をします

アリツツエホウジヤクも南方系の蛾 であるが ,

最近北限が静岡県伊豆半島董て延び,黒潮洗 ぅ温

暖の地では毎年少数ながら採集 されているが,瀬
戸内海地方での採集記録はなく,当地方での採集

は見込がない。

オピグロスズメは 日本産蝶蛾総 目録に本州 との

み記録があるが,図示 もな〈私には判 らない。

ウス ピロウ ドスズ メは和歌山県串本の一記録 に

より,最近 ビロウ ドスズメか ら分離されたもので

今後の発見がtii待 されている。日外での産地はシ

ツマムとなつている。

ヒメクチパスズメ .ヒ メ ウテスズメ .ノ コギ リ

スズメは北方系の種 で本州以南では山地に産す る

が少 く,県北 1000メ ー トル級の山地での採集

がすすめば,記録されるか も知れない。

マツタロスズメ .イ ブキスズメは中部以北に産

する珍種て本県では採集 の可能性はなぃ。 アカ

オビスズメは本州 。九州 .琉球 の記録があるが ,

日本では稀種で採集例が少ない。

コウテスズメは埼玉 .大阪 。兵庫 .愛媛より採

集報告が 4‐3つた珍種で,本県北東部山地でも採集

の可能性がある。

クロテンケンモンスズメ .ク ロス キパホウジヤ

タは地域によつてはかな り取れるので本県での採

集が期待出来る。

ヒメサザナ ミスズメは最近サザナ ミスズメより

分離された もので,サザナ ミスズメと混 じて採集

されているの で,本県北音‖地方の山地で採集出来

るか も知れない。

以上本邦産スズメガ科について展望を試みたが

之により県内スズメガ科の諸資料が頻出して完全

な研究が完成 されん ことを期待す るものである。

本稿 を記するにあた り,北隆館発行原色昆虫大

図鑑 1(蝶蛾 篇 ).保育社発行原色蛾頬図鑑下 。

陸水社発行 日本産蝶Lt目 録第六部及び頭初rC列記

した本県内の諸記録 を参考にしたので諸先輩に厚

〈御礼を申し上げる。 又会員青野孝昭氏には「
すずむじJの貴重な文献を貸与下され,種 御々指
導を受けたので深(感謝する。

なおスズメガ科以外の諸科 について も,岡山県

の蛾を連載する予定であるが,資料がスズメガ科

を除いては殆ど見当らず困まつているので,お手

持 らの資料を本誌か としぶみにどじどじ投稿下さ

る様お願ぃ します。

追記

本稿終 3後到着 した蛾顔通信 34:257
258 1964 に丼上 寛がオビグロスズメ

について図示詳説 しているので追記する。

"すずtPし "投稿規定
1 会員,顧間は "すずむ じ"に寄稿することが

できる。
2 原稿は必ず横書原稿用紙を使用 し1行 22字
になるように書 〈(1行 20字の普通原稿用紙

の場合は欄外に 2字書いて 22字にすること)

3 卜としぶみ欄原稿 (煙猥)は欄外に赤色で 'お

としぶみ "と 明記し著者名は環 にVI書〈
4 学名はできる限 り明確に書 く
5 図版の原稿は必ず「ν収濯詔 ンキ敏 用 して書 〈
6ジ

塁悸 !貫季101Lふ絶雪1電]層低ヒ正百言薯

えられる場合には,必ず大きさを指定されたい

指定なき場合は編集幹事rC委されたものとみな

します )と し,超過図版につぃては実費を中し

受ける。
7 原稿の登載に関しては,こ れを一切編集幹事

に委せる。



カ ミキ リ ム シ科 採 集 目録

忠本岡

筆者は 1957よ り,特 lrcヵ ミキ リムシ科につ

いて 日羽 (吉備君脇昭4LI町 )を中心 に調査 してお り

ま したが,一応 ここで現在保存 してお ります標本

を,他の場所の採集品 も併せて発表 させていただ

きます。なわ同定,御教示をいただぃた平田信夫

氏,青野孝昭氏に深謝致 します。
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ウスバカミキ リ

真庭郡湯原町湯本, 3″ξ̀,Ⅶ
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ハナカミキ リ亜科

6  物 α軍、 P/r"“′′ Gob■or

ヒナルリハナカミキ リ

日羽, 20が胆.12.1964,ツ ツジ花_L
7  Jτ勧 ′α ″ ′′′α Bato●

セスジヒメハナカ ヾキ リ

日羽,1″Ⅳ.4.1959花 上

高梁市玉川 .1″ 9V.3。 1958燕上

8  (1“rO′θs ′2を力郷 ′ルου′ 整ヽ VL■stは ∝

コマクビア カハナカミキ リ

日羽,1″ ,v.29.1958″ 上
高梁市慶応 .1″ 9V.10。 1959刀固体で

ノレqρた%物γα ″レ′ 靴 aにな
“
″″ ■mig

アカハナカミキ リ

日羽,3″s,v.3.1958μ上
_4η″滋″ Sω′″′s
ツヤケシハナカミキリ

高梁市玉りIL 屹ぉ,V.3.1958
岡山市半田山, 笏 J.10・ 1958

ルノπα ″′力iοお ″ば

'C LtOgクロハナカミキ リ

日羽,シ
“

9V.4.1959
岡山市津島, 2aFS7V・ 9.1959/ミ 花上

ルノ″α ″″グα ′鋼電多沼物″ QhLyashi
シマグロハナカミキリ

日羽, 5grSハ生18.19田 ,1″″14.1958

場 ′″″ οσ力″′い C′″α 蜘
"Ctthけ

ヨツスジハナカミキ リ

日羽,1″獅 14。 1957,lαぃlI.21.1959

高梁市玉川, セが∬。24.1959

CERAMBYCINAE
カミキ リ亜科

ろバ′/a rθ″ gra""o■ iViOr

アォスジカミキリ

真庭郡湯原町湯本,をぉュ.29。 1960揮火
sr″′ ′翡 ″ 夕曖″li4o′ ″

“

Bat00

ヨツポシカミキ リ

日羽,笏 謳 .14.1959薄火飛来

9徽滅りが σノ″′gη′1夕 Ltes

アメイロカミキ リ

岡山市津島, 1″ ,V.24.1958

6ン タリ憾η″′″s c′θ″αdes Llい S

カツコウメダカカミキ リ

日羽, 2aκミm8.1959,カ シ枯木中

P/′ sノ ぉ 滋

“

′″ιパ LSCOo

クスペニカミキ リ

高梁市玉川, 1″ DV.24.1959,タ リ花上

(標本はないが 日羽 にも産す る )

ZFa"′ Jレ

“
 υ′ride ■ばmECn

ミ ドリカミキ リ

日羽, 2″μ.18.1958葬上
高梁市玉川, 1″,V.3,1958,吻 μ.24.1959

勒 訥 力励′船 LC∝ねire

スギカミキリ
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高梁市小高下, 1″μ。29.1959´ ギ材上
21 Q″ liJj″1可 わ

"″
bteChtte貯

ヒメスギカミキリ

日羽, 2er3月P5。 1957ヌギ枯木中
22翼ン′Or″′。た3 

“

liFasFs 伽
'0■

at

トラフカミキリ

日羽, セ島u lo.1958昴翅中

蒜山原 .セぉ9W.28.196o′ ヮ樹幹
23 cryrrs留 ′

…
LtOg

シラケ ト,カミキリ

高梁市JII, 1″,V.3。 196o

24 Cr/“ ′″′バ L加順墟協

ズマルトラカミキリ

高梁市ヨ 1隔 1″,V.3.1958,1″′v.3.1960
25C/′οめ Jrr`ψοttS Bat08

キスジトラカミキリ

日羽, しだV.21.1958

岡山市津島0 14客9v.12.1958´ ェ茄 枝上
26ル

“

ヶ り撚 SJ電■″ Js聰 餞 協

アカネトラカミキリ

囲 .2ar3Л:2o。 1957,ブ ドゥ伐採枝中
270′ ″

"施

解 S″ 留 ′″ Fs Lけ iCi聰

タケ トラカミキリ

日羽,1●らw.3o.1958。 1″押 10・ 1963

280「●●メロ附 ご翻″′な 職 oo

ヒメタロトラカミキリ

日羽,2ats,V.21.1938花上

高梁市玉川, 3鶴 ,v.3.1958潔上
290あ

“
¨ 裕 」

"J“
け Olat

エグリトラカミキ リ

日乳 々が押‖ 0・ 1958薄上
高梁市剰||, 場 J。 27.1959μ 上
岡山市半田山, 3Fs9v。 10。 195町花上

3o Iル″θ  ′カロ
“
αεJcα ■

“

直te

ホタルカミキ リ

日羽. 5″s,皿 29.1950,4αslA3.1958
31 RIJ71iε

―  ″′arヴし″ Lirmire
モンクロベニカミキリ

日羽, 1″ ,V.3.1958′ ヌギ葉上
32賭聾rliC― S″C′め′′Js h40tschttg貯

ヘリグロベニカミキリ
日羽, 3as,V.3。 1958講上

33Jレ″ Jσ銘弯 ′面
"σ

だ′Cuermmevi■■。
ベニカミキ リ

日羽, 乾が,V.4.1959,larュ .7.195%花上

～
が,Ⅵ.12.1964満 竹中

高梁市ヨ ||,セ賀,V。
3。 1958,3″s,v.3。 1959

フ トカミキ リ亜科
34 Ps´ じο′隆 a /J′ ノθ″′s PILsCOo

キボシカミキリ

高梁市玉川, lθ″,X.8.1957,ィ f‐7:ク樹幹上
35 協 aC′を切

“
s α′′′″″ノ

“
s HOpe

マツノトビイロカミキリ

日羽, 1′″,v.8.1958,マ ツ枯枝中
36協

“

ヵ″ む 」記舜δθliFrパ Ltes
ヒメヒゲナガカミキリ

日耳L 50■s,V.26.1959

すべてタル ミ枯枝中より蛹採集 3～ 5日 後に
羽化したもの。

高梁市玉り||, 1″μ.24.1959

37o夕′ο′α /urli“α Lt08
センノキカミキリ

高梁市巨瀬, 1″獅.3.1963

38ん
QρノD"a,電 rasiグ aα ThoOn

ゴマダラカミキリ

日羽,1″PV.24.1959
岡山市津島, 1“ ,V。

17.1959

39 ι″aθ ctt bjりπ
“"燿

ノ″α T上(Inscu

ヤハズカミキ リ

日羽,1釘9V.1.1958;2″ s,L6.1959
40 LtOσera ′′

"′
οノ′′″ ChOVro■at

シロスジカミキリ

日】L 20■s「III.4.1959。 lι″,v.12.1964
41 71iο滋 ″%″′ メωリガε′ ThOnIBon

クワカミキリ

日羽, 2arS,Ⅵ .5。 1958,イ チデク樹幹上
42腸

"磁
切αお ヵヵ

“
J″ Ltes

日羽, セが,V.3.1958,カ キ枯木上
高梁市玉りIL%ぉ PV.3.1958

43 耗 sοs″  力′
「

ゝ′α Bates
カタジロゴマフカミキリ

日羽, 3aFSDW・ 4.1959′ ヌギ枯枝上
44踊 、こ ′αばゎ

“
″s Bat"

ナガゴマフカミキリ

日羽, lα,Ⅵ.13.1959;1″
9W・ 27.1959

岡山市津島, 々が∬。18.1959

45瞳
"滋

′

"S′
蹴

"
セミスジカミキリ

日羽, 磁 揮.1・ 1958

46 oJ“′ε磁″な σtい LecOi
ムネホシシロカミキリ

蒜山原, 10■共 28。 1960

47 oJ"′じ鱒 ttt αガar″″′な

/●●7・●S―S nc
夕カサ ゴシ ロカミキ リ

日羽,場 薄.25.1959澄 火飛来LttMI INAE
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48 Pr′70″″′́ 醸邸sノ″ Ltee           JI・ 1959幼虫採集
マルモンサビカミキリ            61 Em"″ ″溶 ′li4″′な Bates
日羽, 1″ ,Ⅲ129。 1958,1′″∬。18.1958       ア トモンマルケシカミキリ

49P′ ra′ω〃α ― Farα ChevrO■at        日羽, 1″ ,Ⅵ.7.1959(羽 化日)
ワモンサビカミキリ               Ⅲ.1959幼虫採集
日羽,3″s,v.5。 1958,1″ ,Ill1 22.1959     62五シノθノ確力α O“及ガα LtOg

l″,I[27.1959,6ιぉJ。 29。 1959      ャッメカミキ リ
1″

,v。
14.1959              日羽′ 1″脚L?.1959サ クラ枯木上

502″ο′″ ′ a励′″ Lt∞        63P4/4/″ ″ ル″′″θ′ 師 dOrg

トガリシロオビサビカミキリ           ラミーカミキリ
日羽,1″,Ⅵ。14.1959,1″。w4.1959       日羽, 磁 胆.?。 1959ク サマオ葉上

2“s9w.4。 1959,1″ .Ⅷ 28.1959     64」 唸ぉerた ″ ″′″ Ltes
512〆ο′ψ lia如認 LtOS         ヘリグロリンゴカミキリ

ナカジロサビカミキリ              日羽, lα ,Ⅵ .?。 1958

日羽, 1″,V.5。 1958.5arS.I129.1959       高梁市玉メ|ト レ J.2.1959
2aだ。Ⅵ。4.1959            65 oOFeC″ α 踏阻bOry

52″″ο′οメカJα ル
`α

れ幼η LtOS         リンゴカミキリ

シロオビサビカミキ リ              ロ羽, 1″,V.1.1958,1″ 覇.25。 1959

日羽, 4ιパ ュ。14.1959              66 物 ″ υ′ノ″ ″ B・OSSig
53 月ルraノ2″Jα ″をJ″ BatOS          ホソキリンゴカミキリ

ア トモンサビカミキリ            日羽,2銘s,v.6.1959,1″ 州。24.1959

日羽, 1″ 911127.1959,3θ ぉⅣ.4.1959       岡山市後楽園, 1″,V.27.1962
1′″押。14.1959,1″ ,Ⅵ.7.1959       67 P/2y′οθθ′α re加″′″′S mutier
吻 押,27.1959             キクスィカミキリ

高梁市玉川,3αs,V.3.1959           日羽, 2″s,鵬 29.1959キ クの茎上
542″ ο′。″ lia a幽′α LtOS        68 PAyrOθ 。′′ σ銘変 Ltes

ア トジロサビカミキリ              ョツキボシカミキリ

日羽, lα ,Ⅵ.7.1959                日羽, 2″s,V.15.1959(羽化 日)

55劇時aSF′ ″ ∫
"′

θ″ LteS             Ⅲ2.1959幼虫採集

クワサビカミキリ              69C//′ ο
“"η

ル 餞膨li ヵ″″′″ Gabn
日羽, 1″,IL1 14.1958(羽 化日)          ルリカミキリ

Ⅲ■957幼虫採集            日羽,1′ぁⅧ22.1958,1″
9v。

10。 1959

56′勧 婢 ヵ ィ

`″

sB眈00

キクスイモ ドキカミキ リ

日羽, 3はs,Ⅲ 29。 1958′ 2はs,V.4.1959

岡山市半田山, 1″,V.5.1958
57ル●A7rasε ′′Fs″

“

7"″始 ユ038ig

ヒトオビアラゲカミキリ

高梁市玉川, 1″,V.3.1958,シぉ ,V・
3.1959

58 Ps銘め″1開りう″sヵ ヵ
"Jtt Lt00

ドウボソカミキリ

高梁市広瀬,陽パ ,Ⅵ.24.1959

592“ ″ J/な /asc′ ο′α′
“
s Bat00

クモガタケシカミキリ

日羽, 5′ぉ ,Ⅵ.7.1959。 (羽化日 )

E11959幼虫採集
60 2・●σa″′″Иs  g“′′カノα′

“
s Eateg

シラオピゴマフケシカミキリ

日羽,2′ぉ ,Ⅵ.7.1959(羽 化日 )



日時  Ⅲ 27 1964 昼間 晴天

コース 高梁市上神崎一笠根

採集品名は北隆館発行原色昆虫大図鑑 1)に より

励版の頁及び番号をあわせて記載したo

O印は倉敷昆虫館未展示品,※印は岡山県未記録

品である。

1 ギンポシリンガ

2 ニセウンモンクチバ

3oフ タテンアツパ

4 ヤマガタアツパ

5 ウスズマアツパ

60ト ビモンアツパ

7 タイワンキシタアツパ

80ク ロスジアツパ

90ミ スジアツパ

9o_12

oo__ 8
04- 7
04-14
o4_15
o4_23
o4_29
06-10

06-‐ 22

蝶 の 異 状 型 2種

県内産騨1の 異状型については岡本氏

のコミスジ(すずむしJ01・ 10・

〃 1)が あるハ他にぁ崚 り聞かぬ。筆

者はいずれ も軽度のものであるがジヤ

コゥアグ′ヽとメスクロヒヨウモンの異

状型 といえるものを採つているので報

告 してお く。

1.ジヤ コウアゲハ♀

これは前翅の一部が くびれた もので

ある。 この型のものは新昆虫の別冊 (

小中学生のための昆虫研究の手引 きV01

11.ク8.1958)の P3●C飼育に よつ

ててきたジヤヨウアグ´ヽの奇型 として

写真がでているがこの標本は野外産である。特に

左前翅の くびれがひど〈外縁の黒帯が切 りとつた

ようにそ こだけ消えてぃる。

1963.8.27 高梁市玉川 ,採集

2.メ スグロヒヨウモン 6

ヒヨウモン類の白化型は,時 々あるらしいが こ

れはその自化現象が部分的 に現われた ものである

即 ら右前翅,五 .六 .七室の一部及び,右後翅 ,

上 .ジ ヤコウァゲハ ♀  下.メ スグロヒヨウモン 6

ω 正常型  働 異状型

備 中 広 漱 蛾 類 採 集 品 目 録 (1)

槙  本  精

100オ ビマダラアツパ     10
暖地に産するが稀らしい

110フタテンシロカギバ    12
120ナ ミガタウスキアオシヤク 12
130フ クトビスジナミシヤク  13
14 ウスキオエダシヤク    14
15 ミヤマツパメエダシヤク  15
16 モンシロツマキリエダシヤク15
17 ミスジツマキリエダシヤク 15
18 トガリエダシヤク     16
19 ウラベニエダシヤク    16
2o マ ドガ          16
210ホ シオビホソノメイガ   17
220ル リマエヒゲナガ     18

6-33

2-- 4
6-20
3- 2
3_13

3__ 5

8-  7
8-_ 8

o_ 5
o_13
5-- 1
2-12
3-13

検 換 機 お と しぶ み構 なな な な な 鉢 な な な な な な な な
`

アサ ギマ ダ ラ を鴨 方 町 で採集

昭和 38年 11月 6日 ,鴨方高等学校生徒清水

純子嬢がキクの花に舞い来つたアサギマダラの♀

を 1匹捕えた。場所は鴨方駅の西の六条院である

標本は全 く新鮮であり,邪が大切に保存している

(宇野弘之 )

二,三室の一部が自化したものである。

1958.6.14 金甲山 ,赤枚採

(赤 枝 一 弘 )
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お と し ぶ み
等 瀦 状 な 年

～
W状 慾

～
疼 W獣 攣 年

～
甕

とあり,岐阜市及び松山市は北隆館発行JSt色昆虫

アサ ギ マ ダ ラの 食草 につい て    大図鑑 1195q(記載 してある。その他の採集報文

がないため,冷1]で 4番目の記録であると思われ

県南部のアサギマダラの食草については,近藤  標本は=応倉敷昆虫館内に展示 してお く。

氏1/Cよ つてカガイモも食草になることが分つた。   筒,同定及びいろいろご指導 していただいた根

(すずむし,V01・ 13.zl)こ れが平常行  本精二氏に深 〈感謝致します。

われるならキジヨラン,カ モメゾルがなくても南                 (山 砥司朗 )

部で発生することも可能であるわけである。この

ことについて,本年度の総会の時にも言つたので     ク ロ ス ジ ギ ン ヤ ン マ の

あるが香り|1県 の例が参考になるので,こ こrc上げ           お そ い 羽 化 記 録

ておく,香り|1県の蝶の概観,あt田 浩 Namre
(新昆虫抄録による )の内でスジボノヤマキチヨ   昨夏 (1963年 )8月 5日 ,総社市八代の湿地

ウ ..…クロウメモドキ科はナツメしか分布 してお  を訪れた際ネキトンポの脱殻を採集 したことは前

らず,新食草か他県からの飛来が考えられるとあ  号Эに記したがその時同じ溜水の水辺でギンヤン

リ,さ らにアサギマダラのらんは         マの脱殻と思われるもの5個を発見,内 3個体は

アサギマダラ .… .カ モメゾル,キ ジヨランは分  新鮮で 2個体は破損していたため,新鮮な 3個を

布しないが,ガ ガイモ,コ パノカガイモ, イクマ  採集 して帰つた。 その後,整理のためこの脱設

コイクマなどを食していると思われる。となつて  を検討 したところクロスジギンヤンマのものであ

いる。これによると県南と同じように香川県にも  ることが判明した。

キジヨラン, カモメヅルは分布せず, しかもアサ   クロスジギンヤンマは~般に4月 から6戸百ま

ギマダラは分布 していることが分る。カガイモが  でに羽化し,岡山でも 7月 8月 の成虫採集言己,1は

野外での食草になつていることが予想されるわけ  みあたらない。C)又 ,県外の成虫採集記録をみ

である。ただ筆者の考えではカガイモは各地に相  ても, 8月 とい うのは広島Qに みられるだけで

当多い植物であるから,こ れが常時食草になるに  ある。羽化は春に行 うものが殆どで,ギ ンヤンイ

してはアサギマダラの南部での個体が少なす ぎる  のように長期に渡つて羽化しないのが普通であれ

とぃ う疑間は残る。                 この点,朝比奈先生も「
春期にお〈れて羽化す

なお岡山,香川の中間の小豆島でも筆者は 8月   る個体 (6月頃羽化する 〈)の ―筆者注 )は越冬の

にアサギマダラを目撃したことがあることをIfl記  際に最終令一つ前まで L′ .ウ 達ヽ しなかつた個体であ

してぉ く           (赤 枝一弘 )  ろうと思われる。」(Эといわれている。

この様にクロスジギンヤンマの脱殻が 8月 5日

ア オモ ン ギ ンセ ダカモ ク メ     に新鮮なものが得られメことは異状な例の ように

を倉敷 で採集     考えられるのでここに記録してお く。

なほ,採集地が特殊な環境Cてあるためなのか

たまたまの偶然なのかは今後研究してみる必要が

あると考えらオじる。

(参考資料 )

C)林憲―「 ネキトンポの脱設をとるJ
すずむじ V01.13/4

Cレ 林憲一「 クロスジギンヤンマの記録」
すずむし V01。 13/2

③ 沢野十蔵「 広島県の靖蛤」第一報

比和科学博物館研究報告第 3号

④ 朝比奈正三郎「
日本の蜻蛤 .資料J

新昆虫 ∝4)は 1(13)

(林 憲一 )

″       ( 16ニ ユ7 ) : 144( 1959 )

佐藤力夫,桜井精が記述 しているところによる

と,新潟市競馬町 1957.9.2316村木弘昌採集

去る 1961年 8月 に,倉敷市栄町富士銀行前

の水銀燈で採集 して以来,種名不明のままであつ

たヤガの一種を, このほど本同好会の根本精二氏

に同定 していただいた結果 ,

∝α■lia argent∞ BLlmgO■

アオモンギンセダカモクメ

であることがわかつたので報告 します。

本種の本邦での記録は非常に少な く,既産地 と

しては,本州 岐阜市  新潟市

四国 松山市

で,新潟市での記録は ,

蛾類同志会通信 (1445):136(1958)
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5月 10日 竜の日山へ本年度三度目の採集に出

かけた。ここは筆者の現住所からバイタで約 15
分のところにある。蝶,甲虫は期待しても駄目で

あるので,最初からトンポを目標として出発した

この地は現在岡山市になるらしいが,ため池が 3

個あるし漢流もあり,オ ジ・ サナエ,ネ キトンポ

ヨツボシトンポ, ミルンヤンマ,タ ロスジギンヤ

ンマ等のかなり珍らしいトンポが採れているとこ

ろである。弁当も水筒 も持たず,長靴姿で出発 し

通いなれた道 を通つて行 く。建築中の東岡山工業
の前を左にまが り,さ らに北へまがつてまつすぐ
行くと当山へつ く,東岡山駅からは相当はなれて

いるので交通は便利とはいえない。山へ入つて少

し行 くとまず最初の池へ着 く, ここをまわつてみ

るとハラビロトンポが多い。すナエトンポ類をさ

がすがあま りいなぃ。キィロサナエ?ら しい種を

逃がしただけである。ここはあさらめて次に進む

とかつてオジロを採つた漢流へ出たが,ま だ時期

は早い。カワトンポが非常に多い,やがて二番目
の池へつく,こ こも最初の池と同じような環境で

ある。ここでサナエモ ドキを採る。この種はこゝ

ではかなり多い。続いて三番目のため池へ向つた

この池のまわ りはかつて雑木林であり, ネブトク
ワガタ等はここで採れたのであるが,現在は切 り

はらわれて松が植林してある,道から池へ通 じる

通路がさ ゝてか くれて しまつていて晋労する。

やつとの思いて池へお りて見る と水が非常に少な

く,周囲が自由に歩ける ようになつている。ここ

はかつてクロスジギンヤンマが多かつたところて

あるので注意 してみる と,は た して本種が飛んで

いる。同 じコースを往復するので待 ら伏せ をして

いると容易に採れ る。 26と 本種のもの と思われ

る脱皮穀を縣 。いつ見て もこの種は青 くかがゃ

いて美 〈しい。生 きているのを見たことはないが

ル リボシヤンマもこんなものだろ うと思 う。

他にクロィ トトンポ,ホ ノミォツネン トンポとオ

グマサナエ 46を採る。 ♀はいなかつた。 こゝよ

り上には も
'池

はなぃので, トンポ採 りには期待

できない。本 日の 目標であ り, らより度 10年 前

にこゝで私がたつた一頭記録 した ョツポシトンポ

は採れなかつた。 しかたがなぃのでぃつたん下山

したが,ど うもこのま 帰ゝえるのは じや 〈である。

弁当も水筒 も持つていないので,空腹 とのどのか

わさは気になるが, ここか ら20分 ぐらいかかる

西大寺市側のため池にまわつてみることにする。

竜の日連山の続 きにあたる西大寺市奥谷津附近で

ナ=フ トンポの多かつた池である。こ へゝ行 くに

はいつたん,東岡山までもどり,今度は工業高校

の東側をまつす ぐにをぃ輛К 。パイクはあ りがた

いもので疲労 していても,ひ とりでに目的地へ連

んで くれる。 こゝには二

つ池があ り,一つは なん

でもないため池であるが

北側の池は規模 も大 きい

し,岸辺には一面にガマ

が生えしげ り,何とな く

ヨツボシの発生地のよぅ

な気がする。雑木林 をぬ

けてい くとウサギの死が

いがあつた。 もう古 〈毛

と骨になつている。 つら

がえ してみたが,シ デム

シ類の幼虫が居ただけで

ある。最初の池へついた

が水草 もな く,ま つた 〈

何 もいない。 目的の二番

目の池へ着ぃた。この時

期に来たのはは じめてで
西大寺市奥矢津の池とガマの群落 〔ペツコウ.ヨツボシ.アォじ″ の産地〕



あるやは リー面にガマが生え環境はかわつていな

ぃ。みるか らに何かぃそ つてある。こゝなら時期

は早いがアオヤンマもいるかもしれないとい う気

もする。長靴 であるので湿地 へ入つて行 くと小型

のサナエが多い。片は しから採つてみると、アタ

スジサナエである。いずれ も本種で 46を 採る。

オグマと同 じように ♀は採れない。目的の ヨツポ

シを注意 して さがす と似た ような種がいたので ,

さつそ く採つてみるとシヨウジヨウトンポの ♀で

がつか り, ところがついにそれ らしい種がみつか

つた。ガマにとまつているのをじつ とみる とはね

に班紋が見える。もうま らがいない, しか も体が

黄色で班枚の小さい種 と,体が黒色で班紋の大き

ぃ種が居る。後者はベツコウではないか とい う気

がする。 (林先生に ヨツポシが採れればペツコウ

も居る と聞いていたので, うす うす期待は してぃ

た )と ころが両稲共なかなか とまらぬ し, とまつ

ても非常rCすばやぃ。 とて もサナエを採つていた

感覚では採れない。何度かあみをふつたがいずれ

11

も逃がす。こ うなつたら腰をすえ絶対 に採る■で

帰え ら凛つもりでがんば り,つ いに黄色い方 を採る

まぎれもなくヨツポシである。筆者が 1954.
5.24竜 の回山で記録 して以来でその間他の記

録はない (県下の記録は安東氏の美作,水野氏の

稲荷山古 く博物の友岡山市輝功 Iン3)今麟 継 方

をと2%にいウ腕 わしつ と16を採る。明らかに

ベツコウである。ベツコウは古 く博物の友に記録

があるが産地はあさらかでない。また片山氏の美

作の記録 もあるがこれも明 らかでない。本会関係

で安東氏の備前町香登に次 ぐ二番 目の記録 と思 %
全国的にも産地は限定されてお り人工の加わ らぬ

古い池にか ぎつて採れる とい う,ひ さびさに胸の

おどつた採集行であつた。次には この池でアオヤ

ンマ,秋にはマダラナニワをさが してみなければ

と思いながら帰路につ 〈。

当日の採集 品  ハラピロトンポ 161♀  カワ

トンポ 16 ホソミオツネン トンポ16 オグマ

サナエ 46 ンタスジサナエ 46 クロスジギン

ヤンマ 26 ヨツン鹿′トンポ16ペツヨウトンポ16

ド ク トル

昭和 38年 11月 3日 は倉敷昆虫館の第 2回開

館記念日であつた。 11月 3日 は文化の日である

われわれにとつて意義深いこの開館記念日の佳き

日に, 日本国政府が国民の祝日・ 文化の日"を 制

定したことはまことrCI御同慶の至 りであり,会員

一同いつそ つの精進rC励み昆虫館をさらに充実拡

大させねばならない と思つ次第である。 ドクトル

.ザーメンこと入会後日が浅く, しかもこの方面

にかけては浅学非オであるがりの を尽くして昆虫

館の発展の為の礎石になろ うと覚悟を新たにする

ものである。これほど立派に昆虫標本が整理陳列

されている所を ドク トル .ザーメンは未だ知らな

ぃ。ぃわんや会員一人一人の協力とい うよリー人

T人が直接維持運営している昆虫館の存在をや。

開館にあたつての重井博館長をはじめ理事諸氏の

献身的な働きや,会員諸氏の純粋な協力的な精神

などこの館を支える大きな力,組織に対 して頭の

下がるものを覚えるのである。お互にこれは自分

の昆虫館である。自分の陳列標本箱である。珍ら

しぃ標本を一人占めにすることもあるまい。芸術

は何よりもまず多勢の人に鑑賞される自由を有す

る。読者諸氏 よか手許に珍品の類ありせば今す ぐ

に御持参のほどを。皆でじつくりと眺めて楽しも

回 顧 録(3)

ド ク ト ル ザ ー メ ン

つてはないか。か く申す ドクトル .ザーメンも近

日中に小野氏の欲しがつているノコギリカメムシ

等を持参することをここに宣言するものである。

さて開館 2周年当日,会員の汗の結晶である立

派な芸術品に拝顔の栄に浴しながら,かつ会員諸

氏の御努力に襟を正しながら標本をゆつ〈りと見

せて頂ぃた。沖縄方面の トンポ類,昭和 38年中

に岡山県下で採集された珍品類,最近とみに質量

ともに整備されて来た蛾類など印象的であつた。

こうして見ると,やは り南の土地である。早い機

会に同志を誘つて沖縄, トカラ方面に遠征したい

ものである。といつても, ドクトル .ザーメン

ハブにキツスされるのは嫌でありんす,主さんの

居ない所へである。午後は講演会であり楽しみに

してぃたが,急に講師の都合でとりやめとなり代

つて座談会が開かれた。終つて山海の珍味の御馳

走の山が運ばれ, ビールに舌つずみをつつ。もつ

とも大学生以下未成年者はジヨースであつたのは

言うまでもない。重井館長のお志だそ うていつも

のことながら有難 く頂いた。今でもおいしかつた

その味が舌に残つている。望むら〈は昭和 39年
11月 3日 開館第 3周年当日には再びこの思い出

の味が現実のものとならんことを。

集
し

ン 採
暗下

メ

ザ．』
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さて座談会の席上  トンポの林氏から次のよう

なことを耳 9ら された。昆虫館に陳列されている

安藤氏採集のタイリクアカネの 462♀ は, 6月
13日 に浅口郡金光町で採集されたものであるが

はつきりした場所は占見の升池だとのことである

これは大変なシヨツタであつた。升池といえば私

の勤務先の近 くで私の縄張りの一つてあり,その

ドクトル .ザーメンに何の断わりもなく縄張 りを

荒らすとは, しかもタイリタアカネなどを獲ると

はけしからぬ話である。昨年だつたか重丼館長に

これも私の組張りの一つである浅原を荒らされ,

ムラサキツパメを採集されたことがある。いつた

い ドクトル .ザーメン親分は何をのろのろして居

るのかとい うこと7Cな り,親分の面目九つぶれて

ある。日本昆虫図錫た よると北海道,本州の各地
四国,九州に分布しているが採集される数は少な

いとある。 6月 13日 の安藤氏採集品は未熟個体
であつたが,今頃行 くと老熟個体がいるかも知れ

ぬとの林氏の話である。

ここは一つタイリクアカネを採集 し,つぶれか

けた ドク トル .ザーメンの面目を少してもとり戻

すチヤンるとばか り,早速 11月 4日 月IIC日 に勤

務の間を縫つて出かけた。雲一つない絶好の採集

日和で,午後 2時頃池に到着 した。しかしさすが

に東南の風がかなり強く池面をふさ渡 り,いささ

か面〈らつた。早速池の土手に立つとす ぐ下に一

匹の トンポが目に映つた。そこはそれ ドクトル .

ザーメン,視力は抜群てまず私の目を逃れること

はできまい。羽の色などから目ざすタィリクアカ

ネらしいo何だ,こんなに簡単にとれるのかと,

張りつめていた緊張がゆるんだ瞬間すつと飛び立
つた。今度止咬つたら網をふろ うとその行方を追
つたが,さ すがにその飛翅はす早 くはるか彼方に

飛び去つた。こんなことなら早 く網をふればよか

つた。少し慎重にすぎたかと口惜 しかつたが仕方

がない。池の土手に沿つて廻るつらにそれらしい

ものを発見,見つけると同時に反射的に網を9ら

振つていた。その手練のあざやかさ !手応十分捕

えてみると攻ぎれもなくタイリクアカネである。

どんなもんだとさらにあた りを見廻すと"飛んで

灯に入る夏の虫 ",キ トンポが続けて 2匹現ゎれ

てこららにとんで〈る。折角のことだ,難な〈補

えた。幸先よし,いざよき敵見参,見参。大声で

呼ばわる代 りrCあた りをにらみ渡 し大見得をきる

しかし,呼べど応へず。 2時FEUあ 査リトンポを捜

じ廻つたが, ドクトル .ザーメンの手並に恐れを

なしたか遂に一匹もその姿を現わさなかつた。当

日の採集個体僅かに 3個体のみ。

明けて翌 5日 ,風はすこし強いが,天気よし,

今 日こそは根こそ ぎひつ捕えてやろ うものをとば

か り,午前,午後と2時間ずつ計 4時間ほどねば

つたが遂に トンボと名のつ くものは一匹も姿を見

せなかつた。 15分ほどかかつて自転車をふんで

きているのに,一匹 も獲物がないとは全 く残念で

ある。 トンポがいる もの ならばその姿を現はさせ

給えと目をつむつて祈ることしば し,静かに目を

あければ風が幾分やわ らいだ様子′天は我が願を

聞きとどけ給え りとなお よく目を こらす。 しか し

遂に一匹 も現われなかつた。不愉快な足取 りで学

校に帰る。自転車をお き,無念の思ぃて空を仰 ぎ

ふ り返る と,こ れはど うだ,自 転車′jヽ屋の上にタ

イリクアカネらしいものが とまつて日なたにつこ

としやれこんでいる。ああ,天は我を見捨て給は

ずと,思はずはやる心 をおさえ慎重 に近づいたが

敵もさるもの一目散にと逃れ去つた。さては ドク

トル .ザーメンの名声一 日にして千里 を走つた も

のか,敵なが ら天備れな振舞い と言わざるを得な

しヽ。

勤務校の自転車小屋に現われるとは, これはき
つとどこか近 〈の池に巣〈つているに違いないと

目当をつけた。もしあの時 つまく捕えてぃたら,

とてもこんなオ覚は生まれなかつたろ う。逃が し

ておぃてかえつてよかつたのだ。 11月 13日 に

ようや〈学校近 〈の池に出かけた。快晴ではあつ

たが前回と同様かなり風が強かつた。居る居る,

さすが ドクトル .ザーメンの目に狂ぃはなぃ。土

手にへばりついて止まつている。今日こそはと,

風下から近ずいてた ら域らにして 4匹を召捕つた

このrH5僅か 4～ 5分 の早業であつた。
4.5日    360分 で 1匹
13日      5分 で 4匹

時間の使い方は 13日 のようにありたいものであ

る。林氏にそそのかされたばつか りに,遠 くの升

池まで出かけたが,自分のお膝下てとれるのであ

る。日と鼻のところでだ。灯台下暗し,近辺をか

ためてから遠征すべきであることを身をもつて体

験した次第である。
4月 の採集個体は 6で あつたから,早速精巣を

切り出したが,やせ衰えてもはや御用納めが終つ

たものと見た。この調子では 13日 採集のものも

多分そ うだろ う。こんな餃だらけの爺ぃの一物も

知れたもの,切 りとるだけは勘弁 してやつた。そ

れにしても捕えたのが 5匹が 5匹 とも6と はどう

したことなのか。 ドクトル .ザーメンよ〈よ〈ノ

デイーには縁がないものか。(昭和 39年 4月 1

日記 )



会 だ よ り

1964年 度 倉 敷 昆 虫 同 好 会 総 会 メ モ

桜の便 りを耳にするころ私達同好の士Jま ,花見
なられ虫の会を 1昨年の会場,倉敷市栄llI富士銀

倉敷支店三階ホールにて開催しまνち遠 くは里庄

児島,西大寺そして岡山からぞ 〈ぞ〈20数名の

会員の皆様が集まり,下記の日程で,幕が切つて
かとされ,今年 も活気を帯びて来たよりでありま

した。
1.開会宣言 林憲一氏
2.経過報告 近藤光宏氏
3.会計報告 青野孝llG氏

4`本年度行事計画 小野洋氏

(1)会 の運営

① 第2土曜例会を行う
② 癖 重点目標蒜山の昆虫相調査

(2)会誌

①  発行計画

{3)事業
①  採集会 5月 3日 金甲

山夕雨天 5日
.

7月 26日  矢の峯 雨

天 8月 2日  9月 ()日

場所未定

② 同定会 8月 23日
(4)その他 蝶の目録をつ

くる 岡山県の目録
5。 談話会 発表

(1)岡 山県の蝶赤枝一弘氏

(2)県内あ注目すべき昆凛

青野孝昭氏 林憲―氏

(3)宝島北海道採集記 (秋
山,前田 )秋山博志氏

6.閉会

写真説明 後列右から宇野

弘之氏
`赤

枝一弘氏,松野

宏氏 ,脇本浩氏 ,岡本忠氏 ,青野孝昭氏 ,秋山博

志氏 ,中列右から林憲一氏 ,童井博氏 ,織田明文

氏
,力

UII誌 氏 ,平田氏 ,高原哲夫氏
,

前列右より小野洋氏 ,佐 木々良=氏 ,亀高茂氏

山砥司郎氏 ,山砥克巳氏 ,楠田雲居氏 ,貝原英治
氏。

会員消息

住所変更
85 脇本 浩氏 (旧姓堀 )岡 山県都窪郡清音村

上中島柳原 362の 2

86 岡本 忠氏 高梁市弓之暉 2区

61 赤枝―弘氏 西大寺市益野 190D_42
4 ガヽ野 洋氏 倉敷市浜ノ茶屋 797-126
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