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広 藻 :  蒙 iヲ

肇港はコ`つて本詰∨012 No,11ぼ .「全敷産弾類覚之妻」の標題の下|ご ,釜蒙理婦 ば

岡寸る生姓,膨穂等|ご 亘る押見を記したが、本稿で取報うものは捻敷産の膵のみでiよI【 lじ

又今後発表のものも発敷着以外め弾17つ しヽて記可ことがあると思うの百`上場の標識の撫く

;口 あ、覚ぅと書(1)以 後E得た本類の女口見菱少/7記 してみたい。以下の事たの粗粧41翼察E対 し

て会ヨ詭ttの資料の御塁云浸U.御高裁西賜ら|ゴ幸である。

0」 調山iに金山で聞/7JN/12る Lメ ラシの眉 1鳥 きに
′ついて

ヒク
｀
ラ_シα発畜活動はが品とB盲 さび保件で、普通早朝と夕方と|ご 鳴くとさオlて おり.又 日

中でも成噌の層る場所が丁度朝夕|ご 類lllし た昧態に暫時置り`メlた 時′FPち輝雨とオ`夕立前の

りひ風等が5だ 由の生棒場所をな寸め′周囲が薄暗く層/Dた時|ご は直ち|コ 県くと云う。しり`し画

書間これlらの買憶の書イヒl」
~く

して、沐1曇 ′発音活動の盛んぼ′太態を観察しているので。以下

簡甲ぼモι〕状況を記してみたL),   ヽ

肇芳の観宗した//JJは 第 1回 は1952耳 7月 18日 '、 第2回 IJ全
=7月

22日 ′亮3日日 _

1953奪 7月 26甲 であつて,し 1ずれも頂上附近|こ のみ12て その颯声が聞り`オtt―.3回其

肇着び頂上ぼヨi着 したA,MfO:5o-11001=|」 醐E鳴き発じめており、下山寸石通のAMI
130--2:00返 フ少の強易らはあつな夕鳴き止夢ごとはな力`のな.5回の調索当日英tlザ

れも晴更であ:り 、本種の鳴き声ほ膀けのくよう麺真豊の天陽の下に聞を`れ/4-の であつた。

暉上「J近 の環備ぽのし`て吉ご寸と、頂上|こは紳滋 .人 家が'お り少ク畑檀もあるが,頂 L附近は

大部分連大とフカ17｀ソでああ
｀
わJt。 一部ど除し`て殆んど展望必`き少なcヽ濯これらの樹木小・繁

蔵している。バ看はこ1■ ら涯末と/~D刀 マヽソ′混l■ ふ12表急しており。その標急ゼロは桂限さ

11て t｀ る。事者は本/T4~の 9負 声左聞に`た経験ひ歩tヽ ので、本例と値のワ|と 充カヒヒ較する
=と

/jr

出来層しヽが、本田|の 費0〈 dJ地 |ご 方゙|サ ゐ本オ重め書嗅きぼは、や |」 りLL地 とし`のた揮糖オ・こ´よ

ぅな日週期の変調と丈いに関係寸ろめで|」 rJ― tlた .ろ
うる`。山地でのバ種め菫咤きの昭察夕!lJ

)く なし`様3・ 占市景一Ftlご よ11は伯落大LL等 |ごおても書間不種の鳴声はよく閣を`11る 由百

ゎ乃.鈴木〔ヽ(1953)|コ より発表さ1■ た本/Te~の 書潟きIJ絶然たる李せての。しなも9月

下旬と云1)発生末期』観察である。

一般12日 週活動のはのさりしている泥虫にも′発生″初期を過き'る と季市′塘看|こ伴う撮

竜の変fヒ に]よつて日週活動が著し′い変調と禾■1爾同が見られ*につて本履の発生来肌には不

せでも書間|二 その鳴声を聞く稽会がヲし`ので|」 ばC。だ
｀
ろうυ`.鈴木代の観察もこの様なt〕 め

fび「乏
´
百荻顧″丁T司や

´
〕fて百覆扇百菌ご予礎夕千薫どFttT萌蕗3孫万百通驚覇万石葎

けが'tL llで 着ししヽ杏調猛未寸.〔 太内′955リ

”早
山
ニ
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ではな tヽ 力ヽとお婁可ろが如何.

と12な く沐覆の書鳴きにつし'て究明寸ル1は
“種つ興嗽ある姜か夕1明 寸ろであるう。本働|で は

上記の如く、観察は了月中。下旬のしかも書間めみぼLり 出`来Jかのたのであろ■ 2の金

山LL頂の本灌ぶ早朝長び夕方12鳴くかどうる`、又7月 中 ,下 旬以後の鳴声活動″日週性.」 変ヽ

イビ寸ろり`どうり`′変イビ寸ると寸れは
'ど のような経還産をどzか彗の莫|=つ いて観察出栗オtぼ

山セぽ於けZバ層の言鳴きの理宏を解析する|こ伺らりヽの■1ま |ゲ 得らォlあ と目う。

追記 1以 上は1953耳 五ハ押見の線合であつて,本稿脱稿1麦 の7月 28日当d」 こ勤オlr_― 際

は、前回とコ泉状態等全様12も り` わヽらず 、頂上耐近で尺1頭 の鳴声さたし聞き得ほ●`′つたの

宍下LLの 絵中,過去3固め殊実行ては 1回 も聞くことのtL」 来_な かつたろOD'社耐江でをヽなり

ヲ数の範 ぶ蟷しヽて(」 るのを開し`なのみごあつた.し も`しごの時は時宏Jぼ 既ぼン、「」31()()

で、L′かも雲が大陽をおおcヽ 、な|ご り`夕立めした風が収し`て、サ
゛
ワザワと附週(わ木ク西颯ら

してに`るようば状態であつたぃ幸ぃ面は降らず、寸ぐ晴れたが、彗問り`ら太陽ひ出て7」 ゾヽと

照り/Dけ ると一斉|ご 負りをひそめてしまい,金(気 象優件に左右されてぃるようで興味深るヽ

つた。7t」 お登I頁 の際は
「

の箇所で鳴声涯聞かなかつた´

ともなく金d」 のヒク
・ラtぽついては瀬答寸乃ノL要 小1あ 落と層う。(1953,8121言己リ

こめ参考文献

1)八末 試政 (19ぢ 1,I LT7'ラ ゝの生態観的霞家′里¥界 29(10):ザ チー′5

0、加無 正世 (1950り 1日本刀蝉166
3'大串 離― (1950, :ヒ グラιの去鬼き′新昆虫3(loり :25

o輸木 メ美 (1953):昆 虫らく小さ東,M・ D・ K=ユース 6(1)ifθ

06、 /?ξ 3年のクマビミの経 1烏 期― 岡d■ 、倉敷左中澪として

1952舞 の艶録は既|コ 覚之書 (1)|こ 記しておし`た 1953耳も不完全Jがら一応観察

することが出来ためで,そめ榮嶋魔況を艶

し.要 |ご方1年の吉ぞ派とも合せて力寮してみ

をし`。

倉敷市田之上の自宅口1近 で観察したとこ

ろぽよるとバ種の発生は7月 下旬万至∂月

上旬|コ 増最り.θ月70日 頃雇頂点として以

4r急激|二 減少8月 20日前後l_‐ |」 1日饉るヽ

ぼ 1・ 2頭の鳴声を聞き得る准度であり,

25 El1/x後 IJも IJo連 日間く事小`出来なび

理fヒ 学器↑タ

生物 lヽll学標本隣■」

昆虫llT集 用興

テしビ ラヽジオ 瞭`空管 〒ヽ

自澤製作研団止l県 代理店     現

堪 毒 13奮
献 醐 ;
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つた。佃体ISIの テぃルロでIJそ の表り自六況|」 コの観察Jリ フ少ズ

。
しる0｀ も知11な しヽび:じる`

し8月 下旬12至 ればL｀ 寸
.れ

の地員'て,も 1もは0その鶏声を聞く事 |ま稀である.

そこで8月 末蹟クらの鳴声記録をメモよりおに IヽIげて下:ピ してみる。

30-V川  倉敷市酒津(亀 敷しイヨシェ場|ヨ て )ハ 。M・ 12100快 晴 9亀声激回

31-V III  倉敷市田2上  ハ、M、 12100 6青
5 - IX  倉敷市田文上 A.M、 lo 30～-111 oo

伊Q青 .2ヶ所で力強し`鳴声を訂4回聞く

9 - IX  ttdJ市漢 (剛 d」 燥山高校申野校舎|コ てDハ tM 9:50快噴.力 整ぃ嘱

声数回

1人 上ll筆粛個人の観察なので。観察範囲も狭く,甚ノご不完全Jも のであるが11固人で非

常12注 竜、して観察してもコれだけの記録しり`1尋 ウメtな ∈`のであろり`う8月下旬～9月 上旬の

本し種老ヽ`Cヽ か12少 しものであるか小'わ かると思う。 1952年の契録も終嗚日はアー IXであり

て本算の 9-lX Iご 始んど等Lく ,面年の終9亀 日に至巧経週Jヽ らも、当地方|コ於けZ本覆め終

鳴期はた体9月 _L「旬であることオ争1明 し、又終鳴日の陶幕はイ0-IX前後である7とも1庄 察さ

れる。/」
~お

夫後・Cうス面た(1948)lzょ れば
・
岡山でのパ種の条鬼日はオ計年表2年し

28-∨ |‖ でぁり、コれを肇着∂7952,3面 聟の観察とと蹴 寸ると,T産寿澤終兎日と

も吾うべきも́ 12当 Zと思われZa),何分両賞料とも2年間力効計でははのきりしたごとは

わる`ら顔Cヽ リ

1952,3面
=の

吉P銀を買温の面」`らも考察してみたりつたのであるが、現在キ計に資

劇が旭しヽので今後力機会|コ詰りたCl.

つし
'で

ながゆ前記両Rによる岡d」 還辺め名地の榮県日の記録を下lr掲げて参考|こ 供する。

t01L 終 9息日 最僚気減證  航前尊数

1)大 後ギ保 ,鈴木雄駅 〔

4カ季節諭ifo8-′ f0

2)Iな瀬業現弓(1952)
害 (1),寸 寸

itし
2(11〕

(1953`8.22、

列に 材賃 登欠育

固LL 28 VII1 21,9° C

広島 151X 18・ 8
ヌ宇声 3 1 vll1 2214

3度津 アイ IX 19,8
2の頂参着文献

2

7

8

5

1948):日本生

:倉敷産蝉類竜た

'76-119

稿〕

志 賀 製 品

昆唯卜 植 物 1釆 集用 具

理 化 学 器 械

1司 山
‐
市西 中 」J‐ド (‖ 1川夫ヌ点薫

薔 話 年72」璽
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黒田でアカサシカメな採集

継 C/ィ匁。cο卜′'Sレ

“
SSa_t“s STAL.

は山地|こ は希ならねものであるか李地では

、少tl。 1954写 6月2)日、雲田ぼ採繁を試み

た際クヌギの葉上|こ 謂止する本層を精蹟し
たので報告可る。  (ノ」ヽ野 洋 )

黒田で工ノ`
゛
スメヽメを採集

チ954耳 6月 20日 1黒 田て路Lに フ

|り 類の政撃を受け/Dヽ もるヽt_｀ て(｀ 巧本通

ρわ//lο Pゝ ノヽ
′
復ルaO与

′
SS/夕π/ノ /sBREMER

を発見塚彙したので報告寸Zd当地方とし

ては新しし`記録「」
~′

0青野Ftの 自録ぼ14香
目の種として追力0寸る。 (ノ |ヽ野 )羊 )

〔)鵬 信〕

少与昆虫会 : 興今可すすしノ篤l■ltt l号

より5男 疇きました,常 |ピ 変12-lね 伸蝙竜|ご

対し深く感),サ 1_′ ま可ぜ

〔口刷|がき11い |ご なつた事は大変鮭構ご司.

青重担観察記録も押1読 出来肩くては機に立

ちJせ んりヽ tも 、彎用の関係からる`少ワ選胤

てとヽる管で寸べ 峯マ少 tヽ 月り1訪のす主′バー

VO L14 NO、 θ

リルとしてどうかなシバリ`テ下さい。鷺燦

等ヲ少盤はあり書寸がともりヽく全́国一あフ

フチブ層会会敷昆螢同絆会の又 |ご肌じぬも

のと目しヽま寸。

今後の秘居をあ所りL´ J可。

ま可IJ御 才tま で 。  敬具

' 7月 20日

尚
   [:::』|:i:::::|:

ぼrD´り`しい気月に質り議可 」゙

可菅らしぃ少女の手記の一節である。 三

木露風めう/_― つたる0年前′〕この歌|コ ,(｀

劇ご景だ等しι〕夢菱舒つて丈人IEも子鮮|ご

も壼'唱 さ11て いる。だなお金本遍ざ′秋のさ

ざしか日一日と深彗 |り 行くの|ヨ 今耳ぼ 卜l`

ぶり'稀Eし り`見られなt´ とヽし`り.

ツヽノく'メ 小1療
って、リギが減のξ 川 |、ヨメ

ダカの行列が'垣 くな/Dて ,コ んどは卜じボ

さたも見ら1′t壇 <瑠のたという´人クのノL

り`ら詩が′蓼3ヾ 層〈rd― ったら同と瀬しい
=

とだ乃⊃。これら幻東園ぴ震事によるもの

ではrJ― 〔、かと同山の導月間はこめ問題を販上

げを 大中Cr振 可乃トシJI(｀ハ幼虫が
｀
着菜

の影響そI受 |り ることは当繁tt得ることだ

し、本当|ご 卜しホ
'が

減つたのり: 式は覇侵

の関係で努生時期び湿オ1で t｀ るのり`、その

他尉σぽ興ンとlら
,れ たF‖ 題IJヲ t.ヽ 。

い美憂管し.自然た檬り人くフのI里偲|も の一

つ:大 山国立公園を訪11巧 走尋しとしヽtど

爵tL Iコ 12を そ]ヒ 添督
=7)声

lrttI究

`η

ョ劇ご五

同IJ不 者IJ t｀ 殉`柱だろ',均
｀ 寸均`■守

.し
〔l

朝のフトi患 ′)喜 と具[]蝉′〕■は■'ヤ θ)珍墨可

ると:マ 万、広)梅 Ftiか
'11柿 さllた L`フ

｀
う主ノ

の‐
E‐

1駐 ぎ
ク

1晨
‐「1近 仁f体 黎|(｀ 膚晰lているだ

ilす

に1や n十 )Tく 吊ヽ′1メ lた ご1_之「1群
(ヽ 丼」′
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