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The Butterflies of Okayama Prefecture

倉 敷 昆 虫 同 好 会 編

近ごろ,蝶を自由に採集することがどうして悪いのだとか,むやみやたらに採集すべき

ではないとか,い ろいろの意見がたたかわされて,以前にも増して,気の重いことである。

岡山県の蝶類については,われわれの知るかぎりにおいて,1700年代以来,なかんずく

1900年代にはいって数多くの文献に見られるように多くの人々によってそれぞれ,研究と

発表がおこなわれてきている。しかし,それらの文献の多くは謄写印刷のものであり,ま

た一般に入手しにくく, これから蝶に興味をもって研究をすすめようとしても, あるい

は,県外にあって岡山県の蝶についての資料を入手しようとしても,ほ とんど参照する機

会に恵まれることが困難と予想される。

そこで,今までに発表された文献について,最善の努力をはらって収集につとめ, 日を

通し,新しい知見も含めて,現在までにいろいろの蝶について明らかにされていることを

一つにまとめてみようと試みたものがこの報告である。

資料を収集整理して,ま ず,困った問題は分布資料となる採集データの扱いである。結

局,全部を網羅して採録することは見送らざるを得なかった。従って,具体的な産地が示

されていない種について,詳細を知りたい方は倉敷昆虫同好会宛に照会していただければ

幸いである。

つぎの問題点は分布資料にくらべて,生態観察記録の少ないことである。一部の文献に

食草を全種にわたって記載したものが見られたが手許の事実に基づいたというより,他の

文献からの引用としか考えられない表現から,そのような資料は,今回の集録に採録して

いない。今回, とくに食草の確認について,難波通孝氏は多くの資料を提供されて寄与す

るところが大きい。

全般的に,いろいろな蝶の岡山県での実態について, まだまだ不明な′点の多いことに気

づ く, これらについて,今後,その不明を埋めていく努力がなされるなら,編者の願いは

大方,報われることとなる.

この報文を作成するにあたって 白水隆博士からは文献の収集や一部の種の同定につい

て, ご懇切なご指導, ご教示, ご援助をいただき感謝に耐えない。ここに記して厚くお礼

申し上げる.一方, 日頃から何かとご指導いただいている安江安宣博士からは,資料の提

供や文献の収集について,ひ とかたならぬご高配をいただき, また,重井博博士からは日

頃よりこの仕事をすすめる上で何かとご指導ご援助をいただき,それぞれ,厚 くお礼申し

上げる。また,文献の収集について,佐藤清明氏,広瀬義期氏,道信順氏にも大変お世話

になったことを記して,それぞれ,感謝の意を表わしておきたい。

の県山岡

にめじは

〔すずむし,第 108号 , 1～ 62頁,1972年 6月 〕
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“岡山県の蝶 "編さんに賛意を表わし,新しい資料を提供したものは次の通 りである.

(ABC順 )。 このうち,資料を整理し,分担して執筆にあたった者には *印を右肩につけ

ておいた。

赤枝一弘*,青野孝昭*,河原正幸,風早保男,近藤光宏*,三宅宗夫, 中村具見, 難波

通孝,那須 敏*,小野 洋*,大村 誠, 竹内 亮, 宇野弘之*, 脇本 浩*, 渡辺昭

彦,渡辺 毅,安江安宣,横田正義 .

1。 この報文には岡山県下で記録された蝶類 124種について,次のような内容が記述して

ある。

A:分布記録,  B:分布の概説と発生経過,

D:生態その他

C:食草 (食樹,食餌),

2.分布記録については分布状態が県下一円に拡がっているものについては原則として,

個々の採集地の採録は省略した.こ の報文でとりあげられた種についても,既発表の記

録については既知産地のみを記し,その場所での新しい採集例について注目すべきもの

ヤi( )を付し Dataを 記入した.ま た, 新産地での記録については右肩に *印をつ

け, Dataも 重複するものをはぶいて最少限必要と思われるものを ( )内に示してお

いた。その際,採集者名は,今回の資料提供者については記号で,他に倉敷昆虫館に展

示されているものなどについては氏名を明記しておいた。記号と採集者の関係は次の通

り。

AK(赤枝一弘),AT(青野孝昭),KM(河原正幸),KY(風早保男),

KT(近藤光宏),MH(松野 宏),MM(三宅宗夫),NT(中 村具見),

NM(難波通孝),Ns(那須 敏), OH(小野 洋),OM(大村 誠),

T (竹内 亮),U (宇野弘之),WH(脇本 浩),WA(渡辺昭彦),

WT(渡辺 毅),YY(安江安宣),YM(横田正義)

3.発生経過については,文献上の知見と,新 しい知見をもとに要約して,旬単位でおよ

その経過を示してある.

4.食草については,既発表のものには文献番号を右肩に示しておいた。新たに記録され

るものについては *印をつけ,ま た,卵や幼虫が発見されても,その植物で飼育を完成

させていないものについては ( )で くくって区別しておいた.

5。 生態その他について,既発表のものには文献番号を示しておいた.

6.文献は著者名を基準にABC順に配列してある.編者が直接目を通すことのできなか

った文献には *印をつけておいた.

7.文献に出ているにもかかわらず, とりあげなかった種類は,次の通り8種になる.

アカセセリ, ヤマキチョウ, ミヤマシジミ, ギンボシヒョウモン: ヒョウモンチョ

ウ,オオイチモンジ,オオミスジ, コヒョウモンモドキ

例凡
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Family HESPERⅡDAEセ セ リチ ョウ科

Subfamily PYRGINAEチ ャマグラセセリ亜科

Genus Eηππ′s ScHRANK,1801ミ ヤマセセ リ属

1.Eη η″ s%θ ″勉 ππs(BREMER,1861)ミ ャ マ セ セ リ

B:吉備高原以南では 3月 下旬から発生, 5月 上旬まで成虫が見 られる.北部の中国山

地では 4月 中旬から発生,生き残 りが 6月上旬に観察された例もある.初見記録は

総社市の 3月 26日 ('55)。

C:(マ キ)244),(コ ナラ)*

D:松井 ('54)に よって,岡山市半田山では 4月 15日 に雌成虫がマキの新芽および落葉

あとの台座に 1卵ずつ産」Fし たことが報 じられている.卵は,は じめ黄白色のち黄

色になるとのことである.

難波は蒜山原で '71年 5月 16日 , 成虫がコナラに 1卵を産みつけたところを 観察し

ている.

Genus,α グ%グθ MuRRAY,1875ダ ィ ミョウセセリ属

2. Dαグηzグθ ′θ′らυs(ⅣIЁ NЁ TRIЁ S,1857)

subsp.該ガsθηグRILEY,1921 ダィ ミ ョゥセセリ

A:阿哲郡一三室*(」uly 16,'61,重井 博),荒戸山*(July 9,'61,重井 博 :Aug.
13,'61,KT),青地,永富,雌山,小坂部,赤松*(」une 2,'71,WT),上 石見 。足

立間:新見市―西草間,河本,市倉峠,吉川,足立,草間*(July 4,'65,AK;」 une

12,'66,AK:」 une 2,'71,WT),井 倉*(July 25,'62,AT),井
倉～方谷*(May 5,

'62,MM;May 18,'68,MM),満 奇洞*(May 28,'61,重 井 博),正田広瀬*(May

26,'71,WT),千 屋実*(July 14,'71,WT);真
庭郡一茅見, 神庭, 毛無山, り|1上

村, 高下:苫田郡一恩原, 泉山 (May 5,'66,AK);勝 田郡―那岐山 (」uly 27,

'63,AT);川上郡―弥高山*(Aug.25,'68,WA);高
梁市―玉川町 (May 14,'61,

AT;May 22,'60,KT;」une 17,'62,重 井 博),臥牛山*(May 12,'70,Ns):

佐与谷, 増原*(OCt。 10,'61,重井 博):上房郡―井殿:久米郡一誕生寺:津山市

―山北,大谷,下横野;井原市―青野付近:青野～黒忠:吉備郡―昭和町,草田,

高滝山付近, 槻*(May 12,'69,Ns);総
社市―豪渓, 井山*(Aug。 26,'71,NT);

御津郡―兵坂峠:岡山市―金山, 竜の日, 竜の日山系, 東山公園, 奥矢津*(May

31,'64,AK)

B:吉備高原に優勢で 4月 下旬から姿を見せ, 遅い例では 高梁市の10月 10日 の観察が

ある。北部の山地では 5月 上旬から8月上旬までに成虫の観察例がある。南部では

ごく稀に 発見される程度で 5月 上旬から8月 中旬の期間中に 成虫が 認められてい

る.

C:(ヤマノイモ)82)



D:吉備郡昭和町で 6月下旬には成虫が多 く発生しており,サ ンゴジュの花への訪花 ,

ヤマノイモ葉上に 1齢幼虫が巣をつ くっていることが青野 ('57)に よって観察され

ている32)^

Subfamily COELIADINAEァ ォバセセ リ亜科

Genus c力θaψ′S M00RE,〔 1881〕 ァォバセセリ属

3. cttθαspθsゎ′″αηz′π′′GuttRIN

subsp.ノ α夕θ″′θα (卜IURRAY:1875)ァ ォ バ セ セ リ

A:阿哲郡一雄山,君山*(Aug。 18,'71,WT),新見市―矢の峰, 阿哲峡, 羅生門,鬼

女洞前,河本, 井倉～方谷*(May 3,'64,MM), 井倉*(May 4,'69,NT),正 田広

瀬*(Sep.4,'71,Wつ ;真庭郡一勝山町, 神庭の滝,久世町招鉢山,川上村,野土

路*(May 24,'64,KT);苫 田郡一泉山 (May 22,'60,富松),上加茂,大高下,奥

津川山,鏡野町,大神宮原:勝田郡―那岐山 (」uly 26,27,'63,AT);高梁市―勘

場*(Apr.29,'66,ネ ギに訪花,Ns),上神崎*(May 10,63,ダ ィコンに訪花中,

Ns),玉,佐与谷,臥牛山*(May 12,70,Ns);上房郡一鐘乳穴 (Aug。 12,'70,佐

田野敏):久米郡一福渡;津山市一上横野, 一宮;吉備郡―高滝山付近:総社市一

豪渓;岡山市―金山,金甲山*(Sep・ 23,'68,WA),西 大寺;都窪郡一清音軽部

B;吉備高原から,北部の中国山地にかけて分布の中心があるが,瀬戸内沿岸部からも

わずかながら発見されている。 4月 下旬から5月 下旬までと7月下旬から9月上旬

までの 2期に成虫の出現期が明瞭にわかれている点, この蝶の発生回数は年 2回 と

みなしてよいだろう。

D: 5月 中旬に神庭の滝83)で, 5月 下旬には昭和町高滝山82)で成虫がウツギの花にきて

いたことが観察されている。高梁市の勘場ではネギの花に,ま た上神崎ではダイコ

ンの花に成虫がきていたところを観察している。

Genus βグみのグs MOORE,〔 1881〕 キバネセセリ属

4。  β′みαsグs ασπ′′′ηα SPEYER, 1879

subsp.θ″メ形θg′′α(BUTLER,1881)キ バネセセリ

真庭郡―毛無山,蒜山高原鳥取大学農学部演習林*(Aug。 14,'71,T)

8月上,中旬の記録があるだけで,個体数も少ないものと思われる.

安東 ('58)に よると毛無山では1957年 8月 4日 にサンゴジュの花上に成虫がきてい

たそうである59).

Subfamily HESPERIINAEァ ヵセセ リ亜科

Genus Lοク′α′′πα MABILLE,1904ギ ンイ チ モ ン ジ セ セ リ属

5.L′ ′′α′″ α %η′θθ′θγ (BREMER et GREY,1853)ギ ンイ チ モ ン ジ セ セ リ

A:阿哲郡―雌山,市倉峠;真庭郡―星山,毛無山,蒜山山麓平原,蒜山高原鳥取大学

Ａ
　
Ｂ
　
Ｄ
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農学部演習林*(Aug。 14,'71,T),新庄村, 中和村, り|1上本寸, 八東村:苫田郡一大

ケ山,大高下,黒岩,恩原,石越*(May 19,'69,Ak;May 21,'69,Ns),上斎原

村;英田郡一後山,東粟倉村

北部の中国山地に分布し,春型は 5月 上旬から下旬にかけて, また夏型は 7月 下旬

から8月 下旬にかけて認められている。

日当りのよい山地草原を弱々しく飛んでいる姿がよく観察される。

Genus 4′ γθ夕ηαθttπs de NIcЁ vILLE,1890ホ シ チ ャ バ ネ セ セ リ属

6.∠θ/θttσθ力%s″αθ力πs(MЁ NЁ TRЁS,1859)ホ シチャバネセセ リ

A:阿哲郡―雌山:新見市一矢の峰, 西草間, 草間*(」 une 21,'64,M;July 4,'71,

Ns), 正田広瀬*(」uly 2,'71,WT);真 庭郡―茅見,星山,毛無山,蒜山原,犬扶

峠*(Aug。 27,'67,MH),八 東村,新庄村;苫田郡―小林,平作原,恩原 (」uly 31,

'60,富松勇喬), 大神宮原, 上斎原村;勝 田郡一那岐山;高 梁市―玉り|1町 (June

18,'61,KT)

B:北部の中国山地と吉備高原の一部から発見されている.玉川町では 6月 中旬と8月

下旬の 2回 しか記録されていない。また,北部の山地では星山での 6月 10日 の記録

の他は, 7月 中旬～ 8月 下旬に記録が集中している。年 2回発生は間違いないであ

ろう.

D:草間では成虫がオカ トラノオとヒメジヨオンの花にきていたのを観察している。

Genus 3勿γθssα SwINHOE,1913コ チャバネセセリ属

7.τんο/θ ssα υαγ′α (MURRAY,1875)コ チャバネセセリ

B:広 く分布しているが南部の丘陵地帯では他より個体数が少ない.春型は 4月 下旬よ

り発生,北部では生き残 りが 6月 下旬までみられる.夏型は 7月上旬から出現,ゴヒ

部になるほど発生がおくれる。南部に近い総社市岩屋では 9月 17日 が成虫の最終確

認 日となっている.

D:難波 ('63)は成虫が群をつ くって吸水することを報 じている287).

Genus lsθ′θ′″θ″ C.et R.FELDER,1862ホ ソバ セセ リ属

8。 おο′θttθπ ル
"″

″οs夕〃πS C・ et R.FELDER,1862ホ ソバ セセ リ

B:広 く分布しているが低山帯に分布が片寄っているようである.6月 中旬から出現す

るが南部の丘陵地帯では9月 下旬という報告があり338)341),年 2回発生の可能性が

大きい.1ヒ部では7月 中旬～ 8月 上旬に成虫が確認されているだけである。

Genus τゎ″η′グσ″sH」 BNER,〔 1819〕 スジグロチャバネセセリ属

9.[hυ%θノJθ″sルθ″′″%s(BuTLER,1878)ス ジグロチャバネセセリ

A:新見市―足立,市倉峠,草間 (June 21,'64,MM);真庭郡一茅見,毛無山,星山,

湯原,勝山町:苫田郡一恩原,大神宮原,奥津町;津山市―小田中

B:

D:



北部の脊陵山地に分布しているが,吉備高原の一部,草間台地にも分布が確認され

て注目される。 古い記録に和気郡閑谷373),赤磐郡軽部村372)を あげてあるものが見

られるが恐らく同定の間違いであろう。成虫は6月下旬から出現, 8月 上旬まで認

められている.

草間では成虫がヒメジョオンの花にきているのを観察している.

10。 物 解 ′′′θtt sノυα′′θ%S(BREMER,1861)ヘ リグ ロチ ャバ ネ セ セ リ

A:新見一草間 (」uly 3,'66,Ns;15,'62,MM),井 倉 (July 25,'62,AT),矢の峰;

真庭郡―毛無山,湯原,神庭,蒜山原:苫田郡一寺ケ谷,泉源～上斎原,上斎原,

泉山, 百々峠:英田郡―林野;津山市―小田中:高梁市―臥牛山, 上神崎*(June

16,'63,MM),玉 *(」 uly l,'66,NT),広瀬*(July 6,'69,AK);吉 備郡―昭和町 :

総社市―豪渓,湛井:岡山市―西大寺竜ノロ,竜ノロ山系,金甲山*(June 23,'57,

安東):赤磐郡一吉井山:児島郡―タコラ山

B:広 く分布しているが局地的な傾向があり, とくに南部にその感が強い。南部の丘陵

地や吉備高原では 6月 中旬から成虫が出現している。北部の中国山地では7月上旬

に成虫が現われ, 8月 下旬まで確認されている。

Genus O∂ グaルs SCUDDER,1872コ キ マ ダ ラ セ セ リ属

11. Oθ乃′θグθs υθπα′α,(BREMER et GREY,1853)

subsp.ヵθγθπルα(BUTLER,1881)コ キマダラセセリ

A:阿哲郡一雌山:真庭郡一三木ケ原:苫田郡一辰巳峠, 恩 原, 泉山,至孝野,阿波

村,上斎原村;津山市―鶴山城跡,下横野:勝田部―那岐山

B:中国山地で局地的にみつかっており記録も7月 中旬から8月上旬までに集中してい

るが,津山盆地に近い下横野では成虫が 9月 下旬に確認されていて注目される249)。

また,津山盆地の鶴山城跡での6月 下旬の記録も早い例として注目される197).

12. Oσヵ′οグθs θθ力/αθθα (BREMER。 1861)

subsp./J力 %θん′πα (BUTLER,1878)ヒ メキ マ ダ ラ セ セ リ

A:阿哲郡―三室, 大佐山, 山奥落合:新見市一市倉峠, 草間*(May 29,'71,NT;

」une 19,'66′ Nsi June 23,'71,WT;July 30,'63,Ns),井 倉*(June 19,'68,

MM),正田広瀬*(May 15,'71,WT),唐 松位田*(」 uly 13,'71,WT),満奇洞*(May

28,'61,重 井博),西川流域:真庭郡一月田,毛無山付近,神庭 (June 8,'47,OH),

事ケ谷*(June 28,'64,重 井博):苫田郡―辰巳峠,恩原,泉山*(May 5,'66,AK),

福見*(」 uly 4,'60,富 松勇喬),阿波村*(Aug。 3,'57,YY);勝 田郡―那岐山 (June

19,26,'71,OM);川上部一井戸*(May 26,'71,WT),羽 山渓*(」 une lo,'62,重 井

博:Aug。 4,'63,AT);高 梁市―今津,臥牛山*(Sep・ 4,'67,NT),玉 *(May 18,

'63,WH;」 une 6,'65,NT;Sep.12,'65,NT),上 神 崎
*(June 17,'64,MM),鍋

坂*(Aug。 3,'70,NT),鶏 足山*(May 15,'60,WH);吉備郡―高滝山付近,下倉,

槻*(June 19,'60,AT),総 社市一新本*(June 18,'61,重 井 博);御津郡一兵坂

B:

D:
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峠;井原市―青野～黒忠:岡山市―高松付近

B:吉備高原から中国山地にかけて広く分布している.吉備高原では成虫の出現期間が

5月 中旬より9月 中旬にわたっているが, 7月 には唐松における採集例が 1例ある

にすぎない.中国山地では 5月 上旬に早い記録があり, 6月 が最盛期,最終確認記

録は8月上旬である。

Genus Pο′α″乃%s ScUDDER,1872キ マダラセセリ属

13.′″α″乃%sノαυ″%(MURRAY,1875)キ マダラセセリ

B:南部では6月上旬～下旬と8月 下旬～9月 中旬の 2期にわたって成虫が出現,北部

山地では 7月 上旬から8月 上旬の間に成虫が認められている.

Genus乃 ゎ″θ%グS MABILLE,1904ォ ォチ ャバ ネセセ リ属

14.乃″″θ″JS pθ〃
“
ε化鯰 (MURRAY,1875)ォ ォチ ャバ ネセセ リ

B:南部の平地や吉備高原では通常 6～ 7月 と8～ 9月 の 2回 にわたって成虫が出現し

ている。中国山地では 6月 中旬から8月上旬までの年 1回の発生が常態のようであ

る.

D:成虫がニラの花にくることが報告されている131).ま た,室内にとび込む習性21)ゃ
,

尾部より体液をだしては, 自ら再び吸収する習性381)も 報告されている。

Genus Pθ ′θクJααS Ⅵ蹴LKER,1870チ ャバネセセリ属

15. Pθ′θ夕″∂αs夕7Zα ′λ″αs(FABRICIUS, 1798)

subsp,θ b′γ′ん蒻/J EvANS,1937チ ャバネセセリ

A:阿哲郡―惣原*(Aug。 18,'71,WT);新 見市一正田広瀬*(」une 13,'71,WT);苫 田

郡一瀬戸:津山市一大谷, 下高倉;り |1上郡―井川*(Sep・ 21,'69,WH):高 梁市―

津川*(May 7,'65,WH):吉備郡―竜王山:総社市―井手,長良,三輪*(Aug。 24,

'68,NT);井 原市―青野付近:浅 口郡一柳 井原;都窪郡一清音*(Sep・ 26,'65,

WH), 日差山,黒田:倉敷市一田ノ上, 連島弁才天*(Sep.2,9,'62,MM);連島*

(Aug.22,'61,KTi Sep。 19,'69,KT);岡山市―西大寺金山*(Aug。 10,'53,AK),

西大寺芥子山*(」 une 14,'66,Ns),西大寺.

B:南部の平地から吉備高原,津山盆地にかけて分布しているようだ。早いものは 4月

中旬から,遅 くは晩秋の11月 下旬まで成虫の姿が認められている.

D:広瀬 ('53)に よって燈火飛来が報告されている147).

16.P″ θ夕′ααSノαπsθη′S(BUTLER,1878)ミ ャ マ チ ャバ ネ セ セ リ

A:阿哲郡―雌山,小坂部:新見市一市倉峠, 正田広瀬*(」uly ll,'71,WT);真庭郡

―神庭,蒜山高原鳥取大学農学部演習林*(Aug。 14,'71,T),川 上村:苫田郡一奥横

野,奥津川山,泉山,上斎原村,羽出村,苫田村;津山市―福岡,上横野:御津郡

卜田東*(May 24,'70,YM);吉備郡一高滝山付近
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B:中国山地から吉備高原に分布しているようである.個体数は少ないようで,吉備高

原では 5月 中旬から6月 上旬の間にわずかな確認例があるのみ.中国山地では6月

上旬から8月 中旬まで成虫が姿を見せている。

Genus Pαγπα″α MOORE,〔 1881〕 ィ チ モ ン ジ セ セ リ属

17.2α /παγα ♂″′α′α (BTEMER et GREY,1853)ィ チ モ ン ジ セ セ リ

B:吉備高原や瀬戸内沿岸部では, 5月 下旬～ 6月 中旬と8, 9月 の 2回にわたって成

虫出現のピークがある.中国山地では 6月 にはいってから成虫が出現し,観察例は

9月 下旬まである
.

D:燈火飛来の報告が多く,広瀬 ('53)は燈火によく飛来することについて,本種が午

前中より夕方頃まで飛翔活発で,午前中は主に訪花,夕刻には交尾産卵がおこなわ

れ, その姿が日没前まで見られることと関係があるだろうと指摘している:39).ま

た室内に飛び込むことについては赤枝 ('58)の 報告があり, 友野 ('56)は岡山市

街地で飛翔速度が約20km/時 であったことを報じている.倉敷市老松町では成虫が

シオカラトンボ雌に捕えられ,食べられていた観察例207)が ぁる.

わたりの習性については,それらしい動きが岡山市門田で観察され広瀬 ('52)に よ

って報告されている123).

ニラの花にくることが倉敷で観察されている.

Falily PAPILIONIDAEァ ゲハチ ョウ科

Subfamily PARNASSⅡ NAEゥスパシロチョウ亜科

Tribe Parnassiiniゥスバシロチ ョウ族

Genus PαγηαsS′πS LATREILE,1804ゥ スバ シ ロチ ョウ属

18.′αγπαss′πs♂物θグα′グs BuTLER,1866ゥ スバ シ ロチ ョウ

A:新見市一林,布原,草間大原*(June 2,'71);阿 哲郡一大佐山:真庭郡一神庭,明

連渓, 野土路*(June 2,'68,MM),田 浪*(May 18,'69,MM);苫 田郡―泉山,石

越,市場,河井,奥津川山,越畑,富村,阿波村,羽出村,苫田村:勝田郡一那岐

山;英田郡一林野,西栗倉村:久米郡一大井西

B:中国山地に発生地が多く,津山盆地や草間台地にも一部発生地を見るといったとこ

ろである.

津山盆地の林野では 4月 下旬より発生し, 5月 上旬が最盛期,中国山地の泉山方面

ではふもとで 5月 中,下旬,中腹で 6月 上,中旬に成虫の姿が見られる。

Tribe Zerynthiiniギ フチョウ族

Genus L“θグθヴα CRむGER,1878ギ フチョゥ属

19.L%θ 乃グθr′α μψθ″θα LEECH,1889ギ フチョゥ
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真庭郡―蒜山原,川上村,中和村*(Apr.22,'62,AT),湯本, 神庭, 下真賀,真
賀,真賀～星山,見尾,勝山町:苫田郡―女原,井坂,奥津町,富村;勝田郡一那

岐山

分布が中国山地の一部に限 られており, 4月 中旬から下旬の短期間に発生する.最
も早い記録としては,苫田郡富村での 4月 7日 ('54)と いうのがある246).

(ミ ヤコアオイ)219).

古屋野 ('51)は ミヤコアオイに卵,幼虫がついていたことを報告し,小野,青野も

神庭で ミヤコアオイより6月 8日 ('47)に終齢幼虫をえている.

訪花植物としてス ミレが報告されている63)が,那須は1967年 4月 23日 湯原でヤマザ

クラに訪花していたのを観察している.

Subfamily PAPIL10NINAEァ ゲハチ ョウ亜科

Tribe Troidiniジ ャコウアゲハ族

Genus ttα sα MOORE,1882ジ ャコゥァゲハ属

20。 βノαsα α′θ′πθ%s(KLUG,1836)ジ ャコゥアゲハ

A:阿哲郡一大佐町:新見市―足見*(」une.2,'71,WT);真庭郡一落合町, 八東村,

苫田郡一鏡野町:英田郡一作東町:津山市―小 田中, 上横野;高梁市―津り|1町 ,

玉川町;上房郡―賀陽町*(Aug。 27,′62,WH);御 津郡―宇甘, 御津町, 下加茂*

(Apr.19,′ 64,蛹多数,AT);久米郡―西川:赤磐郡―赤坂町*;Jヽ 田郡―矢掛町 ;

笠岡市*;井原市―青野:吉備郡一昭和町:総社市―豪渓:都窪郡一三須:倉敷市

―帯江,連島,旭町,西阿知*(Apr.19。 '61;」 uly.1,'62,MM),福 島山:児島郡

―迫川*(June。 11,'61,蛹 ,AT), 赤崎:岡山市―西大寺,旧福田村,妹尾崎,高

松町

B:吉備高原から北部の中国山地にかけては4月 下旬～ 5月 下旬と8月 上旬～下旬の観

察例が多い。県南部の倉敷市では 4月 下旬～ 5月 中旬, 6月 下旬～7月 中旬, 8月

～10月 上旬 (1954)の 3回発生していることが確認されている.

ウマノスズクサ168)。                           |
ミカン,ャ ブカラシに訪花した例がある.

小野は,1948年 10月 27日 倉敷市帯江でウマノスズクサから幼虫採集,Nov。 2(前蛹

3)→ Nov。 3(前蛹 3)→ Nov.5(蛹化 4)Nov。 21(蛹化 2),→ Apr.9,'49,

(羽化 1)→ Apr.16(羽 化 2)→ Apr.21(羽化 3)→ Apr。 24(羽化 2)→ Apr。

27(羽化 1)の経過で成虫を羽化させている。

佐田野は笠岡市において1971年 6月 13日 幼虫多数採集, 6月 29日 羽化させている.

高梁市玉川町で 前翅外縁中央部が くびれた 異常型がえられたことが 報告されて い

る34).

A:

Ｃ

　

Ｄ

Ｃ

　

Ｄ
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Tribe Graphininiァ オスジアゲハ族

Genus G%ψ力J“%SCOPoLI,1777ァ ォスジァゲハ属

21。  craか力′

“

ηtt SαγクθαOπ (LINNAEUS, 1758)

Subsp.πゎ 夕θπ

“

解 (FRUHSTORFER,1903)ァ ォ ス ジ ア ゲ ハ

B:広 く分布しており,県南部では 4月 下旬から春型が発生し, 6月 下旬に第 1化の夏

型が発生,以後連続的に発生しているが, 8月 と10月 にピークがあるようで`ある.

中北部での記録は 5月 から6月上旬にかけて最も多いが以後10月 中旬まで連続的に

観察されている.

クスノキ264)266)150)

春型はネギに夏型はヤブカラシに好んで集まる。その他,シ ロツメクサ, ヒメジヨ

オンに訪花するのが観察されている。叉,打ち水や水たまりに,小 きざみに翅をふ

るわせながら吸水する姿をよくみかける。広瀬 ('51)に よって本種 6の地域占有 2

型 (樹上空間占有,樹陰占有)が報告されており153),又 ,同氏によリクモが幼虫の

主要な天敵になることが観察されている161).

総社市における水野 ('52)の 飼育例によると,

July.23,'52ク スの葉裏に産卵→ 」uly.26(孵化)→ July.29(脱 皮)一 Aug。 3

(脱皮)→ Aug。 12(前蛹)→ Aug。 13(蛹化)→ Aug。 24(羽化)

興味ある例として広瀬 ('53)に よると, 6月 1日 ('52)蛹化した個体がそのまま夏

型とならず翌年 5月 24日 羽化したことが報告されている150).

Tribe Papilioninaeァ ゲハチョウ族

Genus R″ ′′′θ LINNAEUS,1758ァ ゲ ハ チ ョ ウ属      
″

22. Paタグ′′θ 夕2zα θんαθπ LINNAEUS, 1758

subsp. ″ タクθθγα′θs Co et Ro FELDER, 1864 キ
Lァ ゲ ′、

B:広 く分布しており春型は4月 中旬から5月 中旬に,第 1化の夏型は 6月 中旬に発生

し,以後, 7月 下旬から8月上旬, 9月 下旬に発生のピークがみられ,倉敷地方で

は10月 中旬まで成虫が野外で観察されている。最も早い記録としては,総社市長良

での 3月 27日 ('60)と いうのがある236).

(ボ ウフウ)164),(ゥ ド)104),セ リ104)205),(ナ ツミカン)164),ャ ブジラミ*

丘陵地山地に多く,特に本種は山頂に集まる習性があり, 1例 として広瀬 ('51)は

倉敷市福山山頂で これを観察している。 近藤 ('52)は 5月 27日 ('52)倉敷市老松

町で幼虫を「セリ」より採集, 5月 31日 蛹化に至らしたが蛹の色は環境に左右され

なかったことを報告している。叉異状長期の蛹の例として船越は6月 12日 神庭でウ

ドより採集した 1齢幼虫がセリで飼育したのち, 7月上旬蛹化し約 2ケ 月後の9月

2日 羽化したことを報告している。変った飼育例として広瀬はボウフウで採集した

幼虫を夏 ミカンで飼育, 2頭羽化させているが斑紋には変化がみられなかったとい

う。アザミヘの訪花を観察している。

Ｃ

　

Ｄ

Ｃ

　

Ｄ
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23. Pap′′′ο″

"λ
″s LINNAEUS, 1767 ァ ゲハチ ョウ

B;発生期は南中北部ともあまり大差はないと思われる。本種には初見日についての資

料もあり,平均すると大体 3月下旬であるが春型の本格的な発生は4月 中旬頃とな

る。第 1化の夏型は 6月 中旬頃あらわれ, 7月 下旬から8月上旬にピークがあり,

県南の倉敷地方では10月 下旬までみられることが観察されている.

C:カ ラタチ*,(サ ンショウ)*,(ミ カン)*,(フ ユザンショウ)*

D:広瀬は倉敷市田之上において7月 2日 ('53)午後11時に本種が燈火に飛来したこと

を報告している149).前 田 ('62)は 湿度と蛹の関係について実験を行ったが好結果

は得られなかったとしている.叉アゲハヒメバチが出たことを確認している237).

春型がネギ,ア ブラナに,夏型がヤブカラシ,ザクロの花に集まることを観察し

ている。また,吸水に来ている姿も見ている。難波は川上郡成羽町黒鳥で 9月 19日

('71)に フユザンショウより1卵,ま た岡山市北長瀬で10月 22日 ('71)にサンショ

ウより幼虫をえている。小野は倉敷市で10月 17日 ('48)カ ラタチから幼虫をえてい

る。青野は倉敷市で春型雌がカラタチに産卵するところを観察,カ ラタチで幼虫を

羽化させている ('48)。 また,'71年 には倉敷市でサンショウに卵,幼虫を確認,蛹

化に至る前に何ものかによって つぎつぎと姿を消していくありさまを観察してい

る。'69年 にはミカンでも同様のことを見ている.

24.Pの″′′θ%αθグ′θπ′πs JANSON,1877ォ ナガアゲハ

A:阿哲郡―上市,布瀬,大佐町:新見市―矢の峰,阿哲峡,西川流域,市倉峠,新見,

井倉,大柏,足立;真庭郡一毛無山,湯原町:苫田郡―辰巳峠,恩原,横野奥′鏡野

町,奥津町;勝田郡―那岐山;英田郡一福本*;津山市一小田中,下高倉,黒沢山;

川上郡―羽山渓,井川:高梁市一下神崎, 佐与谷, 今津,玉川町:上房郡一井殿 ;

井原市―青野, 黒忠;吉備郡―昭和町;総社市―豪渓:倉敷市一福山, 西坂, 上

東*(Aug。 上旬,'66,WA);児 島郡一金甲山;岡山市一西大寺門前山,岡山,金甲

山:玉野市一金甲山*(May 24,'70,KM);都 窪郡―黒田

B:吉備高原から中国山地にかけては広く分布しており,南部では一般に個体数は少な

いようであるが,金甲山にはやや多く産するといわれる.中北部では春型は4月 下

旬から6月 中旬まで夏型は7月 下旬から8月 中旬までと出現期が明瞭にわかれてい

る。

カラタチ*,(コ クサギ)*

ヤマユリ, クサギの花に好んで集まる。小野は倉敷市浅原のカラタチより幼虫を採

集,飼育羽化させている.難波は高梁市広瀬で 8月 29日 ('63), コクサギより幼虫

を 1頭えている.

25. Pαクグ′′θクγθ′θπθ/CRAMER, 1775                    '

subsp.グθ%θ′″′
“
s CRAMER,1782 クロァゲハ

B:吉備高原から南部での春型の発生は 4月 中旬から6月 にかけて,北部では 4月 に記

録された例はなく, 5月 に入って発生が見 られる.夏型の発生は 7月上旬頃からと

Ｃ

　

Ｄ



Ｃ

　

Ｄ

思われ以後連続的に観察され,倉敷地方では10月 上旬まで成虫が見 られる。

カラタチ*,ナ ツミカン*,(コ クサギ)82)

ナノハナ, タンポポ, ツツジ,ユ リ, ミカン,ザクロ, クサギヘの訪花が観察され

ており, 叉吸水にくる習性がある.水野 ('52)に よる発生の遅い例として, 12月

('52)カ ラタチで前蛹を発見したことが報告されている。青野 ('57)に よれば ♀が

コクサギの地上 50cm位の枝を好んで産卵するのが観察されている.

赤枝は岡山市津島及び高梁市玉川でカラタチより幼虫を採集飼育羽化させている.

叉 小野は倉敷市鶴形山で 8月 30日 ('49)カ ラタチから,,採集ゆ 9月 2日 ('49)孵

化を観察している.

那須は1963年,岡山市西大寺でナツミカンより幼虫を発見し,飼育を続けて夏型成

虫を羽化させている.

好本 ('42)は岡山市金山より,無尾型 16をえて報告している414).

26。  Pα夕′′グθ ηZθ 夕,zηθπ LINNAEUS, 1758

subsp. ′力笏あ グ 多 多 vOn SIEBOLD, 1824 ナ カ
た
ナキ ア ゲ ハ

A:倉敷市―連島町宮之浦 (Aug。 10,'62,16,三 宅宗夫採)216),連 島町 (」 uly 23,'70;

」uly 4,13,19,'71;Aug。 18,'71,ぃ ずれも西島真也),中央 (Sep.18,'51,19,

アサガオに訪花中を目撃, 山り|1東平)415);岡 山市津島福居*(May ll,'70,16, 新

鮮飛翔中を目撃,YM)
以上が岡山県での記録のすべてであるが,最近,倉敷市連島の丘陵地にあるミカン

園の周辺からかなり目撃されており,今後,冬期の蛹の発見など,越年の事実につ

いての調査がのぞまれる.

27.Pαク′′′θ力θ′θη%s LINNAEUS, 1758

subsp.π ′

“

θ
"″

θ′θπs BUTLER, 1881 モ ンキ アゲハ

B:各地からの分布報告例が多いが,南部では一般に個体数は多くない.成虫出現期は

北部山地と南部とでほとんど差が認められず,春型の早いものは4月下旬から,本

格的には 5月 中旬から6月 中旬まで発生がみられる。夏型は 7月 下旬から8月 下旬

までみられるが,南部と中部地方で少数 9月 下旬の記録がある。所によっては年 3

回発生しているのかもしれない。越冬蛹は全く確認されていない。

D:広瀬 ('57)に よってクサギに訪花すること及び水たまりに集ることが観察されてい

る172).

28。 PapJ′Jθ b′απογ CRAMER,1777

subsp.讚蒻ααπJJ C.et R.FELDER, 1864 ヵラスアゲハ

B:広 く分布するが,南部では個体数が少ないようである。吉備高原から南では春型は

4月下旬から発生,1ヒ部の中国山地では, 5月 に入ってからの発生となる.6月下

旬一時姿を消し,新鮮な夏型が現われるのは南中部においては7月上旬から,県北

では7月 中旬以降発生しているようである。遅い記録としては上斎原での 9月 11日
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('55)と い うのがある249).

C:カ ラタチ*,サ ンショウ*,(コ クサギ)*

D:春型はツツジ,キ リシマ,夏型はクサギを特に好んで訪花する。そのほかネギ, ヒ

ガンバナに訪花した例があり,吸水に来ている姿もよくみかける。若林 ('56)に よ

ると, 5月 3日 阿哲峡でウシの糞に集まっていたのが観察されている398).

飼育例としては,赤枝は 8月 27日 ('63)高梁市玉川でカラタチより終齢幼虫を採集

し, 8月 31日 ('63)蛹化,その後, 4月 20日 ('64)に 羽化させている。

小野は倉敷市鶴形山において 8月 30日 ('49)カ ラタチで産卵を確認, 7卵採集→ 9

月3日 ('49)孵化させている。叉難波は高梁市広瀬において 8月 29日 ('63)コ クサ

ギより幼虫10頭を採集している。

青野は倉敷市浅原でサンショウより幼虫をえて,サ ンショウで飼育,成虫を羽化さ

せている。

29. Pap′ ′′θ夕ηααθル′′NIttNЁTRIЁ S, 1859

subsp.′ α′απ%s FENTON,1881ミ ヤマ カラスアゲハ

A:阿哲郡一神郷町,神代,雌山,山奥落合, 定藤, 伏谷*,大井野,大佐町;新見市

―井倉:真庭郡―新庄村,毛無山,湯原:苫田郡一辰巳峠,恩原,泉山,寺ケ谷,

越畑,鏡野町,阿波村,羽出,奥津町,石越,上斎原村,勝田郡一那岐山;英田郡

一後山,西栗倉:津山市一田邑,黒沢山;高梁市一玉川町,臥牛山,奥万田,佐与

谷,今津, 津川町;総社市一門田, 倉敷市―上東*(Sep・ 17,'69,WA);岡 山市一

金甲山*(Sep・ 23,'68,WA),玉 野市―常山*(Apr.26,'70,KM)

B:瀬戸内沿岸部での採集例は少ないが 4月 下旬と, 9月 中 。下旬に少数記録されてい

る。中部の吉備高原では4月下旬から中国山地では 5月 から春型が現われ6月上旬

まで見られる。夏型は7月下旬から9月 上旬まで観察される。

D;春型は比較的数が多く, ツツジに好んで訪花する。

広瀬 ('59)は,阿哲郡大佐町にて,吸水群集を観察している173).

Farily PIERIDAEシ ロチ ョゥ科

Subfamily PIERINAEシ ロチ ョウ亜科

Tribe Coliadiniモ ンキチョウ族

Genus E%/θ %α HもBNER,〔 1819〕 キ チ ョ ウ属

30.Eπ /θttα ttθθαb′ (LINNAEUS,1758)

subsp.%απ崚〃″α (de l'ORZA,1869)キ チョゥ

B:越冬した母蝶から生まれる第 1化の夏型は 5月 下旬に発生し以後連続して11月 下旬

まで成虫がみられることが倉敷地方で観察されている.越冬個体が 1月 や 2月 など

に野外で見 られた例がある.1例をあげると岡山市下石井において 1月 27日 ('57)



Ｃ

　

Ｄ

というのがあ りこの日の最高気温は16.2° Cであったことが報告されている390).

ニセアカシア*,ネ ムノキ*,ハ ギの一種*

本種は吸水に集まる習性をもっているが,難波は井原市において多数吸水に集って

いるのを観察している.河原正幸は玉野市常山にて 9月 14日 ('71)ネ ムノキより多

数の幼虫を採集しており,難波も,岡山市金山にて 6月 10日 ('71)ネ ムノキより5

卵及び幼虫を採集飼育羽 fヒ させている.

赤枝は岡山市西大寺の自宅でハギの一種から幼虫が育って成虫になっていく過程を

観察している.

31。 Eαγθπ α ル θ′α (BOISDUVAL,1836)

subsp.わι′力θsbα (」ANSON,1878)ッ マグロキチョウ

B:広 く分布 しているが,前種に比べ個体数は少ないようである.越冬した成虫は県北

でヤま 6月 に入っても見 られ, 夏型の記録は 7月 下旬と8月下旬などわずかしかな

く,発生状況は確かでない。しかし,秋発生するものは個体数も多いらしく, 9月

中旬以降かなり観察されている.

D:飛翔中のものを見ることが多く,花上に集るのを観察された記録はまだ報告されて

いない。

Genus cθ πθク′″υ ″ LEACII,〔 1815〕 ヤ マ キ チ ョ ウ 属

32.Gθ ηθ′′ιγノ″ 夕,Zαんαgttγ π (GIsTEL,1857)

subsp.π ″んθπ′εα VERITY,1909ス ジボソャマキチョウ

A:阿哲郡―矢神,幸田*(」 une・ 18,'71,WT), 荒戸山 (Sep.20,′ 59,AK),哲多町 ,

油野,吉 田*(Sep.25,'71,WT), 神郷町,大佐山*(Aug。 27,'71,WT)i新見市一

足立,吉川,花見*(」uly 16,'67,AT), 草間,井倉, 正田*(June。 18,'71,WT),

真庭郡一湯原町,勝山町,毛無山;苫田郡―奥横野,杉,女原,奥津町;英田郡―

福本*, 林野高校, 作東;津山市一大谷, 黒沢山 :り |1上郡一羽山渓, 井川*(Sep.

28,'63,AT);高 梁市一大成, 笠根,神崎,玉川町,今津,佐与谷,津川町;上房

郡―井殿;御津郡一下加茂*(OCt・ 18,'71,風早保男)兵坂峠,御津町:久米郡一二

上山;吉備郡一昭和町:後月郡―明治,岡 山市―金山

B:中部の吉備高原から中国山地にかけて広 く分布しているが,南部の瀬戸内沿岸部で

はみつかっていない.越冬した個体は 4月 下旬まで見 られ,新鮮な個体が現われる

のは中,北部とも6月 中旬頃からである。年 1回 の発生 .

(キ ビノクロウメモ ドキ)224).

クリ, アザ ミ, ヒメジョオン等の花に集まったり,湿地に吸水にも来ることを観察

している.

本種が驚 くとぐんぐん上昇することが観察されている83)。 また道信 ('58)は 越冬し

た成虫が谷間の日当りのよいところに集まり,追 うと枯葉の中に体を横にし,寝た

かっこうでとまると報告している251).岡 山の昆虫 ('68)に は 渡部太郎氏によって

撮影されたキビノクロウメモ ドキ葉上の幼虫の写真がある。

Ｃ

　

Ｄ
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Genus cοノ′αs R3RICIUS,1807モ ンキチ ョウ属

33. cθ′グαs θ/α′′ EsPER, 1803

subsp.′ θ′′θg杉夕勿 S1710TsHuLSKY,1860 モ ンキチ ョウ

B:広 く分布しており,春型が発生するのは南部では 3月 中旬から4月 下旬まで中 。北

部では3月下旬から4月下旬までで,第 1化の夏型は 5月 下旬から発生しているよ

うである。以後連続して発生し,県北では10月 には成虫が見られなくなるが,南部

の倉敷市での観察では11月 中旬まで見られるようである。最も早い記録としては岡

山市 1日福田村での 3月 9日 ('60)と いうのがある238)。

C:カ ラスノエンドウ, レンゲち ミヤコグサ*,シ ロツメクサ*,(ム ラサキツメクサ)*

D;タ ンポポ,ア ザ ミ, ヒメジヨオンヘの訪花をみているが, ニラ131), コスモス162)に

訪花することが報告されている。

青野は本種がシオカラトンボに食われた例をあげている61).異常型が 2例あげられ

ており,広瀬は倉敷市老松にて, 5月 14日 春型♀で前翅端より外縁にかけての黄班

が連続した個体113)ぉ ょび倉敷市酒津にて, 6月 15日 左後翅の翅脈にそい数条の雄

班が走っていて左前翅前縁部等にも少量の雄班紋をよそおい表面が大体左lll,右雄

の個体 (交尾器は雌)158)を得て報告している.

難波は総社市中原で 4月 19日 ('71)に ムラサキツメクサより 6卵をえている。 ま

た,同 じ総社市中原で 5月 15日 ('71)にはミヤコグサヘの産卵をみ, 3個体をその

後の飼育で成虫を羽化させ, 6月 13日 ('71)には高梁市広瀬でシロツメクサヘの産

卵を観察して 7卵を持ち帰り,やはり飼育後,成虫を羽化させている.

赤枝は岡山市西大寺でレングに幼虫がいるのを発見, またレンゲに卵を産ませて,

飼育を続け成虫を羽化させたこともある。

Tribe Euchloiniッ マキチョウ族

Genusス η′乃θθα/グs BOISDUVAL,RAMBUR et GRASLIN,〔 1833〕

ツマキチ ョウ属

34.スη′んθθαγ′s sθθ″ ZαS(BUTLER,1866)ッ マキチ ョウ

B:南部とJヒ部での発生期には大差はないようで, 3月 下旬から羽化しはじめて 4月 中

旬が最盛期と思われる.県北では 5月 下旬まで生き残りがみられる。

D:ダ イコン, アブラナヘの訪花を観察している。小野 ('52)は岡山市津島にて4月 18

日タンポポに訪花した例をあげている327).

Tribe Pieriniシ ロチョウ族

Genus P′ ″ ′s SCHRANK,1801モ ン シ ロチ ョウ属

35。  P″θ/′s γα夕αθ (LTNNAEUS, 1758)

subsp. θγπθ

"″
α BOISDUVAL, 1836 モ ン シ ロ三升 ョウ

B:分布は広いがどちらかというと低地に個体数が多い.成虫の出現期については春型

の早いものは 2月 中旬の記録もあるが,本格的には 3月 中旬以降のようである。夏
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型は6月上旬に発生しているようで以後連続的に11月 下旬まで発生が見られる。遅

い記録としては, 岡山市内での12月 1日 1`2), 津山市内での12月 2日 249)と ぃぅのが

ある.

C:(イ ヌガラシ)*,シ ャクシナ*,ダイコン*,ハ ボタン*,キ ャベツ*

D:訪花例として小野 ('52)332)は センダングサを広瀬 ('52)131)は ニラの花をあげてい

る。

青野は倉敷市にて7月 8日 ('47)本種が燈火に飛来したことを報告している60)。 中

塚 ('51)に よれば幼虫がアオムシサムライコマユ (スタαπ′θ′θs g/θ協′/α′%sL)に
よってへい死したことが観察されている。 叉,越冬中の蛹に 2通 りあるとしてお

り,即ち休眠の浅いものは 25° Cの恒温器に入れると8～ 10日 で羽化をみる。休眠

の深いものは50～ 60日 経過してもいっこうその羽化を見ないとしている.なお蛹化

後10日 目に58° Cと いう高温接触にたえたもので25° C恒温器に収容後 4日 目に羽化

した例をあげ休眠からの覚醒に高温刺激が一契機になることを指摘している283).

難波による飼育例として岡山市北長瀬において 5月 30日 ('71)シ ャクシナヘ産卵を

確認ののち飼育羽化させている。又,同氏は吉備郡昭和町にて 6月 13日 ('71)イ ヌ

ガラシヘの産卵を確認,終齢幼虫 1頭を得ている。

小野は倉敷市旭町にて12月 30日 ('47)幼虫

採集, 1月 10日 ('48)蛹化を確認 してい

る.

松本 ('55)246)は 倉敷市の岡大農生研で成虫

の温度反応を研究,興味深い結果をえてい

る.それに従うと,時期的には第 1化期と

第 3化期のものとが用いられているがそれ

らの間および,雌雄間の間に顕著な差は認

められず,すべて同一母集団に属するもの

として表に示すような各活動段階の温度範

活動段階

モンシロチョウ成虫の各活動

段階の温度範囲

囲
％繭蜘

温
信

歩 行 開 始

飛 翔 開 始

興   奮

7.7-14.5° C

16.8-20。 1

36.5^V38.9

42。 9^V44.7

45.0ハ V45.6

転

死

横

仮

囲が推定されている.そ してこのことから,比較的低温適応性の昆虫であることを

指摘し, さらに本種が世界的に年平均気温 24° C以上の地域に分布していないこと

も述べて,十字花科植物の分布につながりをもちながらも,本種の分布が強く温度

的環境条件に支配されているものと考察している。

36.Pルγ′s%θ′θ′θ MЁNttTRIЁ S,1857ス ジグロシロチョウ

B:広 く分布しているが,県南部での個体数は前種に比べあまり多くないようである.

地域的な発生期の差異はほとんど認められないように思われる。春型は3月 下旬か

ら本格的には 4月 中旬以後発生がみられ,夏型は 6月 に入ってからの発生と思われ

る。以後連続して発生し,遅いものは11月 まで見られる。

D:アザミ, ヒメジヨオンヘの訪花を観察している。
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37. Pliθ ″Js πα夕′(LINNAEUS,1758)

subsp.μψοπ′εα SHIR6zu,1952ェ ゾスジグロチョウ

A:新見市―足立412),井 倉*(May 5,'68,2629,May 4,'69,263♀ ;Apr.6,'71,

1164♀ ぃずれも NT), 草間*(June 16,'68,1062♀ ;June 15,'69,7619;

」une 22,'69,1619;May 30,'71,16;June 7,'71,16,い ずれも NT);真

庭郡一湯本*(Apr.21,'68,16,NT);り H上郡一人賀*(Aug。 16,'68,162♀ ,NT);

高梁市―臥牛山*(Aug。 12,'66,16,NT)

C:春型は4月 中旬から,夏型は6月 中旬と7月下旬～8月 中旬に採集されている。

D:前種と混棲している場合が多く,近年中村具見氏らが調査研究した結果,本種が岡

山県にも分布していることが確認された。

Genus Pοπ′′α FABRICIUS,1807チ ョゥ セ ン シ ロチ ョ ウ属

38. POη ′′σ α¢タノ′グ′θθ LINNAEUS, 1758

subsp.ο″′θ%′α′′s(KARDAKOFF,1928)チ ョ ゥ セ ン シ ロ チ ョウ

倉敷市酒津, Apr.25,'40,19と いう記録が自水 ('59)に よってとりあげられ,

この記録は日浦 ('69)も 弓1用 している。小坂和彦氏が採集したといわれ,広瀬義射

氏から資料が提供されているが,標本は確認していない。

Fardly LYCAENIDAEシ ジ ミチ ョウ科

Genus Nのヮ′力α″α MooRE,〔 1879〕 ムラサキシジミ属

39。 Nα″α形%″αノの
"グ

θα (MURRAY,1875)ム ラサキシジミ

B:中国山地の高所をのぞいて広 く分布する。成虫越冬するが,10月 と2月 の観察例は

ない。

C:(ア ラカシ)*

D:小野は倉敷市小黒田で 4月 14日 ('48)にアラカシヘの産卵を観察, 4月 16日 に孵化

したところまでを見ている.

難波と青野は高梁市下神崎でアラカシの新芽に産みつけられた 6卵を 5月 9日 ('71)

に観察しているが孵化は確認していない。

岡山市では12月 下旬に新鮮な成虫が発見され,成虫が冬期でも暖い日には活動して

いる例が安江 ('57)に よって報告されている410).総 社市では 1月 上旬の採集例が

ある236).

40。  Nc″αノカ″″α bαzα′%s(HEWITsoN, 1862)

subsp.九″bα′α (BuTLER, 1881)ム ラサキツノヾメ

A:総 社 市 一 豪 渓 (OCt.20,'63,NM;Aug,28,'71,WHi Sep.4,'51,262);Aug.5,

16。 '5677);sep。 中旬,'40357));倉敷市一連島町官之浦 (OCt。 22,'60351)), 浅原
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(Sep.28,'62357)),鶴 形*(Nov.25,'64,重井 博)

B:高梁川流域の総社市と倉敷市で 8月上旬から11月 下旬までに成虫の姿が観察されて

いるが,個体数は記録的なものである。

D:記録の多い総社市豪渓にシリブカガシの群落があることが難波 ('63)に よって報告

され,本種とシリブカガシに深い関係のあ りそ うなことが示唆されている。

Genus 4γ′θ夕θ″ θS CHAPMAN,1909ゥ ラ ゴ マ グ ラ シ ジ ミ属

41.スγたっοο′θS pγノθ″′(MuRRAY,1873)ウ ラゴマグラシジミ

A:阿哲郡一上油野:新見市一草 間 (」une 16,'57,安 東瑞夫):真庭郡―蒜山, り|1上

村:苫田郡一真加野,泉山,杉 ;英田郡一作東:津山市一福岡,大谷:高梁市一大

成,津川町きつね谷,今津,玉 (June 23,'60,WH), 神崎, 玉川町;御津郡―兵

坂峠,本宮山:備前市一三石:吉備郡一高滝山, 下倉, 槻*(June 2,'57,AT)総

社市―長良,湛井*(June 22,'65,NT);都 窪郡一黒田,浅原峠,大覚寺付近:倉

敷市一福田町坪井:岡山市―金山,半田山,竜ノロ山系玉井,稲荷山,西大寺芥子

山*(June 14,'62,Ns)

B:広 く分布しているが,あ まり多くはない。成虫が確認されているのは, 5月 下旬か

ら7月上旬である.

C:(イ ボタ)*

D:難波は 1月 5日 ('64)に岡山市金山で, 2月 28日 ('71)に 高梁市玉川町でそれぞ

れ,イ ボタより最高20個の卵群と5卵を, また, 5月 15日 ('71)に高梁市玉川町で

イボタより終齢幼虫 2exsをえている。また,難波は自然状態での孵化が他種より

早いこと,即ち3月 3日 には孵化する例のあることを観察している。

Genus σss%γ′απα TUTT,〔 1907〕 ゥラキンシジミ属

L2.1/ss%/′απα s,,まαπα (BUTLER,1881)ゥ ラキンシジミ

A:新見市一足立 (July 23,'58,河 辺誠一郎):真庭郡―蒜山,八束村:苫田郡一泉山:

勝田郡一那岐山;英田郡一後山,東粟倉村:久米郡一誕生寺:赤磐郡―吉井山:和

気郡一苦木*(June 14,'59,KT);総 社市一豪渓,南奏,門田,湛井*(」 une 22,'65,

NT),井山*(June 5,'69,NT;June 14,'67,NT;」 une 23,'66,NT);岡 山市一

金山,竜ノロ山系,稲荷山,西大寺芥子山 (」une 9,'63,Ns;June 13,'62,Ns;

」une 22,'65,Ns):備前市一三石.

B:広 く分布しているが,個体数は多くない。成虫の出現期は, 6月 上旬から8月上旬

になっているが,南部は 6月 上旬から6月 下旬,中部は 6月 中旬から7月下旬,北

部では 6月 下旬から8月 上旬と北部へ行 くほど出現期もおそくなっている。

C:ヤマ トアオダモ*

D:難波は, 2月 14日 ('71)に 金山のヤマ トアオダモで, 5卵を採集し,ア オダモを与

えて飼育,成虫を羽化させている.

青野 ('56)は 稲荷山で成虫がクリに訪花していたことを観察し,報告している75).
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Genusェ″わ″θα TUTT,〔 1907〕 ァヵシジミ属

43.ェ″ヵηグθα ′%′θα (HEWITSON,1865)ァ ヵ シ ジ ミ

B:広 く分布しているが, ウラナミアカシジより個体数は少ないようである。成虫の出

現期は 5月 下旬から7月下旬となっているが, 北部の津山市小田中での採集例197)

は, 5月上旬で,こ れは南部の 5月 下旬の記録より,は るかに早い記録である。

C:ア ベマキ231),(コ ナラ)*,(ナ ラガシワ)*

D:難波 ('63)は岡山市東山 。金山のアベマキで,それぞれ 1卵・を採集し,成虫を羽

化させている.Ⅳ-8孵化ゆV-6蛹化ゆV-19羽化 .

その後,難波は, 2卵を都窪郡山手村のコナラから1月 11日 ('64)に , 1卵を都窪

郡清音村黒田のナラガシフから2月 8日 ('71)にえている。

また,河原は, 5月 7日 ('71)に玉野市麦飯山のアベマキから幼虫 lex.を えて飼

育し,同月17日 羽化させている.

訪花について, 6月 3日 ('51)に 清音村黒田のジャガイモ,ク リの花に来ていたこ

とが報告されている121).

天敵については, 6月 15日 ('52)に 児島郡タコラ山で入手した蛹から,キ アシブト

コバチの発生したことが,報告されている243).

44.ェィヵ″ θα Sαθ夕′S″グα′α (HEWITSON,1865)ゥ ラ ナ ミア カ シ ジ ミ

B:分布が広 く,群棲の傾向が強い.成虫は 5月 下旬から8月 中旬に出現しているが,

津山市小田中では 5月 10日 の記録がある197).

C:(ナ ラガシワ)*:ア ベマキ*

D:難波は 2月 11日 ('71)に 赤磐郡塩木のナラガシワ*か ら2卵をえている。 また 河原

は 5月 7日 ('71)|こ 玉野市麦飯山のアベマキ*か ら幼虫 5ex.を えて, アベマキで

飼育,同月23日 ,26を 羽化させている.

Genusス ″α″αtt SIBATANI et ITo,1942ォ ナ ガ シ ジ ミ属

45.スγαγαノ ′π′んθα (JANSON,1877)ォ ナガシジ ミ

A:新見市一足立:真庭郡一中福田北奥の方面,八東村:苫田郡一上斎原村中バス停留

所川向い,上斎原村上の寺,落合*(Apr.25,'71,卵,幼虫,NM),阿波村

B:7月 上旬から8月 中旬に脊梁山地で記録されているが,分布確認地は少ない .

C:オ ニグル ミ*

D:難波は落合で 4月 25日 にオニグル ミより26卵 と 1齢幼虫15頭をえて,飼育をつづけ

成虫を羽化させている

Genusス η′グgブ″s SIBATANI et ITo,1942ミ ズイ ロオナガ シジ ミ属

46.4π′′ノ %sα′′グ′グα (BREMER,1861)ミ ズイ ロオナガシジ ミ

B:成虫は, 5月 下旬から7月 中旬に発生し,北部の中国山地では 8月 中旬まで記録さ

れている。
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C:アベマキ286),ナ ラガシワ286),(コ ナラ)*,(ミ ズナラ)*,(イ ボタ)*,(ヤ マ トアオ

ダモ)*

D:難波 ('63)は,岡山市東山,金山および都窪郡黒田,山手村のアベマキ,ナ ラガシ

ワより採」日し,成虫を羽化させている。Ⅳ-16孵化ゆV-8蛹 化ゆV-28羽化。そ

の後,難波は 2月 8日 ('71)に高梁市広瀬のナラガシワより1卵, 3月 21日 ('71)

には都窪郡山手村のコナラより3卵, 4月 11日 ('71)に は苫田郡中津河の ミズナラ

より1卵をそれぞれ確認している。他にイボタノキ,ヤ マ トアオダモより,それぞ

れ 1卵を得たが発育しなかった .

河原は 5月 7日 ('71)に 玉野市麦飯山のアベマキから幼虫 21exsを えている。

47.∠π′グgブ %sb%′′θγグ(FENTON,1881)ゥ スィロオナガシジ ミ

A:阿哲郡一花木*(June 29,'71,WT);新 見市一草間 (」une 7,'64,Ns;June 19,

'66,AK)真 庭郡一土用,川上村:苫田郡一恩原,恩原池付近, 羽出, 泉山, 上斎

原;勝田郡一那岐山:英田郡―江見 :り |1上郡一布 賀*(」 une 16,'63,重 井 博)3高

梁市一大成,尾原,神崎 (June 7,'64,MM),玉 *(」une 18,'61,KT),笠根*(June

16,'63,MM);都窪郡一黒田:岡山市―金甲山 :

B:産地が限定される傾向があるが, とくに瀬戸内沿岸地方では金甲山と黒田から記録

されているだけである.成虫は 6月 上旬から8月上旬にかけて出現している。

C:ナ ラガシワ*

D:難波は高梁市下切へ 3月 14日 ('71)に行き,ナ ラガシフから38り ,を えて飼育,成虫

を羽化させている.

Genus″し´解θ SIBATANI et ITo,1942ゥ ラ ミスジシジ ミ属

48. Ⅳαgル%θ s,多α′α (BUTLER,1881)

f.σ %θ/θ′υθ/α (STAUDINGER,1887)ゥ ラ ミス ジシジ ミ

A:新見市一草間 (June 7,'64,Ns;June 15,'69,NT;」 une 21,'64,MM;July 7,

'63,MM),谷合*(」 uly 25,'62,AT):真 庭郡一蒜山,大挟峠*(July ll,'71,T),

川上村:苫田郡一恩原,上斎原村;勝田郡一那岐山:高梁市―臥牛山

B:中国山地と高梁川流域の一部に局地的に生きのびている感がある。成虫の出現期

は, 6月 上旬から8月上旬である。

C:コ ナラ*

D:難波は3月 7日 ('71)に新見市草間のコナラの芽より1卵を得て飼育し,成虫を羽

化させている。

Genusルα′s%解θ SIBATANI Ct ITo,1942ゥ ラクロシジ ミ属

49。 ルη′s%%θ θttθttθθ (BUTLER,1881)ゥ ラクロシジ ミ

A:真庭郡一野土路峠:苫田郡一平作原,恩原*(Mar・ 27,'71,卵NM),泉源,倉見

B:脊梁山地の一部から見つかっているが,野土路峠では,発生を確認した地点はその
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後,樹木が伐採されて見る影もない。成虫は, 6月 下旬から7月 中旬に記録されて

いる.

C:アテツマンサク*

D:難波は恩原のアテツマンサクより3月 27日 に13卵 をえて, アテツマンサクで幼虫を

飼育,成虫を羽化させている。

竹内 ('64)は成虫が午後 3時 ごろから活発に活動すると報告している384).

Genus Nω zタタリ ″%S SIBATANI et lTo,1942ミ ド リシ ジ ミ属

50。 Neθ zθ夕んノ/%S′α″グ′α (BREMER, 1864)

subsp.夕″ゎπ′θ%s(h/1URRAY,1875)ミ  ドリシジミ

A:真庭郡一八東村大扶峠*～中和村別所*(」 uly ll,'71,T);苫 田郡一泉源,小林 :勝

田郡一那岐山:久米郡一誕生寺,久米弓削:吉備郡―竜王山;総社市一三須,三須

中林,井山*(」une 5,'69,NT;June 14,'67,NT;June 23,'66,NT;July 23,

'69,NT);都窪郡一黒田,福山,片山 (」une 22,'59,KT),軽部*(June 2,'63,

MM),峠 *(」 une 13'68,NT;June 30,'69,NT),清 音 ;倉敷市―福田町坪井,日

差山*(」une 27,'71,WA);児島郡―タコラ山,彦崎 (June 18,'61,MM);岡山

市―高松,金甲山

B:南部での採集例は多いが,中部の吉備高原からの記録は,ほ とんど見当たらない。

成虫の出現期は, 6月 上旬から8月上旬にわたっている.

C:ハ ンノキ286),ャ マハンノキ*

D:難波 ('63)は 2月 17日 ('63)に黒田のハンノキで採卵し,成虫を羽化させている。

Ⅲ-2]孵化ゆV-10蛹化OV-27羽化.

その後, 難波は, 2月 21日 ('71)に 都窪郡山手村の ハンノキより21卵 , 3月 27日

('71)に は,苫田部上斎原村恩原のヤマハンノキより16卵 を採卵し, それぞれ成虫

を羽化させている.

広瀬 ('51)は クリの花へ成虫が飛来していたことを報 じている121).

Genus cん γノsθ zθクカノγ%S SHIR6zu et YAMAMOTO,1956

メスアカミドリシジミ属

51. cヵ γノsθ 2θ′勿〃%SS%α γαttdtπαs(BREMER,1864)メ ス ア カ ミ ド リシ ジ ミ

A:真庭郡―蒜山,神庭,月 田,土用*(」une 28,70,MM),苫 田郡一泉源,泉山 (Mar.

28,'71,卵 殻,NM:Apr.11,'71,幼 虫,NM),倉見,中津川;勝田郡一那岐山

B:脊梁山地で 6月 中旬から7月 中旬に記録されているが,個体数は多くない
.

C:エ ドヒガン*

D:難波は泉山のエドヒガンから脱出ずみの 3個の卵殻 (3月 28日 )と 若齢幼虫 10頭

(4月 11日 )をえて,飼育をつづけ成虫を羽化させている。

52。  cヵ究パθzθ夕カノ/π S α%γθγ′

“

%s(OBERTHむ R,1880)ァ ィ ノ ミ ド リシ ジ ミ

A:真庭郡―蒜山200),八東村197);英 田郡一日名倉山197)249),後山406)



B:日 名倉山は 1943年 7月 20日 (片山,'59)と 1943年 6月 26日 (井上他,'68)と いう

2つの採集報告例をもっている。八東村は1951年 8月 4日 (片山,'59)と示されて

いる.蒜山からは具体的な Dataは示されていないが京浜昆虫同好会 ('71)は渓谷

地帯に多産としている。

後山では1964年 7月 11日 に 26が採集されたことが示されていて, この報告が一番

くわしヽヽ
.

Genus o%θ γθ%Sグα VERITY,1943フ ジ ミ ド リシ ジ ミ属

53.oπ θγθ%Sグα ′″ グsαπα (MATSUMURA,1910)フ ジ ミ ド リシ ジ ミ

A:苫田郡―泉山249),上 斎原村190), 羽出 (1日羽出村)190),奥 津町 (1日 苫田村)190);勝田

郡一那岐山51)294):英 田郡一後山197)

B:正確な記録が少ない。後山では1950年 6月 24日 に片山豊八氏が採集したというのが

唯一のもの.泉山では1959年 6月 28日 と1957年 6月 30日 という報告がある。他から

は具体的な Dataは示されていない.6月下旬から7月 にかけて発生しているもの

と′思われる.

Genus Fα υθ%グ%s SIBATANI et ITo,1942ォ ォ ミ ド リシ ジ ミ属

54. Fα υθzグπs sα夕″ γ′ππs(STAUDINGER, 1887)ゥ ラ ジ ロ ミ ド リう/ジ ミ

A:阿哲郡一永富:新見市―豊永*(」une 30,'57,安東瑞夫), 草間 (June 7,'64,Ns;

June 16,'68,NT;」 uly 30,'63,Ns);真庭郡―神庭, 勝山町;勝田郡―那岐山*

(」uly 20,'70,OM);英 田郡一藤生, 林野幕谷,東粟倉村,作東町;津山市一下高

倉;高梁市一今津,尾原,下切*(Feb。 28,'71,卵 ,NM),巨瀬 (」une 22,'69,WH;

」uly 7,'62,WH),玉 (June 17,'62,重 井 博),大成,笠根*(Jllne 16,'63,MM),

神崎*(」 une 16,'63,MM;July 7,′ 63,WH);総社市―井山*(June 8,'71,NT);

都窪郡一黒田 (」une 21,'52,水 野弘造):倉敷市一北部丘陵;児島郡一彦崎*(June

10,'62,MM);岡山市一金甲山:赤磐郡一塩木*(Feb.11,'71,卵 ,NM)

B: 6月 上旬から8月 上旬.広 く分布するが局地的である.

C:ナ ラガシワ286),(ァ ベマキ)*

D:難波 ('63)は 2月 24日 ('63)に都窪郡黒田で ナラガシワより卵をえて幼虫をナラ

ガシフで飼育,成虫を羽化させて報告している.経過は次のとおり.

Ⅳ-11孵化→V-8蛹化→V-29羽 化.

その後, 難波は 2月 11日 ('71)に 赤磐郡の塩木で ナラガシワより6卵, 2月 28日

('71)に高梁市下切のナラガシワで 6卵をそれぞれえて, ナラガシワで飼育,やは

り成虫を羽化させている.

また,ア ベマキを与えても順調に発育することを確認している.成虫の生態観察で

は, 成虫がアベマキの下の笹にひそむ 習性のあることを水野 ('53)が報告してい

る278).



B:成虫の出現期は,南 。中部では, 5月 下旬から7月上旬に,北部では,少しおくれ

て 6月 中旬から8月 上旬までとなっている.南部でも都窪郡の黒田で7月 22日 ('51)

とおそい記録がある374).分 布は広いが群棲はしないようである.

アベマキ*, コナラ*,ナ ラガシワ*,(ア ラカシ)*

難波は, 1月 5日 ('64)に岡山市金山のアベマキで 5卵, 2月 2日 ('64)には岡

山市東山のコナラで 2卵, 5月 9日 ('71)には 高梁市広瀬の コナラより5齢幼虫

2exs.を それぞれ発見し,飼育羽化させている。 また, これらをアラカシでも飼育

し,羽化させている。

青野は 6月 9日 ('71)に 高梁市下神崎のナラガシワで終齢幼虫をえて,ナ ラガシフ

で飼育羽化させている。総社市産で前翅表面の周囲に青色の帯状紋のある♀の異状

型が秋山 ('60)に よって報告されている44).

A: 真庭郡―蒜山渓谷地帯2oO);苫 田郡一中 津 河*(Apr.11,'71,ミ ズナラ より卵*,N

M),奥津町 (旧 苫田村)253),上 斎原村249),勝 田郡―那岐山294);英 田郡一後山197)

中国山地からの報告がわずかにあるだけであるが,Dataが示されたものとしては,

片山 ('59)に よる後山, July 25,'55と 井上 ら ('68)に よる上斎原村, 」uly 15,

'62ぉ ょび道信 ('62)に よる旧苫田村, 」uly 13,'62の 3つに過ぎない.蒜山渓谷

地帯は京浜混虫同好会 ('71)に よる.那岐山では西村 ('51)の 報告以来 確認され

ていない。

(ミ ズナラ)*,(ナ ラガシワ)*

難波は 4月 11日 ('71),上斎原村中津河で, ミズナラに産付された10卵を確認し,

持ち帰った後,ナ ラガシワを与えて飼育観察を継続し,羽化させている.

57.Fαυθπ″s%′″α%αγグη%s(FIxEN,1887)ハ ヤシミドリシジミ

A:阿哲郡一奥谷,市倉峠,小坂部,大井野*(Aug.8,'58,AT):真庭郡―八東村,毛

無山, 星山, 神庭, 勝山町, 大扶峠*(」uly ll,'71,T);苫 田郡一辰巳峠,恩原

(Mar。 27,'71,ヵ シヮより卵*,NM),上斎原村:英田郡一日名倉山 (July 19,'70,

T),後山南麓.

B:北部の中国山地に分布しており,成虫は, 7月 の中旬から8月 の中旬にかけて出現

する。

カシワ*

難波は恩原でカシフに産付された35卵を確認し, これにナラガシフを与えて観察を

継続し,羽化させている。

58.Fα υθηル s′α′′ル sθ′αノ%s SHIROZU et HAYASHI,1951ヒ ロ ォ ビ ミ ド リシ ジ ミ

A:阿哲郡一奥谷*(June 24,'58,AT):新 見市一草間 (June 7,'64,Ns:」 une 15,′ 69,

NT;Mar.14,'71,ナ ラガシワより卵*, NM).西 草間:勝田郡一那岐山*(June

Ｃ

　

Ｄ

B:

Ｃ

　

Ｄ

Ｃ

　

Ｄ
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19,'71,OM;June 26,'71,OM;July 20,'70,OM):津山市―上高倉:高梁市一

尾原,大成,笠根*(」 une 16,'63,MM),神 崎*(July 7,'63,WH),下 切*(Feb.28,

'71,ナ ラガシワより卵*,NM), 玉,玉り|1町 (」une 18,'61,KT;June 27,'61,河

辺誠一郎).

B:吉備高原から中国山地にかけて分布している。成虫の出現期はほぼ 6月 中旬から下

旬に集中しており, 7月 の上旬頃まで活動が見 られる.

C:(ナ ラガシワ)*

D:難波は,下切でナラガシワより2卵,草間でも同じくナラガシワより1卵をえてい

る。

59.Fα υθηグ%s θO″α′%S(STAUDIGER 1892)ジ ョ ゥ ザ ン ミ ド リシ ジ ミ

A:真庭郡一蒜山渓谷地帯200):苫 田郡一上斎原村249):英 田郡一日名倉山197)

B:片山 ('59)に よる日名倉山での採集記録,」uly 25,'43と 美作虫の会 ('68)に よる

上斎原村での 」uly 25,'62と ぃ ぅDataの外,片山 章氏 ('39)の July 10,'38,

39と ぃ ぅ報告192)も あるが, これは産地が示されていないのでどうしようもない.

蒜山渓谷地帯とい うのは京浜混虫同好会 ('71)に よる.

Genus Rα 夕α′α MOORE,〔 1881〕 トラフシジミ属

60。 R″αル α/α′α (BREMER,1861)ト ラフシジミ

B:広 く分布していて報告例も多いが南部の瀬戸内沿岸部では個体数が少ない.春型は

中部の吉備高原や南部の低地では 4月 下旬から,Jヒ部では 5月 上旬から出現する。

夏型は, 6月 下旬から発生が見 られ, 8月 下旬頃まで活動が認められる。

D:大野は彦崎で 6月 15日 ('63)に幼虫を発見し,飼育を続けて 6月 25日 に成虫を羽化

させている.総社市では成虫が ウツギ,バ ラの花に きていたことが 観察されてい

る.

Genus sル フ解θ″蒻α TUTT,〔 1908〕 ヵラスシジミ属

61。  s′γノ%κθπ′グ′α ω‐αノb“ %η KNOCH, 1782

subsp.ル″θ″ (BUTLER,1881)ヵ ラスシジミ

英田郡後山で 1950年 6月 25日 に片山豊八氏が採集したとい う報告187)189)249)が 三度

にわたって見られるが出所は上記一つだけである。

他に岡山県最北部に少という報告221)も あるが信ぴ ょう性のほどは明らかでない。

62.s″ソ%θ
"′

″α%θ″α (」ANSON,1877)ミ ヤマカラスシジミ

A:真庭郡一蒜山197)187),川 上村250)187), 中福田249), 八東村300)187);英田郡一日名倉

山187).

B:北部の中国山地から報告されているが, 記録は少ない,日 名倉山の記録は Aug。 ,

'40,片山採集とい う1例,井上 ('56)の 報告だけであ り,蒜山方面の採集記録では



25

Aug。 5,'56,3exs.,井上採集とい う道信 ('57)の 報告と片山 ('59)に よる Aug"
'57,道信 ('62)に よる 」uly,'59,井 上ら ('68)に よる Aug。 2,'66と ぃ ぅ Data

が示されているのみである.

Genus 4み ′ιθγノα BRYK,1946コ ッバメ属

63. ノ4カ′みθγgグαルγ/θα (BUTLER,1868)コ ッ′ミメ

B:広 く分布しており,南部では 3月 下旬から出現し4月上中旬が最盛期であるが, 4

月一ばいは活動を続ける.吉備高原から中国山地とかけては, 4月上旬から発生

し,北部では 5月 中旬まで成虫が見られる。南部の遅い記録として玉野市常山で 5

月23日 ('71)と い うのがある.

C: ナツハゼ*

那須は 5月 31日 ('71),高梁市臥牛山で, ナツハゼから終齢幼虫をえて,そのまま

6月 7日 に蛹化を見,現在飼育中である。 また青野は 4月 14日 ('63),高梁市佐与

谷で成虫がキブシに訪花中を観察している.

Genus a″ ηグαs′S ⅥrALLENGEN,1857キ マ ダ ラ ル リ ツバ メ属

64.助 ″ ル s′s′α α々πθπJs(MATSUMURA,1906)キ マ ダ ラ ル リツバ メ

A:阿哲郡―北部地域:真庭郡―神庭, 勝山町;苫田郡―泉山, 杉, 奥津町 (1日 苫田

村),久田村;勝田郡一久賀,那岐山;英田郡一日名倉山*(July 19,'70,T),福本*

(」une 19,'71,Yo),林 野町:和気郡一三国村.

B:岡山県の北東部を中心に分布,阿哲郡のゴヒ部を上げた山本 ('32)の 報告をあいまい

さの故に除外すると山陽側での西限は真庭郡の神庭となる。北部では6月 中旬から

成虫の発生が見られ 7月 上,中旬が最盛期のようである.

D:6月 19日 ('71), 英田郡福本でクリの花に来ていたことが山地によって観察されて

いる.

Genusム %αθηα FABRICIUS,1807ベ ニ ン ジ ミ属

65。  Lノθαιπα タカ′αθαS(LINNAEUS, 1761)

subsp。 グαJ%′θ(SEITZ,1909)ベ ニシジミ

B:広 く分布している。春型は,南部では3月 中旬から,中部以北では3月 下旬から発

生する。また,夏型は南部で 6月 上中旬,北部で 6月 中,下旬には発生する.南部

平地での終見は11月 上旬.

なお,遅い例として,奥津町杉で12月 14日 ('55)に成虫が観察されている249).

C:ス イバ*,ギ シギシ*,ヒ メスイバ*

南部での産卵活動は4月下旬に至ると活発で (4月 22日 ,'48,小野), 難波は総社

市豪渓で5月 2日 ('71)ス イバで 8卵を確認, また高梁市広瀬でも5月 9日 ('71)

ギシギシで産卵活動を観察している。これはギシギシで飼育を継続,羽化させてい

る。 更に北部では蒜山原で, 5月 16日 ('71)に, ヒメスイバで 1卵を確認してい
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る.6月 23日 ('71)に は岡山市三野でヒメスイバより, 1卵を確認, これはヒメス

イバで飼育をし,羽化させている。 青野も6月 9日 ('71),高梁市広瀬でスイバと

ギシギシに産付された卵を確認している.ま た冬期の幼虫について難波は,岡山市

旭川堤防で 1月 10日 ('71),ス イバで若齢幼虫を確認, 降霜の際は付近の落葉に静

止するものがかなりいたことを観察している。

訪花植物として, ヒメジヨオン323), ォォフタバムグラ181), ョメナ181), ニラ131)が

報告されている。

また青野 ('52)は,早春,低温下では,成虫が僅かの振動で,枯草上から転落し,

擬死現象を示すという興味深い観察をおこなっている70).

Genus aπαヵα de NIcivILLE,1890ゴ ィ シシジ ミ属

66.τα/α力α 力α%αグα (DRUCE,1875)ゴ ィ シシジ ミ

A:阿哲郡一荒戸山*(Sep・ 20,'59,AK),布瀬*(June l,'60,AK):新見市一斉渡寺,

吉川, 花見*(Aug。 4,KT), 足立, 矢の峰*(」uly 26,'64,Ns),草 間*(June 13,

'65,Ns)真庭郡―湯原,蒜山,毛無山,土用,芋ケ谷*(」 une 28,'64,重井 博),

川上村;苫田郡―辰巳峠, 恩原, 高清水高原, 泉山, 瀬戸, 越畑*(June 5,'66,

AK;June 26,'66,AK),羽 出,上斎原村 (May 21,'69,Ns),阿 波村*(Aug。 3,

'57,YY;Aug。 16,57,安東瑞夫):勝田郡一右手峠*(」 uly 15,'66,日 撃,MH):

英田郡一後山;津山市一上ノ町, 下高倉:高梁市―玉 (June 26,'60 1VH;]une

2,'63,WH),下 切,今津,宇治*(June 18,'61,重井 博),玉川町 (Aug。 27,'63,

AK),鶏足山*(May 15,'60,WH);小 田郡―北 り|卜 吉備郡一槻*(」 une 19,'60,

AT):総社市一長良,湛井*(」 uly 27,'65,NT);都 窪郡一黒田:倉敷市―酒津:岡

山市一方田,古京町,金山*(Sep・ 8,'63,幼虫,NM;Dec。 27,'63,幼虫,NM;
Mar.6,'64,幼 虫,NM)

B:県下一円に分布するが,成虫の発生確認の記録は比較的,北部で多いようである.

5月 中,下旬から発生し,北部では9月下旬まで見られるが,殊に6月 下旬から8

月上旬にかけての出現の記録が多い。 また年により発生量および発生消長の違い

が,かなりいちじるしいようである.

(タ ケツノアブラムシ)*

難波は, 岡山市金山で, 9月 8日 ('63),12月 27日 ('63), 3月 6日 ('64)の 3回

にわたり,ササの葉裏で若齢幼虫を発見し,つねに付近にタケツノアブラムシ多数

がいたことを確認している。

Genusハリタカαπαα MOORE,〔 1875〕 クロシジミ属

67.勒 α%滋 ′おθα (BREMER,1864)ク ロ シ ジ ミ

A:阿哲郡一市倉峠,小坂部:新見市一草間 (July 7,'63,MM);真 庭郡一郷原,大挟

峠*(」 uly ll,'71,T),勝 山町,川上村:苫田郡一泉山, 出羽, 恩原,上斎原村,

大神宮原,養野,山乗山*(」uly 28,'63,重井 博), 津黒山*(July 28,'63,重井

Ｃ

　

Ｄ
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博):勝田郡―那岐山, 日本原野, 滝山 :り |1上郡一日里:高梁市―笠根, 神崎,春

木,鍋坂*(Aug。 3,'70,NT):久米郡一弓削町;赤磐郡―熊山 (Aug。 9,'60,WH,

軽部村;和気郡―吉永町*(July 12,'56,安 東瑞夫);浅口郡一金光町 .

B:吉備高原か ら中国山地にわたって分布している。 7月上旬か ら8月 中旬にかけて出

現する.最盛期は 7月下旬～ 8月上旬のようである。

Genus Lα ttpttθs Hせ BNER,〔 1819〕 ゥラナ ミシジミ属

68。 Lα %タググθS bθθ′グε%s(LINNAEUS,1767)ゥ ラ ナ ミシ ジ ミ

B:広 く分布する.成虫の出現は7月下旬頃からで, 9月 が最盛期となるが,南部では

10月 末まで活動が続き, 11月 の下旬には見られなくなる.ま た 6月 に 2例 , 5月

(南部)に 1例,更に早い時期の成虫出現の記録としては,倉敷市鶴形 (旭町)で

2月 9日 386),倉 敷市福田で 3月 18日 101)と いうのがある.

C:(ア ズキ)*,(ダ イズ)*

D:早春に,極めて稀にではあるが,成虫が確認されており,また 5月 頃には,かなり

汚損した固体が観察されている。しかし,未だ本県内で越冬することについては,

決定的な調査記録はなく,疑問視されている.

青野は 8月 13日 ('61)り |1上郡坂本で,ア ズキ畠に多数集っているのを観察.また赤

枝は,ダイズヘの産卵とそれに各齢の幼虫がいるのを観察している。

難波は 9月 19日 ('71),川 上郡成羽町でアズキにいた終齢幼虫を確認している.

9月 7日 ('52)に岡山市の半田山で,成虫がアキノキリンソウ, コウヤボウキの花

に来ていたことが井手 ('52)に よって観察されている179).

Genus zグ zθθγ′α CHAPMAN,1910ャ マ トシ ジ ミ属

69. zグ zθθγ′α πα力α (KoLLAR,1848)

subsp.αγg′α (MЁ NЁTRIttS,1857)ヤ マ トシジミ

B:広 く分布,春型は 4月上旬頃に発生,夏型は 6月上,中旬頃か ら発生する.成虫は

10月 下旬頃まで活動が見 られる。なお南部では早い時期の発生もあり, 3月 中,下

旬の記録がある.

C:カ タバ ミ150),(タ チカタバ ミ)*                  |
河原は,倉敷市福田町古新田で 5月 22日 ('71)カ タバ ミヘの産卵活動を観察,飼育

を継続し, 6月下旬羽化させている。また,難波は,11月 22日 ('63)岡山市北長瀬

でカタバ ミにいた若齢幼虫を観察しており,赤枝はタチカタバ ミヘの産卵活動を観

察している。

広瀬 ('53)は 8月 13日 ,倉敷市田ノ上でカタバ ミに 1卵を産付後葉上に静上してい

た 1♀ が,飛来した 6と 再交尾したのを観察している。その卵は16日 にふ化した。

なお,その際の飛翔型式は (6+♀ →)で あった。
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Genus z′ zttα CHAPMAN,1910シ ル ビア シジ ミ属

70。  zグ zグπα θ′グs(FABRICIUS, 1787)

subsp.θ ttθ′グηα (de l'oRZA,1869)シ ル ビアシジ ミ

A:勝田郡―真加部,余野,高円,黒土,長良,八ケ原池, 原, 日本原, 豊国原, 皆

木;英田郡―志越峠,沢,藤生,作東町:津山市一大谷,小田中,津山:御津郡一

辛川市場,金川*(Sep.30'56,AK), 建部町 (Sep.30,'56,AT):赤磐郡―仁堀*,

(Oct。 16,'57,YY);和気郡一閑谷*(May 21,'57,YY):吉 備郡―妙見山,昭和町 :

総社市一桜谷,長良,井山*(Aug。 20,'65,NT;Sep.27,'65,NT):都窪郡―黒田

(」uly 28,'56,AT),平 山,山田;倉敷市一福田,東塚,片島*(OCt。 ,'63,MM;

」uly 20,'61), 浅原*(Dec。 28,'63, ミヤログサから幼虫, NM):児島郡―木見森

池,尾原:岡山市一津島,蛤干山,半田山*(July 20,'69,WA;OCt。 9,'66,AK):

邑久郡一福岡河原 .

B:脊陵山地の高所を除いて広 く分布しているようである.成虫は4月下旬から発生 ,

南部では10月 下旬まで見られる。

C:(ミ ヤコグサ)3)

9月 11日 ('54),西大寺蛉干山でミヤコグサに産付されていた 1卵が赤枝 ('54)に

よって観察されており, 難波は12月 28日 ('63),倉敷市浅原でミヤログサにいた若

齢幼虫 5個体を観察している.

安江 ('57)は本種の日本における分布と食草の分布について詳細に調査,検討し,

ミヤログサよりもむしろコマツナギの分布が本種の分布と略一致することを報告し

ている409).

Genus ν
“

π′′πθα van EECKE 1915ゴマシジ ミ属

71. Mαθπ′′πθα ′θ′θ″αs BERGSTRAssER(1779)

subsp。 議ガ sθηsグs(MATSUMURA,1926)ゴ マ シ ジ ミ

A:阿哲郡一永富,荒戸山*(Aug。 13,'61,重 井 博);新見市一天銀山*(Aug。 13,'61,

KT),花見*(Aug。 4,`61'AT,Aug。 13,'61,AT);真 庭郡一大扶峠*(Aug。 4,'66,

MH;Aug。 27,'67,MH), 蒜山 (Aug。 14,'71,T;Aug。 2,'71,日 撃,KY), り||

上村,八東村,中和村,新庄村,美甘村 :り |1上郡―弥高山*(Aug。 25,'68,WA);高

梁市―春木 .

B:中国山地か ら吉備高原に拡がっているが,山陽側での東限は現在までの知見では,

真庭郡八東村の大扶峠より少し東の中和村か ら斜めに美甘村へ伸び,大佐町の永富

を経て高梁市の春木へ南下した線とい うことになる。その線以東,以南か らは分布

を認めていない。成虫は 7月 中旬に初発を迎え, 8月下旬まで活動しているようで

ある.

Genus cθ′αs″′κα TuTT,1906ル リシジ ミ属

72. cθノαs′γグπα αγgグοルs(LINNAEUS, 1758)



Ｃ
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subsp.Lαろθπ′グθs(de l'ORZA,1869)ル リシジミ

県下一円に分布.春型成虫は,南部では 3月上,中旬か ら,中部以ゴヒでは 3月下旬

に発生する。夏型は南部では 6月上旬には発生し, 9月 まで活動が見 られる.

クララ*,フ ジ245)

小野は 4月 14日 ('48),倉敷市小黒田で フジの花のつぼみに多数産卵している活動

を観察し,飼育を継続した。 難波は 5月 15日 ('71),総社市豪渓で,ク ララヘの産

卵を確認し,ク ララで羽化させた.また青野も4月 29日 ,倉敷市酒津でクララの新

芽への産卵を確認している。松井 ('54)は岡山市でフジ花房に成虫が 1卵ずつ産卵

するところを観察,報告している245).青野は総社市でフジ棚より成虫,卵 ,幼虫,

蛹の経過を春季に観察している.

4月 14日 ('63)に高梁市佐与谷で成虫がキブシの花に来ていたことが青野により観

察されている.

また,青野 ('52)はベニシジミの場合と同ように,早春低温下では振動により容易

に落下し,擬死現象を示すことを観察している70).

73.cθ′αs′ /′πα s%ノ′απ′′ (MATSMURA,1919)ス ギ タ ニ ル リシ ジ ミ

苫田郡一越畑255),加 茂町249);勝 田郡―那岐山付近294),滝 山249),勝北町255)。

分布地が中国山地に限られていて,現在までに確認された地′点も少ない。報告され

た Dataを ひろってみると, 勝北町の滝山,Apr.29,'62,16,道 信 ('62),井上

他 ('68)と 鏡野町越畑,May 5,'62,36, 道信 ('62)の 2つがややくわしく,加

茂町,May 8,'64,と ぃ ぅ記録と苫田郡, May 13,'62の 記録は産地の表現がやや

ぼんやりとし,那岐山付近とい う報告には Dataがついていない。現在わかってい

ることヤまこれだけである。 成虫は 4月下旬か ら 5月 中旬までに 出現 と見なされよ

う。

Genus Eυθγθs Hも BNER,〔 1819〕 ッバメシジミ属

74. Eυθ″θs α
「譲 αグθS(PALLAS, 1771)

subsp.力θ〃θ′′α (MЁ NЁ TRIЁ S,1857)ッ バ メシジ ミ

B:県下一円に分布.成虫は3月 中旬から発生, 9月下旬まで連続的に出現する。発生

回数は調べられていない
.

遅い終見例として南部の倉敷市片島で10月 21日 ('62)と いうのがある。

C:(カ ラスノエンドウ)*,(ニ セアカシヤ)*,(メ ドハギ)*,(シ ロツメクサ)*,(コ メ

ツブツメクサ)*,(ツ クシハギ)*,(ヤ ハズソウ)*

D:小野は4月 14日 ('48), 倉敷市小黒田でカラスノエンドウに産卵しているところを

確認し,飼育観察を継続した.青野は4月 29日 ('67),同 所でニセアカシヤの新芽

に産卵しているのを確認している。

また,難波は1971年,つ ぎの植物への産卵を観察している.6月 23日 ,岡山市三野

でメドハギヘ 2卵,シ ロツメクサヘ 1卵,コ メツブツメクサヘ 5卵.6月 26日 ,岡

山市北長瀬で シロツメクサヘ産卵中の 5卵。 9月 12日 , 総社市豪渓で ツクシハギ

Ａ
　
Ｂ



へ.9月 19日 ,川上郡備中町黒鳥でヤハズノウヘ
.

そのほか青野は4月 10日 ('66)吉備郡槻で成虫が,ア ブラナの花に来ていたことを

観察している。

Genus rθπgθ′α TuTT,〔 1908〕 クロッバメシジミ属

75。

『

θπgθ zα ′ sθんグ グ (EvERSMANN,1843)ク ロ ッバ メ シ ジ ミ

A:新見市一井倉～方谷,草間*(June 13,'65,Ns):津 山市一城山,上横野:り |1上郡―

下 原*(Aug。 16,'68,NT;Aug。 3,'70,NT):高梁市一石火矢町*(Aug。 6,'68,

NT):御津郡一下加茂*(Sep.23,'71,KY);総 社市一豪渓:倉敷市―鶴形山, 福

山,阿知,中央;都窪郡―高尾山,妹尾崎,吹上:岡山市一西大寺市街地,津島福

居*(OCt。 20,'69,YM);邑久郡―香登町.

B:瀬戸内沿岸部から吉備高原へ拡がり津山盆地にも棲息が認められているが中国山地

からの報告はない.内陸部での成虫確認例は4月下旬～ 5月 上旬, 6月 中旬, 8月

上,中旬, 9月下旬の 4つのほぼ等しい期間をおいた周期を形づくり,年 4回発生

を示唆している。瀬戸内沿岸部では採集, 日撃もかなり多く4月 中旬～ 5月 上旬,

5月 下旬～7月初頭, 7月 中旬～ 8月 上旬, 8月下旬～11月 上旬とやはり4つの出

現帯をあらわしているが, とくに最後の出現期は長く連続してその間に 2回の発生

を含んでいることを想像させる。この地域での周年経過については赤枝 ('65)の 分

析があり38),それを次に示しておく。

Ｃ
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ツ メ レ ン ゲ 2)10)12)14)17)25)28)38)

赤枝 ('54,'56,'57,′ 59,'65)は 生活史について西大寺て継続観察をつづけえられ

た知見を報告している.それによると,卵は民家の屋根の上に多いツメレンゲの葉

の根元のあたりに産付される。一齢幼虫は紅色,孵化するとすぐツメレンゲに喰い

込む。その後緑色を増し終齢では全く緑色,幼虫は食欲旺盛で皮を残して内部から

食べつくす, 時に茎にはいるものもある.喰べつくすと他の株に移動, 移動は夜

間,成熟すると食草または屋根のひさしの板などで蛹化,蛹は全く緑色のものから

濃黒緑色まで,経過例として,11月上旬成虫,卵,幼虫共に見られ,12月下旬 1～

2齢幼虫がツメレンゲ越冬芽を摂食, 1月 7日 1頭脱皮, 3月 になると越冬芽もの

び一部幼虫は 3齢に達す.3月下旬終齢,早いものは4月 5日 蛹化, 4月 30日 , 5

月 1日 羽化。この 5月 上旬に羽化した成虫より生まれたと思われる幼虫を 6月 9日
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採,それは6月 12日 ～22日 の内に羽化というのがあり,こ れから春から6月末まで

に 2回の発生を観察している。また,最終羽化例として,10月 16日 ,18日 の例も報

告されている。

食草について赤枝 ('56)はベンケイソウを与えたものは 2齢をつづけ成長が順調に

いかなかったと報告している。

訪花植物について白神 ('51)は 百日草,千 日紅,茄子,胡瓜,鶏頭を あげている

357)

Genus zθ″″s KLUK,1802ヒ メシジミ属

76. ′′θみ″′%sα
「騨 S(LINNAEUS,1758)

subsp.%′θ″α″多 s(BUTLER,1881)ヒ メシジ ミ

A:阿哲郡一市倉峠:新見市一正田広瀬*(May 26,'71,WT), 河本 ダ ム*(May 26,

'71,WT);真庭郡一毛無山, 土用, 芋ケ谷*(June 28,'64,重井 博), 大換峠*

(」uly ll,'71,T),本 茅部*(June 22,'68,MM;July 5,'70,MM):苫 田郡一辰巳

峠,恩原,中津川,赤和瀬,越畑:津山市一黒沢山

B:中国山地を中心に分布しているが,まだ東部の勝田郡,英田郡からは報告がない。

成虫の出現期は南限の正田広瀬における5月下旬の記録から遅いもので市倉峠の 8

月 6日 の記録まである。湿原に多いようだ.生息地の標高を報告した例はない。

Falily CURETIDAEゥラギンシジミ科

Genus c%γ′ガsHむBNER,〔 1819〕 ゥラギンシジミ属

77. C%γθ′′s αε
“
′α Ⅳ【ooRE, 1877

subsp.クα″αθ%′α de NIcЁvILLE,1901ウ ラギンシジミ

B:広 く分布.越冬成虫は 3月上旬より活動をはじめ, 4月下旬～ 5月 上旬まで生き残

りが姿をとどめる。夏型の成虫は早いもので 5月 下旬より現われる。秋型がいつ頃

か ら出現するか,明確に記載した報告はない。11月 上旬までの活動が認められてい

る.

D:白神 ('51)は 雌のみ越冬といわれる本種の雄を'48年春倉敷市で採集したと報告364)。

古市 ('53)は イチジクの果汁に成虫が飛来したと報告107),青野 ('52)は晩秋の低

温のもとでは,シ ョックに会 うと成虫は下に落下し,偽死現象がみられると報 じて

いる70).

Family LIBYTHEIDAEテ ングチョウ科

Genus Lめ ノ カθα FABRICIUS,1807テ ン グ チ ョウ 属
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78. L′bノ′力′α ε′ノ′お (FuESSLY,1782)

subsp.θθ″ο′αθs FRUHSTORFER,1909 テ ングチ ョウ

B:瀬戸内沿岸部では 2, 3月 中にも成虫の目撃例があり,越冬した成虫は4月 いっば

い観察されている。その後, 5月 下旬, 6月 上旬に新しい成虫が出現しているが,

それ以後の夏季に於ける目撃例は報告されていない.9月下旬から11月 上旬の間の

観察報告はある。吉備高原では越冬成虫は 5月 上旬まで姿を見せており, 5月下旬

には,新 しい成虫のはしりがもう現われている。その後, 7月上旬まで継続的に観

察例があり,あ とは8月上旬と10月 上旬の観察例がわずかに報告されているに過ぎ

ない。中国山地では越冬ものは 4月 下旬まで,その後,新成虫は 6月 下旬から7月

上旬まで観察報告されており,あ と, 8月 上旬,下旬,10月 中旬のわずかな報告例

がある。

エノキ72)

5月 下旬に高梁市臥牛山のエノキから終齢幼虫をえた報告72)が ぁるが, その後難

波,青野は 5月 5日 , 9日 ('71)に高梁市下神崎のエノキより幼虫18頭をえて,エ

ノキで飼育,成虫を羽化させている。

広瀬 ('53)は成虫に土地占有性があると思われる例と静止時に翅を開閉する習性を

もっていることを報告している143).

訪花例では イヌノフグリという水野 ('52)の報告がある272)。 青野は越冬成虫が 4

月14日 ('63),高梁市佐用谷でキブシの花にきていたのを観察している.

Far面ly DANAIDAEマ グ ラチ ョウ科

Subfamily DANAINAEマ グラチョウ亜科

Genus Pαγα″′θα M00RE,〔 1880〕 ァサギマダラ属

79。 Pαγαπrlicα sj′α(KoLLAR,1848)

subsp."ゎ力ο″′εα(M00RE,1883)ァ サギマグラ

B:広 く分布.成虫は 5月 上旬から11月 中旬まで姿を見せている。

C:(ガガイモ)218)

D:近藤 ('63)は倉敷市連島町官之浦において1962年 10月 1日 ,ガガイモの周辺で産卵

態勢にある雌をとらえ飼育箱内にガガイモを与えて産卵させ,その後,飼育をつづ

けて結果を報告している218)。 経過のあらましは次の通り,

産卵数23, うち葉表 8,葉裏 6,茎 3,金 網4,竹 1,落下 1.OCt.9,孵化,

Nov。 7,9,19,蛹化,Jan。 1,3,9,10,羽化.

小野悦夫 ('51)は 10月 中旬,倉敷市の花屋でキクに訪花していたことを308),宇 野

('64)は 11月 上旬, 浅口郡六条院でキクの花に舞いおりたことを395), また,松井

('54)は 9月 10日 ,岡山津島でヒヨドリバナに訪花していたことを244), それぞれ

報告している。また, ドクトル・ザーメン 〔宇野〕 ('64)は中国山地の人形峠で 5

月30日 に幼虫をえたことを報じている96)。

Ｃ

　

Ｄ



Falily NYMPHALEDAEタ テハチ ョウ科

Subfamily ARGYNNINAEヒ ョゥモンチョウ亜科

Genusス 曜フπθπθ%θ HむBNER,〔 1819〕 ゥラギ ンス ジ ヒョウモ ン属

80.4rg,γοποπθルθごliaθ (PALLAS,1771)

SubSp・ ノ¢夕θπJσα (MЁ NЁTRItS,1857)ゥ ラギ ンスジ ヒョウモ ン

B:広 く分布.吉備高原,瀬戸内沿岸部では6月 中旬より,中国山地では7月上旬より

成虫が出現,瀬戸内では7月 中旬からは成虫が姿を消し,秋季に少数認められるの

み.中北部の山地でも8月 中旬～9月上旬の間の観察例は報告されていない。

D:水野 ('52)は総社市桜谷より1951年 6月 13日 に gynandromorphaを えて報告して

いる269).胴体の中央から左が雌, 右が雄の典型的なものである。青野 ('57)はサ

ンゴジュヘの訪花を報じている84)。 またその後,青野は新見市花見で1967年 7月 16

日にシナノキに訪花中の成虫を観察している。

81.ス
「

gν/θηθπθ″πS″πα (MOTSCHULSKY,1866)

supsp.ゎssJ夕 θ (」ANSON,1877)ォ ォ ゥラギ ンス ジ ヒョウモ ン

A:阿哲郡一大井野*(Aug。 18,'71,WT),大 佐山*(Aug。 27,'71,WT),天銀山*(Sep.

15,'71,WT),三坂*(July 15,'62,重井 博):新見市―市倉峠,天銀山*(」 uly 15,

'62,重井 博),矢の峰高原*(July 26,'64,Ns);真 庭郡―毛無山付近,三木ケ原,

星山;苫田郡―泉山,河井,泉源～上斎原,河内,越畑*(June 5,'66,幼 虫,AK),

岩越*(July 14,'58,YY), 上斎原*(」 uly 20,′70,AK), 阿波村:高梁市一玉川町*

(Sep.19,'65,NT),御津郡一馬屋下

B:多 くは中国山地で成虫が6月上旬から9月 中旬までに記録されているが吉備高原に

所属する馬屋下,玉川町の 2例 もあり,こ の記録は注目される。外に岡山市京山,

16と いう報告 (岡山県内生物目録)があるが疑わしいので一応除外した。

スミレー種*

赤枝は越畑でスミレー種より幼虫をえて,飼育を続け,成虫を羽化させている。

Genus Argソ ππお FABRICIUS,1807 ミ ド リ ヒ ョ ウ モ ン属

82. ス rg,π πJs pα 夕乃′α (LINNAEUS, 1758)

subsp.gグ s力α HEMMING,1941 ミ ド リ ヒ ョ ウ モ ン

B:広 く分布.成虫は早いもので 5月 下旬から出現, 6月 中旬～7月上旬の観察例が最

も多い.瀬戸内沿岸部からは6月 中,下旬に姿を見せたあと, 7, 8月 中の報告例

がなく, 9月上,中旬には再び観察されている。 7, 8月 中も山地では目撃されて

いて,最終記録として赤枝は Sep.30,'56の 観察例を金川町で経験している.

(ス ミレー種)*

広瀬 ('52)は 9月 ,倉敷でニラに訪花すると報じ131), 青野 ('57)は 6月サンゴジ

ュヘ訪花していたことを報じている84)。 また高橋 ('61)は クリの花へ集まると報告

Ｃ
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している378).

赤枝は岡山市竜ノロでス ミレー種から幼虫をえたことがある。

83. スγgノηπグs απαグノθ%θπθ (C.et Ro FELDER,1862)

subsp. %た 力s BUTLER,1866 ク =モ ガタ ヒョウモ ン

B:広 く分布.最も早い出現例で高梁市狐谷,May 3,'68,16,NTと ぃう採集例があ

る。あと7月 にはいってからの観察は少なく,と くに南部の瀬戸内平野では 7, 8

月中の具体的な観察報告は全くない。秋季10月 中旬まで成虫が認められている。

D:青野 ('57)はサンゴジュヘの訪花を報じている34).

Genus 2%ο γα NoRDMANN,1851メ ス グ ロ ヒ ョ ウ モ ン属

84. Dα%θ″α sα gαπα (DouBLEDAY,1847)

subsp.′ 物 πθ (FRUHSTORFER, 1907)メ ス グ ロ ヒ ョ ウ モ ン

B:広 く分布.最も早い採集記録で高梁市上神崎, May 16,'63,16,MMと いうのが

ある。南部や中部ではふつ う5月 下旬より発生,ゴヒ部の山地では夏季, 7, 8月 に

も′点々と目撃されているが瀬戸内沿岸部では夏季は西大寺金山, Aug.8,'53,AK

という観察例が 1つあるのみ, 9月 にはいると南部平地でも成虫の姿が認められて

いる.10月 下旬まで生き残りが見られる.

D:近藤 ('52)は倉敷市タコラ山で幼虫をえて,飼育し,May 14,蛹 化,May 26,羽

化という経過を報告している206).赤枝 ('64)は 岡山市金甲山から白化型をえて報

告している34).右前翅, 5, 6, 7室 の一部,お よび右後翅, 2, 3室の一部が自

化したものである.

広瀬 ('52)は ニラヘの訪花を131), 青野 ('57)は サンゴジュヘの訪花を報じてい

る84).赤枝は岡山市西大寺金山で成虫がアザミにくるのを観察している.

Genus Fαレ ′θ′α
"α

 REUSS,1920ゥ ラ ギ ン ヒ ョウ モ ンサ調

85。  Fαみ″Jε ′α″α α晟か夕θ (LINNAEUS,1767)

subsp.夕 α′′θSθιπS(BUTLER,1873)ゥ ラ ギ ン ヒ ョウ モ ン

南部での採集地,岡山市一稲荷山,西大寺:倉敷市一北部山地:浅 口郡―金光

瀬戸内地方では採集例も少なく,主 として吉備高原以北に分布.6月 中旬から出現

し,と くに8月 中旬までは山地で連続的に成虫が観察され,以後個体数が減少する

せいか目撃例も少なくなっているが,津山市では10月 下旬にも成虫が認められてい

る.

青野 ('57)はサンゴジュヘの訪花を報じている84).

86.Fα b″′εグαηα πθγゎ夕θ(Co et R.FELDER,1862)ォ ォゥラギンヒョウモン

B:広 く分布しているが採集例はあまり多 くない。中,南部で 6月 中旬～ 7月上旬まで

の記録,北部の中国山地で 7月 中旬～ 9月 中旬までの採集記録がある.

Ａ
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Genus Argυγθ%s ScoPoLI,1777ッ マ グ ロヒ ョウモ ン属

87.スγ″ /θ%sれ燿″″み′%s(LINNAEUS,1763)ッ マ グ ロヒ ョウモ ン

B:広 く分布,初発記録で岡山市金甲山と倉敷市福山で4月 29日 というのがある.以後

11月 上旬まで成虫がつぎつぎと確認されているが,北部の中国山地では7月下旬か

ら9月 中旬までの観察例しかない。

D:広瀬 ('53)は 雄が山頂付近を占有する習性を観察報告している154).倉敷市福山と

岡山市金山で観察されたその報告によると,平らになった草地や荒地,路上で石上

とか 1本立ちの植物の先端部に静止する.広い地域には 2～ 3頭の雄がいて占有場

所は分割される.1頭が飛び立つと付近にいる雄が全部飛び立つ。飛翔高度は通常

1.5～ 2m, 追飛の際には地上 10mも の高さに達する.交尾がよく観察されると

ころから,こ の習性は交尾の為に有意義と判断している。雌 1に雄10の割合ぐらい

で競合しているようだとのこと.

Subfamily LIMENITINAEィ チモンジチ ョウ亜科

Genus Lαグ径″ MOORE,〔 1898〕 ィチモ ンジチ ョウ属

88. 五αJοgα θαali′ιン (LINNAEUS,1764)

subsp.ノαクθπJθα (MЁ NЁ TRIЁ S,1857)ィ チモンジチョウ

B:広 く分布している。南部平地で 5月 中旬から7月 下旬まで,吉備高原で 5月 下旬か

ら9月 上旬まで,Jヒ部の中国山地で 6月 上旬から9月下旬まで成虫の姿が認められ

ている.

89。 二α瀕電μ gゎれ ″θα (FRUHSTORFER,1909)ア サ マ イ チ モ ン ジ

B:広 く分布しているが瀬戸内沿岸部では少なく,採集例も5月 中旬～ 6月 下旬の期間

のもののみ.吉備高原では 5月 下旬～6月 中旬, 7月上旬～8月上旬,ま た北部の

中国山地では 5月 下旬～6月下旬, 7月下旬～ 8月 下旬と成虫出現期に 2つの山が

あり,年 2回発生が推察される。

Genus N″ ガs FABRICIUS,1807ミ スジチ ョウ属

90。 Ne夕 ′グs αθθγグs(EsPER, 1783)

subsp.グ η′グ 解 θ″ α V`.Bo PRYER, 1877 コ ミス ジ

B:広 く分布.成虫は早いもので4月 中旬から出現,瀬戸内沿岸地方では 9月 下旬まで

姿が認められている。中国山地では8月 中旬以後の確認例は報告されていない。

D:広瀬 ('52)は 雌成虫が 5月 中旬倉敷でレンゲに訪花, 吸蜜したことを報告してい

る134).ま た,交尾飛翔型式は (6+♀ →)と いう広瀬 ('53)の報告もある157).

91. Nep′ Js夕ヵ′ノタ″α (NIIЁ NЁTRIЁ S, 1859)

subsp.ω
“
θ′′′πs BUTLER,1878 ミスジう■ョウ
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A:阿哲郡―惣原*(」une 17,'71,WT):新 見市一草間*(June 28,'70,Ns):真庭郡一

神庭*(」 une 23,'48,OH),川 上村:苫田郡一寺ケ谷,泉源小学～坊主原 。上斎原ヘ

の峠, 杉地区, 倉見:津山市―鶴山公園, 小田中:高梁市一大成付近, 臥牛 山*

(May 28,'67,AT)

B:5月 下旬から7月下旬に至る間の採集例が報告されているが,いずれの地でも個体

数が少ない。高梁市での記録は南限記録として注目される。

D:那須は草間で 6月下旬に傷んだ♀がクリの花にきていたのを見ている。

92.Arθタガsp究 燿γ′BuTLER,1871ホ シ ミス ジ

A:阿哲郡一大佐山,小坂部:新見市一矢の峰,足立,草間*(」 une 13,'65,AK);真 庭

郡一関,落合,勝山町:英田郡―後山:総社市―門田*(May 29,'54,水 野弘造),

窪木,三須山,三須中林:和気郡―東鶴山,苦木*(」 une 14,'59,KT):浅 口郡―金

光:都窪都一福田村山田,清音村峠*(」 une 14,'66,NT);倉 敷市―南町,田 ノ上,

鶴形山,美和,小黒田*(June 19,'48,OH),羽 島山*(」 une ll,'49,OH):岡 山市一

浜,上伊福,岡山駅構内,金山,西大寺 (」une,'63,Ns),西大寺金山,東山,蛤

干山;邑久郡―長船町,邑久町

B:分布が特異で,連続的でなく,空白な地域が意外と多い.民家を中心とした拡がり

と,矢の峰のような山中に生育地をもつものと2つの類型が見られる。

瀬戸内の平地では通常, 5月 中旬に 1化の成虫が出現し,生き残りは7月 中旬まで

見られる.2化の成虫は早いものは7月下旬には発生し, 9月 いっばいまでその活

動が見られる。広瀬 ('52)の調査結果129)に よると倉敷での周年経過は次のようで

ある.

Ｃ

　

Ｄ

L  LPA LPA A
EL ELP LPA A

EL  L

ユキヤナギ129),シ ジミバナ129), コデマリ129)

生態に,関 して広瀬 ('51,'52,'53,'54)の 継続的な観察報告114)129)135)140)115)157)

166)167)が ぁる。その内容はあらまし次の通り.

倉敷市田ノ上でユキヤナギに産卵したときの観察では 1卵ずつが普通, 2粒ずつが

2例 , 3卵まとめたのは 1例でまれ,葉裏が20卵に対して葉表はただの3卵 ,高さ

ャま2mのユキヤナギで地上 10Cmか ら lmの間,他に食草として,シ ジミバナ,

コデマリも確認.卵は灰色.幼虫第 9,10,11節 気門下の山脈状紋は緑色乃至黄緑

色.蛹化はつねに茎になされ,一例として葉に蛹化したものもあったがそれも葉柄

に近い中脈上であった。蛹化時刻は午後 9時～午前 5時の間らしい.蛹は突然,腹

部を急激に振動させ運動することがある。長さは 1～ 5分.ス トップゥォッチで測

定したところ 1分間に96回の割合.羽化は夜間が原則, 夜明け頃が最も多いもよ
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う.6は羽化後より発香,その香気は人間が感 じて快よい.♀ の発香は認められな

い.交尾飛翔型式は (6+♀ →).日 週活動は 7～ 8月頃は飛び始めるのが 8時頃 ,

ね ぐらを探すのが 5時～ 5時30分.倉敷市住吉町での観察例では庭の 2m程 のツ

バキの葉裏にぶら下 り,翅はぴた り閉じられ触角はゆるく前方にのばしたままの姿

勢になる.(5:20).成 虫は直射日光を受けた灌木の高いところに静止,時折 り飛

び立ってゆるやかに旋回し,ま た元の位置に房って静止するという習性をもつ。成

虫がモモ腐熟果に飛来 し,果液を吸収していたこともある.越冬幼虫か ら第 1化の

成虫羽化に至る飼育例としては次の 7例が示されている.

1952年 度 第 1化 飼 育 例 (倉敷にて)

Ⅳlay 2 May

ⅣIay 4 May

R771ay 21 NIay

採 取  日 Apr.11 Apr.11

死 亡

第 2化の飼育例については次の 1例が示されている.」uly l産卵,July 7孵 化 ,

」uly 27虫雨化, Aug。 4羽化 .

Subfamily MELITAEINAEヒ ョゥモンモ ドキ亜科

Genus ν θ′グ′αθα FABRICIUS,1807ヒ ョ ゥ モ ンモ ドキ 属

93.Mθ ′J′σθα ググα%グ″α (MЁ NЁ TRIЁ S,1859)

subsp.γθμ π α FRUHSTORFER,1915 ゥ ス ィ ロ ヒ ョ ウ モ ンモ ドキ

A:阿哲郡一足立～上石見,野原;新見市一三井山山麓*(」 uly 4,'65,AT), 草間, 豊

永*(」 uly 30,'57,安 東瑞夫):真庭郡―星山,三木ケ原,蒜山原, 神庭, 犬扶峠～

別所*(July ll,'71,T),湯船*(」 uly 28,'64,重井 博);苫田郡一恩原,河内,福

見,泉山,阿波村,越畑*(June 26,'66,U),上 斎原湯ノ谷*(」 uly 4,'59,YY):勝

田郡一那岐山;英田郡一後山, 日名倉山*(July 19,′ 70,T)

B:6月 中旬から7月下旬にかけて,県北の中国山地の山麓草原にみられる.6月 下旬

から7月 上旬の採集記録が多い.

C:(オ ミナエシ)411)

D:那須は草間で7月 3日 ('66)に成虫がヒメジヨオンやアザミの花に来ることを観察

している.1954年 ,真庭郡蒜山原ではオミナエシ上から幼虫が得られ,安江 ('59)

によって紹介されている。

蛹 A「″J AF■,May l May 2
化

一
化

蛹

一
羽

期虫前

性

‐５一］一６
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94. Mc′ ′′θια sθ″ OsJα  BUTLER,1878 ヒ ョ ゥ モ ン 疑|ド キ

A:新見市―草間:真庭郡神庭,川上村,別所,毛無山;勝田郡―勝間自町,勝央町 :

久米郡一誕生寺:赤磐郡一軽部村, 竹枝:浅口郡一金光, 逢照山:吉備郡一竜王

山:岡山市一足守町 (July 17,'52,間 野幹男), 稲荷山 (」une 10,'49,間野幹男)

B:採集例は多くはないが,全県的に広く分布している.備中地方では 6月 下旬が最盛

期で新見市草間では 6月 25日 ('57)に469♀ 83),浅 口郡逢照山では 6月 18日 ('39)

に256179109)が報告されている.

県北ではややおくれ,真庭郡勝山町,川上村のそれぞれ7月 4日 ,中和村別所の 7

月17日 ('60)の 記録が残っている。日浦 ('69)は吉阪コンクションから間野氏採集

の足守,May 12,'40と ぃぅ Dataを 記録しているが,異常に早く,ラ ベルのつけ

間違いかもしれない。

D:新見市西草間で 6月 25日 ('57)に 469♀ が採集されたときは, その発生は局部的

で,飛翔は不活発, タムラソウの花を訪れ交尾中のものもあった83).

Subfamily NYMPHALINAEヒ ォ ドシチ ョウ亜科

Genus 4γαsθ力JπグαHむBNER,〔 1819〕 サヵハチチョウ属

95。 4″αsθんπJα み%γ″αηα(BREMER,1861)

subsp. s″′gθsα BUTLER,1866 サヵハチチョウ

A:阿哲郡一奥谷, 小坂部, 定藤, 三室*(July 16,'61,重 井 博), 惣原*(May 13,

'71,WT),油野*(Sep・ 25,'71,WT);新 見市一井倉・方谷間, 河本, 市倉峠, 阿

哲峡*(May 3,'56,AK), 井倉*(May 8,'66,NT), 足見*(」 une 2,'71,WT),正

田広瀬*(June 26,'71,WT),谷 合*(July 25,'62,夏 型,AT)草間*(」 uly 30,'63,

WH):真庭郡一神庭ノ滝,神庭,落合,毛無山,高下,星山,川上村,湯本*(Apr

24,'66,AK), 土用*(May 30,'71,KT);苫 田郡一物見峠, 恩原, 寺ケ谷, 大高

下,杉,瀬戸,泉山*(」une 12,'66,AK):勝 田郡一那岐山,滝山,立木津谷*(July

31,'66,MH);英 田郡一後山, 若杉峠*(」 uly 12,'64,AT):津 山市一小田中,上高

倉,黒沢山,上横野:り |1上郡一用瀬*(May 20,'62,春 型,重井 博),野呂*(May

20,'62,春 型,重井 博), 吹屋*(Aug。 13,'61,夏型,重井 博),坂本*(Aug。 13,

'61,AT),井川*(Sep.28,'63,AT), 加合木*(Sep・ 28,'63,AT);高 梁市一大成,

きつね谷,神崎,玉川*(」 uly 5,'59,AK;June 18,′ 61,AT;May 5,'65,AT),

玉*(May 5,'66,NT,Apr.29,'66,NT),増 原*(Sep・ 10,'61,夏型,重井 博),

上神崎*(」une 18,'61,AT);井 原市―黒忠～笹ノ丸～日出谷;吉備郡一槻*(Apr.

29,'62,AT)

B:吉備高原から中国山地にかけて広く分布している.

高梁市津川町きつね谷で4月 20日 ('64)に春型が 3個体採集された記録が最もはや

く,以後毎月連続してみられ, 9月 28日 ('63)の川上郡井川と加合木での記録が最

後となる.こ の間, 4月 終りから5月 上旬にかけてと7月 中旬から8月 はじめにか
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けてピークを示しており,それぞれ春型と夏型の年 2回発生を示しているものと思

われる。

D:青野は真庭郡神庭の滝で 5月 14日 ('57)にウツギの花に集まる春型を観察し,報告

している83).ま た新見市井倉でヒメジヨオンの花に,高梁市上神崎でネギの花に集

まることも那須によって観察されている。

Genus Pθ :夕gοグ α HもBNER,〔 1819〕 キ タ テ ハ 属

96. ′θ:夕gοπ′α θ
`%γ

θ

“

% (LINNAEUS,1758)キ タ テ ハ

B:全県的に広く分布し,低山地や平地にごく普通である。

越冬成虫は 1月 はじめでも,暖かいおだやかな日には姿をみせるが, 3月下旬から

はよく見うけられるようになり, 4月上旬にはとくに多い。総社市門田で6月 4日

('55), 第一化の夏型がみられており, 備南地方では 5月 下旬から羽化が始まるも

のと思われ, 6月 には数多く記録されている。その後,月 をおって連続的に発生す

るが,倉敷地方では 9月 下旬から秋型の発生が認められている。そして12月 の年の

瀬を迎えるまで,キ タテハの姿のみられない月はない.

C:カ ナムグラ*

D:吉備郡高滝山,阿哲郡三室や新見市井倉などではウツギに訪花しているのが観察さ

れており,ル リタテハやヒオドシチョウにくらべるとよく花に集まる。しかし夏,

秋には花上でその姿をみることはすくない。広瀬 ('53)は,倉敷で,おおよそアブ

ラナ20,タ ンポポ2,ダイコン1,ソ ラマメ1と いった訪花例の比率を越冬後の個

体について報告している141)。 また宇野は, 倉敷市の自宅のサザンカを訪花する個

体を毎年観察している。

児島郡尾原では古市 ('53)が 1953年 10月 下旬,イ チジク果実の汁を吸っている個体

を観察し報告している107).

97. Pθ JノgοπJα θ‐α′b%77z(LINNAEUS,1758)

subsp.ヵα%を γα (BUTLER,1877)シ ータテハ

A:新見市―阿哲峡 (May 3,'56,安 東瑞夫):真庭郡一杉成*(」 une 28,'64,重井 博),

川上村:苫田郡一上斎原,越畑,杉,上原;勝田郡一那岐山,勝央町;久米郡―中

央町;岡山市一水源地付近372)373),金山108)

B:県下での記録はごく僅かで,越冬成虫は4月 13日 ('07), と4月 17日 ('38)に岡山

市で, 4月 13日 ('56)に苫田郡奥津町杉でそれぞれ記録されている。その年に発生

した新しい個体は 6月 に 2例 (22日 湯原,28日 杉成), 8月 に 3例 (3日 上斎原,

9日 越畑,14日 川上村)知 られており,前例は第 1化,後例は第 2化の年 2回の発

生と思われる.

主に県北の脊梁山地から得られているが,県南の岡山市から, 2例 ,越冬成虫が記

録されているのがおもしろい.



Genus Xし ″′s力α M00RE,〔 1899〕 ルリタテハリ民

98. Kα %′ s力α εαπαθθ (LNNAEUS, 1763)

subsp.″ θザα夕Oπ′θ

“

ηZ(VOn sIEBIOLD,1824)ル リタ テ ハ

B:ど こにでもいて,ふつう3月下旬から4月 いっばい越冬成虫がみられるが, 5月 に

はその姿がみられなくなる。6月 に入ると中旬から下旬にかけて第 1化成虫がワッ

と出現, 7月 いっばい連続してみられ,ついで 8月 上旬から中旬にかけて出現のビ

ークが観察される。さらに9月下旬から10月 いっばいポロポロと採集されている。

6月 中旬の第 1化, 8月上旬の第 2化は顕著である。第 3化については,いちじる

しくはないようであるが,10月上旬の秋型の発生が倉敷で確認されている。

サル トリイバラ337)

倉敷南部丘陵では 4月 29日 ('53),サ ル トリイバラに産卵していたことが小野 ('53)

によって報告されている337)。 また,難波は 9月 19日 ('71)に り|1上郡備中町黒鳥で

サル トリイバラか ら幼虫 2個体を得た.青野は倉敷市小黒田でサル トリイバラの葉

上より2卵をえて,飼育をつづけ,秋型成虫を羽化させている。

10月 下旬に児島郡尾原ではイチヂクの木のまわ りに集まり,夢中で果実の汁を吸う

観察例を古市 ('53)が報告している107).

Genus A砂 ″ク乃α′′S KLUK,1802ヒ ォ ドシチョウ属

99.氏け夕η夕力α′′S″απ′力ο%θ′αs(DENIS et ScHIFFERMも LLER,1775)

subup。 ル″
“

π′θα (STICHElL,1902)ヒ ラォ ドシチ ョウ

B:広 く分布.3月 6日 ('60)総社市長良で観察されたのを皮きりに,倉敷市福山では

3月 17日 ('54)に多数の越冬成虫の活動が認められるようになり, 4月 にはエノキ

の新芽に産卵する雌蝶の姿がよく見られるようになる。

6月 にはいると,頻 しい採集例が報告されており, 5月下旬から6月上旬にかけて

真新しい成虫が一斉に羽化してくることがわかる.

しかし,その後は,南部の平地では殆んど見られず, 7, 8月 の盛夏の頃は主とし

て,北部の山地で姿がみとめられるのみであって,最 も遅い採集記録としては,上

斎原での 9月 11日 という記録がある.

C:エ ノキ310)333),シダレヤナギ333)

D:小野及び青野 ('48,P49)の 調査によると,倉敷地方での周年経過は

10   11

Ｃ

　

Ｄ

IA A AEL LPA PA  A

(A:成虫,Eリロ,L:幼 虫,P:蛹 )

となっており, 4月上,中旬にエノキの小枝の先端にかためて塊状に産卵する。天

敵の rαθ力′πα ′α″υα″
“
%L。 ブランコヤ ドリバエはかなりの寄生率を示し,蛹化

したての前蛹が くいちぎられていることも多い。スズメバチ科のハチが前蛹の周辺

に飛んでいて,ハ チが肉だんごにした疑いがつよいという。
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広瀬 ('53)は 1953年 6月 上旬に多数羽化させた際,飼育箱より外に出して手を近づ

けるとシャッシャッと発音するものがあることを観察し,触角をつまむと例外なく

発音することを指摘した152)。 また同氏によると倉敷市酒津で 5月 26日 ('53)エ ノ

キより得た蛹50匹 の体長は 25～31 mmで 30 mmが最も多く18匹 ,ついで 29 mm

が12匹 ,平均は 29。 08 mmでぁった。大部分は地上 50 cm～lmの高さでエノキ

の幹や, 周囲の竹, つる草等についていたという169)。 総社市門田では4月 に菜の

花に訪花吸蜜している越冬成虫を水野が報告しており272), 青野 ('58)は 阿哲郡三

室で 6月 22日 ウツギに訪花していたことを報告している86)。 また難波は 5月 22日

('71)に 吉備郡昭和町でエノキから15個 の蛹を得たが, 付近に生えているオニグル

ミの木のかなり高い所にも蛹を見出せたという。

青野は総社市で母蝶がシダレヤナギに産卵,幼虫はそのまま成長して,多数の成虫

が羽化してきたことを'58年 に観察している。

Genus フレπθssα FABRICIUS,1807ア ヵ タ テ ハ リ調

100。 Vαπιssα θ
“

%物グ (LINNAEUS, 1758)ヒ メ ア カ タ テ ハ

B:県北の中国山地での記録こそあまり多くはないが,広 く県下全域に分布し,ご く普

通にみられる。 県南の総社市豪渓で3月 29日 ('55)に, また 都窪郡山手村や福田

村,津山市などでもそれぞれ 4, 5月 に越冬成虫が採集されているが,む しろ春季

にはめったにお目にかかれない。

県南の倉敷市酒津では 6月 15日 に第一化が観察されており, 6月上旬から出現。以

後ひき続きみられるが, 8月 には全く記録がない。その後秋季に個体数を増し9

月,10月 ,11月 中旬にかけて見られる。12月 から翌年 2月 までの記録はない。

D:広瀬 ('52)は ,倉敷市福山山頂で,10月 15日 ('51),午後 3時頃から姿をみせ,黄昏

せまる頃,な およく活動すること.縄張りを占有することなどを報告している176)。

また広瀬 ('52)は 倉敷市でニラの花に訪れることを報告131).那須は岡山市西大寺

で秋.ヤ グルマソウを訪花することを観察している。

101. フしηθssα ′ηググθα(HERBST,1794)ア ヵタテハ

B:県下にあまねく分布し,ご く普通にみられる。倉敷市堀南で 2月 6日 ('51)に観察

された例や苫田郡で 1月 29日 ('57)に越冬蝶がとぶのが認められた例があるが,普
通は 3月 に入ってからちらほら見られるようになり, 4月 に入るとぐんとその数を

増す.4月 10日 ('66)には吉備郡の槻でヤブマオに産卵虫の雌を観察しており,ま

た4月 24日 (′66)には湯原でも産卵に余念のない母蝶が観察されているなど越冬し

た母蝶はほぼ 4月 中に産卵を終えて姿を消す。第 1化の成虫は 5月 下旬より姿を見

せ,連続的に発生して秋季に及ぶ.苫田郡河内で11月 18日 ('55)に見られたのが,

最終の報告例である.

ヤブマオ151),ィ チヂク367),ヵ ラムシ*,(コ アカソ)*

白神は,倉敷市酒津で 4月 27日 ('50), イチヂクの若芽に産卵しているところを発

見し, その卵を採取してイチヂクで飼育, 10数個か ら2匹を羽化させている359).

Ｃ

　

Ｄ



102.

A:

B:

そこで,広瀬は1952年イチヂクに幼虫を放したところ,僅かの食痕は残したが全部

逃亡した。その為,さ らに1953年 5月 2日 と4日 に,ヤ ブマオから卵を採取し, 5

月 6日 に孵化した 5匹を 7日 にイチヂクにつけたところ食痕も残さず全部死亡。別

にヤブマオで飼育した 2令幼虫をイチヂクに移したところ,これも5月 16日 までに

死亡したという.イ チヂクはカナムグラとケヤキの間に位置し,そんなにとび離れ

た位置ではないことを考えると,イ チヂクを食する一つの系統があるのかあるいは

4月 中旬からイチヂクは芽を出しヤブマオは 5月 上～中旬に芽を出すまでに間があ

るので,成熟の早い母蝶がイチヂクに産卵するのではないだろうかと考えた151).石

上などに静上しており,飛び立つと一定のコースを飛び,他の蝶や トンボがその縄

張りに侵入すると激しく追飛したり,倉敷市福山山頂で10月 15日 午後 2時頃出現し

薄明時になお活動さかんな様子も広瀬('51,'52)に よって報告されている118)126).訪

花について小野 ('51)は 11月 のビワをあげている325).青 野は新見市花見で 7月 16

日 ('67)シ ナノキの花にきているのを観察している。また,秋 コスモスやサザンカ

を訪れることや越冬成虫がジンチョウゲの花にくることも観察している.

これとは別に古市 ('53)は 10月 下旬,イ チヂクの果実の汁を吸いに成虫が集まるこ

とを報告している170).

広瀬 ('54)に よる睡眠の小観察もある165).

小野悦夫 (′51)は雌が倉敷で12月 16日燈火に飛来したことを報じている307).

難波は 5月 16日 ('71)に御津郡旭川ダムでヵラムシから幼虫 3個体, 6月 13日 ('71)

に高梁市巨瀬でヤブマオから初令幼虫を得.それぞれ飼育して羽化を確認した。ま

た 9月 19日 ('71)に 川上部成羽町でカラムシ,コ アカソに産卵するところを観察し

ている.

Genus P/θθ′sHも BNER,〔 1819〕 タテハモ ドキ属

′グθθ′sθガ ′カノα (LINNAEUS,1758)ア ォ タ テ ハ モ ドキ

津山市一下高倉西99)

1963年 8月 13日 ,突然264♀ が採集され,新聞でも報道された,福田 ('63)に よる

と全部で18頭を確認したとのこと99).

キツネノマゴ99)

福田 ('63)は発見地で 9月 1日 ,キ ツネノマゴより幼虫を 5頭発見,キ ツネノマゴ

で飼育をつづけて成虫を羽化させている。福田の観察による生態のあらましは次の

通り。

8月 13日 ,成虫は地面をはうように飛翔,朝夕はほとんど飛ばず,同一場所にもど

る。 9月 1日 幼虫発見,大きさは 2cmと 3cm計 5頭.小さい 1頭はすぐ脱皮,

青紫色になる.9月 5日 1頭蛹化, 9月 2頭蛹化,10日 残りのもの蛹化,13日 その

後採った幼虫もすべて蛹化.9月 17日 最初のもの羽化,20日 2頭 目羽化, 9月 22日

2頭 ,24日 1頭それぞれ羽化, 9月 29日 後に採集した 3頭のうち 1頭が黒変, 1頭

は蛹のまま死亡.羽化した蝶は気温の下がる朝夕はほとんど動かず, 日中は盛んに

Ｃ

　

Ｄ



飼育箱の中を飛翔する.

典型的な偶産種で,そ の後は全く見つかっていない。

Subfamily MARPESHNAEィ シガヶチ ョウ亜科

Genus c/θ SガS BOISDUVAL,1832ィ シ ガ ヶ チ ョ ウ属

103. cノ /θs′′′乃ノθグα7ηαs(BOISDUVAL, 1836)

subspo ηη b′

==α
 FRUHSTORFER, 1898 ィ シ ヵ

゛
ヶ f升 ョ ウ

A:英田郡一大原町197);倉敷市―味野221)

B:県下からは,これまでに 2例の記録が残っている。その一つは,県 Jヒの中国山地,

鳥取県と兵庫県との県境近く,英田郡大原町の近くでの 6月 10日 ('58)の 記録であ

る.いま一つは, これとはるかかけ離れた.瀬戸内海に面する児島市味野 ('40)の

記録であるが,採集月日は詳でない。

いずれにせよ。今のところ県下に確実に生息しているかどうか疑わしい。

Subfamily DICHORRAGINAEス ミナガシ亜科

Genus Dグ θ力θγ%ば Jα BUTLER,〔 1869〕 スミナガシ属

104. Dグ θttογγαg′α ηιsグタγzαθ力

“

s(BOISDUVAL,1886)

subsp. πぉ Jθ ′ιs FRUHSTORFER, 1903 ス ミナ ガ シ

A:阿哲郡―雌山,惣原*(Aug。 18,'71,WT), 御堂*(」 une 17,'71,WT);新見市一羅

生門,吉川,井倉～柏,草間*(June 9,'63,KT):真庭郡―川上村,明連渓谷;苫

田郡一泉,上原,箱 , 阿波村*(Aug。 16,'57,安 東瑞夫),人形山*(May 21,'69,

Ns):勝田郡―滝山,奥津川:英田部一西栗倉村:津山市―上横野, 黒沢山,高梁

市一佐与谷,方谷駅付近,滝山*(May 17,'64,Ns),臥 牛山*(Sep・ 15,'71,MM),

広瀬*(Sep・ 15,'57,安 東瑞夫);総社市―豪渓, 三須中林, 三須赤浜;倉敷市一鶴

形山:児島郡一東疇地区 .

B:ほ とんどの記録は 6月 中～下旬と8月 上～中旬に集中しており,それぞれ第 1化 ,

第 2化の発生と考えられる。最も早い記録は 5月 10日 (西粟倉村, '64:佐与谷,

'64)で ,おそいのは 9月 15日 (広瀬,'57:臥牛山,'71)である。

C:(ア ワブキ)404)

D:倉敷市鶴形山では 8月 30日 ('49),ア ベマキ樹液を吸飲している個体を 月ヽ野が観察

している.渡部 ('62)は 津山市の黒沢山でアワブキに♀が産卵しているところを観

察報告している4o4).

Subfamily APATURINAEコ ムラサキ亜科

Genusス タα′%γα FABRICIUS,1807コ ム ラサ キ 属

105。 スクα′πγα ′′グα (DENIS et ScHIFFERMもLLER。  1775)



Ｃ

Ｄ

subspo s%お ′′′%′α BuTLER, 1873 コムラツ=キ

広 く分布.県南の倉敷市で 5月 22日 (′55)に第 1化の成虫が得 られたのを皮切に)

6月 いっばい数多 くの記録が残っている.7月 と8月 にもかなりの記録があるが ,

おそらくは第 2化のものと思われる。10月 7日
・
('52)都窪郡黒田の記録が最後とな

る.

ヤナギの一種*

青野 ('56)は豪渓で, 8月 上旬にリョウブの花上で吸蜜している成虫を80),那須は

西大寺でムクゲを訪花している成虫を,それぞれ観察している。また広瀬 ('52)に

よると,農家の屋根の一角に陣取った 6が ,縄張 り内に侵入してきた同種のチョウ

や トンボを猛烈に,空高 くまでも追飛するなど土地占有性が顕著で,セ ンダン,ヒ

ノキ,ザ クロ,カ キなど陽のよくあたる視界のよくきく突出端に好んで止まるとい

ぅ146).

難波は12月 21日 ('63),岡 山市田中で12月 29日 ('63),岡 山市奥田で, 1月 10日 ('71)

岡山市北長瀬で,それぞれヤナギの一種から越冬幼虫を得ている。

Genus ffθ s′″αⅥ鼈STwooD,〔 1850〕 ゴマダラチョウ属

106。 〃 θs′ ″πα ノαクθπグθα (Co et R.FELDER,1862)ゴ マ ダ ラ チ ョ ウ

B:広 く分布.早いもので 5月 中旬か ら姿をみせ, 8月 下旬にいたるまで数多 くみられ

る.県南地方では年に 3回発生するものと思われ (小野・広瀬), 9月 に入ると苫

田郡杉での15日 ('54)の 採集例が唯一のものとなる.

エノキ168)

広瀬 (′54)の報告168)に よると 9月 11日 ('48)に 倉敷市鶴形山のエノキか ら 14.5

mmの 幼虫を採集, 9月 25日 に脱皮して27日 には 19 mmに成長し, 10月 17日 蛹

化,10月 27日 羽化.夏型斑紋をもち,大きさはモンシロチョウぐらいで,異常に遅

い羽化例がある.小野 洋の飼育例の紹介である。

また,小野は 8月 11日 ('48)に吉備郡川辺で体長 14 mmの幼虫を採集, 8月 15日

に脱皮して 15 mm,8月 28日 に脱皮 19.5mm, 9月 11日 には 37 mmと な り, 9

月14日 蛹化, 9月 21日 羽化した飼育例をもっている.

難波は 3月 7日 ('71), 吉備郡昭和町のエノキの落葉から越冬幼虫12個 体を得てい

る。

Genus attαヵ′α MOORE,[1896〕 ォォムラサキ属

107.3雰 α J々α θ力α/θ ηグα (HEWITSON,1863)ォ ォ ム ラサ キ

A:阿哲郡一定藤:新見市―吉川,有立津,広瀬*(」une 28,'71,WT),井 倉*(July 15,

′62,MM;」uly 25,'62,AT),草 間*(July 23,'63,重 井 博:July 7,'63,MM;

」une 20,'71,U),豊 永佐伏川*(June 23,'71,WT),谷 合 (July 25,'62,Ar)3真

庭郡一湯原,星山, り|1上村;苫田郡一杉,泉山:勝田郡一豊並村, 那岐山*(Aug.

3,'52,KT;」 uly 17,'71,OM):津 山市一小田中,黒沢山:高梁市一臥牛山,玉 ,

Ｃ

　

Ｄ
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上神崎,今津,春木,大成*(」une 18,'61,AT,July 8,'62,AT),玉川*(July 5,

'57,AK),神崎*(」uly 7,'63,WH),上房郡―井殿;御津郡一下加茂*(July 5,'71,

KY):久米郡―久米, 大井西:吉備郡―新田*(」an.3,72,蛹抜けがら, AT)吉
備高原から,県北の中国山地にかけて分布している.

真庭郡星山で 5月 22日 ('56)に採集された記録が残っているが249), 自水隆著 "日

本の蝶"pp.176に「 1957年 6月 8日 東京都での16採集が日本で最も早い採集記録

と思われる.」 とあり, 異常に早い発生例といわねばなるまい。 これについでは 6

月16日 (′64)高梁市今津での 記録を皮切りに 8月 中旬まで連続して数多く記録さ

れ,真庭郡湯原での 8月 20日 ('57)の 記録を最後に,あ と姿を消す。

エノキ72)

青野 (′56)は , 5月 31日 ('56)に高梁市臥牛山でエノキから終令幼虫を採集, 6

月 6日 蛹化, 6月 20日 羽化,1♀ を得たことを報告している72).

また 前田 ('61)は , 8月 9日 ('59)に 三角紙内に産卵された卵15個が9日 に孵化

し,14日 ,15日 に脱皮,18日 には 2令幼虫 6個体を得たが,あ と飼育に失敗,また

7月 20日 ('60)に広瀬で採集した♀から22日 に約150個を産卵させ, 26日 孵化,30

日に 2令幼虫となったが, 8月 9日 に死なせてこれまた失敗,さ らに7月 11日 広瀬

で5♀ 採集しリシャール式によって 7月 17日 671卵を得.22日 孵化, 8月 20日 僅か 2

個体が 3令になり, 9月 10日 以降動かなくなって, 1月 28日 なお越冬中であること

をみている235).

難波は 3月 3日 (′71)に吉備郡昭和町でエノキの落葉から幼虫 2個体を得た。上房

郡井殿では 8月 5日 (′57),19がアベマキ,ユ レ科樹木の樹液に来ていたことが観

察されている84).

Fal五ly SATYRIDAEジ ャノメチ ョウ科

Genus x″ 力′%α HむBNER,1818ゥ ラ ナ ミジ ャ ノ メ属

108。 yン′ヵルπα α宅″s BUTLER, 1866 ヒメウラヮ■ミジャノメ

C:広 く分布.第 1化の早い個体は 3月 27日 ('51)に 出現し (真庭郡勝山), 4月下旬

から5月 上旬にかけて多く,ついで 6月 中旬～下旬および7月 中旬～ 8月 上旬に多

いところからそれぞれその頃第 2化 ,第 3化がみられるものと思われる。その後は

すくなく, 9月 に入ると21日 に苫田郡竹田で1963年に採られたのが最もおそい記録

である.

D:部屋の中へもよく飛んで入ることがある。水野 ('52)は ツツジの花に吸蜜すること

を報告している272).

B:

D:

109・ アク′力′%α %θ′Sθ乃%おカノ′ (BREMER et GREY,

A:新見市―矢の峰,草間,広瀬*(」une 30,'71,

ウラナ ミジャノメ

真庭郡―関;勝田郡―勝田町 ;

鴫
ＷＴ＞；
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英田郡一日名倉山;高梁市一神崎,今津,玉,玉川町*(June 18,'61,AT),笠根*

(」une 16,'63,MM),広 瀬*(June 18,'61,KT),大成*(June 17,'62,AT):浅 ロ

郡一金光町;笠岡市一北木島:総社市一門田桜谷:都窪郡一軽部山,黒田,平山 :

倉敷市一浅原;児島郡一彦崎*(June 10,'62,MM):岡 山市金山,竜 ノロ,金甲山,

タコフ山 .

B:ほ とんどの記録は 6月 上旬から7月 上旬に集中しており,あ と7月 中旬および下旬

に各 1例 , 8月 に県北の真庭郡で 2例 しか知 られていない.こ の点,県内での第 2

化は詳 らかではな く,あ るいは第一化のみにとどまるのかも知れないが,今後の課

題であろう.

Genus“吻ηグsHも BNER,〔 1819〕 ジ ャノメチ ョウ属

110。 ルイグποグsご/ノαs(SCOPOLI, 1763)

subsp。 わグタ%πθ′%S(NIOTSCHULSKY, 1860)ジ ャノメ Fチ ョウ

B:広 く分布.苫田郡上原で 5月 25日 ('54)の 記録249)が 1例あるが, これはむしろ異

常に早い例であって,普通は 6月 中旬から8月 いっばいにかけてたえまなく出現 ,

9月 に入ると2日 ('50,真庭郡川上村)に 1例, 12日 ('71)新見市矢の峰の記録

1例が最後となる。

D:阿哲郡小坂部では この種の完全な優占に終っている173), とぃぅ報告が見られるよ

うに局地的に集団発生する傾向が認められる。

Genus Lο夕磁gα A/100RE,〔 1893〕 ツマジロウラジャノメ属

111. Lθクゴηgα αθ力′πθ (SCOPOLI,1763)

silbsp.α θヵ′ποググ′s(BUTLER,1878)ゥ ラうジャノメ

英田郡―後山中腹,June 24,'50,lex.,片 山豊八採集197)と ぃぅ記録が唯一のもので

あり,今後の調査が待たれる。

Genus fttγ′解 α MOORE,〔 1892〕 ヒ メ キ マ ダ ラ ヒ カ ゲ属

112.助 ″′%α θα〃わ ′θ″′S(BUTLER,1877)ヒ メキ マ ダ ラ ヒ カ ゲ

A:阿哲郡一三室, 雌山, 吉田*(Sep.25,'71,WT):新見市一青地, 矢の峰*(Sep.

12,'71,WT):真 庭郡一野土路峠,土用,新庄村*(Aug。 5,'57,安東瑞夫),杉成*

(」une 28,'64,重井 博),芋ケ谷*(June 28,'64,重井 博);苫田郡一辰巳峠～恩

原,泉山,毛無山付近,泉源,大神宮原,阿波村*(Aug。 3,'57,安江安宣),越畑*

(June 26,'66,AK):勝 田郡一那岐山:英田郡一西粟倉村,若杉峠*(」 uly 12,'64,

AT):津山市一上横野:り |1上郡一小谷*(Sep・ 29,'63,重 井 博)

B:おもに北部山地に分布している.1例だけであるが川上郡小谷の記録があり,かな

り南の記録として注目される。出現期は 5月 中旬から9月 下旬までと幅広く,盛期

は 6月 下旬と8月 上旬の 2回に見られる.また,新見市青地で 6月 下旬にいたんだ

♀が,阿哲郡雌山で 8月 上旬に新鮮な個体がそれぞれ採集されていることから通常
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年 1回発生といわれているが,年 2回発生の疑いが濃い。あるいは羽化に幅がある

のかも知れない。

D:森林とか木立ちの中にいて明るい草地にはいない.

Genus LθJttθ HむBNER,〔 1819〕 クロヒカゲ属

113.Lθ′ヵθ ttαπα (BUTLER, 1866)ク ロヒヵイガ

B:吉備高原から北部山地にかけきわめて普通に見られるが南部での記録は少ない。 4

月下旬から9月 下旬までの記録があり,第 1化の盛期は 5月 下旬から6月 にかけ,

第 2化の盛期は7月 中旬から8月 上旬.9月 下旬まで見られることから年 3回の発

生と考えられる。

D:山地性,飛び方は敏しょうで日陰の路上を低く行き来する姿をよく見かける。日陰

の岩はだや,葉上にもよく見かける.

114.Lθノ均θ ttα rg′%α′′s(MOTSCHULSKY,1860)ク ロ ヒ カ グモ ドキ

A:阿哲郡一足立～上石見:新見市一草間*(June 28,64,AT),豊永日畔宮*(July 20,

'71,WT):真庭郡―茅見, り|1上村:津山市一大谷:高梁市―玉～下切, 玉, 佐与

谷,春木:上房郡―井殿:御津郡一本官山:久米郡一大井西

B:吉備高原から北部山地にかけて分布している。北部山地よりも吉備高原からの記録

の方が多く, 6月 下旬から8月 上旬まで見られる。最盛期は7月 の下旬と思われ

る。

D:協本は高梁市松原町春木でアカマツ林の中を飛んでいる本種多数を目撃しており,

暖帯アカマツ林中に本種に適した生活環境が用意されていることを想像させる.

115。 二θ′ヵθ sグθσ′お (HEWITSON,1862)ヒ ヵ ゲ チ ョ ウ

B:広 く分布.ふつうは 6月 に第 1化成虫が発生, 8月 から9月 にかけて第 2化成虫が

発生するが,羽化期間に幅があるように思われる.脇本は,1968年 8月 30日 ,吉備

高原の臥牛山より老熟幼虫採集,31日 早朝蛹化し, 9月 7日早朝羽化成虫となった

飼育例を経験している.

D:成虫は樹液に群がっていることが多い.古市 ('53)は児島郡郷内村で '53年 8月下旬

から9月 上旬にかけてイチヂクの果汁を吸いに集まることを観察報告している107)。

燈火に飛来する性質のあることについて2つの報告がある183)331).

Genus M篠 ン ′α MOORE,〔 1892〕 ォ ォ ヒ ヵ ゲ属

116。 Aウπg%た sθ力/θηθカググ (MЁ NETRIЁ S,1859)ォ ォ ヒ カ ゲ

A:阿哲郡一足立～上石見,矢神, 荒戸山付近, 三坂*(丁uly 15,'62,重井 博)天銀

山*(Sep.15,'71,WT):新 見市一天銀山 (」uly 15,'62,重井 博):真庭郡一川上

村,八東村,中和村,犬扶峠～別所*(July ll,'71,T):苫田郡一高清水高原,人

形峠,大神宮原,上斎原,恩原,福見,大神,奥津町,温泉池畔,上斎原村,三ケ
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上*((」uly 20,'70,AK):勝 田郡一那岐山:津山市―矢神:英田郡―後山

B:Jヒ部山地に分布し7月 上旬から9月 中旬まで見られる.盛期は 7月 中・ 下旬と思わ

れる。

Genus κケグπグα MooRE,〔 1893〕 キマダラモ ドキ属

117.κ″グπ′α タタα%グπθπααs(STAUDINGER,1887)キ マ ダ ラモ ドキ

A:阿哲郡―雌山,足立～上石見,:真庭郡一川上村,中和村,三木ケ原,星山:苫田

郡一辰巳峠～恩原,奥津町,上斎原,恩原～赤和瀬,泉山山麓,大神宮原,恩原,:

英田郡―後山:津山市一福岡

B:北部山地に分布しているが, どこにでもいるというものではない。7月上旬から発

生し, 8月 下旬まで見られる。盛期は7月下旬から8月 上旬にかけてと思われる。

Genus Ⅳαψθ MoORE,〔 1866〕 キマダラヒカゲ属

118.Ⅳンψ′g"θカカθυグノsθみ′′(MЁ NЁTRIЁ S,1855)サ トキマダラヒカゲ

A:英田郡―河井*(」une 19,′ 59,YY),:り |1上郡一佐原*(May 20,62重 井 博),;高
梁市―臥牛山*(May 15,'49,OH),(July 29,'66,AK):上 房郡一大和 山*(」 uly

30,'61,重井 博):吉備郡一槻*(Apr.25,'65,重井 博),日 羽*(May 6,'62,

KT):都窪郡―黒田*(Apr.22,'51,AT;Apr.28,'59,YY;」uly 28,'56,AT):

倉敷市一住吉町*(」uly 21,59,KT);岡山市―西大寺金山*(July 22,'53 AK)

従来,キ マダラヒカゲの名で春早 くから同好者に親しまれてきたが,最近二種に分

離され,従来の記録は再検討せざるをえなくなった。

この度は,次種との識別′点については,と くに自水隆博士より懇切な指導をいただ

き, 編者で手許の標本について同定にあたった。学名の決定も British Museum

のタイプの写真が入手され,確定をみたとの教示をうけ,それに従った.同博士に

厚く感謝の意を表します。

119。 Nθο夕θ π″ 力θπ′θα BUTLER,1881ャ マ キ マ グ ラ ヒ カ ゲ

A:阿哲郡一大佐山*(May 13,'61 AK):真庭郡―中蒜山中腹*(Aug。 2,'71,KY):高

梁市―臥牛山*(Aug。 2,'65 AK;May 13,'62 AT),広 瀬*(May 9,'71,AK)

B:現在のところ,北部の中国山地か らと,吉備高原の高梁市の一角か ら標本が確認さ

れているだけで,今後の調査がのぞまれる。

Genus ttυ θα′θs′sHむBNER,1818コ ジャノメ属

120。 均 θα′θS′S gο′α″α MooRE,1857

SubSp。 ノレ1饉π′α FRUHSTORFER, 1911 ヒ メ ジ ャ ノ メ

B:広 く分布.5月上旬から9月 下旬まで見られ, 5月 下旬, 6月 中旬, 8月 上旬, 9

月上旬に多くの記録がある。

D:樹液やカキ,イ チヂク等の果実に群がる姿をよく見かける。平地の雑草の中によく
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見かける。また,室内にもよく飛びこみ赤枝 ('58)は岡山市西大寺で '54年の 9月

3日 から18日 の間に20頭が高校体育館内にとび込んだと報告している21,。 また,こ

の性質が人為的に分布の拡大を助ける例として,広瀬 ('53)が 9月 10日 ('53)に伯

備線列車中の成虫が岡山駅まで運ばれた例を目撃,報告しているのが日につく159)。

広瀬 ('53)は 倉敷市田ノ上で 8月 3日 ('53)と 9月 18日 (′53)に燈火飛来を観察

し,報告している155).

121.Ⅵυθα′θs′s//απε′Sσα(CRAMER,1782)

subsp.夕 劾 θαS HEWITSON, 1862 コ ビジャ ノ メ

広く分布するが平地では山地より個体数が少ない.

B:4月 中旬より春型が見られ, 5月 から6月 にかけて多い。夏型は 7月 下旬から8月

上旬にかけて発生しこの頃数多く見られる.南部で 9月 下旬の記録がある105).

D:青野 ('57)は 吉備郡高滝山付近で 6月 2日 ('57)に得られた標本の中に 後翅表第

2室に斑紋のないものがあると報告している82).

Genus Cοθπ″η″ ルα HむBNER,〔 1819〕 ヒ メ カ ケ ガ 属

122. cθ θηο″ノ%タカα θθJ′タタ

“

s(FABRICIUS,1787)

subsp.α″ο′み′%s OKADA et′ rORH, 1945 ヒ メ ヒ カ ゲ

A:阿哲郡一大佐山,小坂部3新見市一草 間 (」uly 7,'63,MM)西 草間;真庭郡一神

庭,川上村,勝山町,八東村,茅見,中和村,犬挟峠*(」une 18,'67,MH),犬扶

峠～別所*(July ll,'71,T),3苫田郡一上斎原村,花知山,岩屋～泉山山麓,杉 ,

養野,泉山:英田郡一後山:和気郡一原, 観音寺山 (目 撃):浅 口郡一金光町, 逢

照山;都窪郡一山手村平山:岡山市―高松町付近

B:局部的に記録されている. 6月 中旬から8月 中旬までの記録を見るが,北部山地で

は7月下旬が,中南部では 6月 下旬が盛期と考えられる。

Genus M″ グ ′′s FABRICIUS,1807コ ノ マ チ ョ ウ属

123.ル物ル ●ii′ ′s′α滋 (LINNAEUS,1758)ゥ ス ィ ロ コ ノ マ チ ョ ウ

倉敷市福田町東塚で1960年 8月 4日 に夏型 1頭が田村 守氏によって採集されたと

いう報告90)と ,津山市東田辺 (昭和池付近)で1963年 8月 15日 に福田元信氏が採集

したという報告99)が あるだけである。

124.ルクルπ′′Jsタカθttπα(CRAMER,1782)

subsp. θ′′θπsグs MATSUMURA, 1919 ク ロ コ ノ・マラ「 ョウ

英田郡土居197):津 山市堀坂 (Aug。 10,′ 55)197)250)187):総社市小寺 (Au餡 4,'66)

220);倉敷市連島町宮之浦 (Aug。 30,'60)209):岡山市中之町 (May 27,'62,秋型)

376)と ぃぅ5つの記録例があるにすぎない。

D;成虫は電燈に飛来することが 岡山市中之町の繁華街で高原 ('62)に よって観察さ

れ,報告されている376).
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101)船越 俊平 (1952),蝶 の私の初見 (すずむし,2(3):24)

102)一―――一 (1953),水 島地区にシルヴィアシジミ (すずむし,3(9):130)

103)一―――一 (1953),倉 敷のクロツバメシジミ (すずむし,3(9):130)

104)一――一― (1955),き あげはにおける異常長期の蛹 (すずむし,5(1):4)

105)一―――― (1957),倉敷市福田町産昆虫雑記(1)(すずむし,7(3):45～ 49)

106)古市 景一 (1953),児 島郡のシルヴィアシジミ (すずむし,3(10):148～ 149)

107)一―――― (1953),イ チヂクの果汁に飛来する蝶 2,3(すずむし, 3(12):159～

160)

108)平 田 信夫 (1939),岡 山県蝶類目録 (虫の世界,3(1/2):26～ 27)

109)一―――― (1939),岡 山県蝶類目録 (追加)(虫の世界,3(5/6):99)

110)広瀬 義用 (1951),ア サギマダラ倉敷産地追加 (すずむし,1(1):3)

111)一―――― (1951),モ ンキアゲハ倉敷に産す (すずむし,1(1):4)

112)一――一― (1951),倉 敷附近ヒメアカタテハに関する分布知見 (すずむし,1(2):
8)

113)一―――一 (1951),モ ンキチョウの一異常型 (すずむし,1(2):8)

114)一―――― (1951),ウ ラジロミドリシジミ倉敷に産す (すずむし,1(3):14～ 15,

1(5):〔 31〕 )

115)一―――― (1951),本 年度アゲハチョウの初発について (すずむし,1(5):30)

116)――一―― (1951),ホ シミスジの産卵について (すずむし,1(7):37～ 38)

117)一一――一 (1951),テ ングチョウの一異状型について (すずむし,1(8):43)

118)一 ―――(1951),蝶 が自分の場所を占有する習性 (すずむし,1(9):53～ 54)

119)一―――一 (1951),イ チモンジセセリ螢光燈に飛来 (すずむし,1(10):60),

120)一―――一 (1951),鶴 形山蝶類目録に一種追加 (すずむし,1(11):67)

121)一     (1951),Zephyrus(特 に アカシジミ)の 訪花について (すずむし,1
(12):71)

122)一―――― (1951),倉 敷付近の蝶類について (操麓,(5):42～ 44)

123)一―――― (1952),蝶 類観察雑記(Ⅱ )セ セリの渡り?の観察 (すずむし,2(1):1
～2)

124)一―――― (1952),1951年 度蝶の初見 (すずむし,2(2):14)

125)一―――― (1952),湯 原付近ギフチョウの新分布地 (すずむし,2(3):23)

126)一―――― (1952),蝶 類観察雑記(Ⅲ )14α ηθssα 属 2種の日週活動に関する一習性

(すずむし,2(4):27～ 28)

127)一一――一 (1952),キ マダラヒカゲの訪花資料 (すずむし,2(5):38)

128)一―――一 (1952),ア ゲハチョウの初見資料 (すずむし,2(5):39)
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129)一―――― (1952),倉 敷産ホシミスジの食草と周年経過について (すずむし,2(6)

:45～ 48)

130)一     (1952),今年の黒田産 ウラジロミドリシジミとウスイロオナガシジミ

(すずむし,2(7):70)

131)一一――一 (1952),ニ ラの花とヒメアカタテハ (すずむし,2(9):95)

132)一一一―一 (1952),1952年 春のモンシロチョウの発生小録 (すずむし,2(9):96)

133)一―一一一 (1952),1952年 春季のアゲハチョウの発生記録 (すずむし,2(9):101)

134)一――一一 (1952),Ⅳ″ガS属 2種の訪花資料 (すずむし,2(10):111)

135)一―一一一 (1952),ホ シミスジの蛹化部位 (すずむし,2(10):113)

136)一一―一一 (1952),岡 山市金山より記録するダイミョウセセリ及びスジボソヤマキ

ョウ (すずむし,2(11):129)

137)一一一一一 (1952),金 山付近の注目すべき蝶類 (すずむし,2(12):133～ 135)

138)―一一―一 (1952),児 島半島タココラ山より記録する ミドリシジミ (すずむし, 2

(12):143)

139)一一―一一 (1953),イ チモンジセセリの燈火飛来記録 (すずむし,3(2):13～ 14)

140)一一―一― (1953),ホ シミスジの成虫の一食性 (すずむし,3(4):38)

141)一一―一― (1953),キ タテハと春の花 (すずむし,3(4):38)

142)一一――一 (1953),「1952年度モンシロチョウの没姿期観察メモ」(すずむし,3(4)

:39～ 40)

143)一―一―一 (1953),テ ングチョウの習性 2題 (すずむし,3(4):40～ 41)

144)一―一一一 (1953),豪渓の蝶 2, 3(す ずむし,3(5):50～ 51)

145)一一――― (1953),ホ シミスジ覚え書(1)(すずむし,3(6):55～ 58)

146)一 ―(1953),コ ムラサキの地域占有性観察 (すずむし,3(6):59)

147)一―一―一 (1953),チ ャバネセセリ燈火に飛来 (すずむし,3(6):59)

148)一―一―― (1953),蝶 の初見記録 (すずむし,3(6):61)

149)一一――一 (1953),蝶 の燈火飛来 3例 (すずむし,3(7):73)

150)一一――一 (1953),ア オスジアゲハの一経過 (す ずむし,3(8):107～ 108)

151)一―一―一 (1953),イ チヂクはアカタテハの食草か ?(すずむし,3(8):110～ 111)

152)一一―一一 (1953),ヒ オ ドシチョウ成虫の発音 (すずむし,3(8):112～ 113)

153)一―一―一 (1953),ア オスジアゲハの地域占有 2型 (すずむし,3(8):113～ 114)

154)一―――― (1953),ツ マグロヒョウモンの山頂占有性(すずむし,3(8):114～ 115)

155)一一――一 (1953),蝶 の訪燈数例 (すずむし,3(8):115)

156)一―一―一 (1953),ヤ マ トシジミ♀の再交尾 (すずむし,3(8):116)

157)一一一―― (1953),ホ シミスジ Memo(1)(すずむし,3(8):117)

158)一一――一 (1953),モ ンキチョウの雌雄型を採集す (すずむし,3(8):118)

159)――一―一 (1953),汽車による蝶の移動の 1例 (すずむし,3(8):120)

160)一―――― (1953),蝶 の初見記録 (1953年前半期)一続― (すずむし,3(9):131)

161)一――一― (1953),ア オスジアダハ幼虫の一天敵 (すずむし,3(10):149)

162)一―一―一 (1953),再びモンキチョウの雌雄型に接す (すずむし,3(12):158～
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159)

163)一―――一 (1954),岡 山県の蝶相に関する文献目録及び解説(1)(すずむ し,4(1)

:1～ 4)

164)一―――― (1954),キ アゲの食草としてのナツミカン (すずむし,4(1):9～ 10)

165)―――一― (1954),ア カタテハの睡眠小観察 (すずむし,4(4):27～ 28)

166)一―一一― (1954),ホ シミスジ Memo(2)(す ずむし,4(5):31～ 32)

167)一―――― (1954),ホ シミスジ Memo(すずむし,4(6):35)

168)一―――― (1954),飼 育蝶の遅い羽化 (すずむし,4(7):39～ 40)

169)――一―一 (1954),ヒ オ ドシチョウの蛹の体長の変異 (すずむし,4(9):47～ 48)

170)一――一一 (1955),備 南の蝶の初発日調査記録 (1952年度)(すずむし,5(1):1～

2,5(2):6～ 10)

171)一―――― (1955),1953年 初春の モンシロチョウ発生小録 (すずむし,5(1):3～
4)

172)―――一― (1957),採 集メモ (すずむし,7(3):53)

173)一―――― (1959),阿 哲郡東部の蝶相調査報告 (すずむ し,9(2):21～ 23)

174)日 浦  勇 (1969), 日本列島の蝶,第 1部,pp.120

175)一一―一― (1970), 日本列島の蝶,第 2部,pp.82
176)堀〔脇本〕浩 (1959),蝶 の記録二,三について (すずむし,9(4):44)

177)一一――― (1961),ア サギマダラの目撃について (すずむし,10(2・ 3・ 4):17)

178)一―一―― (1961),ゴ イシシジミの目撃について (すずむし,10(2・ 3・ 4):17)

179)一―――― (1961),ク ロヒカゲモ ドキの記録 (すずむし,10(2・ 3・ 4):17)

180)星 野 拓也 (1943),ウ スイロヘウモンモ ドキ岡山県下に多産す(TheCla,2(3):55)

181)井手千代子 (1952),ベ ニシジミの訪花 (すずむし,2(11):128)

182)一―――――(1952),ウ ラナミシジミの訪花 (すずむし,2(11):128)

183)一―――― (1952), ヒカゲチョウの燈火飛来について (すずむし,2(12):143)

184)池  田 藩 (1736),備 前国備中国之内領内産物絵図帳

185)池 田 昭彦 (1970),恩 原採集記 (美作の自然,(2):17～ 18)

186)井上  立 (1955),美 作の動物 (美作の自然,(1):10)

187)一一――― (1956),美 作産蝶類目録 (美作の自然,(2):5～ 9)

188)一一――― (1957),自 然暦 (美作の自然,(3):8～ 10)

189)一―――― (1957),蝶 類採集覚書 (美作の自然,(3):11～ 12)

190)一―――一 (1958),奥津を中心とした蝶類相 (美作の自然,(4)11～ 4)

191)一―――― (1960),1960年 採集観察覚書 (美作の自然,(6):40～ 41)

192)一―――一 (1961),奥 津町泉源地区採集記録 (美作の自然,(7):39～ 40)

193)――――― (1963),美 作の生物観察覚書 (美作の自然,(9):30～ 31)

194)磐瀬 太郎 (1953),岡 山県に期待される ミドリシジミの新種 (すずむし,3(6):1
～2)

195)片 山  章 (1939),我が郷土 〔岡山県〕の蝶類 (虫の世界,3(5/6):82～ 83)

196)片山 豊八 (1955),世 の移り変りと津山における「アゲハ蝶」 (美作の自然(1):6



～7)

197)片 山 豊八 (1959),美 作産蝶蛾 目録 (岡 山と昆虫 :1～ 60)

198)風早 保男 (1957),奥 津付近の蝶類について (すずむし,6(3):27)

199)一一一―一 (1957),豪渓か らトラフシジミ (すずむし,7(2):31)

200)京 浜昆虫同好会 (1971),新 しい昆虫採集案内(Ⅱ )

201)小 林 一彦・鐘尾 紀昭 (1954),辰已峠,恩原付近の蝶 (ヒ サマツ,(2):23～ 25)

202)一 。一―――― (1954),ホ シチャバ不セセリの採集 (ヒ サマツ,(2):25)
203)近藤 光宏 (1951),ク ロヒカゲモ ドキを採る (すずむし,1(9):54)

204)一―――――(1952),ネ ットかついで春の野山へ (すずむ し,2(5):36～ 37)

205)一―――一 (1952),キ アゲハの蛹と環境色 (すずむし,2(7):69)

206)一――一一―(1952),メ スグロヒョウモンの触角と前翅,後翅 (すずむし,2(7):74

～75)

207)一     (1952), トンボがセセ リチョウ採る (すずむし,2(10):112)

208)一―――一 (1960),ナ ガサキアゲハを追って二年 (すずむし,10(1):6)

209)一―――― (1961),倉 敷でクロコノマ採集される (すずむし,10(2・ 3・ 4):16)

210)一―一―― (1961),倉 敷の連島山で アサギマダラを 目撃 (すずむし,10(2・ 3・ 4):

17)

211)一――一一 (1961), トラフシジミ鬼が岳で記録 (すずむし,11(1):7)

212)――――― (1961), トラフシジミを黒田で初記録 (すずむし,11(1):7)

213)一―――― (1961),黒 田のウスイロとウラジロ (すずむし,11(1):7)

214)一―――一 (1961),ウ ラキンシジミ片上線苦木付近で記録 (すずむし,11(1):7～

8)

215)一―――一 (1962), トラフシジミその後の記録 (すずむし,12(2):15)

216)一―――一 (1962),ナ ガサキアゲハ倉敷でついに記録される (すずむし,12(3):

27)

217)一 一 一 一 一
(1962),湯 原

に ギ
フ

チ
ョ

ウ
を 求

め て
(す ず む し ,12(4):43～ 44)

218)一―――一 (1963),ア サギマダラの新しい食草 (ガ ガイモ)を発見,県南部にも生

息は可能 (すずむし,13(1):1～ 5)

219)一―――― (1963),井倉のスミナガシ (すずむし,13(2):19)

220)近藤 要一 (1966),ク ロコノマを総社市で採る (すずむし,16(2・ 3・ 4):59)

221)小坂 和彦 (1946),岡 山県産蝶類目録 (岡 山博物同好会会報予報 其ノ1)

222)古屋野 寛 (1951),ギ フチョウとうすばさいしん (すずむし,1(3):11～ 12)

223)倉敷昆虫同好会 (1951),鶴 形山の昆虫 (すずむし,1(7),別 冊,8pp.)

224)       (1968),岡 山の昆虫 225 pp.

225)倉敷昆虫同好会編韓部 (1952),児 島半島 タコラ山付近採集調査記録 (すずむし,2
(12):135～ 136)

226)倉吉東高生物クラブ (1958),鳥 取県中部地区 (倉吉市,東伯郡)蝶類目録 (倉吉東

高校生物クラブ報告,(1):1～ 26,分布地図 4葉 )

227)黒 田 卓也 (1963),金 山にてアサギマグラを採集 (すずむし,13(2):19)
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228)黒 田 馬三 (1933),岡 山県南部地方の蝶類 (昆虫界,1(4):435～436)

229)前田喜四雄 (1960), トラフシジミを総社市長良で採集 (すずむし,10(1):5)
230)一―――― (1960),美袋でゴイシシジミを採集 (すずむし,10(1):5)
231)一―――― (1960), 5月 にウラナミシジミ (すずむし,10(1):5)

232)一―――― (1960),総社市のクモガタ・オオウラギンの記録(すずむし,10(1):6)
233)――――― (1961),総 社市産蝶類第一回調査報告(一)(すずむ し,10(2・ 3・ 4):13,

11(1):6～ 7)

234)一―――― (1961),総社市長良にゴイシシジミ産す (すずむし,11(1):8)
235)一―――― (1961),オ オムラサキ (あすなろ,p.22～ 28,47～48)

236)一―――一 。秋山 博志 (1961),総 社市の蝶(1),18pp.

237)――――― (1962),湿 度と蛹の関係について (第 1報)(すずむし,12(1):5)
238)倶 本 精二 (1960),都 窪郡福田村における蝶類の分布について (すずむし,10(1)

:1～ 3)

239)間 野 幹男 (1939),採 集資料 (虫の世界,3(5/6):26)
*240)松 田  滋 (1939),岡 山市近郊の蝶の採集について (博物同好会々報,2:15～ 24)

241)松井 俊公 (1952),タ コラ山での割合めず らしい蝶の採集短報 (すずむし,2(7):
68)

242)一―――― (1952),訪 花二 。三について (すずむし,2(11):119)
243)一―――― (1952),ア カシジミ蛹の寄生バチ (すずむし,2(11):128～ 129)

244)――――――(1954),岡 山市内でアサギマダラロ撃 (すずむし,4(4):28)
245)一―――一 (1954),春 の山野所見 (産卵 2題)(すずむし,4(5):32)
246)松本 義明 (1955),モ ンシロチョウの 生理・生態に 関する研究 第 1報 (農学研究

43(3):153～ 159)

247)松野  宏 (1965),ギ フチョウの幻想 (すずむし,15(4):67～ 68)

248)一―――― (1970),近畿北部―中国地方におけるウスバシロチョウの分布 (すずむ

し,20(1):1～ 10)

249)美 作虫の会 (1968),チ ョウ 。カミキリ・ハチ・ トンボ 分布資料 (美作の昆虫,(1)
:1～ 26)

250)道 信  順 (1957),美 作の蝶について (すずむし,7(1):1～ 2)

251)一一――― (1958),昆 虫の知見五題 (美作の自然,(4):4～ 7,(5):37)

252)一―――― (1959),ム ヵシ トンボ採集記 (すずむし,9(4):45～ 46)

253)一―一一一 (1962),蝶の発生を主とした生物季節 (美作の自然,(8):18～ 21)

254)――――― (1962),ウ ラクロシジミ県内に産す (すずむし,12(2):13)
255)一―――― (1962),ス ギタニル リシジミ県内に産す (すずむし,12(2):14)
256)一―――― (1970),美 作地方で珍 らしい動物 (美作の自然(2):11～ 17)

257)官 原 玲子 (1961),蝶 を追って (あすなろ,p.69～ 72)

*258)三
宅  淑 (1942),岡 山県方面のシジミテフ数種についての 考察 (科学班雑誌,8

:18～ 21)

259)溝 口 修・濤口重夫 。日浦 勇 (1959),ギ フチョウ属の 研究 (4)(昆虫科学,(10)
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:6～ 8)

260)――一一・――一一・――一一 (1960),ギ フチョウ属の研究(5)(昆虫科学,(11)

:8～ 12)

261)水 野 弘造 (1951),シ ルヴィアシジミ総社市にも産す (すずむし,1(lZ):74)

262)―一―一一 (1951),ム ラサキツバメ豪渓で発見 (すずむし,1(12):75)

263)一―――一 (1952),岡 山県吉備郡総社町付近に於ける蝶類 (すずむし,2(3):20～

22)

264)一―――― (1952),蝶 の採集と研究(3)ク ロタイマイの飼育観察 〔その 1〕 (すず

む し,2(4):29)

265)一―一―― (1952),福山でスジボソヤマキチョウ?を見る (すずむし,2(4):30)

266)一――一― (1952),蝶 の採集と研究(4)ク ロタイマイの飼育観察 〔その 2〕 (すず

むし,2(5):41～ 42)

267)一 ――(1952),本 年の蝶の初発 (すずむし,2(6):48～ 50)

268)一一――一 (1952),総 社町に於ける今春のシルヴィアシジミ(すずむし,2(6):54)

269)一一――― (1952),蝶 の採集と研究(5)(ク ロアゲハの蛹化)(すずむし,2(7):

59^V63)

270)一―――― (1952),ヘ リグロチャバネの新産地 (すずむし,2(7):72)

271)一―一一― (1952),ダ イミョウセセリ豪渓に産す (すずむし,2(7):73)

272)一――一一 (1952),蝶 の訪花二・三 (すずむし,2(7):73～ 74)

273)一一――一 (1952),ウ ラナミジャノメの一異常型 (すずむし,2(7):75)

274)一――一― (1952),ウ ラナミジャノメの新産地 (すずむし,2(8):87)

275)一―――― (1952),黒 田のミドリシジミ (すずむし,2(8):89)

276)一一一一― (1953),ア サギマダラは土着しているか?一総社町付近に於ける記録一

(すずむし,3(8):106)

277)一一一一― (1953),福 山にミドリシジミ (すずむし,3(8):106～ 107)

278)一一――― (1953),ウ ラジロミドリの一習性?(すずむし,3(9):131)

279)一―――― (1953),足守町竜泉寺付近の蝶を追って (すずむし,3(9):132,136)

280)中村 具見 (1966),ダ イセンシジミ臥牛山に産す (すずむし,16(2・ 3・ 4):68)

281)中 島 孝文 (1963), ミスジチョウを備中広瀬にて採集 (すずむし,13(2):19)

282)一―一―一 (1963),金 山にて ウラキンシジミの終齢幼虫採集 (すずむし,13(2):

19)

283)中 塚 憲次 (1951),怪 我の功名 (すずむし,1(4):20～ 21)

284)難波 通孝 (1963),総社市南秦にてウラキンシジミを採集 (すずむし,13(2):19)

285)一一―一一 (1963),ム ラサキツバメの食樹シリブカガシについて(すずむし,13(3)

:35～ 36)

286)一一一一― (1963),ゼ フィルス 4種飼育記録 (すずむし,13(3):37～ 39)

287)一―一一一 (1963),岡 山県井原市以北蝶類採集記 (すずむし,13(3):44)

288)一――一一 (1965),会 員広島便 り (すずむし,15(2):28～ 30)

289)成富 安信 (1941),ウ スイロヘウモンモ ドキの新産地 (昆虫界,9(93):791)
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290)一         (1941), 蝶類雑記 (Zephyrus, 9(2):112～ 116)

291)那須  敏 (1965),1965年 のクロツバメシジミの記録 (すずむし,15(3):47)

292)新村 太郎 (1948),蝶 の生活,pp.123

293)西松 公夫 (1951),関 西のシータテハ (蝶と蛾,2(2):12)

294)―――一一 (1951),岡 山県北部の昆虫雑感 (すずむし,1(12):72～ 73)

295)一―――一 (1952),キ マグラルリツバメの分布と習性 (新昆虫,5(2):21～ 22)

296)NTK〔青野孝昭〕(1958),季節の昆虫 (すずむし,8(1):10～ 13)

297)小川 大右 (1953),物見峠採集記 (すずむし,3(5):48～ 49)

298)小川 静子 (1950),岡 山県内蝶類目録 (諏訪蝶類同好会々誌,2(2):63～ 65)

299)岡本  忠 (1960),コ ミスジの黒化型 (すずむし,10(1):5)

300)岡  山 県 (1930),岡 山県内生物目録

301)岡 山県師範学校 (1936),郷土研究紀要 第一韓

302)岡 山県史蹟名勝天然記念物調査会 (1933),岡 山県郷土館備付蒐集品目録

303)奥谷 禎一 (1947),二三昆虫の分布 (採集と飼育,9(8/9):167)

304)大森  斉 (1962),ウ ラゴマグラシジミとハイイロヤハズカミキリの記録 (すずむ

し,11(3):8)

305)大森 豊彦 (1957),ア オバセセリ金山にて捕獲 (すずむし,7(2):31)

306)一―――一 (1957),邑久町でモンキアゲハを目撃 (すずむし,7(3):52)

307)小野 悦夫 (1951),電 燈に飛来したアカタテハ (すずむし,1(1):3)

308)―――一一 (1951),花屋に飛来したアサギマダラ (すずむし,1(2):8)

309)小野  洋 (1948),早 春の山野をたずねて (倉工文化,1(3):3～ 5)

310)一―――一 。青野 孝昭 (1948),倉 敷地方におけるヒオ ドシチョウの研究(その一)

(倉工文化,1(5):1～ 5)

311)一―一―― 。一―――一 (1949),倉 敷地方におけるヒオドシチョウの研究(その二)

(倉工文化,2(1):1～ 6)

312)一―一
―

  (1949),倉 敷付近の蝶についての研究(一)(倉工文化,2(3):3～ 6)

313)一―一―一 (1950),倉 敷付近の蝶についての研究(二)(倉工文化,2(4):1～ 3)

314)一―――― (1950),倉 敷の蝶 (Shell,(1):11～ 17)

315)一一―一一 (1951),鶴 形山公園で採れたスミナガシ (すずむし,1(1):3～ 4)

316)一―一―― (1951),蝶 3題 (すずむし,1(1):4)

317)一―――― (1951),ジ ャコウアゲハの一産地消滅 (すずむし,1(1):4)

318)一―一―― (1951),倉 敷のウスイロオナガシジミ (すずむし,1(2):3)

319)一―――一 (1951),ア サマイチモンジ (すずむし,1(4):21～ 22)

320)一一一―― (1951),岡 山県のギフチョウ (新昆虫,4(7):39～ 40)

321)一―――― (1951),ウ ラジロミドリを採る (すずむし,1(6):35)

322)一―――一 (1951),今 年のウスイロオナガシジミ (すずむし,1(6):35)

323)一―一―一 (1951),シ ルヴィアシジミの記録 (すずむし,1(7):39)

324)一――一一 (1951),ウ ラギンスジヒョウモンのGynandromorph(すずむし,1(8)
:42)
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325)一一―一一 (1951),ビ フの花とアカタテハ (すずむし,1(10):61)

326)一―一―一 (1952),本 年のアゲハチョウの初見 (すずむし,2(4):31)

327)一一一一― (1952),録 の訪花一題 (すずむし,2(5):38)

328)一―――一 (1952),蝶 の訪花二題 (すずむし,2(7):74)

329)一一一―― (1952),倉 敷産のウスイロオナガシジミとウラジロミドリシジミ (新昆

虫,5(4):38～ 39)

330)一――一― (1952),岡 山県の蝶類雑感 (Entomic lnvestigation,2(1):8～ 12)

331)一―一― (1952),ヒ カゲチョウ燈火に飛来 (すずむし,2(10):113)

332)一一一―一 (1952),蝶 の訪花二例 (すずむし,2(12):144)

333)一 。青野 孝昭 (1953),倉 敷に於ける ヒオ ドシチョウの周年経過と天敵

(すずむし,3(2):6～ 7)

334)一一――一 (1953),本 年のモンシロチョウの初発 (すずむし,3(3):34)

335)一――一一 (1953),四 月の熊山採集報告 (すずむし,3(5):45～ 46)

336)一一―一― (1953),本 年のクロアゲハとアオスジアゲハの初発 (すずむし,3(6):

61)

337)一―――一 (1953),倉 敷南部山脈縦走採集報告(4月 )(すずむし,3(8):120～ 122)

338)一―一―一 。広瀬 義男 (1954),倉 敷付近の蝶類 (すずむし _4(4):25～ 27,4(5)

:29～ 31,4(6):33～ 34)

339)一―――一 (1954),熊山のギフチョウはのぞみうす?(すずむし,4(5):32)

340)一―――― (1954),モ ンキアゲハを目撃 (すずむし,4(7):40)

341)一一―一一 。広瀬 義期 (1954),倉敷付近の蝶類 (新昆虫,7(10):11～ 13)

342)一一――― (1954),弥高山のモンキアゲハ (すずむし,4(9):46～ 47)

343)一一―一― (1955),矢の峰のホシチャバネセセリ (すずむし,5(6):22～ 23)

344)一一――一 (1955),矢の峰採集記 (すずむし,5(7):25～ 27)

345)一一一―一 。広瀬 義射 (1955),春生キマダラヒカゲの早期発生 (すずむし,5(7)

:30)

346)一―――一 (1956),ウ スイロオナガシジミとウラジロミドリシジミの分布 (すずむ

し,6(2):16～ 17)

347)一一―――(1961),早 春の阿哲峡から (すずむし,10(2・ 3・ 4):18)

348)一――一― (1962),後 山採集記 (すずむし,12(4):44～ 46)

349)大野 憲一 (1963),井倉・方谷間で クロツバメシジミを採集 (すずむし,13(2):

19)

350)一一――― (1963),児島郡灘崎町で トラフシジミの終齢幼虫を採集羽化する (すず

むし,13(3):39)

351)小野 義正 (1962),倉 敷でムラサキツバメを記録す (すずむし,12(2):16)

352)尾崎 年彦 (1957),倉敷にゴイシジミ (すずむし,7(2):30～ 31)

353)佐武 〔正一〕(1906),岡 山の昆虫界 (博物之友,6(34):279)

354)佐藤 清明 (1953),蒜山の生物誌 (岡 山春秋,3(1):47～ 54)

355)石 宙 明 (1937),内 地産 2個の蝶 (昆虫界,5(36):135～ 136)
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356)柴田  晃 (1962),大 佐の自然,pp.2Z

357)重井  博 (1963),ム ラサキツバメの雌を倉敷で採集 (すずむし,13(1):7)

358)一―――― (1963),オ オヒカゲ天銀山に産す (すずむし,13(1):7～ 8)

359)一―――一 。青野孝昭・小野 洋 。近藤光宏 。林 憲一 (196め ,新庄村の昆虫調査

報告 (そ の 1)(すずむし,13(2):1～ 12)

36の 清水 慶子 (1953),那 岐山採集記 (すずむし,3(1):1～ 3)

361)清水 卓― (1959),蒜 山の昆虫二三について (すずむし,9(1):10)

362)篠永  哲 (1959),中 国山脈の片隅にて (松山昆虫同好会短報06):3)

363)白神  昭 (1951),ア サギマグラ (すずむし,1(1):3)

364)一一――一 (1951),ウ ラギンシジミの越冬 (すずむし,1(4):21)

365)一一――一 (1951),ク ロツバメシジミに就いて (すずむし,1(4):22)

366)一―――― (1951),シ ルヴィアシジミ倉敷に産す (すずむし,1(5):30)

367)一――一― (1951),ア カタテハの一食草 (すずむし,1(5):30～ 31)

368)一―――― (1951),ア サマイチモンジの記録 (すずむし,1(5):31)

369)一     (1951),倉 敷の L′%θπJガs(すずむし,1(7):37)

370)白水  隆 (1958),日 本蝶類分布表1 283 pp.

371)一―一―一 (1959),原 色昆虫大図鑑 I(蝶蛾篇),

372)鈴木 一郎・佐武 正一 (1907),岡 山県産虫報(一)(博物之友,7(40):151～ 152)

373)一一一一― (1908),岡 山市付近ノ昆虫 (博物之友,8(56):271～ 274)

374)T.A〔青野孝昭〕(1951),七月下旬の黒田 (すずむし,1(7):39)

375)高 原 哲夫 (1962), トラフシジミ岡山市内で採集 (すずむし,11(3):8)

376)一―一一― (1962),ク ロコノマチョウを岡山市街で採集 (すずむし,12(4):41)

377)――――― (1962),岡 山市内でアサギマダラを採集 (すずむし,12(の :41)

378)高橋 久夫 (1961),大 佐産の蝶について (備北科学,1:27～ 31)

379)竹内  亮 (1951),中 国山脈中部の蝶 (蝶 と蛾,2(D:12)
380)竹内 幸夫 (1957),久 米町西部の昆虫分布(その二)(美作の自然,(3):32～ 33)

381)一―一―― (1959),オ オチャバネセセリの奇習 (すずむし,9(1):9～ 10)

382)一―――一 (1961),昆 虫の習性あれこれ (美作の自然,(7):38)

383)一―――― (1964),メ スアカミドリシジミの新産地 (すずむし,14(0:19)
384)一一―一一 (1964),ウ ラクロシジミの新産地 (すずむし,14(2):19)

385)友野 良― (1951),シ ジミチョウの早期発生一例 (すずむし,1(2)19)

386)一―――― (1951),冬 のウラナミシジミ (すずむし,1(12):74)

387)一―――― (1956),倉 敷付近でヒメヒカゲその他 (すずむし,6(2):15～ 16)

388)一―――― (1956),福 山でアサギマグラ (すずむし,6(4):34)

389)一―――― (1956),イ チモンジセセリの飛翔速度 (すずむし,6(4):34)

390)一―――一 (1957),キ チョウの初見 (すずむし,7(1):4)

391)一―一―― (1957),和気のオオウラギンヒョウモンとウラゴマダラシジミ (すずむ

し,7(D:31)
392)一―――― (1957),採集メモ (すずむし,7(2):37～ 38)



62

393)一――一― (1959),和 気町でヒメヒーカゲ (すずむし,9(D124)
394)坪井 近三 (1960),作 州路行脚 (美作の自然,(6):1～ 3)

395)宇野 弘之 (1964),ア サギマダラを鴨方町で採集 (すずむし,14(1):8)

396)一――一一 (1967),足 立方面採集報告 (倉昆ニュース(2):7)

397)若林 正史 (1955),豪 渓でアオバセセリ (すずむし,5(10):2)

398)一――一  (1955),黒 田でウラゴマダラシジミ (すずむし,6(1):4)

399)一――一一 (1956),阿 哲峡採集記 (すずむし,6(1):6)

400)一― ――(1956),豪渓でクロツバメシジミ (すずむし,6④ :34)

401)一     (1957),昭和町日羽, 美袋間の調査報告及び高滝山付近の採集品目録

(すずむし,7(2):41)

402)若林 三郎・友野 良一 (1951),ク ロツバメシジミの新産地 (すずむし,1(6):35

～36)

403)脇本  浩 (1965),高 梁市産蝶類目録 (すずむし,15(D:17～ 20)

404)渡部 太郎 (1962),(津 山市田辺)黒沢山蝶類目録 (美作の自然,(8):14～ 17)

405)山本 茂信 (193の ,再び キマダラルリツパメに就いて (Zephyrus,4c):265～
267)

406)山 根 知之 (1967),兵 庫県下におけるハヤシミドリシジミの新産地について (蝶 と

蛾18(1・ 2):46)

407)安江 安宣 (1955),久 米郡二上山 (すずむし,5(8):31～ 33)

408)一一―一― (1956),徳川中期における岡山地方の蝶と蜻蛉類 (すずむし,6(4):29

～32)

409)一一―一― (1957),シ ルヴィアシジミの分布とその食草について考えること (すず

むし,7(2):19～ 28)

410)一     (1957),冬 至の日にムラサキシジミ (すずむし,7(4):77)

411)一一――一 (1959),山 陽昆虫案内 (岡 山と昆虫 :70～ 73)

412)矢田  脩 (1960),岡 山県足立のチョウ (昆虫科学,(11):12)

413)横田 正義 (1965),浅原峠のトラフシジミ (すずむし,14(3):30)

414)好本  精 (1942),ク ロアゲハの無尾型採集 (岡山)(昆虫界,10:650)

415)Y,T。 〔山川東平〕(1951),ナ ガサキアゲハ (すずむし,1(10):60～ 61)



音水及び坂谷国有林 (兵庫県)の
カ ミキ リム シについて

黒  田 祐 一

(岡 山市中央町 3の 6)

扇山,氷の山を始めとして三室山,沖の山,後山等 1,000mを越える山が十以上も連ら

なる兵庫 。鳥取・岡山県の境は裏日本気候と表日本気候の推移帯に当り,複雑な地形とと

もに豊富な植物相を呈し,従って生物学的にも興味ある所である。その一部兵庫県側に南

より音水及び坂谷国有林がある。筆者は昭和43年より両国有林のカミキリムシの観察・採

集をこころみて来たが,最近の急速な開発はこの地も例外でなく,生物分布に大きな変化

をもたらしつつある状態である。

扇山, 氷の山のカミキリムシについては既に諸氏2),5),7)～ 12)に よる報告が有るが,当

地域については僅かに高橋9),10),辻11),畑中3),4)等による音水, 赤西の簡単な報告があ

るのみである。今後の調査で多数の追加種の出る事は予想される事であるが,一応ここに

まとめておく事も無意味でないと思い筆をとってみた .

本文に入るに先だち何時もながら文献に,同定に貴重な時間をさいて戴いている林 匡

夫博士, 日頃より鞭撻御指導をたまわっている小島圭三博士 。渡辺弘之博士 。中村慎吾

氏,兵庫県産カミキリについて文献の恵与及び質問にお答え戴いた高橋寿郎氏,植物につ

いて御教示願った大市 喬氏,及び採集に協力いただいた小野 豊氏に′いより御礼申し上

げる.

参考地図 (五万分の一 :大屋市場,坂根)

I.赤西渓谷 (海抜400～800m)

国道29号線を揖保川・引原川ぞいに北上すると引原ダムがある.その手前の西側一帯の

原生林が音水国有林で,南より寒霞渓,赤西渓谷,音水渓谷と三つの谷がある。国道原よ

り引原川を渡ると寒霞渓入口である。そこより更に川に沿って少しさかのぼると道は川と

分れ左に向う,そ こが赤西えの入口である。植林された杉木立の道を行 くと所々につまれ

た薪より7・ 8月 にはルリボシ,フ タオビミドリトラ,ニ イジマ トラ,サ ビカミキリの類

がみられる.谷川は道の右に叉左になりつつ 次第に深さを増し ミヤママタタビ,イ ヌシ

デ, フサザクラ,ア カメガシワ,ケ ヤキ,ヤ マモミジ,サ ワグルミ,ブナ, トチ,ホ オ,

ヌルデ等の樹木が谷を両側からおおう様に生えている。その間に7月 となるとミヅキ,ノ

リウツギの花が咲きハナカミキリ, トラカミキリの類が飛来し,道傍のアジサイ科の花に

Pidoniaが見かけられる。国道より 9。 5km入 った所に赤西の山崎営林署の建物が緑には

えて建っている.始めてここを訪れた時そこから500m程入った所は欝蒼として,道傍に

つまれた伐採木にオオアオ,フ タオビミドリトラ,ヒ ゲナガゴマフ等が飛来し,傍の トチ

の木をゆするとクワガタの類が雨の様に落下し,更に少しく登ると炭焼小屋があり,そ こ

〔すずむし,第 108号 ,63～ 78頁,1972年 6月 〕
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につまれた伐木にオオヨツスジハナ,セ
ンノ, ビロウド等が見かけられたが,翌

年訪れた時はその辺一帯の山は頂上迄伐

採され,あれ程見かけていた昆虫類は姿

を消してしまっていた。 (昭和45年度よ

り営林署から奥えの入林は禁止されてい

る。)

].音水渓谷 (海抜400～800m)

国道音水口より急坂を引原川に向って

下 り,す ぐに橋を渡ると渓谷の入口であ

る。数軒の民家があり,その周りでは春

先に ウスバシロチョウの乱舞がみられ

る。そこより谷川ぞいに道は登り,赤西

に比ベー層谷は深くミヅナラ,フサザク

ラ, カツラ, トチ, クマシデ等が見ら

れ,更に奥にすすむとカツラ,サ ワグル

ミ,ブナ,シ オジの大木が生え,斜面に

はイタヤカエデ,ウ リハダカエデ, ミヅ

ナラ等が見られる。入口より4.5kmの

所に橋があり,その手前は谷が浅く広け,

コツスジハナ,ビ ロウド等が多数見られて

より奥に向って新しい道が出来つつあり,

―スが作られるそうである。

川辺に一時は伐採木の山があリルリボシ,オ オ

いたが最近は積み出されてしまっている。そこ

近き将来赤西渓谷と道が連絡し,県民の歩行コ

Ⅲ.坂谷国有林 (海抜600～ 1,000m)

国道29号線を更に北上,引原ダムを左に見ながら通り過ぎ,戸倉スキー場を後にして殆

んど県境近く迄行くと,右手に小さな橋があり,そ こに坂谷と小さい標識が立っている。

国道よりわかれてそこを入って行 くと道は狭く屈曲しつつ次第に登りとなる。ブナ, ミゾ

ナラの欝蒼とした谷を見おろしながら道は上え上えと続いている。昭和45年度より始めら

れた伐採,積み出しは急テンポで,良い採集場所を見つけても旬日を出ない内にあとかた

もなくなっている状態である。海抜 1,000m辺を走る山道はかなり広く,両側にはブナ,

ウチワカエデ,ク ロモジ,ホ ウの大木が生え,下草はネマガリタケの茎とヤマソテツが見

られる.6月頃には所々に咲いているゴトウヅルの花に PidOnia,ル リハナ,カ タキハナ

が見られ,ノ リウツギの花にヨツスシハナ,ヒ メアカハナ, Pidniaが 集っている。はる

か足下に さき程登って来た道が見られ, 南には山なみが煙り, 吹いてくる風は涼しく赤

西,音水とは異った景観である。現在 国道より分れて 8.3kmの所で行き止まりとなって

いる.

著
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音水,坂谷国有林カミキリムシロ録

CERAMBYCIDAEヵ ミキ リムシ科

Io Prioninaeノ コギリカミキリ亜科

Megopidiniゥ スバヵミキリ族

1。  Mcgoク ′s OF曜″夕′S)S物′σσ (WHITE)ウ スバカミキリ

坂谷 (l ex.16.Ⅷ.'70)

立枯樹幹のくばみにて採集.氷の山に於ても記録あり,個体数は少ない。

｀
 Prioniniノ コギリカミキリ族

2,  P/′οππs′πs%ルγお Ⅳ10TscHuLSKY ノコニギリカミ=ヤ リ

赤西 (l ex.18。 Ⅷ。'68;2 exs.4.Ⅷ 。'71;4 exs.8.Ⅷ '71)

8月 上 0中旬土場近くの地上にて得られる。同一山塊の氷の山,岡山県英田郡若杉峠の

記録あり広範囲に分布する。

Anacoliniコ バネカミキリ族

3.  Psθ夕滋κノ%S/θ ηz′gθ/HAROLD コバ ネ カ ミ=ヤ リ

赤西 (l ex.15.llll。 '71),音水 (l ex.17.Ⅷ 。'69)

8月上 。中旬にブナ伐木及び樹皮下にて得られるも個体数は少ない。氷の山の記録あり。

H. Disteniinaeホ ソヵミキ リ亜科

Dieteniiniホ ソカミキリ族

4. ,お ′θ″Jα タリ σ′′グs(BLESSIG)ホ ソ カ ミキ リ

寒霞渓 (l ex.4.Ⅷ。'71)

伐採木にて採集.氷の山,英田郡後山でも記録あり,個体数は少ないが分布は広い
.

III. Lepturinaeハナカミキ リ亜科

Toxotiniヵ タビロハナカミキリ族

5. Gαπ″0′θs Cセ″α密″ο′θs)教π′s BATESカ ラカネハナカミキリ

赤西 (l ex。 23.Ⅵ。'68),音水 (8 exs.17.V。 '70;8 exs。 16.v.'71), 坂谷 (lex.

31.v。 '70)

5月 中旬より6月 下旬にかけチドリノキ (ヤ マシバカエデ)の花,ヤシヤブシの葉上に

て得られる。扇山,岡山県北部山地各地よりの記録あり,分布は広い。

1.林博士に同定をお願いした種については説明文の後に (林氏同定)と 略記した。

2。 学名の前の*印は兵庫県未記録種である.

3。 既報告の産地音水は狭意の音水渓谷として扱った。
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6. L′ %“′α″sλ′物%/α′SEKIア カイロニセハムシハナカミキリ

音水 (3 exs.17.v。 '70;l ex.16.v。 '71)

5月 中旬チ ドリノキの花にて次の三種とともに得られるが個体数は少ない。扇山,岡山

県脊梁山地の記録あ り,分布は広い
.

7. L″π″α″η%′力θ/α″PIcピ ックニセハムシハナカミキ リ

音水 (6 exs。 17.v。 '70;3 exs.16.v。 '71)

岡山県脊梁山地各地の記録あり,分布は広い。

8. Lθ 解 %ル 激π J′ グθπS BATESキ バ ネ ニ セ ハ ム シ ハ ナ カ ミキ リ

音水 (2 exs。 17.v。 '70;5 exs.16.v.'71)

9. 五 θ%αθθ夕s(Dグπθ″ θ贄7)%′ %%′α (GEBLER)ヒ ナ ル リハ ナ カ ミキ リ

赤西 (l ex.31.v。 '70), 音水 (20 exs.17.v。 '70;20 exs。 16.v.'71), 坂谷 (1

ex.31.v。 '70)

5月 中・下旬に各谷でカエデ,チ ドリノキの花に見 られ,前種より個体数は多い。

10.Pグ グθ″ α (ル勧 協 θπ)ごθみグ′′s議
"グ

″s(KRAATZ)チ ャ イ ロ ヒ メ ハ ナ カ ミキ リ

赤西 (l ex.31.v。 '70;l ex.25。 Ⅶ。'71),坂谷 (4 exs.20.Ⅵ .'71)

5月 下旬より7月 下旬にかけてゴトウヅル, ノリウツギの花上にて見られる。

11.Pグ グθ%′α (Pググοπグα)s′解〃′グ

“

α OHBAYASHI et HAYASHI ニセ ヨコモ ンヒメハナ カ

ミキ リ

音水 (l ex.31.v.'70),坂谷 (l ex.20。 Ⅵ。'71)

ゴトウヅルの花上にて採集.扇山,岡山県脊梁山地の記録あり。

12.P′ グοηグα (Pググθ%′α)α解 ″グα′α α%ι%′α′α (BATES)セ ス ジ ヒ メハ ナ カ ミキ リ

赤西 (13 exs.17.v。 '70;l ex.31.v。 '70),音水 (l ex.26.v.'68;l ex,17.v

'70;7 exs.16.v。 '71),坂谷 (l ex.31.v。 '71)

5月 中・中旬に各谷に広く花上にて得られる.

13.P′ごοπ′α (P′グθπJα)%グ ωαグ (MATSUSHITA)ミ ワ ヒ メ ハ ナ カ ミキ リ

赤西 (2 exs,31.v。 '70),音水 (l ex。 17.v。 '70;l ex。 16.v。 '71),坂谷 (lex.27.

Ⅵ。'71)

5月 中旬より6月 下旬にかけてチ ドリノキ,ゴ トウゾルの花上に見 られるが,個体数は

少ない.氷の山,岡山県脊梁山地に於ても記録あり,分布は広い
.

14,*Rttοグα (R″οグα)θ力礼η

'OHBAYASHI et HAYASHIチ
ユ ウジ ョウヒメハナ カ ミキ

リ

坂谷 (l ex.6.20.Ⅵ .'71)

ゴトウゾ`ルの花上にて採集.四国高地帯に分布し,本州未記録である。 (林氏同定)

15.P′ごοπ′α α%ごοηliz)夕 αttα′θ HAYASHI et NIIIzuNOヤ マ トヒ メ ハ ナ カ ミキ リ

畑中氏が音水にて 28.v.'70ヵ マツカ花上にて 2頭採集報告されている.

16.P′グθttα (P′グθπグα)s′♂グル″α(BATES)ナ ガバヒメハナカミキリ
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赤西 (2 exs.17.v。 '70,l ex.31.v.'70),音 水 (l ex。 16.v.'71)

5月 上・下旬花上に見 られ,氷の山より岡山県脊梁山地にかけ広範囲に分布す。

17.Pグごθ″′α α%あ れJα)協 %′α′α π %′α′α (BATES)ヒ メ ハ ナ カ ミキ リ

音水 (l ex.16.v。 '71)

チ ドリノキの花上にて小野氏採集.辻氏の扇山,音水の記録及び岡山県脊梁山地に於け

る報告あり。 (林氏同定).

18.切%αθπグαCマあηグα)%ασ%′グ′力θγα″ PIc f.″クグθα カクムネヒメハナカミキリ

坂谷 (l ex.27.Ⅵ 。'71)

ゴ トウヅルの花上にて採集.個体数は少ない.岡山県からも記録はない。(林氏同定).

19.′ググοπグαC%あ″α)″%π′α力α%αηθα力α TAMANUKIム ネアカヒメハナカ ミキ リ

赤西 (l ex.31.v。 '70),音水 (4 exs.17.v。 '70;6 exs.16.v。 '71),坂谷 (2 exs.

20.Ⅵ .'71)

5月 中旬より6月 下旬にかけ花上にてみられる.

20。 P′ごθttα (Pググθπ′α)yリノル′/′″ (BATES)オオヒメハナカミキ リ

音水 (l ex.31.v。 '70),坂谷 (l ex.27.Ⅵ .'71)

5月 下旬より6月 下旬にかけ花上に見 られるも個体数は少ない.氷の山,岡山県脊梁山

地にも分布す。

21.′ ′ごθπグα (0解タカαノ∝″γα)夕 %zグノθグ (SOLSKY)フ タ オ ビチ ビハ ナ カ ミキ リ

赤西 (l ex.31.v.'70),音 水 (3 exs.26.v.'68;2 ёxs。 17.v。 '70,10 exs.16。

v。 '71)

チ ドリノキの花, ウツギの花上に多い。

Lepturiniハ ナカミキリ族

22.4π θpぁグθ/α (Psθ π激グθs′θ/πα)協 グsθ′ル  (BATES)チ ャ ボ ハ ナ カ ミキ リ

赤西 (2 exs.26.Ⅶ。'70,l ex。 11.Ⅶ。'71,2 exs.25.Ⅶ 。'71),坂谷 (l ex。 26.Ⅶ .

'70)

ノリウツギの花上にて得られる。氷の山,岡山脊梁山地の記録あ り。 高橋氏は音水 (1

ex.21.Ⅵ .'59)を報告されている。

23.スπθノθグθ″α (Иπθノθグθ″ο″θγクカα)θノαπθα (GEBLER)ル リハナカミキリ

坂谷 (l ex.27.Ⅵ 。'71)

ゴトウヅルの花上にて採集,少ない。扇山より記録あ り,岡山県ではまだ報告がない。

24.スηθ夕んグθ″α (4ηθノθグθ/θ ttθゅ力α)θ″σαυα′α (BATES)ミ ヤマクロハナカミキリ

赤西 (3 exs.26。 Ⅶ.'70),坂谷 (3 exs。 26.Ⅶ .'70)

ノリウツギの花上に見 られる。氷の山,岡山県北一帯に広 く分布す。

25.スπο夕あグθγα (Kαηθ々 θα)α z“解′%S′s(A/1ATSUSHITA et TAMANUKI)ミ ヤマル リハ

ナ カ ミキ リ

音水 (2 exs.17.v。 '70)
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チ ドリノキの花上にて採集,個体数は少ない。畑中氏は同じく音水にて 5月 10日 に 4頭

採集 (カ エデ花上)報告されている.岡山県では苫田郡及び臥牛山の記録あり,分布は広

いが少ない模様である。

26. 3/αεれガθ夕′%/α クノγγ力α(BATES)ヒ メアカハブ~カ ミキリ

坂谷 (l ex.25.Ⅶ .'71,l exs.8.Ⅷ。'71)

ノリウツギの花上にて見られるも少ない。氷の山,岡山県脊梁山地にも記録あり。

27.c"υ ttbグαs%θθαttπθα(LEWIS)ア カハナカミキリ

赤西 (l ex。 26.Ⅶ。'70;l ex.25。 Ⅶ。'71;l ex。 4.Ⅷ。'71:2 exs.8.Ⅷ 。'71),音

水 (10 exS・ 17.Ⅷ。'69),坂谷 (8 exs.4.Ⅷ。'71;9 exs.8.Ⅷ .'71)

7月 下旬より8月 上旬にかけ伐木上,ノ リウツギ 。シシウドの花上に普通.尚音水にて

花上で本種の♀とヨツスジハナ6と 雑交しているのを見かけたが,果 して受精可能か疑間

である。

28.ルグθ′グαOし″″′αルs)θθ%θ′θS(BATES)マ ルガタハナカミキリ

赤西 (2 exs.26.Ⅶ 。'70,3 exs.25。 Ⅶ。'71;3 exs.4.Ⅷ .'71,l ex.8.Ⅷ 。'71),

坂谷 (3 exs.25。 Ⅶ。'71;6 exs.4.Ⅷ。'71;4 exs.8.Ⅷ。'71)

ノリウツギの花上に普通,兵庫県中央部より北部,岡山県北東部に分布する.

29. ェ″απθS′γωttr′′αごθπ′α′グタθππグS(PIC)ヒ ゲジロハプ‐カミ=ヤ リ

赤西 (l ex.26。 Ⅶ.'70,l ex.25.Ⅶ 。'71),坂谷 (l ex.25。 Ⅶ。'71)

ノリウツギの花上に見られるも少ない。氷の山,岡山脊梁山地にも記録あり,分布は広い

30。 E%s′γα径 ″′グSググs′θ″ο′グιs BATES ク ロス ジ ハ ナ カ ミキ リ

音水 (3 exs.17.v。 '70)

チ ドリノキの花上にて採集.畑中氏はカエデの花上にて同年 5月 10日 音水に 1頭採集さ

れ報告されている.岡山県では脊梁山地 2ケ所よりの記録あ り.

31.Rα″αs″α%♂グ′s"ノ解タカ%ノα (BATES)ニ ンフハナカミキリ

赤西 (l ex.21.Ⅶ 。'68;4 exs.20。 Ⅶ。'69;2 exs.26。 Ⅶ。'70;27 exs.25.Ⅶ。'71),

坂谷 (4 exs.27.Ⅵ 。'71,3 exs.25。 Ⅶ。'71;l ex.4.Ⅷ .'71)

ノリウツギの花上に普通に見 られる。

32.Pα″αs″απgグ′s′θsπθ′(PIC)ニ ョウホウハナカミキリ

赤西 (3 exs.21。 Ⅶ。'68;l ex.20。 Ⅶ.'69;l ex.25.Ⅶ 。'71)

ノリウツギの花上にて得 られるも少ない。氷の山の記録があるも岡山県側にはまだ報告

はない。

33.2α ″αS′ /α″コグ′ssカル θ力ιηsグs(MATSUSHITA)タ テ ジ マ ハ ナ カ ミキ リ

坂谷 (l ex.25。 Ⅶ。'71)

ノリウツギの花上にて採集.扇山及び岡山県脊梁山地より記録あり,分布は広いが個体

数は少ない。

34.Lttγ α θθみγαθθのtsθ′α′α (MOTSCHULSKY)ヨ ツス ジ ハ ナ カ ミキ リ

赤西 (7 exs.21.Ⅶ.'68;2 exs。 18.Ⅷ。'68;4 exs.20.Ⅶ。'69;5 exs.26.Ⅶ .
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'70, 3 exs. 11. IIl. '71; 1l exs. 25。  1彊 . '71 ; 4 exs. 4. IIll。  '71, l ex. 8. vll。  '71),

音水 (4 exs.17.Ⅷ 。'69),坂谷 (1l exS.26.Ⅶ。'70,2 exs.16。 Ⅷ。'70;6 exs.25.

Ⅶ。'71;6 exs.8.Ⅷ .'71)

ノ リウツギ, ミゾキ,シ シゥ ドの花上にて普通に見 られる。

35。  L′´′αγα αθ′カグθps PODA SubSp. ググタ2,θィクカα BATES ム ネ ア カ ク ロハ ナ カ ミキ リ

赤西 (l ex.23.Ⅵ。'68),音水 (l ex.26.v.'68),坂 谷 (l ex.25。 Ⅶ.'71)

各谷に見られるも個体数は少ない。

36. zの方%″α α/θ %α′α PANZER SubSp. ′s%夕 ,oαgク″θ力απα OHBAYASHI ツマ グロハ プ
~カ

ミキ リ

音水 (l ex。 11.Ⅶ。'71)

伐木にて採集,個体数は少ない。氷の山に於て Subsp.π ′%グθα BATESの採集報告を

山本氏がされている。

37.Pθ ごθs″απまガグα ル %θγα′′s(MOTSCHULSKT)カ タ キ ハ ナ カ ミキ リ

坂谷 (l ex。 27.Ⅵ。'71)

ゴ トウヅルの花上にて採集.扇山,臥牛山の記録あり.

38.ハリ物 θα υ′θα/″ (BATES)フ タスジハナカミキ リ

赤西 (2exs.26.Ⅶ .`70,3 exs.25.Ⅶ.'71)           .、
ノリウツギの花上にて採集.音水 (20。 Ⅵ。'59)及び同一山塊西側の谷になる岡山県英

田郡大茅 (12.Ⅶ .'64)に於て夫々一頭の採集記録あ り
,

39.飛診σπθノタ′′%″α″曜″′″s(BATES)オ オヨツスジハナカミキリ

赤西 (l ex。 25。 Ⅶ。'71,l ex.4.Ⅷ .'71;l ex。 8.Ⅷ:'71;2 exs,15。 Ⅷ。'71),音

水 (3 exs.17.Ⅷ 。'69)

伐木上及び飛翔中のものを採集 .

40.2α rπαsクグα αηαSタグごθ′グθS(BATES)ベ ニバハナカミキ リ

音水に於て高橋氏が 21.Ⅵ。'59-頭採集報告されている.

41.s″απgα′′α(〃′θs″απまググα)θθグγασ′α BATES ミヤマホソハナカミキ リ

赤西 (4 exs.21.Ⅶ。'68;l ex.20.Ⅶ 。'69;3 exs.26.Ⅶ .'70;2 exs。 11.Ⅶ。'71;

28 exs. 25。 lll。 '71)

ノリウツギの花上に普通に見 られる。高橋氏は音水 (l ex.13.Ⅶ .'58)を報告されて

いる。

Eroocheminiキヌツヤハナカミキリ族

42. cθ″″究パ sθググθα′α BATES キヌツヤハナカミキ リ

赤西 (l ex.21.Ⅶ。'68)

ノリウツギの花上にて採集.氷の山にも分布するが,岡山県側からはまだ記録がない。



70

1V. Cerambycinacヵ ミキ リ亜科

Molorchiniヒ ゲナガコバネカミキリ族

43.力あ′θγθ力%s(L′
"ο

%グπs)力θbθ′θ力θπs′s OHBAYASHIコ ボ トヶ ヒゲナガ コバ ネ カ ミキ

リ

畑中氏が音水に於いて昭和45年 5月 にヵエデ,カ マツカ花上にて 7頭の採集報告をされ

ている。

44.*M〆 θγθん″s(L″ θ解 ′″s)ル sθわ θπη′s HAYASHIウ ス グ ロ ヒ ゲ ナ ガ コバ ネ カ ミキ リ

音水 (2 exs.17.v.'70)

チ ドリノキの花上にて採集。岡山県からも記録はない。

Pyre8tiniク スベニカミキリ族

45。 2″ θs′θS力α′%αガθ%s PASCOEク ス ベ ニ カ ミキ リ

赤西 (l ex.20。 Ⅶ。'69,l ex.25。 Ⅶ。'71),坂谷 (l ex.25。 Ⅶ。'71;l ex.4.Ⅷ .

'71)

ノリウツギの花上にて採集 .

COmp80Ceriniル リポシカミキリ族

46.Rθ sググα bα′θsグ HAROLDル リボシカミキリ

赤西 (3 ex。 21.Ⅶ。'68;1l exs.18。 Ⅷ.'68;2 exs.26.Ⅶ 。'70,2 exs。 16.Ⅷ .'70;

8 exs.25。 Ⅶ。'71;3 exs。 4.Ⅷ。'71;6 exs.15。 Ⅷ.'71),音水 (4 exs.17.Ⅷ 。'69;

l ex.26.Ⅶ。'70),坂 谷 (4 exs.8.Ⅷ 。'71;2 exs.15。 Ⅷ.'71)

7月 中旬より8月 中旬にかけ広葉樹伐採木に普通に見 られる.氷の山,扇山にも分布 ,

岡山県側では少ない。

Callichrominiァ ォカミキリ族

47. Lθ θπ′グ

“

解 υググググθ THOMSoN ミ ド リ カ ミキ リ

赤西 (2 exs.25。 Ⅶ.'71)

ノリウツギの花上にて採集 .

48.cみ′θ/′グθ′z%(Rα /αεん′θ/ググθ′ππ)′力α′′οごθs BATESオ オアオカミキリ

赤西 (2 exs。 18.Ⅷ .'68;l ex.15。 Ⅷ。'71)

伐採木上にて採集.岡山県よりはまだ報告がない .

Callidiiniスギカミキリ族

49.′ ″ αθθθα〃′蒻 π協 (Cα′′グ蒻 θル %)″ ″ υクθππθ (MOTSCHULSKY)ヒ メ ス ギ カ ミキ リ

音水 (4 exs.17.v。 '70;l ex。 16.v。 '71),戸倉 (22 exs.16.v。 '71)

スギ伐採木に普通 .

50。 PLソ解 α′θグθs(′ θθθグ′グα%)協 αα々′ KRAATZア カ ネ カ ミキ リ

坂谷 (lex.31.v。 '70)
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道傍の草の葉上にて採集 .

Clytiniト ラカミキリ族

51.ヌン′θ′″θιんαs θπαθグα′%s BATESニ イジマ トラカミキリ

赤西 (l ex.21.Ⅶ 。'68;10 exs.18.Ⅷ .'68,3 exs.25。 Ⅷ.'68;7 exs.11.Ⅶ 。'71;

4 eXS.25.Ⅶ.'71;l ex.4.Ⅷ。'71,l ex.15。 Ⅷ.'71), 音水 (6 exs.11.Ⅶ 。'71);

坂谷 (3 exs.16.Ⅷ 。'70;l ex.4.Ⅷ。'71,l ex.8.Ⅷ.'71;l ex。 15。 Ⅷ。'71)

伐木上叉はノリウツギ花上にて見 られ,扇山,氷の山,岡山県清梁山地等広範囲に分布

する。

52.xノθ″θελ%sθルγグπas BATES ツマキ トラカミキリ

赤西 (l ex.23.Ⅵ 。'68;2 exs.26.Ⅶ。'70),音水 (l ex。 27.Ⅵ。'71),坂谷 (6 exs。

26. llll。  '70; l ex. 16. llll. '70; 2 exs. 11. lll。  '71, l ex. 8. vll. '71, 6 exs。  15。 vlll。

'71)

6月 下旬より8月 中旬にかけ伐採木に飛来する。

53.りり′θ″ιθ力
“
s♂υタグ(WHITE)ム ネマグラ トラカミキリ

赤西にて 11.Ⅶ .'71粗朱に止っているのを目撃した.当 日赤西でお会いした平田氏が

一頭採集されていた。

54. xレ′θ′/θθ力″s θππθグクθπグS(KRAATZ)ウ スイロトラカミキリ

赤西 (3 exs,21.Ⅶ 。'68;l ex。 18.Ⅷ。'68;l ex.26.Ⅶ .'70;4 exs。 11.Ⅶ .'71;

5 exs.25.Ⅶ.'71;2 exs.4.Ⅷ 。'71:4 exs.15。 Ⅷ。'71),音水 (2 exs。 11.Ⅶ。'71),

坂谷 (2 exs.26.Ⅶ .'70;3 exs.16。 Ⅷ。'70;l ex。 11。 llll。 '71;l ex。 4.Ⅷ .'71;

exs. 8. llll。  '71; 3 exs。 15。  Mll. '71)

7月 中旬より8月 中旬にかけ各谷に普通にみられる.

55. メンノθ′/θθ力%s γα″′グ%s BATES クビアヵ トラカミキリ

赤西 (l ex.26。 Ⅶ。'70)

伐採木にて採集,少ない。

56. cゎ′%S″θルθπ%s BATES シラケ トラカミキリ

赤西 (l ex.11.Ⅶ。'71),坂谷 (l ex.26.Ⅶ .'71;l ex。 16.Ⅷ。'71ノ

伐採木に見 られ,氷の山,岡山県では各地よりの記録あり.

57.の″′θθわ′αs αψ/θ ググθS(BATES)キ スジ トラカミキリ

赤西 (2 exx.21.Ⅶ。'68;l ex.25.Ⅶ.'71),音水 (2 exs.11.Ⅶ .'71)

伐採木に産卵の為飛来する.

58. cヵ ′θ/θ夕んθ/%S″ ′θηグθ%s(CHEVROLAT) エ グ リ トラ カ ミキ リ

赤西 (l ex.21.Ⅶ。'68;l ex。 18。 Ⅷ。'68;l ex.25.Ⅷ 。'68;5 exs.26。 Ⅶ。'70;

4 exs.11.Ⅶ .'71;6 exs。 25。 Ⅶ.'71;l ex.4。 Ⅷ.'71;l ex.8.Ⅷ。'71), 音水 (1

ex.16.v.'71,l ex.11.Ⅶ 。'71),坂谷 (3 exs.26.Ⅶ .'70;4 exs.16.Ⅶ .'70,1
ex. 25. vlI。  '71, l ex. 4. Mll. '71; 3 exs. 8. 、Ⅲ。 '71).
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伐採木,花上に普通に見られる.

59。  c力′θ/9ク カθγ%Sご虎κttπα CIOTSCHULSKY)SubSp・ 力%/θ′θγα HAYASHI クロ トラカ

ミキ リ

赤西 (l ex.8.vlI.'71)

ノリウッギの花上にて採集,少ない.氷の山,岡山県苫田郡の記録あり.G寸氏同定).

60。 c力′θγ″物σ″%Sπ %SθθSαS(BATES)フ タオビミドリトラカミキリ

赤西 (2 exs。 21.Ⅶ。'68;6 exs.18.Ⅷ。'68;4 exs.26。 Ⅶ.'701 3 exs.11.Ⅶ .'71;

15 exs. 25。 、Ⅲ. '71; l ex.4。  wll。 '71)

伐採木,ノ リウツギ花上に普通に見られる。氷の山,音水,神戸市等の記録あり。同一

山塊の東・北 。南側の谷に稀ならず見られるのに西側の岡山県側では未だ採集記録がな

い.

61. c力 ′θγθク乃θ/″S χθηグSθπs(BATES)ホ ソ トラ カ ミニ■ リ

赤西 (2 exs.31.v.'70;l ex.26.Ⅶ .'70;l ex。 11.Ⅶ。'71;29 exs.25。 Ⅶ.'71)

ノリウツギの花上に見られる。沖の山にて 14.Ⅷ。'71二頭採集して居り,氷の山,英
田郡大茅の報告より広く分布している模様である。

62. Cヵ′θγθクカθ/%Sご″%グππ′%s(BATES) ヒメクロ トラカミキリ

音水 (l ex.17.v。 '70)

チ ドリノキの花上にて採集。

63. Dι 解
"α

″ ′牝″ s′′グs BATES トゲ ヒ ゲ トラ カ ミキ リ

赤西 (3 exs.25。 Ⅶ。'71)

ノリウツギの花上にて採集.

64.Gγ απ π α″αタカπS πθ′αb′′グs(PASCOE)キ イ ロ トラ カ ミキ リ

赤西 (2 exs。 27.Ⅵ。'71;4 exs.11。 Ⅶ。'71,l ex.25。 Ⅶ。'71)

粗朱にて採集.氷の山,音水にも分布する.

65.ス
"α

g′″′%s%α′s%sんグ′αグHAYASHIマ ツシタトラカミキリ

赤西 (l ex.31.v。 '70),坂谷 (2 exe.26.Ⅶ .'70)

花上にて採集.少ない。氷の山にも分布する。

66. Pαγαθ″′%sθ″θ″′′πs BATES シロトラカミキリ

赤西 (l ex.31.v.'70,l ex.27.Ⅵ 。'71),音水 (5 exs.17.v。 '70,3 exs。 31.

v。 '70;l ex.16.v.'71),坂 谷 (2 exs.20.Ⅵ 。71)

伐採木上,ゴ トウヅル,チ ドリノキの花上に見られる.扇山,岡山県脊梁山地に広く分

布する.

Cleomeniniホ タルカミキリ族

67. D"留  ′力θrcαθα VヽHITE ホ タ ル カ ミ■=リ

赤西 (3 exs.31.v。 '71,l ex。 25.Ⅶ。'71)

分布広く,普通に見かけられる.
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68.c′θθπθπθs′α々 薙μθ力′′OHBAYASHIタ キ グチモモ ブ トホ ソヵ ミキ リ

赤西 (l ex.26.Ⅶ.'70;8 exs.25。 Ⅶ。'71)

少し木陰になった所のノリウツギの花上に見 られる。 畑中氏は 同じく赤西にて採集 (3

exs.18.Ⅶ.'71)報 告されている.

V.Lamiinaeフ トヵ ミキ リ亜科

Me80Siniゴ マフカミキリ族

69.Fα′sθ ttθ sθsθ〃α♂ワθ′′グθγ(BATES)シ ロオビゴマフカミキ リ

赤西 (2 exs.27.Ⅵ 。'71)

粗朱にて採集 .

70。 ■クsθ sα (スタみθノθσηθ″グα)′θηノタθπtts BATESナ ガゴマカミキ リ

赤西 (l ex.18.Ⅷ。'68;l ex.20.Ⅶ 。69;3 exs.26。 Ⅶ。'70;l ex。 16.Ⅷ .'70,

6 exs.25。 Ⅶ。'71,l ex.4.Ⅷ .'71;l ex.8.Ⅷ。'71;3 exs。 14.Ⅷ。'71), 坂谷 (1

ex. 16. lII。  '70)

伐採木に普通 .

71.ル鯵sθ sα (&γ′%θsθ sα)カグ/sπ tt BATESカ タシロゴマフカミキリ

赤西 (l ex.8.Ⅷ .'71)

伐採木にて採集 .

Apomecyniniシ ラホシサビカミキリ族

72.ス sα夕θ牝滋 %グわ θs BATESキ ク ス イ モ ドキ カ ミキ リ

赤西 (l ex.31.v。 '70),音水 (l ex.31.v.'70;l ex.16。 v。 '71;l ex。 11.Ⅷ。
'71),坂谷 (l ex.27.Ⅵ .'71)

粗架にて採集 .

ⅡippOpsiniドゥボッヵミキリ族

73.′彰%グθθα′αttο bグ%s′α夕θ″グθ″s(3ヽ TES)ド ウボソカミキリ

赤西 (l ex.27.Ⅵ .'71)

粗柔にて採集.氷の山,岡山脊梁山地と広 く分布する。

Pteropliiniサ ビヵミキリ族

74.P′θ″θ′ο夕みグα (P′″θ′θタカ′α)σαπ滅″α(BATES)ト ガリシロォビサビカミキリ

赤西 (l ex.4.Ⅷ .'71)

粗朱にて採集 .

75。 P′θγθ′θクカ′α (Pルγθ′θタカグα)ルグ″θ″ηα (BATES)ヒ メナガサビカミキリ

赤西 (l ex.26.Ⅶ .'70;6 exs.27.Ⅵ .'71;l ex.25。 Ⅶ。'71), 音水 (l ex.27.
Ⅵ。'71),坂谷 (l ex.26.Ⅶ。'70)

粗朱にて採集 .
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76.P′θγο′θクカ′α (′′θ/θ′θ′力″)2ο
"α

′α(BATES)ア トジロサビカ ミキリ

赤西 (l ex.18.Ⅷ。'68,l ex 27.Ⅵ 。'71;4 exs.25.Ⅶ .'71)

粗柔にて採集 .

77.Pルγθ′θタカグα (P′″θ′θタルグα)γグg′ごα(BATES)ア トモンサビカミキリ

赤西 (12 exs.31.v.′ 70,9 exs.27.Ⅵ 。'71,3 exs.11.Ⅶ。'71;l ex.25.Ⅶ 。'71;

3 exs。 14.Ⅷ.'71;l ex.15。 Ⅷ。'71), 音水 (l ex.31.v.'70), 坂谷 (l ex.8。 Ⅷ。

'71)

粗朱にて採集.個体数多し.

78. Mcsθ sグル sグ解′θル BATES クワサビヵミキリ

赤西 (2 exs.25。 Ⅶ.'68),音水 (l ex.26.v。 '68)

以上五種は同様の環境に棲息し,何れも氷の山,英田郡大茅と広 く分布する.

PhriS80miniヒ ゲナガコプヤハズカミキリ族

79.■7γθσ力′乃グs′グ%sノ bみθ/(BATES)ヒ メコブヤハズヵ ミキリ

赤西 (l ex.15。 Ⅷ。'71),音水 (l ex。 11・ Ⅶ。'71)

上場近 くの地面にて採集.個体数は少ない .

Agniiniヒ ゲナガカミキリ族

80.Psα θθ′乃θα カグル γグs(PASCOE)キ ボ シ カ ミキ リ

坂谷 (l ex.11.Ⅶ。'71)

扇山,氷の山にも分布,平地から山地にかけて分布範囲は広い。

81.χθηグθθ′θル クαπ滋′グπα (BATES)チ ヤボヒゲナガカミキリ

赤西 (l ex。 25.Ⅶ。'71)

粗柔より採集.扇山,岡山脊梁山地に分布する.

82. MOπ θθんαηzπs s“物 θグα′%s(BATES)SubSp.s%クヵ sθ′α′πs(BATES)ヒ メヒゲヲトカ
゛

カ ミキ リ

赤西 (l ex.21.Ⅶ 。'68;2 exs.18。 Ⅷ。'68;l ex.25。 Ⅷ。'68,l ex 27.Ⅵ .'71,

3 exs. 25. vll. '71, 2 exs. 4. Mll. '71, l ex. 8. vll。  '71; 3 exs. 15。 llll。  '71), 音 71ヽ (1

ex. 27. 11. '71; 3 exs. 11. vll. '71), 坂黎

' (l eX. 16. wll. '70, l ex. 27. vI. '71; l ex.15・Ⅷ '71)。

伐採木,粗架に普通.扇山,氷の山,英 田郡と広範囲に分布する.

83.スθα′θ′θ夕′αんげ%/グθsα (BATES)セ ンノカ ミキリ

赤西 (2 exs。 4.Ⅷ.'71),坂谷 (l ex。 16.Ⅷ。'70)

伐採木にて採集.扇山にも分布する.

84. スθα′θ′ιp′α//α %αα′θググχ (BATES)ビ ロウドカミこヤリ

赤西 (l ex.18.Ⅷ.'68;l ex.25。 Ⅷ.'68;3 exs。 25。 Ⅶ。'71;l ex.15.Ⅷ .'71),

音水 (l ex.27.Ⅵ .'71)

伐採木にて採集.扇山,氷の山にも分布する。           ・



75

85。 *スθα′θ′θ夕′α θ′グυαθθα (BREUNING)ウ グイス ビロウ ドカ ミキ リ

坂谷 (l ex.16.Ⅷ .'70)

伐採木にて採集.(林氏同定)。

Ancylontiniヒ ゲナガゴマフカミキ リ族

86.′ググ%παん′α/α′α (BATES)ヒ ゲナガゴマフカミキリ

赤西 (6 exe。 25.Ⅷ。'68;4 exs.25。 Ⅶ.'71,l ex.4.Ⅷ 。'71), 坂谷 (3 exs.26.

Ⅶ。'70,4 exs.16.Ⅷ .'70;2 exs.4.Ⅷ。'71;2 exs.8.Ⅷ 。'71;1l exs.15。 Ⅷ。'71)

7月 下旬より8月 下旬にかけ 伐採木に普通に見られる.扇山, 英田郡後山にも分布す

る.

Rhodopininiコ ブヒゲカミキリ族

87.R力 θ夕α′θSθθノグs%η多力 sθ′α′πS BLESSIGヒ トオ ビ ア ラ ゲ カ ミキ リ

赤西 (2 exs.31.v。 '70),坂谷 (l ex.27.Ⅵ 。'71)

粗柔にて採集.扇山,英田郡大茅の記録あ り, この山塊に広 く分布 している模様 .

88。 ルクθθθ′αη″α (ルクιθθ′α%′α)θ′θ/θ′σιs BATES カッコウカミキ リ

音水 (l ex.17.v.'70)

チ ドリノキの花上にて採集 .

89.o"γθσグbθ %α sαあtSθグα′α (BATES)シ ロオビチビカミキリ

赤西 (l ex.27.Ⅵ .'71,l ex.25。 Ⅶ。'71),音水 (l ex.17.Ⅷ 。'69,l ex。 11.Ⅶ .

'71),坂谷 (l ex.27.Ⅵ 。'71)

粗架にて得られる.扇山にも分布する.

Acanthocininiモモブ トカミキリ族

90.E究パsαπθπα Sα夕θ/ごグπα BATESト ゲバカミキリ

赤西 (l ex.8。 Ⅷ。'71;l ex。 15.Ⅷ。'71),坂谷 (l ex。 11・ Ⅶ。'71;2 exs.15,Ⅷ 。

′71)

粗架にて採集.高橋氏は音水 (l ex。 13.Ⅶ .'58)の採集を報告されている.

91.Lθれク%ss′″′′α′%s(BATES)ゴマグラモモブ トカミキ リ

坂谷 (l ex.26.Ⅶ。'70)

粗朱にて採集,少ない.扇山にも分布する。

92,E〃 θθθ″ /αs(Eχ θθι″ /%S)gα〃οグSグ MATSUSHITAガ ロ ア ケ シ カ ミキ リ

坂谷 (2 sxe。 11.Ⅶ。'71)

粗梁にて採集.氷の山,英田郡にも分布する.

Saperdiniト ホシカミキリ族

93.s勾″γグα′θ″αs′′g%α BATESム ネモンヤツボシカミキ リ

音水 (l ex.31.v.'70)



76

伐採木にて採集,少ない,氷の山にも分布する。

94.ル診πθsグα s%″力%γα′α (GEBLER)キ モ ン カ ミキ リ

赤西 (3 exs.20.Ⅶ 。'69)

叩網にて採集.氷の山,岡山脊梁山地に分布する.

95。 *Maηθs′αメしυθ′ιθ′α HEYDEN オニグル ミノキモンカミキ リ

赤西 (l ex。 18.Ⅷ .'68)

渓流の石の上に止っていたのを採集 .

96.Pαγθ%′θ″αタカα sグ%%ル″S(BATES)ニ セシラホシカミキ リ

坂谷 (l ex。 4.Ⅷ .'71)

伐採木にて採集.扇山,氷の山,岡 山県脊梁山地に広 く分布する.

97.*Pα /α %θ ηθSグα 力αs後影 πsグS(SEKI et KoBAYASHI)カ ス ガ キ モ ン カ ミキ リ

赤西 (l ex。 25。 Ⅶ。'71),音水 (l ex.17.Ⅷ。'69)

伐採木より採集.

98. ′αγのグθπθα メ″′%ηθ′SAUNDERS ラ ミー カ ミキ リ

赤西 (l ex.25.Ⅷ.'68;2 exs.15。 Ⅷ。'71)

飛翔中及び草上にて採集 .

99。 E%′θ′γ銘″形 θ乃究パθθん′θ″′s BATES ハンノアオカミキ リ

赤西 (l ex。 23.Ⅵ .'68;6 exs.18.Ⅷ。'68;2 exs.Ⅶ 。'70;l ex.15。 Ⅷ。'71),音

水 (l ex.11.Ⅶ・ '71)

伐採木にて採集.扇山,氷の山,岡山脊梁山地にかけ広 く分布する。

100.Gル ηθα (Gルπθα)γθ′′θ′α PASCOE シ ラ ホ シ カ ミキ リ

赤西 (l ex.26.Ⅶ .'70,l ex.11.Ⅶ 。'71;l ex.25.Ⅶ 。'711 2 exs.4.Ⅷ。'71;

l ex。 15。 Ⅷ。'71),音水 (4 exs.27.Ⅵ 。'71;l ex.11,Ⅶ。'71),坂谷 (l ex.26。 Ⅶ.

'70, l ex. 27. vI。  '71)

伐採木に普通に見 られる。扇山,氷の山,主 として岡山県北に広 く分布する。

101.Sttsθ /力α πα″gグπθ〃α (BATES)ヘ リグロリンゴカミキリ

赤西 (l ex.18。 Ⅷ.'68;l ex。 11.Ⅷ。'71;l ex.25.Ⅶ 。'71,l ex.4.Ⅷ 。'71;4

exs. 8. IIll, '71)

下草のある樹間をよく飛翔して居 り,扇山,氷の山,音水等広 く分布する。

102.0みθγθα %′g/′υσπ″グs BATESホ ソツツリンゴカミキ リ

坂西 (l ex。 11.Ⅶ。'71)

ノリウツギ花上を雨の中で飛翔中のを採集.扇山,氷の山,英田郡後山と広 く分布する

も個体数は少ない
.

103。  0みθグθα力′bθsθθ
"S BATES 

ヒメリンゴカミ=ヤ リ

高橋氏が音水に於て採集 (l ex。 21.v.'59),報告されている。扇山,氷の山,岡山県

脊梁山地等広 く分布する。
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104. 0み θγθα グπθ′%sα PASCOE SubSp. 多ヽ■ α物

`″

θSθθ″S BREUNING ホ ソキ リンゴカ ミ

キ リ

赤西 (l ex。 11.Ⅶ。'71)

飛翔中を採集.扇山,氷の山,岡山県各地に広く分布する。

105。 E夕な ルπια θθttθS BATESヨ ツ キ ボ シ ヵ ミキ リ

赤西 (8 exs.27.Ⅵ 。'71,l ex.25.Ⅶ。'71),音水 (2 exs.31.v。 '70)

伐採木に普通.氷の山,岡山県 (主 として北部)に広く分布する。

106.Eπ π θθθθθγα ′″グυ′′′α′α (BREUNING)セ ミス ジ ニ セ リ ン ゴ カ ミキ リ

坂谷 (l ex。 4.Ⅷ。'71)

伐採木にて小野氏採集.扇山,岡山県天銀山の記録あり.(林氏同定)。

曇五

過去 4年間 5月 より8月 にかけ寒霞渓 2回,赤西16回 ,音水 8回,坂谷11回 の採集によ

り得られた カミキリムシ102種に文献より4種を加えて報告した。それ等は扇山, 氷の

山, 岡山脊梁山地に分布するものと殆んど共通している事は云うまでもない。 しかし兵

庫,岡山県産カミキリムシの約半数の種類がこの狭い地域に見られ,その中に兵庫県未記

録 7種,岡山県より記録のないもの 9種,両県に共通して報告のないもの 4種, しかも本

州未記録種を 1種含んでいる事は天牛相の豊富性と特異性を物語るものである。従って該

国有林が急速な開発の途上にあるとはいえ,末だ多くの可能性を秘めて居り今後の研究成

果が待たれるのである。

主 要 参 考 文 献

1)青野孝昭・宇野弘之 0重井 博・脇本 浩 (1970),岡山県のカ ミキリムシ.すずむ

し,19(1,2):1～ 42.

2)紅谷進二編 (1966),兵 庫の自然。六月社刊 209pp.

3)畑中 熙 (1971),兵庫県音水にて コボ トケヒゲナガカミキ リ採集. 昆虫と自然.6

(3):7～ 8.

4)畑中 熙 (1871),タ キグチモモブ トホソカミキ リの兵庫県での採集例.む し。No.8

:35。

5)岩田久二雄 。奥谷禎一・永富 昭 。中根猛彦 (1953), 氷の山の昆虫.兵庫生物.2

(3):121～ 125。

6)小島圭三・林 匡夫 (1969),原 色 日本昆虫生態図鑑 Iカ ミキリ編 295pp.

7)奥谷禎一 (1955),但 馬 (兵庫県北部)の好採集地。新昆虫.8(5):16～ 20.

8)多田泊二・辻 啓介 扇の山の カミキ リムシに ついて。兵庫農科大学 生物研究部々

誌.(1960),No。 1:23～ 27,(1961)No.2:56～ 61.

9)高橋寿郎 兵庫県のカミキ リ類 (第 1報 )。 兵庫生物。(1961)2(4):88～ 96;同 (第

結
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2報).兵庫生物 .

10)高橋寿郎 (1966)

11)辻 啓介 (1968)

401.

12)辻 啓介 (1971),

(1964)4(5):248～ 254.

氷の山の甲虫相・兵庫生物,5(2):161～ 164.

兵庫県における甲虫の分布 (第 1報).兵庫生物.5(5):402～404,

兵庫県氷の山のカミキ リ,む し.No。 8:36.

オキナワシリアゲコバチを県下で記録

近 藤 光 宏

(倉敷市中央2丁 目16-14)

筆者は,1970, 9,27 岡山県川上郡

備中町の磐窟渓で,道端の草花に飛来し

ていた本種 Lθ %θθspグs θヵ′4αωθηsグs

MATSUMURA オ キ ナ ワ シ リ ア ゲ コ バ チ

19を採集することができた。

本邦 からは, Leucospidaeシ リアゲ

コバチ科としては, 2種類産するのみで

ある。

ァi:兵ζ′ft(〔等嘴ギl鰐、レィ
Ψ 写|∬写役

の記録があり,本誌上にも報告されてい

るが,本種についての記録は見あたらない。

ⅣlATSUMURA
バチ ♀

両fr_と も,科名のとおり極めて特異な形態をしているが,本種の場合産卵管は短かくて

胸に達せず,ま た翅端に暗帯があり,さ らに腹節の黄色の斑紋も異っているので,同定は

比較的容易であり,本種にまちがいないと思われる.

なお,寄主については,(以下日本昆虫記より引用)L.ノαクθη′θαが,オ オハキリバチ
,

バラハキリバチ,ツ ノハキリバチ,シ ロオビツツ′ヽナバチなどである.一方本種は,キ リ

ギリス狩りのコクロアナバチに寄生することが知られている.し かし県下での観察記録は

ない
.

参 考 文 献

近藤 光宏:ずすむし,V01.11,No.1.

竹内 吉蔵:原色日本昆虫図鑑下.

安松 京三・朝日奈正二郎・石原 保:原色昆虫大図鑑第 3巻 .

山本大二郎:日 本昆虫記Ⅲ.p。 76～78.



岡山県 の カ ミキ リム シ (追録)

平  田  信  夫

岡山市清水20-1(701-31)

岡山県のヵミキリムシの分布状況は青野孝昭・宇野弘之・重井 博 。脇本 浩の四氏に

よって本誌第19巻 。1, 2号 に
《
岡山県の カミキリムシ"(以下初報と言う)の標題で発

表されていることはご承知のとおりです.本県は生物学的にはとりあげて特色のある地域

とも思われませんが,その中で200種を越える記録をされたことは日録としてはほとんど

完壁と思われます。卓抜した採集技術のうえに細心の注意をもって資料を集め,報告をま

とめあげられた四氏の努力には心から敬服するとともに,その業績に対しては最高の讃辞

をおくる次第です.私も微力ながらカミキリムシの採集を続けていますが今まで発表を控

えていたのは何も慎重を期し完壁をねらっていたからではありません。たったひとりの,

限られた時期,限 られた地域での採集結果から県全体の分布を論ずることがいかに無暴で

あるかをよく承知していたからであり,ほ とんど県南地域だけの資料から県全体の分布を

推論することが大きな誤 りを起すことを恐れたからです。分布調査という大事業はとても

個人の力ではやり遂げられるものではありません.新進気鋭でその道に情熱を傾けた人々

が互に協同して行なうということが, どれほど重要な意味をもつものであるかということ

を示された点でもこの報文の価値は極めて高いものであると考えます.今後この道に進ま

れる若い人々も多いことと思いますが, この報告を柱にして,大いに努力をはらい, どん

どん新しい知見を得てこれにつけ加えてゆき,よ リー層充実したものを作りあげるために

協力されることを切にお願いするものです.ま ずその手始めとして,私の今までに得た採

集資料のうちから,初報に記載されていないものをつけ加えさせていただきたいと思いま

す.こ のような理由から私の報告の標題も四氏の初報と同じ
駅
岡山県のカミキリムシ"と

させていただきました。青野・宇野 。重井 。脇本の諸賢には私の意のあるところをお察し

くださり,同 じ題名を使つたことをお許しいただきたいと存じます。

本追録の記載にあたって留意した点をつぎに列記しておきます。

(1)分類 。学名・種名は初報と同じ小島圭三・林匡夫著原色日本昆虫生態図鑑 Iカ ミキ

リ編に拠りました .

(2)採集地名も初報と同じ基準で郡市単位にしました.

(3)整理番号は,亜科は初報と同じ番号を用い,種は初報で211種 の記載がありますの

でこれに引き続く212番からとしました。

〔すずむし,第 108号 ,79～85頁,1972年 6月 〕



岡山県産 カ ミキ リムシロ録 (追録 )

HI ZttJItrJπαθハナカミキリ亜科

二″ι
“
rJπJハナカミキリ族

212 Jを ″αs″α窪タノグsノθsπ′′PIc ニヨウホウハナカミキ リ

英田郡―西粟倉村・永昌山 (」uly 28,'69,16 ノリウツギ花上)

213 Aィグ%οs″απgグ′αご%′θお BATESジ ャコウホソハナカミキ リ

阿哲郡一神郷町・新在家 (May 17,'64,16 カマツカ花上 f.カグ″οsカグ′αグKANOに
該当する)

Eroscheminiキ ヌツヤハナカミキリ族

214 cο″θπηノs sθ″θαJα BATES キヌツヤハナカミ=ヤ リ

苫田郡一奥津町 (」ufy 6,'69,16 シヨウマ?花上)

VI Orα
“

bycJれαθ ヵ ミキ リ亜科

Molorchiniヒ ゲナガコバネカミキ リ族

215 ■ィο′θ″″″s(L′″θ″″s)力θみθ′θ力θ″s′s OHBAYASHIコ ボ トヶヒゲナガ コバ ネ カ ミ

キ リ

高梁市―玉川 (Apr.30,'62,16;Apr.29,'67,19 ヵェデ花上);新見市―シラゲ

畑 (May 6,'62,362♀ ヵェデ花上);阿哲郡―神郷町 。釜谷 (May 3,'68,1♀ コ

クサギ花上):り‖上郡一備中町・西油野 (Apr.26,'70,3♀ ナシ花上)以上いずれも林

匡夫博士同定

216 拗 ぁ rε力″s(二 ′πθ″ ′%s)′容σわ θππ′S HAYASHIウ ス グ ロ ヒ ゲ ナ ガ コバ ネ カ ミキ リ

新見市―シラゲ畑 (May 6,'62,16ヵ ェデ花上);高梁市―臥牛山 (May 5,'66,1
6カ エデ花上);り‖上郡―備中町・西油野 (Apr.26,'70161♀ ナシ花上)以上いず

れも林匡夫博士同定

VII L鰯所jんαοフ トヵ ミキ リ亜科

Apomecyniniシ ラホシサビカミキリ族

217 スψ /αα α多クαπ′カグπα BATES シtた ノクロフカミ・ヤリ

苫田郡―加茂町・倉見 (June 30,'68,16ホ ウノキ枯枝)奥津町 (」uly 6,'69,19)

;英田郡―西栗倉村 。若杉峠 (」uly 28,'69,16枯枝より落下)

218 Xν
=α

γグο夕sグS%′ π ′θα BATESク ビ シ ロ ヵ ミキ リ

高梁市―臥牛山 (」une 17,'56,26ッ ルウメモ ドキ新芽後食);り ‖上郡一成羽町 。上

光谷 (」une 30,'57,19フ ジ新芽後食);吉備郡―昭和町 0高滝山 (June 2,'63,16
クズ枯蔓上)

助 pOpS'■:ドゥボツカミキリ族

219 4“ルθοπθ′″s pασ勿ゅθz。′αθs THoMsoNタ テジマカミキ リ
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苫田郡―上斎原村・三が上山 (」uly 12,'54,36 コシアブラ後食)

P″ ropJj:πJサビヵミキリ族

220 Ptθ″θゐ′ヵグα θαS′α″′′υθ/α OHBAYASHI et HAYASHI ク リ=方 ビ カ ミキ リ

真庭郡―中和村・植杉 (July 24,'55,161♀ 枯枝),八東村・上蒜山 (」uly 25,

'55,16粗柔);苫田郡―阿波村 (」uly 14,'68,1♀  ミズナラ伐枯枝)いずれも林匡夫

博士同定

スσπJjttJヒ ゲナガカミキリ族

221 И
"ゐ

ルタ′α οノ″υαθ′α BREUNINGウ グ イ ス ビ ロ ウ ドカ ミキ リ

吉備郡―昭和町 。高滝山 (May 31,'64,16枯 枝)林匡夫博士同定

RλoJopj■,■ιコブヒゲカミキリ族

222 Rヵθttψグπα′π′θg/″θηπグS BATESマ ルバネコブヒゲカミキリ

勝田郡―奈義町・那岐山 (July 28,'71,16 ミズナラ立枯木)

223 c″′θsθ″′α′%′θ力″α BATESジ ュウジクロヵミキリ

新見市一法曹 (」une 23,'63,16枯 枝)

224 s"ヵ /θπ′θα θbγ′θ′ごθs BATES イボタサビカミキリ

高梁市―臥牛山 (」une 22,'69,16種 名不詳の草葉上)

PogO■ ocλθrJ″ ネジロカミキリ族

225 J%gθ %θθんθγ%sル sθ Jθ%′α′%s DE GEER ヒメシラオビカミキリ

川上部―備中町 。平川 (Apr.18,'71,19枯枝)

スcα

“̀λ

oc,″πJモモブ トカミキリ族

226 )ν swttθπα %ψクθ″′ηS′S MATSUSHITAホ ソモ モ ブ トカ ミキ リ

高梁市―広瀬 (」uly 2,'61,2♀ ホゥノキ枯枝 林匡夫博士同定);苫田郡―阿波村

(」uly 14,'68,19ホ ゥノキ枯枝)

227 Mグ αθ″グα ′〃″ α%α′MATSUMURA θ′ MATSUSHITAフ ジ ヤ マ チ ビ カ ミキ リ

真庭郡―八東村・上蒜山 (July 25,'55,16粗 朱);岡 山市―門田 (June 6,16,30,

July 6,'62,合計 463♀ ;July 5,'63,16いずれもイヌビワ枯枝)

Scpθ rαJzJト ホシカミキリ族

228 えヽ 、、θποS′ι″θs′θ′α 夕′θ/θ″ 句雌′ HAYASHIコ ジ マ ベ ニ ス ジ カ ミキ リ

苫田郡一奥津町・羽出 (」une 7,'70'1♀ アヅキナシ花上)前胸背板の赤褐色斑紋は

やや淡色で Mπ ′́θηθπSグS PICチ チブニセリンゴカミキリの一型と考えられる点もあ

るが,上翅側縁と会合線には黄褐色軟毛による斑紋が明りょうに認められるため一応上

記の種にした。しかし更に再検討を必要とする。

以上17種を加えて現在のところ岡山県のカミキリムシは228種 ということになります。

さらに初報で記録されている種のうち,資料が少くて分布の状況がはっきりしないもの

及び一応分布範囲は推定されているがその範囲を再考した方がよいと思われるものについ
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て,私の採集資料を提供して参考にしたいと思います。後者については初報で示されてい

る範囲からはずれているものだけをあげ,範囲内に含まれるものは省略しました。種の番

号は初報と同番号を使い,記載のし方も大体初報と同じにしましたが冗長をさけて採集地

は町村名にとどめ,採集頭数 0性別は省きました。

岡山県産カ ミキ リムシロ録 (分布資料追加)

I PrJo4jttαοノコギリカミキリ亜科

3.  P/′ θπ%s sa′笏 ε′%S HAYASHI ニ セ ノ コ ギ リ カ ミキ リ

苫田郡一加茂町 (Aug。 9,'57);勝 田郡―勝北町 (Aug。 18,'68);奈義町 (Aug.31,

'69):英 田郡一西栗倉村 (Aug。 25,'68夜間灯火に飛来)

III ムηι
“
ri“αθハナカミキ リ亜科

6。  Eπcr′θお θ′′υαθ′α BATES テツイロハナカミキリ

苫田郡―加茂町 (ル″θ 5,'65,ヵ ェデ花上),鏡野町 (ルπθ 6,'65,ォォヵマツカ花

上),奥津町 (ルπθ 7,'70,ア ヅキナシ花上);勝田郡―奈義町 (ル″θ21,'70'サ ワフ

タギ花上)

9.  Eυθ″″″s(so s′ γ。)bj力Sσ′α′%s s%bs夕 . ″ィわη′θ%s MATSUSHITA フタス ジカタ ビ

ロハナ カ ミキ リ

真庭郡一新庄村・毛無山 (May 21'68)

13.Lθ解%ル /グ′力ο/α″ PIcの α夕.π多

『

q″′′αチα HAYASHIピ ックニセハ ムシハナ カ

ミキ リ

阿哲郡一神郷町 (May 14,'67,May.10,'70):真 庭郡―新庄村 (May 13,'68),湯

原町 (May 4,'69);苫田郡一奥津町 (May 18,'69)

16。 P′Jοガ α (so S′ /。 )ノα%α′O HAYASHI θ′ MIZUNOヤ マ トヒ メ ハ ナ カ ミキ リ

阿哲郡―神郷町 (May 3,'64守屋雅之採集);川上郡―備中町 (May 30,'71)

34.ル ごοんα (So s′″。)力 ψ οπJσα TAMANUKI ヤ マ トキ モ ン ハ ナ カ ミキ リ

苫田郡一上斎原村 (July 12,'54;July 7,'68),加 茂町 (June 30,'68),阿 波村

(」uly 14, '68)

35。 ル Jθんα Cttθ λノ′θグ′s)σθ%θ′θS BATES マ ル ガ タ ハ ナ カ ミキ リ

川上郡一成羽町 (」une 30,'57);新見市一天銀山 (July 10,'66)

αb。 ,η %′′′ηzα θ%′α′α TAMANUKI

英田郡一西粟倉村 (July 28,'69)

37. E%s′グα窪″′グsごグs′θπθ′ごθs BATES クロスジハナカミキリ

苫田郡―鏡野町・越畑 (May 23,'65),奥 津町・羽出 (May]8,'69);真庭郡一湯

原町 (May 4'69)

40。 Pα /α s′″α窪 ″′′ssカグ乃θ力θπs's NIIATSUSHITA タ テ ジ マ ハ ナ カ ミキ リ

川上郡一成羽町 (June 30,'57);苫田郡―上斎原村 (July 7,'68),英 田郡―西栗倉
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村 (July 28,'69)

46。 Ncヵαη′αυ′α″″ BATES フタスジハナカミキリ

真庭郡―中和村 (July 22,'55リ ョウブ花上)

50。 s″クπ多 ′′α (L′夕′οs″α
"gα

′′α)力θsο力απα OHBAYASHI ホ ソハ ナ カ ミキ リ

阿哲郡一神郷町 (May 17,'64);勝 田郡―奈義町 (」une 21,70);川上郡一備中町

(May 30,'71)

V ∠sο

“
J“αοマルクビカミキ リ亜科

54. 五 ″ヵ″形 ル S″ お′′θ%s LINNE ム ラトク ボ カ ミ=ヤ リ

真庭郡―八東村 (June 24,'55夜 間アカマツ伐木上)

55。 cィ滋αル′′″S%蒻θο′θ/GAHANツ シマムナクボカミキ リ

苫田郡一上斎原村 (A■g.9,'70)人形峠 レス トハウスのテラス上で 多数の走光性の

昆虫類の中から採集,恐 らく前夜から当日日出前までに灯火に飛来したものと思う.

VI α烈
"め

ycli“αοヵミキリ亜科

66。  s′′″力ο″ α′″s′α力αθsα″%S OHBAYASHI タ カ ラトメ ダ カ カ ミ=ヤ リ

苫田郡一鏡野町 (May 13,'62ヵ ェデ花上)

70。 Mο′ο″θ力%s(L′πο解 ′%s)♂ η θ′′′s HAYASHIオ ダ ヒ ゲ ナ ガ コバ ネ カ ミキ リ

岡山市 (吉備郡)一足守町・黒谷 (Apr。 24,'66ヵ ェデ花上)

81.Phν %α ′砒 ″ s(Pθ θθ′′′%解 )%α α力′ KRAATZア カ ネ カ ミ キ リ

川上郡一成羽町May 26,'57);苫田郡―奥津町 (May 31,'70)

84。 約 ん′″ιθ力%S″ %′″s MATSUSHITAヅ マ ル トラ カ ミキ リ

英田郡一美作町 (May 21,'67 クリ枯枝上)

87.乃あ″θε力%s yαングWHITEム ネマダラ トラカミキリ

吉備郡一昭和町 (June 2,'63);苫 田郡一加茂町 (」une 5,'65;June 30,'68)

89。 メン″ θε力%S″η″物 s BATES クビアカ トラカミキ リ

苫田郡一加茂町 (June 30,'68),奥 津町 (」uly 7,268),新 見市一法曹 (July 19,

'70)

90. X,■θ″θσルぉ タノ″″力θグθ″%s BATES ブドウトラカミ=ヤ リ

勝田郡一勝北町 (Au&18,'68),奈義町 (Sept.15,'70)

103. cヵ ん ″οタカο″%S“ ガπσ%θル sσ′α′πs CASTELNAU et GoRY ヨ ツ ス ジ トラ カ ミこヤ リ

岡山市―後楽園 (Aug.2,5,'49),門田 (July 15,'55),国 富 (July 16,℃ 4黒田正

規採集):勝田郡一奈義町 (Aug.6,'55)

106.4″ αgινp′πs bθ〃%s MATSUMURA′ ′ MATSUSHITAア カ ジ マ トラ カ ミキ リ

川上郡一川上町 。穴門山神社 (Sept.7,'69),勝田郡―奈義町 (Sept。 15,'70)

VII Lα
“

うjπαθフ トヵ ミキ リ亜科

121. Miθ ″ο″″αタノ″″0′グθs BATES ヒシカミ̀
ヤ リ

御津郡―加茂川町 (May 25,'58),岡 山市一滝の日山 (May 28,'67):英 田郡―英
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田町 (June 2,'68)

123.4ガ%%″αヵψθ″θα BATESコ ブスジサビカミキ リ

久米郡―旭町 (May 10,'53);御 津郡一加茂川町 (May 30,'65);勝 田郡―奈義町

(」une 24, '62)

128.G核 ″ 吻 グ θク%Sb′%αθπル ノ%s BATESハ ス オ ビ ヒ ゲ ナ ガ カ ミキ リ

真庭郡―中和村 (」uly 22,'55伐 木枯枝)

129.Ⅳかんθπα′″θα′α BATESハイイロヤハズカミキリ

苫田郡―鏡野町 (May 12,'62粗朱)

133. Pノθ/θttψ力′α 夕″わ″グθα BREUNING =Lゾ リ・ ビ カ ミニヤ リ

吉備郡―昭和町 (June 2,'63)

140.2αγθθん′カグs′α′%sgブ bbθγ BATES ヒメコブヤハズカミキ リ

川上郡一成羽町 (June 30,'57);赤 磐郡一吉井町 (June 12,'55)

145。 Xθ″θο′θル タα牝診′グπα酌 TヽESチ ャボヒゲナガカミキ リ

高梁市一広瀬 (July 2′ '61):吉備郡一昭和町 (」une 2,9,'63)

150。 Dθ′′θ力θ夕/θ Sθク%Sノο力θノαttα′GRESSITT ヨ コ ヤ マ ヒ ゲ ナ ガ カ ミキ リ

苫田郡―奥津町・羽出 (Aug。 3,'69ブ ナ伐木に飛来)

153.4θα′θ′タク′αS″πηθ′α BATESニ セビロゥドヵミキリ

児島郡―灘崎町 (」une 26,'55)J真庭郡―中和村 (July 22,'55);新 見市―法曹 (Jun

30,'63;」 uly 19,'70);英 田郡―西栗倉村 (Aug。 25,'68);苫 田郡―奥津町 (Aug。

9,'69);勝田郡一奈義町 (」uly 23,'70;Sept.15,'70)

156.Pググ″ηαノ′′%γα′α BATESヒ ゲナガゴマフカミキリ

川上郡―川上町 (Sept.6,'70)

165. D″%sググυα″グθα′″sB_4TES ドイカミキリ

御津郡―加茂川町 (」une 10,'56;May 30,'65)

167.R力 θ夕α′θSθθ′′sbが bsθ ′α′%S KRAATZ フ タ オ ビ ア ラ ゲ カ ミキ リ

川上郡一成羽町 (June 30,'57);吉備郡―昭和町 (June 9,'63;June 12,'66);高

梁市―臥牛山 (」uly 3,'66)

168.R力θ夕αノθSθθんs%αθ%ル′%sLゝTES フタモンアラゲカミキリ

御津郡―加茂川町 (」uly 3,'55)

189。 Rαγι%′θ″αクカαθ″′解′α BATESフ チグロヤツボシヵミキリ

苫田郡―奥津町 (July 7,′ 68ダ ンコウバイ葉上 ;」uly 6,′ 69ホ ゥノキ葉上)

191. 助 ″α%ιπ′s″ α々協解笏 sグS SEKI θノ KoBAYASHI カ ス ガ キ モ ン カ ミキ リ

真庭郡―中和村 (」uly 24,'55),勝 田郡―奈義町 (Aug。 7,'55)

201. 0ゎ θグθα sθ bθ

“

〃α OHBAYASHI ソ ボ リ ン ゴ カ ミキ リ

高梁市―臥牛山 (」une 9,'70)

205。 Eπ ttθεθθθγα ′″″υグ′′α′α BREUNINGセ ミス ジ ニ セ リ ン ゴ カ ミキ リ

苫田郡一上斎原本寸 (」uly ll′ '54)J勝田部一奈義町 (June 24,'62),阿 哲郡一神郷町

(May 3,'68ミ ツデカエデ花上)
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206。 助 %θθθσθグα %蒻θθ′θγ KANOク ロニセリンゴカミキリ

勝田郡―奈義町 (」une 21,'70ャ ブデマリ花上)

207.2π′θθθ″η α″θttα′α BATESシ ラホシキクスイカミキリ

苫田郡一加茂町 (June 13,'69交 尾中のもので 6は原型, ♀は メ ο力bのαS力′′BREU‐

NING)

以上初報に記載されている種のうちの41種について私の採集資料をつけ加えさせていた

だきました.分布範囲は初報とあわせ考えて読者諸賢でご推察いただければ幸です .

(1971年 11月 )

那須敏氏採集による福島県湯の花および

南アルプスの Symphyta広腰亜目

近 藤 光 宏

(倉敷市中央 2丁 目16-14)

このほど,本会の若手のホープ那須敏氏より,標記二地点で記録された広腰亜日 Sym‐

phytaをそっくり提供していただいたので整理してみた.

本科のものは,よ ほど注意して採集しないと得られないものが多い.しかし,い つもか

なりの成果を上げておられ,中には, しばしば稀なものも含まれており,平素の活躍には

敬意を表する次第である。

SIRICIDAEキバチ科

1.び 旬 εθγπs α″ θππαル s(MARLATT,1898)ヒ ゲ ジ ロ キ バ チ

19,19。 Ⅵ。1971,福島県湯の花:2♀ ,27.Ⅶ。1971,南 アルプスニ軒小屋.

2.υ″θθθγ%sノα夕θ
"′

σ″S(SMITH,1874)ニ ホンキバチ

19,29.Ⅶ。1971,南 アルプス保利沢小屋.

XIPⅡYDRHDAEク ビナガキバチ科

1・ XJ夕にυ酎 ′α σαttθル S LINNAEUSク ビ ナ ガ キ バ チ

26,20.Ⅵ。1971,福島県湯の花:1♀ ,21.Ⅵ。1971,福島県湯の花,頭頂部の白紋

に変化;19,22.Ⅵ ,1971,福島県湯の花:39,23.Ⅵ .1971,福島県湯の花,チ ッ

プエ場ブナ材にて
'49,16,26.Ⅵ

。1971,福島県湯の花

2.xlipり 改 ′α 夕α″ θαπαγσ′′θα SEMENOV,1921ヒ ゲ ジ ロ ク ビナ ガ キ バ チ

2♀ ,20。 Ⅵ。1971,福島県湯の花.

3.E%″
`夕

勿ぼガαπグσθ夕S MOCSARYア カズクビナガキバチ

1♀ ,27.Ⅵ 。1971,福島県湯の花.

TENTⅡREDINIDAEハ バチ科

1.Dθルγ%sθ夕乃″夕′αノ%S SMITH,1874 ォォムネアカハバチ
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19,19.Ⅵ 。1971,福島県湯の花 .

2.cαッπttαs πゎクθ″θα TAKEUCHI,1936フ トコシジロハバチ

19,27。 Ⅶ。1971,南 アルプスニ軒小屋 .

3。 3οみル %θた 〃′σα TAKEUCHIル リ コ シ ア カ ハ バ チ

16,26.Ⅵ 。1971,福島県湯の花 .

4.8θιル メπθ″ (SMITH,1874)ォ ォコシアカハバチ

19,24.Ⅵ。1971,福島県湯の花 .

5,4g/aο J′多ηα οθθゎ′′οSα MALAISEハ ラアカアシナガハバチ

2♀ ,20。 Ⅵ。1971,福島県湯の花 .

6。 スタ θsノJg″α ηθみ%γθsα ANDRЁ ウンモンアシナガハバチ

19,22.Ⅵ・ 1971,福島県湯の花 .

7.Tθ滋乃γα力 αηα′′s(ANDR重 ,1881)マ エグロコシボソハバチ

19,19.Ⅵ .1971,福島県湯の花:19,20。 Ⅵ。1971,福島県湯の花 .

8. 7θη〃″と力 υθな%′α MocsKRY ハコネハバチ

19,27.Ⅶ。1971,南 アルプス ニ軒小屋 .

CIMBICIDAEコ ンポウハバチ科

1. Oγ′θηサαろ′α μψ οηjθα (CAMERON,1886)ル リ コ ン ボ ウ ハ バ チ

1♀ ,20。 Ⅵ。1971,福島県湯の花.

以上のようにキバチ科 2種,ク ビナガキバチ科 3種,ハバチ科 8種,コ ンボウハバチ科

1種,計 14種で他にハバチ亜科の 1種 ? とみられるもの 2種を認め得た。

なお, これらの標本は,現在筆者が所持しているが,展翅したうえで,倉敷昆虫館へ移

し所蔵する予定である。

=お と し ぶ み=

オオムラサキとゴマグラチョウの自然交雑例

1971年 8月 1日 ,那須,山地の両君と臥牛山へ出掛けた際に,オ オムラサキ6と ゴマダ

ラチョウ♀との交尾を目撃した。場所は山頂の路上で,と っさの事に処置を考えるうちに

目の前の地面を 2度, 3度跳ねて,万 U々 に飛びたった。幸い,オ オムラサキ6は那須君が

ネットし,筆者が現在保管しています。自然状態では非常に珍しい例だと思われるので,

3名の目撃の証拠をそえて報告します。               (横 田正義)

臥牛山でヒゲナガモモブ トカミキリを採集

1971年 8月 1日 ,臥牛山山頂付近のモミの樹幹に飛来した本種 1個体を採集しました。

すずむし,V01.19,No.1,2「 岡山県のカミキリムシ」によると,臥牛山での記録はない

ので一応報告しておきます。                    (横 田正義)



岡山県のカミキリ新記録・ 新分布地

三 宅 宗 夫

(倉敷市連島町西之浦5820)

岡山県のカミキリムシは,既に青野孝昭・宇野弘之 ◆重井 博 0脇本 浩,各氏による

懇切なる御努力により分布整理が行われ,岡山県のカミキリムシの分布の既要が判明して

きましたが,既に筆者は1965年から1971年にかけて採集したカミキリムシの中に,岡山県

のカミキリムシの分布に参考になればと思うものを採集してますので,こ こに報告してお

きたいと思います。

なお,同定,御教示下さった青野先生をはじめ同好会の方々に御礼申し上げます。

新記録については,学名の前に*を付した。

1)E飲 ソσ′αtt ο′Jυαθθα BATES テ ツ イ ロハ ナ カ ミキ リ

l ex。 ,14.Ⅵ 。1961,西 粟倉村若杉峠

2)G“ ″ 0′θs(Cα ″グ′″ )α″ ′夕′ππ′s MATSUSHITヘ ク ビア ヵ ドウ ガ ネ カ ミキ リ

l ex.,24.Ⅳ。1965,倉敷市柳井原,モ ミジ花上より

3)2ソ″″力ο″α″θ′′θθ′ο″BATESヘ リウスハナカミキリ

l ex。 ,8.Ⅵ。1969,新庄村田浪 ;l ex。,14.Ⅵ.1971,西栗倉村若杉峠

4)ス″0ノθごθ″α (κz″θルθの αz%%θπsグS(MATSUSHITA et TAMANUKI)ミ ヤマル リハ

ナ カ ミキ リ

l ex。 ,14.v。 1970,神 郷町下神代

5)P=α」θ″ο′%sθ力″s′ 0夕み′(KRAATZ)ク リス トフコトラカミキリ

14.exs。 ,15.v。 1969,新見市長屋 ;3 exs.,1&v。 1969,新見市長屋 ;l ex。,16.Ⅵ .

1969j新庄村土用 ;l ex。 ,13.Ⅵ.1969,新見市長屋 ;新見市長屋では貯木場で採集す

る。

6)=夕′θ′ノπsノοルの形″α′(KANO)ヨ コヤマ トラカミキリ

l ex。 ,18.v,1969,新 庄村田浪 カエデ花上より

7)ルbπθσ力α″
“
s sα″

“
αガ%s(GEBLER)カ ラフトヒゲナガカミキリ

l ex,,25.v.1969,新見市長屋

貯木場のアカマツ上より採集する。

8)Gル πθα (G′θttη )ε′″ ″θ多 ″α′α FARMAIREイ ツ シ キ モ ン カ ミキ リ

l ex。 ,6.Ⅶ。1969,新見市長屋 貯木場にて採集する。

9)S裂″/αα′θ″αs,jttα BATES ムネモンヤツボシカミキリ

l ex。 ,16.Ⅵ 。1968,新見市花見 ;l ex。,23Ⅵ。1968,新庄村土用 .

10)*′軽″ηθθ力θ/%Sヵ sσ′σ%″′%S DEGEER ヒ メ シ ラ オ ビ カ ミキ リ

l ex・,6.I.1965,倉 敷市連島町弁才天 ;l ex。 ,20.I.1965,倉敷市連島町矢柄.

録
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11)*スsα夕θ″αα αgα夕α″力Jπα BATES シナノクロフカミ=ヤ リ        `
l ex。 ,8,Ⅵ.1969,新庄村毛無山 たたき網にて

12)動 物 θθθσ″η απO%αtt BATESシ ラ ホ シ キ ク ス イ カ ミキ リ

l ex。 ,16.Ⅵ .1969,新庄村土用 ;l ex.,28.Ⅵ .1969,新庄村土用.

13)助 %′θθθ″り ″ ′υ″′α′α BREUNINGセ ミス ジ ニ セ リ ン ゴ ヵ ミキ リ

l ex.,16.Ⅵ。1969,新見市長屋

14)磁 %θσθε″η α窪ッ/OJ′ε′α BATESヒ ゲナガシラホシカミキ リ

l ex.,9。 Ⅶ。1971,西粟倉村若杉峠

15)動 %θθθσθγα%グσθ′θγ KANOク ロニセリンゴカミキ リ

6 exs.,8.Ⅵ .1971,新庄村毛無山

16)X,■θ′″θθ力%s♂υタグWHLTE ムネマダラトラカミキ リ

l ex.,30.Ⅵ。1968,新 見市天銀山

17)Xys″ θεθ/α ノ θbθsα OLIVIERア オ ス ジ ヵ ミキ リ

l ex。 ,30.Ⅵ 。1968,新見市天銀山

参 考 文 献

1)青野孝昭。字野弘之。重井 博・脇本 浩 (1970), 岡山県のカミキリムシ (すずむ
し,19(1・ 2):1～42)

2)原色昆虫大図鑑 (第 2巻)(北隆館 :1957).

岡山県未記録のカミキリムシ数種

山  地     治

岡山県のカミキリムシが青野・宇野・重井 。脇本の4氏によってまとめられましたが,

筆者はそれに記載されていない次の種を採集していますので追加種として報告しておきま
す。

1.Ⅳ ′θノdα′′sα 滋 ′ HAYASHI ヒ ゲ シ ロ ホ ソ コバ ネ カ ミキ リ

1♀ ,」uly 15,1971,那岐山

2. G%θ s′

“
解 ヵο′σタカαθ%%BATES ヨコヤマヒメカミキ リ

2 exst,Au&2,1970,臥 牛山

3,Phν ttα ′砒 ル s σπαグγグ″ αθ%ル ′αs GRESSITT ヨ ッ ボ シ ヒ ラ タ カ ミ キ リ

5 exs.,May 17,1970,上 斎原村三ケ上

4.ル診sθ sα 夕θθε′ノα BATES マダラゴマフカミキ リ

1619,May 30,1971,臥 牛山

5.3゛ /α 晟 7グ OHBAYASHI et HAYASHI ク リチ ビ カ ミキ リ

4 exs.,June 27,1971,上斎原村三ケ上

6, P′θγθノοタカグα θαS′α″θ′υθγα OHBAYASHI et HAYASHI ク リ
ーナ ビ カ ミ=ヤ リ

l ex。 ,」une 27,1971,上 斎原村三ケ上
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