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“すずむし"投 稿 規 定

1.報文の原稿は次のような体裁にする。

7)用紙は 400字詰横書原稿用紙を用いる。

口)記述は表題:著者名,現住所,本文,要約,文献の順序 とする。

|ゆ 動植物の和名は片仮名で書き,学名は FηJ′
jο κπιれs LINNE のように下線を

ひく.Dataの記載は次のように略記する。

28, 1♀ ,Aug。 26,1966 または,23, 1♀ ,26.Ⅷ 。1966な ど,

0 読点は (。 ,:;“ ")な どを用い」句読点および括孤は各―字にとる。

的 文献は本文に引用したものに限り,著者名のアルファベ,卜 順に並べて下記のよ

うな形式で記す。

大野正男 (1966)広島県のハムシ相。すずむし16(1):1-11.

MoTscHuLSKY, V(1859)H6mOptOres in insectes dё s lndes Orienta‐

les, ёt de contr6es ana10gteζ . E:磁  E":. 8 :25-118.

2.報文lま 簡潔に記すこと=原稿は返却しない。

3.別刷は著者の負担で調整できる。原稿 1頁欄外に必要部数を明記すること。

4.原稿の送付は下記宛とする。

〒710岡山県倉敷市幸町 三井病院内

倉敷昆虫同好会        ,



No.115
す ず む し

D∝..1978

岡山県のイ ンヽ ガケチ ョウについて

難 波 通 孝

(〒709-08 岡山市東平島1595-87)

CγγcsJJs ιんyθ dαπαs παらc′ ια FRUHSTORFER,1898イ シガケチョウについて今年の

6月 13日 より10月 14日 にかけ継続的に観察出来たので報告しておきます.本種の県内に

おける従来の記録は “すずむし"108号 の「岡山県の蝶」に記載されている英田郡大原町 ,

10.Ⅵ .'58と 倉敷市児島味野がある。それ以後の報告としては渡辺昭彦氏の14.Ⅶ .'74,

lex.,倉敷市上東,富永栄作氏の26.Ⅶ .'75,県下で初の幼虫 2頭 を倉敷市六口島でイヌビ

ワより観察 ,そ して筆者 も 7.Ⅷ .'75,同 所においてイヌビワの葉裏より羽化後の蛹を

確認。また,那 須敏氏の14.X.'72, 1♀ ,岡 山市郡 (原 田採),吉田嘉男氏の18.Ⅶ .'72,

3 exs.,岡 山市郡 (住屋清治採):19.Ⅶ .'72.2 exs.(吉 田採)お よび中村具見氏の29.

Ⅷ.'77, 1♀ ,川上郡備中町上布瀬の記録があるが,県下における発生についての報告は

見当らない.筆者は倉敷市六口島において卵,お よび幼虫を多数確認 したのをはじめ,倉

敷市児島宇野津奥においては, 7月 1日 より10月 14日 にかけて発生のくり返 しと,野外に

おける各ステージについて詳しく観察 し得たので,こ れらをとりまとめ報告しておく。

本文に先だち,本種の個体変異についてご親切な助言をしていただいた,九州大学教授

白水隆博士に厚くお礼申し上げます。また,調査に協力していただき,貴重な記録を心よ

く提供していただいた吉田嘉男,安井茂夫,喜多嶋鐵也,織田明文,丸山積の各氏には,

紙上ながら深 く感謝いたします.な お,提供していただいた記録には,そ のあとに氏名を

記した .

(1)観察および採集のメモ

観察 した期間に発生した回数と周年経過を推汲1す るために,確認 したことを日付順に列

記しておく,ま た,確認出来なかった日についても,一部参考のために記した。

①倉敷市六口島 13.Ⅵ 。'78,午後2:00頃成虫 l ex.目 撃 ,卵 15 exs.,若齢幼虫1l exs.

採集 .

〔すずむし,第 115号, 1～ 12頁 ,1978年 12月 〕
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②倉敷市六日島 18.Ⅵ .'78,若 齢,中齢幼虫17exs。 ,および8 exs.(喜 多嶋),8 exs.

(安井)採 集.成虫 l ex.目 撃 .

③岡山市広谷 26.Ⅵ .'78,終齢幼虫 2 exs.採集。27.Ⅵ .'78,終 齢幼虫3 exs.採集 .

④倉敷市児島宇野津奥 (以下宇野津奥)1.Ⅶ .'78,蛹 2 exs.採集.そ の内le、 は

発見時に前蛹で午後2:00頃 蛹化した。

⑤岡山市広谷 3.Ⅶ .'78,蛹 l ex.確 認 .

⑥倉敷市六回島 14.Ⅶ .'78,食痕さえ確認出来なかった。

⑦宇野津奥 12.Ⅷ .'78,蛹 2 exs.採集。その内l ex.は 当日蛹化したらしく,ま だ

少し軟かった.

③倉敷市六口島 14.Ⅷ .'78,確認出来ず.

⑨倉敷市児島稗田町御前道 (以下御前道)14:Ⅷ .'78,蛹殻 5 exs.確認 (吉田), プロ
10 exs.,若 齢幼虫2 exs.,成虫 1♀ 目撃 .

⑩御前道 16.Ⅷ .'78, 1♀ 採集,午前11:30～ 11:50分の間に5卵産卵を確認,卵 15

exs.採 集.

⑪宇野津奥 2.Ⅸ .'78,若 齢幼虫 4 exs.および,蛹 2 exs.確 認,そ の内 l ex.は 蛹

殻も軟 く当日蛹化 したものと思われる。

⑫御前道 2.Ⅸ .'78,確 認出来ず .

⑬宇野津奥 4.Ⅸ 。'78, 2日 に確認 していた幼虫 4 exs.の内2 exs.し か見 い

出せなかった。2 exs.採 集.蛹 2 exs.の 内 l ex.採 集.も うl ex.は 野外の羽化観察

に残した.

⑭宇野津奥 7.Ⅸ .'78,中 齢幼虫 l ex.採 集 .

⑮宇野津奥 8.Ⅸ .'78,午後1:00～ 1:30分の間に2♀ を目撃した.卵 3 exs.確認.

⑩宇野津奥 9.Ⅸ ,'78,正午12:00～ 12:20分の間に1♀ を目撃し,10数卵の産卵を

観察した.

⑫御前道 9.Ⅸ。'78,卵 2 exs.確 認 .

⑬宇野津奥 10.Ⅸ .'78,今月 2日 に確認していた当日蛹化したと思われる蛹より午前
9時 8分 ♂が羽化した.午前11時頃まで葉裏にいたので採集。また,同 日午前11時 15分

頃産卵していた1♀ を目撃し,産卵されていた卯3 exs.を 確認した(吉 田).

⑩宇野津奥 14.Ⅸ .'78,卵 20exs.を 確認,若齢幼虫4 exs.も 確認し,そ の内 3 exs.

を採集した。飼育 (織 田,丸山), また,成虫も3♀採集する.2♀ (織 田),1♀ (丸 山).

④宇野津奥 16.Ⅸ .'78,産 卵中の1♀ を確認する。(織 田).

④宇野津奥 17.Ⅸ 。'78,卵 7 exs.,若 齢幼虫16exs.採集.飼育 (吉 田).成虫1♀ 目撃.

⑫御前道 17.Ⅸ 。'78,卵 3 exs.,若 齢幼虫, 5 exs.,中齢幼虫l ex.採 集.

④宇野津奥 21.Ⅸ .'78,若 齢幼虫3 exs., 4齢 幼虫l ex.採集.飼育 (織 田,丸山).

また,成虫4♀ を目撃し, この内2♀ が正午～午後1時 にかけて少し離れた別 の々所に産
卵した。

②御前道 21.Ⅸ .'78,若 齢幼虫 2 exs.採集,

④宇野津奥 23.Ⅸ .'78, 1♀ の産卵を確認.こ の個体は 9月 21日 のものとは異なり,完
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全品であった。12時 30分 ～12時45分 にかけて,10数卵を産卵 し,そ の後道路 に飛び出 し,

車と激突 し死亡 した。 (織 田)所蔵 .

④宇野津奥 30.Ⅸ .'78,卵 l ex。 若齢幼虫 2 exs.採集.

④宇野津奥 4.X.'78,若齢幼虫2 exs., 4齢 幼虫l ex.採 集.

④宇野津奥 14.X.'78,午 前11時30分 から正午にかけて 1♂ の吸水を確認した。

(2)生息地の状況 (写真① )

継続発生の確認が出来た御前道と宇野津奥は,そ の間を南北に鷲羽山スカイラインが通

り,東の谷が御前道,西の谷が宇野津奥である。宇野津奥は水島コンビナートが西日前に

広がっている.し かし,北に284.8mの 鴨ケ辻山と南に220.6mの石鉄山があり,こ の地域

としてはかなり深い谷を形成している。この2つ の産地は東と西に分かれているが,直線

で1.5km～ 2 kmし か離れておらず,環境も近いことから同一地域内と言える。幼生期の確認さ

れる場所として共通なことは,食樹のイヌビワが林縁にあり, 日光が少し当るか,あ るいは

当らないイヌビワに多く,必ず新芽がある。そしてすぐ下には幅 lm前後の小川が流れて

いる.林縁以外で日当りの良い場所での産卵が確認出来たのは,暑さの峠も越えた9月 9日

以降である.し かし, この場所でも下には小川が流れていた.す ぐ近くには,民家と舗装

された児島稗田と水島を結ぶ道路があり,交通量はかなり多い。

(3)各 ステージの観察メモ

(1)に 記した通りかなりのステージを野外で観察することができた.こ れらを各ステージ

ごとにとりまとめ記しておく。飼育上での観察については (飼育)と 記した.そ れ以外は全

て野外メモである。

①産卵行動について (写真② )

16.Ⅷ .'78,御前道にて午前11:30～ 11:50;9.Ⅸ .'78,宇野津奥にて12:00～ 12:20;

21.Ⅸ .'78,宇野津奥にて12:00～ 1:00;23.Ⅸ .'78,宇野津奥 にて12:30～ 12:45の

観察があり,正午前後に集中している.母蝶は産卵時間帯がくもりの時は現われず,産卵

時は少なくとも晴,あ るいは晴れたり曇ったり, もしくはうす日が差していた。付近の雑

木林 (竹 が多い)よ りどこともなく現われ,小川に沿って自生しているイヌビワに舞い降

り,落 ち着きがなく1卵ずつ産卵をする。母蝶は新芽のみに産卵し (極めて稀に新芽以外

に産卵した.2例)不規則な飛び方をし,付近のイヌビワに新芽を求め,葉上に止ると

少し歩行し都合の良い産卵姿勢に移り,数秒で1卵 を産み終るとすぐ飛び立ち,引 き続き産

卵したり,葉上に翅を開げて小休止することもある.観察のため近づくと葉裏に翅を開げた

まま静止し,かなりの時間飛び立たない。また,葉上,葉裏において翅の開閉をすることも

あり,葉上に翅を閉じたまま静止することもある.産卵位置は新芽葉表が最も多いが,葉

裏も珍しくない。その他の部位は観察されなかった。産卵時はきまって翅は半開である.

産卵の途中葉裏に静止した個体を付近の雑草で直接刺激して見たところ,少 し動くのみ

でなかなか飛び去らなかった.引 き続き刺激していたところ,突然,翅 を閉じたまま真下

に30cm位落下し飛び去り,次の産卵に移つた.時間が来ると直接付近の雑木林には直行せ
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ず,不規則な飛び方をして少しの間回り道しながら,林縁雑木の葉上 (少 し高い所)に と

まり,翅 を広げ小休止することが多い。そのうち竹の多い雑木林 (竹林を主としたアベマ

キ,常緑樹,林縁にはタラノキ等)に姿を消す。

②卵について (写真③ )

産卵された卵の中で,黒色に変化して孵化しないものを多く見かけた.卵 は3日 ～ 4日

経過後 (飼育)孵化し,卵殻は食さない。

③幼虫について (写真④ )

1齢幼虫は新芽の先端より食し中脈を残 し, これに静止していることが多い.2齢 , 3

齢においては,新芽中脈をえぐるように食し,中脈を少し残すこともあるが,ほ とんどは

残さない。体色は茶色であり,葉裏か葉上にいることが多く,葉裏中脈に 1～ 3ケ所,時

には 5～ 6ケ所のかみ傷を残す。この位置は,葉の先端から基部の中間付近に多く,幼虫

が大きい程基部に近 くその数も減少する.ま た,体色が茶色のためか芭近くに静止して

いることも多い。 4齢 も後期になるとほとんど葉上に静止し,終齢にいたっては常時葉

上にいる.新芽よりむしろ堅い葉 を好み,先端 より食し,ほ とんどの場合中脈も残さな

い.終齢になると若齢と異 り,葉裏中脈のかみ傷は葉の基部裏面を通常 1ケ 所深 く傷つけ

る。このためその多くは,幼虫のとまった葉は垂れ下がり,顕著な場合幼虫は垂直となる。

食し方としては,葉上先端より食し,休む時は葉の基部に頭を向けて尾部を斜めに上げた

姿勢をとる。これを定期的に繰 り返 し (飼育),葉の残 りが 1～ 2 cmに なると他の葉に移

動する。(野外でも基部まで食さず必ず少し残 している).幼虫はかなり神経質で,食 して

いるところ,頭部を数回刺激 したところ,た だちに食するのを止め, しばらくすると他の葉

に移り,そ の後再びもとの葉に戻り食していた。また,少 しの振動,音 に対しても敏感に

反応 し,食するのを止めた (飼育).幼虫期は推定15日 前後であり (飼育.吉田),10月 に

おいては20日 におよんだ (飼育).

④前蛹から蛹について (写真⑤,⑥ )

幼虫は例外なく葉裏にぶらさがり垂蛹となり,そ のほとんどが中脈の中心付近を選んでい

る。蛹殻も含め野外11例 を見ると,幼虫が食した葉裏には蛹とならず,他の完全な形をし

ている近くの葉裏より見つかる.こ のため蛹になる時 あまり長くは歩かないものと思われる.

蛹は触れると激しく左右に体を動かし体色は褐色,ま れに淡緑色があり,10月 に入ってか

らは褐色の濃いものもあつた。蛹化の野外における観察は 1例で 1.Ⅶ .'78,宇野津奥に

て午後2:00頃 蛹化した.蛹化直前は近寄って見ると体が太くなったり細 くなったり (目

立つほどではない)波打っており蛹化間近を思わせた.脱皮後は体を左右に激 しくゆすり

脱皮殻を振 りおとした.蛹期は野外の 9日 が 1例 あり,そ の他は館育で夏期においては 7

日～ 9日 ,そ して10月 下旬に羽化 したものは,雌の場合13日 におよんだ。(室 内).

⑤羽化について (写真⑦ )

野外における観察は 1例で10.Ⅸ .'78,宇野津奥にて午前9:08分 ♂が羽化 した。見る

見るうちに翅がのび,蛹殻にぶらさがつていたが,約 1時間位 して葉裏に移った。風が強

かったためであろう(吉 田)。 また, 5。 X.'78の 羽化例 によると蛹 が割れはじめて 1

分30秒 で蛹より翅が出て, 2分経過して抜殻にぶらさがる.3分経過して翅の
=が

伸び,
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羽化後15分位経過するとほぼ伸び切り,成虫は21化後より頭部を左右に小さく常に動かし

ていた。翅は約20秒 おきに少し開いたり閉じたりしている。羽化後30～40分経過すると翅

はかなり乾いたのか閉じたままとなり,頭部も左右に動かさず静止が続いた。 1時 間経過し

たがまだ水平に飛ぶことはできなかった.1時 間30分 経過すると水平に飛び 2時間30分経

過すると少しは力強く飛んだ。(飼育).

⑥訪花と吸水について (写真③ )

訪花については, 8.Ⅸ .'78,宇 野津奥にて, タラノキに訪れている1♀ を確認 した。

また,吸水については,14.X.'78,宇野津奥にて,午前11時 30分 から正午にかけて 1♂

の吸水を観察 している.午前11時20分頃発生地のイヌビワ周辺を飛んでいた 1舎 を追跡 し

たところ,付近の民家と民家の間を,地上50cm位の高さで不規則に飛び,途中幾度も地上

にとまる。しかし,非常に敏感で,少 し近寄るとすぐに飛び立ってしまう.コ スモス (桃

色)に 訪花したが,吸蜜したかどうかは確認できなかった。そして池の上にさしかかると,

急に舞い降り,池の辺で吸水行動に移った.翅 を広げて吸水するが,時折体の方向を変え

たり,翅 を半開にしたりする。翅を広げ吸水している時,静かに近寄れば,か なり鈍感であ

った.

(4)天敵について

天敵について,直接捕食されているところの観察はしていないが,産卵されている卵の

数と若齢幼虫,ま た,若齢から終齢幼虫の食痕と,確認される幼虫の数の比較からしてあ

まりに差があるため,イ ヌビワの周辺で天敵として予測されるものを列記してみると,ハ

ラビロカマキリ, ジョロウグモ等のクモ類, ツユムシの類,ハ チの類そして日当りの良い

所にはスズメが多い。また,野外で採集した幼虫および蛹が寄生されているケースは66頭

中全く確認出来なかった。ただ 1例 3.Ⅶ .'78,岡 山市広谷で確認 した蛹は自然状態で放

置していたが,つ いに羽化に至らなかった。調べて見たが中はすっかり乾いており,自然

死か寄生か,半 1別 がつかなかった。

(5)個体変異について

本種の個体変異については,夏型と秋型,そ して雄と雌との区別には特に注意を要する

が, 引用文献 8)10)11)12)に よると次のようになる。夏型雄では,前翅表先端の

黒斑は強く発達 し地色はつねに自色 .雌の前翅表先端の黒斑は弱い場合が普通である.し

かし,ま れに雄と同様これが出現することもある.地色は自色または淡褐色の 2型がある.

そして秋型雄では,前翅表先端の黒斑は薄く,地色は自色であり,雌 においてはやはり黒

斑は薄 く,地色は白色,あ るいはすべてクリーム色と記載が分れる。以上のことから,雄

雌が一見して判別出来得るのは地色が淡褐色の場合雌ということだけである。そして,地

色が自色の場合の雄雌の判別には前脚または腹端を精査する必要, とある.こ れらに飼育

で得た上記の中にない型①―(口 )お よび④いい)を 加えた.ま た,秋型雄の前翅表先端の黒斑

は薄 くなるとあるが,こ のような個体は見られず,夏型と同じかあるいは少し濃いものば

かりであった。飼育と野外において得た50♂ 36♀ を比較 してみたところ次のようであった。
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なお,雄雌の区別は前脚の先端を精査している.そ して夏型と秋型については,あ とに分

類している①―に)と ③のに)②―伸)と ④―仲)お よび②―レつと④―1/N)の ように前翅表先端の

黒斑の強弱と地色の色彩について全く区別が出来ないこととなった。川副昭人 。若林守男

(1976)原 色日本蝶類図鑑,保育社.および白水隆 (1975)学 研中高生図鑑,昆虫1チ ョウ,

学習研究社には,そ の区別について詳しくふれていない.そ して藤岡知夫 (1975)日 本産

蝶類大図鑑,講談社には屋久島以北と奄美以南を亜種として区別し,屋久島以北では越冬

する秋型と夏型の差が明瞭.夏型では♀の地色は黄色となり, ♂では後翅外縁に沿う灰色

の斑紋が発達する.秋型は♀の地色が自色となり, ♂の外縁に沿う灰色の斑紋は縮少し,

色彩も薄くなる.と 記されている。しかし,次に比較している通り,夏型♀の地色に自色

が混 じ,秋型♀の地色は黄が多く,夏 と秋の♂における後翅外縁に沿う灰色の斑紋につい

ても,夏 型の中に秋型のように少し薄い個体も混じており,そ の濃淡の差もわずかであっ

た。このように実際に|よ 明瞭に区別することが困難となったため,夏型と秋型については,

上記文献を参考にしながら,調査の出来た宇野津奥での最終羽化と思われる個体を雄雌と

も秋型とした (9月 28日 以降は卵の発見がされず,次の発生が認められなかったためであ

る).こ れは宇野津奥で 9月 14日 ～ 10月 4日 にかけて採集した幼虫より得た個体で, 9

月28日 ～10月 29日 にか|す て羽化した38個体と野外観察の 1♂ である (表 1を 参照).

Gイ )夏型♂,前翅表先端の黒斑強く地色白28♂ (写真⑨)

(口 夏型♂,前翅表先端の黒斑弱く地色淡褐色 1♂ (写真⑩)

②イ夏型♀,前翅表先端の黒斑弱く地色白4♀ (写真⑪)

1/● 夏型♀,前翅表先端の黒斑弱く地色淡褐色10♀ (写真⑫)

い夏型♀,前翅表先端の黒斑強く地色白4♀ (写真⑬)

③イ秋型舎,前翅表先端の黒斑強く地色白21♂ (写真⑭)

Gイ 秋型♀,前翅表先端の黒斑弱く地色白3♀ (写真⑮)

(→秋型♀,前翅表先端の黒斑弱く地色淡褐色14♀ (写真⑬)

1/h秋型♀,前翅表先端の黒斑強く地色白1♀ (写真①)

以上のようになり,こ の中特に興味のあるものに①一(口 )がある。夏型雄の雌型で前翅表

先端の黒斑|よ 弱く、地色も夏型雌と全く変らない淡褐色である1個体力ヽ雀認された (前脚

および腹端の形状を精査している)。 また,夏 型雌の地色における白と淡褐色も中間があ

り。まれに出現する夏型雌の前翅表先端の黒斑が強い個体とほとんど現われない個体との

中間がある。これらを敢えて区分したのが①～④である.①の(口 )に ついては時に九州大学

の自水隆博士より次のような助言を得た。それによると,レ )日 本内地産の本種については,

これまで多数の標本を見てきたし,採卵飼育も数回行い,数10頭 を得ているが, ♂の地色

はまず白色で,こ のような黄色の地色の個体は未だ見た事はない.○また,先年から2回

にわたり,沖縄本島の本種を採卵飼育 (各温度区, 日長区を区別して)し ,数10頭 を得て

いるが,こ の材料でも,大体同じであった:但 し,20℃ ,9時間日長で育てたものは, ♂

♀の地色がやや淡黄色を帯び, 0♀ の地色の差はほとんどなかった。

そして,こ の地色の問題はかなり難しいが, 舎でこのような地色が黄色の個体は例がな

い。と以上のような助言を得たので,参考までにカラープリントをつけておいた。上記比



較86個 体は吉田氏の38個体と野外観察 1個体を含む :

左の個体は6月 30

日飼育羽化した大

国島産で普通の夏

型 舎

右の個体が前記①

一lmp夏型 8

8月 12日 野外で蛹

を採集し8月 18日

羽化した宇野津奥

産 (写真10)

(6)発生回数の推則

(1)の 観察および採集のメモ①～④を中心とし,そ れに飼育記録を参考として,県内にお

ける発生回数を推則して見た.ま ず最初の確認が, 6月 13日 の六口島においてであり,最

後の確認は,宇野津奥の10月 14日 である.こ の間の野外記録である(1)の ①～⑬と,飼育記

録をわかりやすくまとめたのが表①である.飼育上羽化する時期と野外で成虫が確認され

る時期にかなりのずれが生じるが,こ れは主に野外と飼育における幼虫期の差と思われる。

これは蛹期について野外と飼育にほとんど差のないためである。

まず,こ の表①により,継続的に観察の出来た宇野津奥について考えて見ることとする。

最初に確認したのは 7月 1日 の前蛹および蛹であるが,こ のことからして同所に6月 中旬

頃成虫がぃたことは確実であり,ま た,野外の蛹期は 9日 (1例 9月 に観察している)前

後であろうから7月 中旬頃成虫がいることとなる。次に確認したのは,8月 12日 の蛹 2 exs.

である。この内l ex.は 当日蛹化である。この個体は 7月 中旬の成虫における継続と考え

て時期も合う。また。この蛹は8月 19日 に羽化し (屋 内).野外においても少しずれはある

が, 8月 14日 と16日 に成虫を観察している.そ して 9月 2日 に蛹 2 exs.を 確認 し (こ の内

l ex。 は屋内で 9月 7日 ♂が羽化し,他のl ex.は 当日蛹化して,そ のまま野外に放置し

ていたところ, 9月 10日 ♂が羽化した。これらも9月 8日 ～23日 にかけて,成虫およびそ

の他のステージを数多く確認した時期と一致する。そしてこの 9月 中旬を中心として産卵

された卵より羽化したのが,飼育においては9月 28日 ～10月 5日 にかけて早くも羽化した

(吉田).し かし,10月 に入ってから下旬まで数回の観察にもかかわらず,産卵されてい

るものが確認出来ず,10月 14日 に1舎 を見たのみである。これにより野外では10月 以降羽

化したものが最終羽化で, ♀はそのまま越冬個体となるものと思われる。以上によリー番

早い生息の確認が出来たのは,宇野津奥におぃて 6月 中旬頃である。これは六口島で観察

した。 6月 13日 および6月 18日 と一致する.こ の 6月 中旬の個体が当地で今年発生したも

のか,他の地方から飛来したものか,あ るいは当地にて前年より越冬したものかは,推測
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表①

中旬

下旬

13日 ,

18日 ,

26日 ,

27日 ,

'78,野外データ

六回島,成虫①,卵⑮,若齢①

六口島,成虫①,中齢①

広谷,終齢②

広谷,終齢③

宇野津奥,前蛹①,蛹①

広谷,蛹①

六日島,確認出来ず

|:見 T日

～7月 6日 にかけて羽化

→ 7月 4日 羽化 1♂

→ 7月 5日 羽化 2♂

'78,飼育デー タ

→ 7月 6日 羽化♂.7月 8日 羽化♀

→羽化せず.

→ 8月 18日 羽化♂,8月 19日 羽化♂

上旬

7月 中旬

下旬

上 旬

8月 中旬

下 旬

1日 ,

3日 ,

14日 .

12日 ,宇野津奥,蛹②この内①当日

蛹化

14日 ,六日島,確認出来ず

14日 ,御前道,成虫①♀,卵⑩,若

齢②,中齢①,蛹殻⑤

16日 ,御前道,成虫①♀,卵⑮

上旬

9月 中旬

下旬

上旬

10月 中旬

下旬

2日 1宇野津奥,若齢④,蛹②この

内①当日蛹化

7日 ,宇野津奥,中齢①

8日 から23日 にかけて連続的に計⑥

回♀の産卵を観察し,♀ の目撃延回

数は,産卵の♀も含め⑭回におよん

だ.又,こ の間に野外の羽化①♂.

卵延①,若齢延⑫. 4齢①を確認し

た。以上すべて宇野津奥

30日 ,宇野津奥,卵①,若齢②

||]|:i督
星|:言言:[環臀1

→ 9月 7

野タトで 9

日]牙 化舎.

月10日 羽化

当日蛹化の蛹は

♂.

14日 ,宇野津奥,若齢②,

1咄
=I津

奥,融①a
1   確認

→10月 26日 と10月 27日 に♀力河]化 した.|

→10月 20日 ～10月 29日 にかけて 2♂

1♀ が羽化した。

4齢①

吸水を

する材料がない。ただ観察 した範囲内では6月 中旬, 7月 中旬,8月 中旬,そ して9月 と

10月 である.9月 は8日 から23日 にわたり,か なり長い期間産卵されたためであろうか,

それより生ずる個体は前に記 した通 り, 9月 28日 ～10月 5日 にかけて羽化 (飼育),次 い

で10月 14日 の♂ (野外),そ して10月 20日 ～29日 (飼 育)に およんだ.野外の場合はまだ

遅れ,11月 上旬羽化する個体もあると思われる.6月 中旬にいた個体の扱いにより発生回

数は異るが,①当地の 1化 とすれば年 5化,②他の地方より飛来または当地での越冬個体

とすれば年 4化 という結果となる.参考までに原色日本蝶類図鑑 (1976),保 育社 によ る
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と本川では 3～ 4回 , 5月 下旬より姿を見せる.と あり,原 色 日本昆虫生態図鑑 .Ⅲ チ

ウ編 (1972),保 育社には本州のデータがなく,九州では5月 ～10月 にわたって年 4～ 5化

とある。また,日 本産蝶類大図鑑 (1975),講談社によると, 1化は本州や四国南部など

で6月 上旬とある、 このことから岡山県においては上記②の年 4化はほぼ確実である.ま

た,6月上旬にいた個体は,そ の母蝶が飛来して来たのか当地に土着していたものかは全

くわからないが,第 1化の可能性も充分あると思われる。この場合は九州と同じく年 5化

となるが,こ れについては今後特に, 6月 以前の観察データを必要とする.ま た,こ れら

宇野津奥以外の六日島および広谷については,六 口島でも6月 中旬に確認出来たものの,

7月 14日 および8月 14日 においては丁度成虫の発生期と思われるが,幼虫の食痕さえも全

く認めることが出来なかった。このことから,今年の六日島では一時的な発生であったの

かもしれない。次に広谷であるが,前 2つ の産地 よりかなり離れている.6月 下旬終齢

の確認により,6月 上,中旬に成虫がいたことは明らかで,こ の終齢より7月 上旬 3♂ が

羽化したため,野外では6月 上,中旬と7月 上,中 旬の 2回 が推沢1さ れる。しかしその後

の調査では全く認められなかったので,6月 中旬産卵した雌は他の地方より飛来し,一 時

的な発生であったと思われる.ま た,い ままでに報告されているデータについては最初に

記している通りであるが,上記と照らし合わせて見ると,成虫については,6月 中旬 l ex.,

7月 中旬には延 6 exs., 8月 下旬 l ex.,そ して10月 中旬に越冬する個体と思われる1♀ の

記録があり,大体今年のデータと一致 している.幼虫における最初のデータである富永氏

の幼虫 2頭 についても7月 下旬中齢で発見されており, これより羽化する個体は8月 中旬

と推測され, これも一致 している.

に

今年のイシガケチョウについては,例年にない暑さが7月 ～ 9月 にかけて続いたためかど

うかはわからないが,か なりの発生も確認され,発生回数について大体のオ巴握ができた。

この発生が以前よりなされていたものか,あ るいは一時的なものか, それとも越冬 し土着

するかは,今後の課題であり,興味あるところである.し かし,今 これを推測するとして

も,い ままでの記録はあまりにも乏しく,こ の 1年のみの資料でもまだ少ない.今後の継

続された観察に期待したい。また,個体変異については,敢 えて区分してみたが,文献に

も色々と記載されているように.こ れを明確に区分することは困難なように思われた.幼

虫の習性で,葉裏中脈のかみ傷について非常に興味をもった。来年引続き発生をし,多数

の幼虫が得られれば,そ の意味について考えて見たいと思う.

(1)倉敷昆虫同好会 (1972).岡 山県の蝶。すずむし,第 108号 .

(2)渡辺昭彦 (1975).倉敷市内でのイシガケチョウの記録.すずむし,第 111号 .

(3)富永栄作 (1975).イ シガケチョウの幼虫を倉敷市六口島にて観察。すずむし,第
112号 .

わお

献文用ヨ|
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に)難波通孝 (1975).岡 山県産蝶類の生態に関する知見.すずむし,第 112号 .

(5)那須 敏 (1976).イ シガケチョウの 1記録例。すずむし,第113号 .

(6)吉田嘉男 (1976).イ シガケチョウを金甲山で採集.すずむし,第 113号 .

(7)中 村具見 (1977).イ シガケチョウを備中町で採集.すずむし,第 114号 .

(8)川 副昭人 。若林守男 (1976)。 原色日本蝶類図鑑,保育社 .

(9)福田晴夫ほか (1972).原色日本昆虫生態図鑑,Ⅲ チョウ編,保育社 .

00 白水 隆 (1975).学研中高生図鑑,昆虫 Iチ ョウ,学習研究社 .

OD藤岡知夫 (1975)。 日本産蝶類大図鑑,講談社 .

0の 藤岡知夫 (1972).図説日本の蝶,ニ ューサイエンス社 .

図版説明 (撮影はすべて1978年で自然状態)

① 9月 30日  生′息地である宇野津奥.水 島コンビナートが見える。この日も若齢幼虫と

卵が確認出来た

② 9月 9日 宇野津奥で産卵中の雌.12時 10分頃.

③ 6月 13日  六口島で観察した卵.中央の新芽に1卵産んでいる.

④ 6月 18日 六口島で地上50cm位の所にいた,終齢幼虫になってあまり間もない幼虫で,

手前の葉上に:モ 支殻が見える.

⑤ 7月 1日  宇野津奥で観察した前蛹で1時30分頃.

⑥ 7月 1日  3と 同じ個体.午後 2時頃蛹化した直後でまだ蛹の形を整えていないが,

数分後に|ま 十二ぼ蛹の形になった。

⑦ 9月 10日 宇野津奥で午前 9時30分頃でやつと翅がのびた状態。前後翅とも黒色部の

弱い雄であった.

③10月 14日 宇野津奥で午前11時 50分頃観察した雄の吸水.

⑨ 6月 28日 羽化 1飼育).六 口島産で,夏型雄の黒色部が発達している個体.

⑩ 8月 12日 に蛹を採集し,8月 18日 に羽化した宇野津奥産の個体.夏型の雄で翅の地色

は淡褐色で黒色部の発達も弱く,翅 を見る限り淡褐色型の雌と全く区別出来ない。(カ ラー

プリントを参貝照).

① 7月 3日 羽化 (飼育).六 口島産で,夏型雌 ,地色は自色で黒色部の発達は弱い。

⑫ 7月 1日 に野外で蛹化した蛹を採集し,7月 8日 羽化した宇野津奥産の雌で,黒色部

の発達はほとんどなく,地色は淡褐色で,そ の度合は各個体の中でも強い。

⑬ 7月 1日 羽化 (飼育).六口島産で,夏型雌,地色は自色で黒色部の発達は強い。

⑭10月 27日 羽化 (飼育).宇 野津奥産の秋型雄で地色は白色,黒色部の発達は強いが,

夏型に比べ後翅外縁に沿う灰色の斑紋は少し淡い.

⑮10月 27日 羽化 (飼育).宇野津奥産の秋型雌ぅ地色は白色で黒色部の発達は弱い。

⑬10月 26日 羽化 (飼育).宇野津奥産の秋型雌.地色は淡褐色でその度合は強い。黒色

部の発達は⑫の個体よりまだ弱い。

①10月 1日 羽化 (飼育,吉田).宇野津奥産め秋型雌.地色は自色で黒色部の発達は強

い .



すずむし,第 115号 図版 1

(C～16,(3)M NANBA Photo)

(⑦  Y YOSHIDA Photo)



すずむし1第115号図版 2

⑨ ⑩ ①

⑫ ⑬ ⑭

① ⑩ l「 ①

(M NANBA Photo)
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久米南町でナガサキアゲハ

Pttjι jθ ttcπ 2οπ ιんzπらcγgJJ vOn SIEBOLD,1824ナ ガ サ キ ア ゲ ハ は 最 近 県 南 に お い

てよく見かけるようになったが,県中部の報告はあまりないので報告しておく。

6.Ⅸ .'78,久米郡久米南町山ノ城県立誕生寺養護学校内, 1♀ ,日撃 .

筆者は約 5分 間追跡 しており,本種の♀であることを確認 した。    (尾 浴順三)

鳥取県のカミキリムシ数種

山 地    治 (〒 700岡 山市幸町9-9)

鳥取県において記録の少ない以下の種類を採集しているので報告します.な お,那須敏

氏より貴重な記録の提供をいただきましたことを感謝 します .

1.Eυθdjηπsろがαs cJαιasユηθπJczs MATSUSHITAフ タスジカタビロハナカミキリ

八頭郡栃原, 1♂ 2♀ ,13.V.1978,山 地採.辰 巳峠への登 りにかかる山手の斜面

に2輪だけ咲いていたヤマシャクヤク花上で採集した.山奥とは言え一日に何台も車の通

る埃だらけの道から10mと 離れていない所で発見したことは驚きであった.

2.ス πOρ ιθdcγα αzzπ CηSJS(NIIATSUSHITA et TAMANuKI)ミ ヤマ ル リハ ナ カ ミキ リ

八頭郡栃原, 1♂ ,30。 Ⅳ.1978,那 須採,ナ シの花上 .

3.E%sιγαηgαιJs ttsι cη9JJcs BATES カエデノクロスジハナカミキリ

八頭郡栃原,11♂ ,30.Ⅳ .1978,那 須採.前種と共にナシ花上で得られたがこのよう

な早い時期に多数得られたことは珍らしい。

4.力 ″ οιJα ブαροηJcα (TAMANUKI)ヤ マ トキ モ ン ハ ナ カ ミ キ リ

大山大平原, 1♂ 1♀ , 9.Ⅶ .1977,那 須・山地採.ク リの花上 .

5.Mθ ηθcんαπas sαιιπαγJas(G EBLER)カ ラ フ トヒ ゲ ナ ガ カ ミキ リ

大山桝水原, 1♂ , 9.Ⅵ .1973,山地採.ア カマツ伐採枝の叩網 .

6.0′ θ2ccα πριZS Cιαγtts PASCOE ム ネ ホ シ シ ロ カ ミキ リ

八頭郡河津原, l ex。 ,15.Ⅶ 。1971,山 地採.高 さlmほ どのワクを叩網 して得た。な

お,当地では道に沿って10数本のワクの本が認められる.

〔すずむし,第 115号 ,1978年 12月 〕



ケブカマルクビカ ヽ
ヽ
ヽ キリの越冬態について

人 (〒 704岡 山市大安寺1-44-4)

治 (〒 700岡 山市幸町9-9)

ケブカマルクビカミキリスιJttJα οんαυαπθηSブ S HAYASHIは ,岡山県においては 3～ 5

月および9～ 12月 にネズミサシの日日網により採集されている.本種の幼生期については黒

田祐一氏の研究があり春交尾後産卵され, その年の秋成虫となり羽化脱出することが半1明

した。脱出した成虫はしばらく活動し,そ のまま越冬に入り翌春再び活動すると推測され

ていたが,今回越冬中の成虫を観察する事が出来たので報告する.

2 exs.,29.I.1978,岡 山市吉宗

南向きの日当りの良い斜面に生えた高さ約 5mの 2本のネズミサシの樹皮を指ではいで

いたところ,幹の北側地上約50cmと もう1本の本の幹の南側約20cmの 位置で樹皮のすき間

に潜 り込んでいた本種 2個体を発見した (写真1,2).採 集 した個体はネズミサシの枝と

共にプラスチックケースに入れておいたところ,気温が高い時は動きまわり,夜間螢光灯

を近づけると,良 く飛んだ.室内でそのままにしておいたところ,自然状態と異なってい

たためか,そ れぞれ2月 23日 と3月 10日 に死亡した。

キボ シチビカミキリの記録

岡山市野谷において出雲善浩・渡辺昭彦両氏と共に採取 したアカマツ枯枝よリキボシチ

ビカミキリ Sク ιγα.ノιαυθttαcπιαια BREUNI NGが羽化脱出したので,岡 山市高松に次ぐ新

産地と食樹の記録として報告する。

26.Ⅱ .1978,岡 山市野谷においてアカマツ枯枝採取 .

20.V.～ 30.Ⅵ .1978,1l exs.羽 化脱出.

採取 した枯枝はアカマツの幹から直接出ている直径 1～ 2 cmの枯枝で,古 くなり内部の

軟らかくなった枝にまで食入っていた.(山地  治)

徹島

地

分

山



岡山県産蝶類 に関する知見

難 波 通 孝

(〒 709-08岡 山市東平島1595-87)

県内産蝶類36種 について,1976年 8月 から1978年 10月 にかけて確認 した生態と分布に関

する資料を報告しておきます .

この報文を発表するにあたり、貴重な資料を心よく提供 していただいた。石井貞志,安
井茂夫,吉田嘉男,織田明文,岸清己,岸洋司の各氏には心よりお礼申し上げます。

また,カ ラスシジミの食樹であるハルニレ, オヒョウについて親切なご教示をしていた

だいた,難波早苗,中村具見の両氏と,食樹の同定に労をわずらわした光畑之彦氏には深

く感謝いたします.な お,提供していただいたデータについては,そ のあとに氏名を記し

た。

Family HESPERIIDAEセ セリチョウ科

1.Cんθαsρcs baヴαπJηjJユηοηJCα (MuRRAY,1875)ア ォバセセリ

6.Ⅶ .'78,中 齢幼虫 l ex.,真庭郡新庄村高下にてミヤマハハソの巣中より採集.

FaⅢ ly PAPIL10NIDAEア ゲハ チ ョウ科

2.Pαγηαssjzs gιαcJα′Js BuTLER,1866ウ スバシロチョウ

7.V。 '77,2♂ ,苫 田郡加茂町西黒木

9.V.'77, 2♂ ,苫田郡加茂町戸賀

13.V。 '77, 601♀ ,英 田郡西粟倉村新田

13.V。 '77, 2♂ ,英 田郡西粟倉村猪之部

19.V.'77,2♂ 1♀ ,新見市千屋実谷

19.V.'77, 1♂ 2♀ ,阿哲郡大佐町上刑部

19.V。 '77, 1♂ ,真庭郡勝山町若代

19.V.'77, 1♂ ,真庭君6勝 山町月田本

5.V.'78, 1♂ ,真庭郡落合町関 (石井)

3.Laθ んごθγ/Jα ブαηθηJcα LEECH,188gギ フ チ ョ ゥ

17.Ⅳ .'77,12卵 ,および14卵 (安井),真庭郡勝山町神庭.こ の12卵 を飼育したとこ

ろ28.Ⅳ 。'77,孵化,29.V.'77,12頭 とも蛹化した.幼虫期は32日 であった。

4.PαρJ′
jο παcんαοηんゎροcγ αιcs C.lt R.FELDER,1864キ アゲハ

3.X.'76,前 蛹 l ex.,久 米郡久米南町中籾

〔すずむし,第 115号,15～ 24頁 ,1978年 12月 〕
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これはヨモギの茎に前蛹となっていたもので,地上10cm位 で積雪でもあると雪に埋れる

高さであった。持ち帰 り屋外に放置 していたところ, 5.X.'76に蛹化し,そ のまま越冬

して翌春羽化し飛び去った.

また, 6.Ⅶ .'78, 5卵 ,若齢幼虫 2 exs.シ シウ ドに産卵中と葉上の幼虫を確認セた。

5.PαρJι Jο ρrο ιθηογ dθπθιγれs C RAMER,1782 クロアゲハ

14.Ⅸ 。'78,若齢幼虫 l ex.,都 窪郡早島町早島にて夏みかんより採集し飼育 したところ,

26.Ⅸ 。'78,体長51mmに 達し27日 前蛹となり,翌 28日 蛹化し,10月 21日 1♀ が羽化した (室

内).蛹期24日 である。また。28.Ⅸ .'78,終齢幼虫 4 exs.が ,岡 山市久 保山田にてユズ

の小枝上および葉上より見い出された。また,3.X.'78,同 所にて民家の軒下より蛹 2

exs.を 採集した.色彩は2 exs.と も褐色型であった.

6.Papだ ゴθ ″ θ″ηοη ιん観泌 cγgJJ von SIEBOLD,1824 ナ ガ すナキ ア ゲ ハ

19.1‐ .'78.1♀ 目撃,岡 山市牟佐

8.Ⅸ .'78.1■ 目撃,岡 山市東平島

10.Ⅸ .'78.1■ 産卵 (ナ ツミカン),倉敷市児島宇野津奥.こ の卵を吉田氏が飼育 し

たところ,次 E)通 |)で あった。 9月 10日 産卵, 9月 14日 孵化,10月 7日 蛹化, そして10月

26日 ♀が羽千ヒした 室内).ま た,14.Ⅸ .'78,都 窪郡早島町早島にて夏みかんより終齢

幼虫 3 exs.と 若齢幼虫 l ex.を 採集 (織 田).こ の 3 exs.を 夏みかんで飼育 したところ,

l ex.|よ 9弓 24日 :こ 蛹となり,他の 2 exs.は ともに9月 26日 蛹化した.こ の蛹を室内に保

管 していたところ.こ の内 l ex.ょ り10月 14日 に1♂ が羽化し,他の 2 exs.は羽化したも

のより2日 後 :こ 蛹 fヒ しているが,11月 3日 現在変化がない.ま た,若歯令の l ex.は 9月 29

日蛹化した.そ して26.Ⅸ .'78,岡 山市沼にてハッサクより終齢 l ex。 若齢 4 exs.,お よ

び小枝に前蛹 l ex.を 確認 した.後 日これは緑型の蛹となっていた。また,26.Ⅸ .'78,

岡山市草ケ書:に おいても,ハ ッサクと夏みかんより,中齢幼虫をl exず っ確認 し,同 日岡

山市長岡でもiラ タチにて終齢幼虫 l ex.を 見た.そ して岡山市築港元町においては, レ

モンよl'終齢幼虫 4 exs.を確認 している (吉田).翌27.Ⅸ ,'78,に は岡山市原磯尾谷に

てハッサ タよ:)中齢 2 exs.,夏 みかんより終齢幼虫 3 exs.を 観察 したが,幼虫は日当り

の悪い下の方の葉上.ま たは小枝上に見い出された。また, 2.X.'78,岡 山市久保山田

にてユズの下tD地面に,当 日羽化したと思われる (ま だ腹部が軟かい)♀ で,翅 の伸び

切らない状態で死亡しており,頭部はまだ蛹殻をつけていた.翌 3.X.'78,ユ ズより終

齢幼虫 l ex.と ,隣接 している民家の軒下より褐色型の蛹 2 exs.を 採集した。

7.Pα pJι Jθ ttααcん JJ ι%ιαηzs FENTON,1881 ミヤマカラスアゲハ

9.V。 '77,1♂ ,苫田郡鏡野町角ケ仙山項

20.V.'77, 2♂ ,真庭郡新庄村毛無山山頂

Family PIERIDAEシ ロチ ョウ禾斗

8.Gοπcριθγγ
"α

sραSJα ηJηんθηJcα VERIT',1909ス ジボソヤマキチョウ

19.Ⅵ .'77,3♂ ,上房郡賀陽町上竹狐谷 (石井)



Family LYCAENIDAEシ ジ ミチ ョ ウ禾斗

9.N″αιんzγα ιαzα Jas ιzγ bαια (BuTLER,1881) ムラサキツバメ

25.Ⅷ 。'76,幼虫 3 exs.,月 田ヽ郡美星町東水砂,(石井).27.Ⅷ .'76,幼虫 4 exs.,月ヽ

田郡美星町東三成,(石井)。 そして,28.Ⅷ .'76,備前市伊里中において, シリブカガシ

に産卵中の 1♀ を観察 した。午後 1時 30分頃東向きの少し日陰になるシリブカガシの古葉

の裏へ,中 心的に産卵 していた。時折新芽にとまるが産卵 しない.1卵産卵してはシリブカ

ガシまたは,付近の葉上に止まり翅 を全開し,少 しの間静止しては次の産卵に移ってい

た.

10.4γαragJ cη ιんcα (」 ANSON,1877)オ ナガシジミ

19.Ⅲ .'78,11卵 ,オ ニグルミ,真庭郡新庄村高下

2.Ⅳ .'78,27卵 ,オ ニグルミ,苫田郡阿波村大杉上流 (岸 清己)

11.Aしθzθρんyγ 2ts ιαχj′ αブαροηjCas(M uRRAY,1875)ミ ドリシジミ

23.Ⅲ .'78,ハ ンノキより7卵 ,岡 山市横尾古屋横尾池付近

12. Cんγysθ zθηんyγ zs sttα γαgJ力閉s (B REMER, 1864) メ ス ア カ ミ ド リ シ ジ ミ

7.V.'77,幼虫 l ex。 ,苫田郡加茂町根知

9.IV.'77, 1卵 ,真庭郡新庄村高下

11.Ⅱ .'78, 3卵 ,阿哲郡哲西町日長谷 (岸 清己)

13.Cんγysθ zθρんyγπs απγθγJmS(OBERTHむ R,1880)ア イノミドリシジミ (写真① ,

②)

5.Xll.'76, ミズナフより3卵 ,

11.Xll.'76, ミズナラより 1卵

および (石井)3卵 ,真庭郡新庄村毛無山

(安井),苫田郡阿波村八本越の下

(岸 清己),苫田郡阿波村五林原の下.今まで新庄村 と18.Ш .'76, ミズナラより 1卵

阿波村よりの報告は見当らない.

14.QacrcasJα ル ル sαπα (MATSUMURA,1910)フ ジ ミ ドリ シ ジ ミ (写 真 ③ ,④ )

13.Ⅳ .'77, ブナより2卵 , イヌブナより1卵 , および (石井)ブナより3卵 , イヌブ

ナより 1卵 .真庭郡新庄村毛無山.生息地 における孵化の時期は,3.V.'77に おい

ては, 1齢～ 2齢であり,23.IV.'77に おいては,ご く一部が卵に穴をあけていた.こ の

ことから毛無山における孵化は,主に4月 25日 頃～末にかけて行われるものと思う。また,

1.V.'77,苫 田郡加茂町根知において,ブナより孵化後 4卵 ,お よび若齢幼虫を2 exs.

を採集した.こ の幼虫はブナの新芽を2枚軽 くっなぎ合わせる程度の巣を作 り,下の葉の

葉上に静止しており,体長 7 mmで あった。また,11.Xll.'77,苫 田郡阿波村五林原の下に

て,ブナより5卵 ,お よび (岸洋司)2卵 を採集した。いままで新庄村,加茂町,阿波村

からの報告は見当らない.

15.Fα υθηJas sα ηんjγ jηas(S TAUDINGER,188つ  ウ ラ ジ ロ ミ ドリ シ ジ ミ

県内においての主食樹はナラガシワであるが, カシワよりも採卵が確認されている。そ

の他についてはクヌギ, ミズナラでも卵が稀にみつかることが,原色 日本蝶類図鑑 , 全

改訂新版,保育社,1976に 記されている.ま た,原色日本昆虫生態図鑑,Ⅲ チョウ編 ,
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保育社 1972に おいても,ナ ラガシワおよびカシワ以外については, クヌギとミズナラを

自然状態における二次的食樹として記載 している。ところが 4.I。 '77,岸 清己氏の案内に

より,久米郡久米南町中粗にてコナラに産卵されている本種の卵を19卵採卵出来たので,

状況をメモしておく.2.I.'77, 8卵採 (岸 清己)内 5卵 を項芽 1ケ所に産卵し,他の

3卵 は項芽で, 1卵 ずつであった。 4.I.'77,19卵 採.こ の内訳は小枝分岐部上部に 1

卵ずつ 7ケ所,2卵 が 1ケ所,下部 2卵 (寄 生)1ケ所,小枝分岐部横の休眠芽付近 4卵

が 2ケ所であった.樹高約 5mの コナラで休眠芽は大きく,西向きで日当りの良い急な斜

面で,標高|よ 200m位 である.周辺にはコナラが多く,次いでアベマキもあり,ナ ラガシ

ワは小さな木が数本しか認められないが,そ こより少し下り,谷沿いには大本 がかなり

あった。卵 |ま コナラの下枝より多く見い出せた。また,こ れらを飼育し,次 のようであ

った。 4月 10日 新 fヒ,5月 22日 蛹化, 6月 8日 羽化♂.飼育樹ヨナラ (岸清己).4月 6日

孵化, 5月 3日 蛹化, 5月 22日 羽化♀,飼育樹コナラ。これ以外にコナラとウバメガシの

花穂を与え131■ を羽化させ,本種であることを確認 している。また,同 じ中籾である

が 2～ 3 km離 れた1ケ 所と,御津郡建部町入野および久米郡久米南町上神目でもヨナラよ

り採卵している 岸清己).こ れらより判断すれば,採卵も2～ 3卵 でなく,一 時的なもの

とは思われず、この地域においては二次的な食樹となっている可能性が強いと思われる。

参考までにこの一帯 |よ ナラガシワの大木が多く残されており “すずむし"第 113号 に岸清

己氏らが発表している通り,ヒ ロオビミ、ドリシジミが非常に多い所である.

16.Fα υο2JIs去夕οcηsJs(MATSUMURA,1915) エ ゾ ミ ドリ シ ジ ミ

5.Ш 。'76.ミ ズナラより3卵 ,お よび (石井)5卵,真庭郡新庄村毛無山。また,同

所にて 5.Ⅲ .'78,ミ ズナラの小枝分岐部上部 (径 2 cm)よ り2ケ所で10卵 ,お よび 9.

Ⅳに同所にて39卯 を採集した。その産卵位置は径 1～ 1.5cmの 小枝分岐部上部であり1卵

が 8ケ所,2卵 4ケ所, 3卵 3ケ所, 5卵 1ケ 所,そ して 9卵の卵塊が1ケ 所であった。

また,同 じ日の 9.Ar.'78に真庭郡新庄村高下において,ハ ルニレの小枝に産卵された 1

卵を採集した。アラカシとナラガシワにより飼育をし5月 26日 本種 1舎 が羽化した.

17.Fα υθηね s ιαι,∫αScJαιas sHIR6ZU et HAYASHI,1959ヒ ロ オ ビ ミ ドリ シ ジ ミ

19.Ⅵ .'77,8♂ ,上房郡賀陽町上竹狐谷 (石井)

11.Ⅱ 。'78, 9卵 ,ナ ラガシワ,上房郡北房嗜蟹川

18.Fα υθが as cθ ttαιas(S TAUDINGER,1892) ジ ョゥザ ン ミ ドリ シ ジ ミ

5.Xll.'76.ミ ズナラより7卵 , および (石井)8卵,真庭郡新庄村毛無山

19.Sι γyttοηJご Jα T_αιbππ ルηιθηj(BuTLER,1881)カ ラスシジミ (写真⑤,⑥)

県内のカラスシジミについては,東粟倉村後山,新見市上市九の坂,阿哲郡神郷町三室 ,

新見市足立において,成虫の採集報告がされているのみである。今回, その食樹であるハル

ニレ,オ ヒョウより卵の採集を試み,県内の 2ケ所より採卵することが出来たので,そ の

状況と飼育記録をメモしておく。

16.Xll.'77,阿 哲郡哲西町日長谷において,ハ ルニレより4卵 ,オ ヒョウより2卵 を採

集 した。産卵位置はハルニレにおいて地上 4～ 5mの 小枝分岐部であり, オヒョウにおい

ては小枝分岐部と径 4 cmの 幹分岐部上部の樹皮わん曲部であった.ま た, 5。 Ⅲ.'78,真
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庭郡新庄村大原においてもハルニレより7卵 を確認 したが,無精卵や寄生および孵化後等

で,生卵は 3卵 であった.ま た,同所にて19.Ⅲ .'78,ハ ルニレより1卵 を採集した。産

卵位置はいずれも,小枝分岐部および小枝上の樹皮のうげ日であった,こ れらを飼育した

記録が次の表である。

(飼育年1978年,飼育地岡山市東平島)

採卵地 採 卵 樹 飼 育 樹 孵  化 1眠起 2眠起 3眠起 蛹  化 羽 化 性男J

日長谷 ハ ルニ1レ ハ ルニ レ 10.Ⅳ 16.Ⅳ 23.Ⅳ 28.Ⅳ 9.V 22.V 企

０

10.Ⅳ 16.Ⅳ 23.Ⅳ 28.Ⅳ 10.V 24.V ♀

10.Ⅳ 26.Ⅳ 1 V 13.V 26.V ♀

12.Ⅳ 20.Ⅳ 26.Ⅳ 2.V 15。 V 28.V ♀

オ ヒ ヨ ウ
オヒョウ
ハルニ レ

5.Ⅳ 16.Ⅳ 23.Ⅳ 12.V 25.V ♀

大  原 ハ ルニ レ ハ ル」■レ 10.Ⅳ 16.Ⅳ 12 V 26.V ♀

日長谷 オヒョウ
オヒョウ
ハルニレ

2.Ⅳ 16.Ⅳ 死  亡

全体的に,飼育上ではオヒョウよリハルニレを好んだ.な お,蛹の体長は11～ 12mmで あ

った。また,採卵地の状況は日長谷の場合,斜面に自生しているオヒョウと1本 しかない

ハルニレより見い出された。どちらも渓流沿にあり, この付近のみ自然が残されている程

度で,周辺はほとんど植林されていた。また,新庄村大原においては,採卵されたのは孤

立したハルニレからで,周辺のハルニレが多く自生している林からは見つからなかった.

この孤立したハルニレは民家に近く,す ぐ近くには山があり渓流沿にあった。そして,こ

の大原よりあまり離れていない新庄村高下には,ハ ルニレが非常に多い所であるが,見い

出すことが出来なかった.

20.Spjttα sJs ,αんαποπJs(MATSUMURA,1906)キ マダラルリツバメ (写真⑦,③)

6.Ⅵ .'77,英田郡英田町福本にて,サ クラの本より生蛹 3 exs.を 採集.体長は13mmが

2 exs.で 1lmmが lex.で あり, このうち2 exs.よ り2♀ が羽化した。また。14.Ⅵ .'77,

同所にて午後 4時～ 6時の観察によると, 4時30分頃地上2.5m位のサクラの葉上で, 1

舎が翅 を半開にして静上しており,少 しの風でも葉がゆれると翅を閉じ,風が止むと再び

翅 を半開にしていた。 4時30分 ～ 5時頃になると♂はもっと高い樹上を活発に飛び,葉上

にとまっては翅 を開き,近 くを他の物 (何でもよい)が通過すると,猛然と追跡 し,強い

占有性を示 した.付近を他の合が通過すると, その追跡は上空見えなくなるまで行なうこ

ともしばしばある。また,同 日5時 ヒメジョオンに吸蜜中の 1♀ を観察 したが,非常に鈍

感であった。そして,5時20分頃小枝上に今日羽化したと思われる腹部の大きい,新鮮な

♀を見つけたが,小枝上を歩いたり,飛び方もやっと飛ぶ程度で,す ぐ発生木であるサク

ラの葉裏にとまり静止した。また,19.Ⅵ .'77,同 所にて午後 1時頃サクラの根元より40

cmの 高さに,羽化してまだ翅 を乾かしている♂を確認した。この本は古くすぐ近くに空洞
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があり, ここより脱出したものと思われる。なお, ここにおける発生は毎年 6月 10日 頃よ

りであり前記のように6月 19日 に♂が羽化することから見て,そ の発生は6月 10日 頃より

6月 下旬近くまで続 くと推測される.

21.Ⅳ Jρんαttα _ル scα (BREMER,1864) クロシジミ

3.X.'76.久 米郡久米南町中籾にて,ス スキの葉上基部周辺に多数の卵殻を確認 した。

卵は葉上の端に葉を縁どるように列をつくり産卵されていた。また,20.Ⅶ .'77,久米南

町別所にて,コ マツナギに産卵されているものを観察 した.付近にはアブラムシの一種と

クロオオアリがお 1〕 ,卵 のほとんどは葉上に産卵されていた。

22.“ Lc″ Jπθα :θ ′cJus dα JscηsJs(MATSUMURA,1926) ゴ マ シ ジ ミ

7.Ⅷ .'76.1♂ ,阿哲郡大佐町大井野

14.Ⅷ .'76.33.高梁市巨瀬町神子山 (石井)

15。 Ⅷ.'76.22.上房郡賀陽町上竹聖坊山 (石井)

17.Ⅷ 。'76.ア 8.1♀ ,上房郡賀陽町豊野大蔵池 (石井)

30.Ⅶ .'78.3 exs.、 真庭郡新庄町高下上流 (岸清己).賀 陽町産のものは,個体変異

の多い他の産地のものと比べ,前後翅表の地色は明るく,外縁の黒帯と地色との境界は明

瞭で,中 国地方壺の特色を良くあらわしており,各個体を見てもその度合は安定している.

外縁よりかなり内1目 1に黒い個体 (県北の産地にはよくある)は いままで見ていない.

23.Ccι aslr′ ηa slgf:αηJJ(MATSUMURA,1919)ス ギ タニ ル リ シ ジ ミ

3.1‐ .'77.18,真庭郡新庄町毛無山

4.V.'78,635♀ ,苫田郡上斎原村宮ケ谷 (石井)

24.Tθ ηgcJα ∫ゴscん θrf(EvERSMAN｀ ,1843)ク ロ ツ バ メ シ ジ ミ

24.X.'76.l ex.御 津郡御津町金川.

10.Ⅲ .'77,3 exs.,和 気郡和気田I和 気.こ の内 lex.は 当日羽化したもので,屋根に

生えているツメレンゲの茎にとまり翅 を乾かせていた。また, 日本瓦の端にある模様の場

所,あ るい|よ その裏より生蛹 4 exs.を 確認 し,ツ メレンゲの茎およびその根元でも蛹殻が

見い出された。また,12.Ц .'77,同 所においての観察によると,成虫は常に翅 を半開また

は,そ れ以上ひろ|ザ ており,気温が低いためか日が陰ると飛ばない.そ して日が差すと飛

ぶカジ舌発で |ま な tヽ 。また,23.Ⅲ 。'77に 蛹を3 exs.採集 し, 当日2 exs.が羽化し,も

う1個体は24日 に羽化した.こ れら最終羽化については「岡山県の蝶」“すずむし"第 108

号で,赤枝一弘氏がその周年経過にいたるまで詳 しく分析されているが,遅い羽化の例と

して記録 しておく。

Family DANAIDAEマ ダ ラ チ ョ ウ科

25.Pαπれιjca sJι α πJρんθηJcα (MOoRE,1883)ア サギマダラ

6.X。 '76, 1♂ ,岡 山市大供にて午前11時頃 タンポポの一種に訪花 していた。

Family NYMPHALIDAE タテハチョウ科

26.FαらγJcJαηα ηcγJ2Pc(C.et R. FELDER,1862)オ オウラギンヒョウモン
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本種についてはすでに蒜山において記録されているが,近年急激にその姿を消しつつあ

る蝶であろう。最近県内において,採集報告が全くないので記録 しておく.

1.Ⅷ .'76,2♂ ,(内 1♂ 石井),真庭郡川上村明連付近.ウ ラギンヒョウモンにまじ

って飛んでおり,石井氏が採集するまで全く見分けがつかなかった.今後の確認には注意

を要する.

27.ス γgν rcasんυpθ γらjas(LINNAEUS,1763) ツ マ グ ロ ヒ ョ ウ モ ン

16.Ⅷ .'77,上房郡賀陽町上竹聖坊山にで交尾行動が観察出来た。♂が山項の少しひら

けた一定の空間を占有しており,上空を他のもの (ア ゲハチョウ,他の昆虫類,鳥類等)

が通過するたびに猛然と追跡 し,再 びもとの場所にもどり,付近の樹木葉上,そ してスス

キ,地 _上 にもよくとまり翅 をひろげる。このような行動を繰 り返えしているところに♀が

通りかかり, これを追飛 し近くのススキの葉上に雄と雌がとまり,雄 は尾部を曲げ横の方

より,し きりと交尾行動に入った。雌はその間翅 を閉じほぼ静止していた.雄が追飛 してか

ら交尾成立まで 1分 とかからなかった。飛行形式は一♀十♂で飛び去った.

28.1｀fθ ιJι αθα ttαttJηα γcgαttα FRUHSTORFER,1915 ウ ス イ ロ ヒ ョ ウ モ ンモ ドキ

21.Ⅵ .'77,新兄市豊永佐伏において午後 1時頃交尾行動を観察 した。飛行型式は←♀

+舎 で非常に敏感であり,驚 くと高い本があればそれにとまり,翅は雄においては時折開

閉し,雌はよく開閉する.ま た,ス スキに雌が翅 を開げたままでとまり, ♂は閉じてぶら

さがっていた。雑草の日陰において♂♀の交尾行動が 2度にわたり観察出来たが,雌が翅

を開いたままで,い ずれも不成立に終った。

29.yα πθssa cαγル所 (L INNAEUS,1758) ヒ メ ア カ タ テ ハ

本種については「岡山県の蝶J“ すずむし"第 108号 において4月 , 5月 に越冬成虫が採

集されていることや, 8月 には全く記録のないことがあげられている.ま た,食草につい

ても報じられていない.昨年から今年にかけて産卵行動および幼虫での越冬について若干

の観察ができ, 8月 にも産卵と多くの個体を確認 し,10月 には蛹も見い出したので記録 し

ておく.

12.Ⅸ .'77,岡 山市東平島にてヨモギの葉上に約 1分間で 3卵 を産卵した.ま た。同所

において,15.I.'78, ヨモギの中より体長20～ 35mmの 幼虫を5 exs.確 認 した.1月 であ

るのに日中ヨモギを食していた。その気温は15℃ を越えており当日午後 3時 を過ぎ15℃ を

下ると,ヨ モギの枯れ葉の間にかくれた.ま た,同所で,20.Ⅶ .'78,付 近にヨモギが

あるにもかかわらず,メ ヒシバの葉上に 1卵 を産卵 した。そして8月 に入っては,13.

Ⅷ。'78に 邑久郡邑久町豆田の吉井川堤防にてヨモギにしきりと産卵している1♀ と,ヨ モギ

の新芽を綴っている幼虫の巣を多数確認 した.産卵は新芽に 1卵ずつ行っていた。そして

11.Ⅸ .'78,倉敷市児島宇野津奥にてケイトウに訪花 している本種多数を目撃 し, 8.X.
'78,再 び岡山市東平島において終齢幼虫 lex.が ヨモギに作った巣よりはみだして食して

おり,糞の残った空の巣が付近に多いことから,幼虫は成長するにしたがい巣を移動する

ものと思われる.ま た,22.X.'78,総社市見延においてゴボウの葉より,中齢および終

齢幼虫を多数確認 し,巣の中と葉裏に垂蛹となっている蛹 4 exs.を採集した。

30. DJcんθγπば
jα ηCSJπ α♂減 s ηcsJθ ιcs FRUHSTORFER, 1903 ス ミ ナ ガ シ
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2.Ⅶ .'78,若 齢幼虫 2 exs.,真 庭郡新庄村高下にてミヤマハハソより採集した。また,

6.Ⅶ .'78,若 齢幼虫 5 exs.,ア ワブキ,真庭郡湯原町常路井.同 日,若齢幼虫 2 exs.,

アワブキ,真庭郡新庄村中谷.21.Ⅶ .'78,真庭郡新庄村野士路,ア ワブキより体長5.5

cmの幼虫 2 exs.そ して同 日真庭郡新庄村土用でもミヤマハハソより体長2.5 cmの 幼虫 1

ex.を 採集した。また,同村毛無山でも30.Ⅶ .'78, ミヤマハハソより2齢 lex.(吉 田)。

また,吉田氏の飼育記録によると,15例の内14例 までが,ハ エまたはハチの 1種 に寄生さ

れており,蛹化後脱出した。羽化した 1例 はミヤマハハソより7月 30日 毛無山にて採集し

た 2齢幼虫で, 8月 2日 3齢,8月 4日 4齢 , 8月 7日 5齢, 8月 14日 蛹化, 8月 22日 1

♂が羽化した (吉 田).

Family sATYRIDAEジ ャ ノ メチ ョウ科

31.ypι んjπα π οιscんπιsんνJ ηJρんοηJcα MuRAYAMA,1969 ウ ラ ナ ミ ジ ャ ノ メ

19.Ⅵ .'77,2♂ ,上房郡賀陽町上竹狐谷 (石井)

32.Lθ ιんc παγgjη α″ s(MOTscHuLSKY,1860)ク ロ ヒ カ ゲ モ ドキ

12.Ⅵ .'77,新 見市草間にてススキ葉裏より終齢幼虫 lex.を 採集,体長は51mmで あっ

た.

これを持ち帰ったところ,以後ほとんど食さず, 6月 23日 蛹化し, 7月 4日 雌が羽化し

た。また,同所において 6.Ⅶ .'77,ス スキの葉裏に垂蛹となっている蛹 l ex.を採集し,

室内においていたところ7月 14日 雌が羽化した。

33.Ⅳ 力昭μια scん γθπcん だ (MttNETRIiS,1859) オ オ ヒ カ ゲ

16.Ⅶ .'77, 501♀ ,および5♂ (安井)真庭郡新庄村田浪.午前10時30分頃羽化し

て間もない個体も確認でき,驚 くと頭上の小枝にとまるものもいたが,正午頃よりは追跡

するとかなり早 く, しかも不規則に飛び必ず雑草が生い茂った,樹木の基部周辺に静上し

た.活動時間でないためか,明 るい所を極度に嫌 うようである.

34.κ Jγ Jη Jα θραπ Jπ

“

ガ αs(S TAUDINGER,1887)キ マ ダ ラ モ ドキ

16.Ⅶ .'77, 1♂ ,真庭郡新庄村田浪

35。 Ncο2c πJ2んο2Jcα BuTLER,1881 ヤマキマダラヒカゲ

20.V.'77, 1♂ ,真庭郡新庄村毛無山山頂

28.V.'77, lex.,苫 田郡阿波村大杉上流

16.Ⅶ .'77, 1♀ ,真庭郡新庄村田浪

写真説明

①アイノミドリシジミ♀ 新庄村毛無山産飼育.26.V。 '78,羽化.

②アイノミドリシジミ♀ 新庄村毛無山産飼育,21.V.'78,羽化.

③フジミドリシジミ♂ 加茂町根知産飼育.23.V.'78,羽化.

④フジミドリシジミ♀ 阿波村五林原産飼育.19.V.'78,羽化.

⑤カラスシジミ♂ 哲西町日長谷産飼育.22.V.'78,羽化.

⑥カラスシジミ♀ 哲西町日長谷産飼育.28.V.'78,羽化.

⑦キマダラルリツバメ舎 英田町福本産.17.Ⅵ .'78,採 集.

③キマダラルリツバメ♀ 英田町福本産.6.Ⅵ .'78,蛹採集.13.Ⅵ .'78,羽 化.
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36.LttJαηゴJJs pんθdj`%α θJι θηsJs NIATSUMURA, 1919 クロコノマチ ョウ

9.Ⅸ .'78,10,総社市見延 (吉 田).午後 4時頃柿の本の下より飛び出したもので,

夏型の少々破損している個体であった。

(1)倉敷昆虫同好会 (1972).岡 山県の蝶.すずむし,第 108号 .

(2)中 村具見 (1973).岡 山県のゼフィルス分布生態メモ.すずむし,第 110号 .

(3)渡辺 毅 (1973).1973年 に採集した蝶から,すずむし,第 110号 .

(4)難波圭吾 (1973).カ ラスシジミを阿哲郡三室で採集.すずむし,第 110号 .

(5)渡辺 毅 (1975).カ ラスシジミの採集.すずむし,第 111号 .

(6)川 副日召人・若林守男 (1976).原色日本蝶類ⅨI鑑,保育社 .

チシャノキクキバチを四国で初記録

1978年 3月 27日 ,徳島県徳島市城山公園のチシャノキで,チ シャノキクキバチ S jη Jcc_

ρんas gJgαηιcas幼 虫 3 exs.を 確認することができた.本種の本邦における分布は,こ れま

で福岡と岡山の両県に限られていたので,四国では初記録となる.

その日,倉敷の自然を守る会から,宇野弘之氏と他市の自然保護団体との交流というこ

とで,徳島県自然保護協会の事務局のおかれている徳島大学教育学部を訪問する機会に恵

まれた。徳島駅から同大学への途中,城山のふもとにある城山公園を通過するが,そ のさ

い本種の食樹であるチシャノキを目撃 し得た。チシャノキは,相当大きいもので,公園の

芝生の中に 1本立っていた.ひ と茎ほしくても,人 目もあり,な かばあきらめていたが,

その樹下には幸い小枝が落ちており,茎中に幼虫を確認することができた.

なお,同 山県では1968年 に倉敷市で発見され,以来県下の各地から記録されるようにな

り,本種の分布は,チ シャノキの分布とほぼ一致することも明らかになった.膜翅ロクキ

バチ科 に属する. (近藤 光宏 )

高梁市のダイコクコガネ

ずいぶん古い記録を持ち出して恐縮ですが,青野孝昭氏の私信によれば,岡 山県中・南

部からはまだ記録されていないとのことである。ここに一応報告する。

Cθ pγ Js θctts MOTscHuLSKY ダ イ コ ク コ ガ ネ

岡山県高梁市春木, July 26.'51, 1♂ 採集 .

当時は,川上郡松原村春本といわれていた。吉備高原の西端に位置し,標高約400mの

ところで,夕方民家の庭の灯火へ飛来したものを採集した。なお,標本は倉敷昆虫館に展

示所蔵の予定.                           (近 藤光宏)

献文考参



岡山県より採集 した甲虫類

山 地
ム
ロ

(〒700岡 山市幸町9-9)

岡山県の甲虫について那須敏・分島徹人・渡辺昭彦の各氏より記録 をいただきましたの

で,筆者の記録 をカロえて報告します.報告に当っては岡山の昆虫 (倉敷昆虫館)1978を 参

考にし目録に載っていないものおよび記録の少ないと思われるものに限りました。筆者の

採集品については採集者名を省きました.

セスジムシ牙斗

1.Rんυsθ dθ s ηJpθηcπsJs LEWIS ホソセスジムシ

勝田郡那岐山, l ex.,3.Ⅵ .1973,叩 き網にて採集 .

ハンミョウ科

1.CJcJ?″ θια gcππαια αJηο LEwls アイヌハンミョウ

苫田郡天王, l ex.,16.V.1971.

苫田郡三ケ上, 4 exs.,18.V.1974.

新見市馬塚,lex., 2.V.1976,川原.

新見市千屋, lex。 , 2.V.1976,川 原.

ゴミムシ科

1.Lθ bttjα  bjο cttα ια MORAWITZ フ タ ツ メ ゴ ミム シ

高梁市臥牛山,3 exs.,10.V.1974,ウ ラジロノキ花上 .

クワガタムシ科

1.Dογcats cttγ υJdcη s HOPE オオクワガタ

津山市沼, 1♂ ,22.Ⅷ .1970,山地渉採 .

津山市, 1♂ ,Ⅷ .1971,採 集者不崩 .

倉敷市庄,2♂ ,19.Ⅶ .1966,渡 辺採.直海俊一郎氏

保管 .

|||||1 倉敷市矢部, 1♂ ,15.Ⅶ .1967,赤 本一行採.直海俊

フタツメゴミムシ   ~郎氏保管.

2.4θ gtts ιαθυJcθ ιιJs sAUNDERS ネ ブ ト ク ワ ガ タ

岡山市高松,1♂ ,24.Ⅶ .1974.

津山市沼,2♂ ,31.Ⅶ ,8.Ⅷ .1971,山 地渉採 .

英田郡福本,3♂ ,18.Ⅵ .1978,那 須採.エ レの樹液.

邑久郡大平山,10,Ⅷ .1978,那 須採.ポ プラの樹液.

コガネムシ科

1.Ocん θdcas ttαcaιαras wATERHOUSE ア カ マ グ ラ セ ンチ コ ガ ネ

アイヌハンショウ
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高梁市臥牛山, lex.,14.V.1973,渡 辺採 .飛翔中の個体 .

2.■ pんοdjas ππJ∫αsCJα ιas NOMuRA et NAKANE ク ロ オ ビ マ グ ソ コ ガ ネ

英 田 郡 若 杉 , lex.,8.V.1977,渡 辺 採 .飛 翔 中 .

3.Pγ ∝ばθpcγιんα ッル jcο ιιJsヽVATERHOUSE ナ ラ ノ チ ャ イ ロ コ ガ ネ

高梁市木野山, l ex.,23.Ⅳ .1972.  ■■■

苫田郡三ケ上, lex.,18.V.1974.  ■■|

御津郡宇甘渓,l ex.,29.Ⅳ .1976.  ||||

サ ス サ Filiι

αたCmaγ αJ S AWADA タ ケ ム

 |||

苫田郡三ケ上,l ex.,1.Wll.1973;l ex., |||||

::ムι葛ちη算夕のぁw…ЮttE■
|

オオキイロコガネ

苫田郡三ケ上,lex.,14.V.1977.   左 .

6.yαι″ sヵ″
"sπ

S LEWIS オオヒラタハナム

苫田郡三ケ上, lex.,9.Ⅶ .1972, クリ花上 .

るが少ない種である。

7. Gη Oγ jπzs υJγ JdJθpαcas LEWIS

英田郡若杉,lex.,16.Ⅶ .1975,

ジュウシチホシハナムグリ
三ケ上産 右.屋久島産

グリ

竹内幸夫氏によりすでに報告されてい

アオアシナガハナムグリ

ノリウツギ花上 .

8.PαγαιγJc/2Jas scpι cπごccJπ gaι ιαιπs SN‐

ELLEN VOLLENHOVEN ジ ュ ウ シ チ ホ シ ハ ナ ム グ リ

苫田郡三ケ上, lex.,9.Ⅶ .1972,ク リ花上 .

紋の消えた個体であるが,屋久島産の個体と比較

してその他の差異は見られなかった.

タマムシ科

1. Cんγgsθ らθιんγJs ttππγαJ OBENBERGER ツ

シマムツボシタマムシ

御津郡金川, lex.,30.V.1975,那 須採 :3
exs.,19.V.1977.アオアシナガハナムグリ

英田町福本, 3 exs.,26.V.1978,那 須採.ナ ラガシワ伐採枝上 .

以上の個体はすべて 4つ 紋型であった.本種は高梁川流域で採集され報告もされてい

るが今回旭川・吉井川流域にも分布していることが分かった。

2.Cθγαcbas mθπιαηas MIwA et CHO」 6 ミヤマナカボソタマムシ

苫田郡三ケ上,l ex.,V.1974,サ ワフタギ枯木採取,Ⅵ .1974,羽 化脱出.那須採 .

苫田郡恩原川, l ex.,1.Ⅷ .1975.

カツォブシムシ科

1.■サιagcηπs pcι JJθ LINNE シラホシヒメカッオブシムシ

川上郡西油野, 2 exs.,25.Ⅳ .1976,ケ ヤキの樹皮下より採集 .
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2.スηιんγ
“
協s pJmpJηθιιαc FABRICIUS シラオビマ ルカッオブシム シ

行「

'事

君5/1ヽ森, l ex., 1.V.1976.

カッコウムシ科

1.Tαγsθ sι cηas ttπ Jυ jι ιαιas ROssI シロオビカッコウムシ

倉敷市上東, l ex.,Ⅵ .1969;l ex.,19.Ⅷ .1974,渡 辺採 .

2.Sι JgπαιJztt pJι θscι ι%π GORHAMダ ンダラサビカッコウムシ

岡山市半田山,l ex.,Ⅳ .1974.

高梁市臥牛山,10exs.,15.V.1971,臥 牛山では5月 に枯ヅル上に多い.

3.S.ηαたαηθJ IGA クロサビカッコウムシ

高梁市臥牛山, l ex.,2.Ⅷ .1970.

御津郡本宮山,l ex.,17.Ⅵ .1973.

苫田郡三ケ上, l ex.,9.Ⅶ .1972;l ex.,9.Ⅶ .1974.

4.Tθηcrasん Jι Jθ γJ HAROLDツ マグロッツカッコウムシ

高梁市臥牛山, l ex.,2.Ⅷ .1970.

5.TJιιas Jgα γαsttJ K6NOイ ガラシカッコウムシ

高梁市臥牛山, l ex.,10.Ⅵ .1972;l ex.,29.V.1974.

高梁市広瀬, l ex。 ,17.V.1975.

6.SpJηθzα cαθγ2tι cα LEWIS 'レ リホソカッコウムシ

高梁市臥牛山, 2 exs.3.5.V。 1971;l ex.,29.Ⅳ .1972;2 exs.,10.V.

1974.い ずれもカエデ花上より得られた。

ヒラタムシ科

1.Cacttzs cο ccjηαιπs LEWISベニヒラタムシ

勝田君5滝 山, 2 exs., 6.V.1973.

苫田郡三ケ上, l ex.,16.V.1976,ケ ヤキ伐本の樹皮下より.

英田郡若杉, l ex.,8。 V.1977,渡辺採 .

2.C.Opαctts L EWIS エゾベニヒラタムシ

英田郡若杉, 2 exs.,8.V.19771渡 辺採 .

3. D“湖γ

“

流曜μs ι
"昭

jcθγtts REITTER  ヒうドナガヒメヒラタムシ

英田郡若杉, 2 exs,, 8.V.1977,渡辺採.樹皮下より採集 .

4.Lα θttο pん′θθas sabπ οηJん s REITTERキ ボ シ チ ビ ヒ ラ タ ム シ

高梁市臥牛山, l ex。 ,10.Ⅵ。1972.

コメツキモ ドキ科

1.■ 2αdα sι %s αιγJccps CROTCHキ ムネヒメコメッキモ ドキ

倉敷市高′烏居山, l ex.,25.V.1973,渡辺採 .

オオキノコムシ科

1.Cνγιθιγjpι αχ 2αιιJdJcjη cι α LEWIS キベリチビオオキノコムシ

高梁市臥牛山, l ex.,24.Ⅳ .1971;l ex., 6.Ⅵ .1976,渡 辺採 .

2.C.bJpι agJα ια LEWISフ タモンチビオオキノコムシ



28

苫田郡三ケ上, 3 exs,,13.V.1973,渡辺採 ;2 exs.,18.V.1975.

3.C.ιγJραγιJαγjα LEWIS カタベニチビオオキノコムシ

苫田郡三ケ上, l ex,,13.V.1973,渡辺採 .

4.C.ιθναdeη sJs cHu」 o イッボシチビオオキノコムシ

高梁市臥牛山, 2 exs.,15.Ⅳ .1978.

5。 C.ccπcんγJs LEWISコ モンチビオオキノコムシ

高梁市臥牛山, l ex.,10.V.1972;lex。 , 6.Ⅵ .1976,渡 辺採 .

6.=2JsC昭力α gογんαπj LEWISゴ ~ラ ムオオキノコムシ

高梁市臥牛山,3 exs,, 5.X.1969;lex.,13.Ⅲ .1976.

勝田郡滝山, l ex., 2.Ⅷ .1973.

真庭郡湯原, l ex.,11.Ⅷ ..1974.

新見市千屋, 2 exs., 2.V.1976.

ナ|IL君5匹i'由里予, 2 exs., 1. X. 1977.

7.Mcgαιοdαcmθ Jθιιaια LEWISカ タボシエグリオオキノコムシ

勝田郡滝山,lex。 , 5.Ⅵ .1977,渡 辺採 .

テントウムシ科

1.Ncθ ttysJα ηJppθ ηjcα YuASAジ ユウロクホシテントウ

総社市宇山, l ex.,19.V.1973.

2.Cθ ccJπ %ια cγθιcん j LEllIS マクガタテントウ

岡山市玉柏 (大原橋下旭川川原), l ex., 4.Ⅳ .1976.

3. CαιιJcαγJα ttψ cγ らα ⅣIuLSANT ハラグロオオテントウ

高梁市木野山, l ex。 ,23,Ⅳ .1973.

御津郡小森, l ex., 1.V.1976.

川上郡吹屋, 2 exs.,23.Ⅳ .1977.

以上はすべてカエデの花をすくって得た。

新見市井倉, l ex.,23.Ⅵ .1963,那 須採 .

苫田郡奥津, 2 exs.,25.Ⅵ .1966,那 須採.蛹より羽化 .

新見市草問, l ex.,4.Ⅶ .1971,那 須採 .

新見市土橋, 2 exs., 2.Ⅶ .1978,同 時に蛹 5 exs.持 ち帰り羽化した。那須採 .

那須氏の採集したものは蛹も含めてすべてクワの木より得ている。

4.P′ Oι jπα υcrSjCOι θγ LEWIS ク ロ ヘ リ メ ッ ブ テ ン トウ

高梁市臥牛山, l ex.,6.Ⅵ .1976,渡 辺採 .

ホソカタムシ科

1. Ncοιγjcん as ttspJα as SHARPサ シゲホソカタムシ

勝田郡那岐山, l ex.,14.Ⅲ 。1971,ブ ナ朽木中.

2.Dα sιαrcas ιOttμιπs SHARP サビマダラオオホソカタムシ

高梁市臥牛山, l ex., 5.V.1971;l ex.,17.Ⅷ .1971.

ゴミムシダマシ科



1. ∬ごJsJα θγηαια PASCOE ハ ′ヽヒ ョ

ウ タンゴ ミム シダマ シ

倉敷市沙美海岸, many exs.,6.Ⅲ .

1976,砂浜のゴミの下 .

2.CacaJπ s παγJη%s MARSEULマ ルチ

ビゴ ミムシダマ シ

倉敷市沙美海岸,many exs.,6.Ⅲ .

1976,砂浜のゴミの下

3。  C.π αttγ J KASZABオ オマルチ ビ

ゴ ミム シダマ シ

邑久郡西脇海岸, l ex.,23.X.1976,砂浜の砂の中.

4.Pιαινdcπα ινπcc%π LEWISオ オメキノコゴミムシダマシ

苫田郡三ケ上, l ex.,1.Ⅶ .1973.

5.Bα sαηzs θγOιyι οjacs LEWISヨ ツボシゴミムシダマシ

勝田郡滝山, 2 exs., 6.V.1973.

総社市槻, 3 exs.,27.Ⅱ .1974.

オオハナノミ科

‐    | ‐     | | メ  
ー
‐′

左.クチキオオハナノミ

右.オ スグロオオハナノミ

カミキリモ ドキ科

1.A scι cra bγ %πηcjpcηηJs LEWISハ ネアカカミキリモ ドキ

勝田郡那岐山, 1♂ ,20.Ⅶ .1971; 1♂ ,26.Ⅶ .1974.

共にノリウツギ花上より採集 .

2.ス .μηοπJcα PIcア カクビカミキリモ ドキ        .
1 勝田郡滝山, l ex., 2.Ⅷ .1973.

ツチハンミョウ科

1.Zο ηJι Js cθ ιんzγηαια MARSEULツ マ グ ロ キ イ ロ ゲ ン セ イ

赤磐郡山陽町, l ex.,12.Ⅸ .1978,渡辺採.ラ イトトラツプにより採集 .

アリモ ドキ科

1./Voι οχasんααgj ⅣIARSEUL ク ロ ス ジ イ ッ カ ク

岡山市玉柏 (旭 川川原), 2は s.,12.Ⅵ .1974,叩 網により採集 .

炸
左.オ オマルチビゴミムシダマシ
中.マルチビゴミムシダマシ
右.ハ マヒョウタンゴミムシダマシ

1.PcJccο ιοπOJacs ιoλ cヵ J NoMuRA et NAKANE

クチキオオハナノミ

苫田郡三ケ上, l ex.,26.Ⅵ .1971;l ex., 9.

Ⅶ.1974.

高梁市臥牛山, l ex。 , 2.Ⅵ .1973.

2.Mα cγοs此ばοη cναπ Jυ CSι c MARSEULオ スグロ

オオハナノミ

苫田郡こケ上,1♂, 9.Ⅶ .19721ク リ花上;10,
9.Ⅶ .1974.
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2.Mcqμοιαrsas ttρθπjcas LEWIS ツノボソチビイッカク

岡山市玉柏 (旭川川原), 4 exs., 4.Ⅳ .1976.

高梁市広瀬 (高梁川川原), l ex.,18.Ⅳ .1976.

3.M.ι θπzJpes CHAMP10N ホ ソ ア シ チ ビ イ ッ カ ク

倉敷市沙美海岸,19exs。 , 6.Ⅲ 。1976,砂浜のゴミの下等 .

カミキリムシ科

1.″οJογcん%s πJι
jdas OBIKAホ ソツヤヒゲナガコバネカミキリ

川上郡西油野,many exs., 5.V.1975,藤 本・渡辺・分島・山地採 ;many exs.,

25.Ⅳ .1976,直 海 `渡辺・山地採 ;3♂ , 2.V.1978,分 島・山地採.い ずれもカエ

デ花上より採集 .

2.Pαγαπθπcsjα ιんαηjα BATESジ ュウエキボシカミキリ

苫田郡恩原, l ex.,19:Ⅶ .1977.福 田採 ;lex.,17.Ⅵ .1978, いずれもセンノキ

より採集した。当地のセンノキは本種のものと思われる線伏の後食跡がほとんどすべての

葉上に認められた。

ヒゲナガゾウムシ科

1.Zνgαθποdes ιcacopJs」 ORDAN ウシズラヒゲナガゾウムシ

苫田郡三ケ上, 1♂ 1♀ ,19.Ⅷ .1972.

ミツギリゾウムシ科

1. Bαγyγ γんIyηcんas pθ ωθγj RoELOFS ミツ ギ リ ゾ ウ ム シ

高梁市臥牛山,102♀ ,1.Ⅷ .1971.

川上郡穴門山のカミキリムシ数種

三 宅 宗 夫

(〒 712倉敷市連島町西ノ浦5820)

穴門山の周辺は寒冷性種が発見されている興味ある地域です.下記の興味ある種を確認

しましたのでご報告しておきます。

1.Tοχθιjηas rcJηJJ HEYDENモ モグロハナカミキリ

4.Ⅵ .'77;27.Ⅵ .'77.

2.A2op′οdcγα (PsαガαJο sι θγηα)π JscJι α BATES チヤボハナカミキリ

27.Ⅵ .'78.

3.JzJθ ′Jα  (Pacん yιθdcs)cοπcι cs BATES マルガタハナカミキリ

27.Ⅵ 。'78.

4.=2jc′ υιZS yθんοyαπαj KANO ヨコヤマ トラカミキリ

22.V.'77.

5.Sιγαttμ JJα (IJJθ sJγ αηgαιjα)cθηιγαcι α BATES ミママホソハナカミキリ

6.Ⅶ .'75;27.Ⅵ .'78.                     (三 宅宗夫)



高鉢山 (′鳥取県),の カミキリムシ追加報告Ⅱ

那 須   敏 (〒 704岡山市可知4-23-4)

山 地   治 (〒 700岡山市幸町9-9)

1977年 まで続いた伐採も終わり土場も無くなったため材に集まるカミキリムシの採集は

困難になった半面花や葉に目が行き今年も1976年 ,1977年の報告に次いで12種類の追加を

見ましたのでここに報告します。今回は前報までに記録 した種の内で新たに多数の記録を

見たもの,新たな知見の得られたものおよび初報における誤 りの訂正をさせていただきま

す。記録の提供をいただきました方々には御礼申し上げます。

(注)1.学 名の前の番号は前報からの続 きとした。

2.両名の筆者が採集 したものは採集者名を省いた。

3.学名の前の*印 は「東中国山地自然環境調査報告」における′亀取県の当地域の

目録に載っていない種である。

高鉢山産カミキリムシロ録 一―追カロ報告Ⅱ

157.*E υθごJππs bjル scjα ιπsル ηθttjC“S MATSUSHITA フ タ ス ジカタビロハ ナ カ ミキ リ

2♂ 1♀ ,13.V.1978; l ex。 ,14.V.197&金 田採 .

いずれもヤマシャクヤク花上より採集.

158.*Easιγ
"昭

αιJs djs,c2θ Jdcs B ATESカ エデノヘリグロハナカミキリ,

2♂ , 5.V.1978,福 田・竹内杯.カ エデ花上 ; 4♂ ,14.V.1978, コハウチワ

カエデ花上; 1♀,21.V.1978,福 田採.ミ ズキ花上

159.*Sι θηんθπαιas ιjgん ιJ GRESSITT トワ ダム モ ン メ ダ カ カ ミキ リ

l ex.,13.V.1978, ミズキ葉裏・

160.*νθιθγctts ttι Jdπ s O BIKAホ ソツヤヒゲナガコバネカミキリ

1♂ ,13.V.1978,カ エデ花上 .

161.*Mcγ jbηθθJα んjγ s%ια(M IToNO)ス ネケブカヒロコバネカミキリ

1♂ ,16.Ⅶ .177,ア カメガシリ花上 ; l ex.,22.Ⅶ .1978,岡 崎採.リ ョウ糀

上 .

162.*χνιθιγccんπs pν γγんθdcγ%s BATES フ
ド
ドウトラカミキリ

2 exs.,12.Ⅷ .1978,分島採.ブ ドウ枯ヅル上 .

163.EpJcJν ιπs νολθgαπαJ(KANO)ヨ コヤマ トラカミキリ

l ex.,13.V.1978,コ ハウチワカエデ花上 .

164.4 2α gι yρι%s sabFascjα ι%s PIcス ギノアカネ トラカミキリ

〔すずむし,第 115号 ,31～ 32頁 ,1978年 12月 〕
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1♀ ,14.V.1978,渡辺採.ミ ズキ花上 .

Paγpaγ jccηas ιttπ j2cλ jj(GuiRIN一 MiNEVILLE)ベ ニ カ ミ キ リ

1♂ , 1.Ⅶ .1978,金 田採.飛来; 1♂ ,8.Ⅶ .1978,飛行中.

Aηθριο2んθγα παJasjα cα (THoMsoNlゴ マダラカミキリ

1♂ ,12.Ⅷ .1978,ヤ ナギ樹幹上 .

*Dθ ιjcんθ2γ θsθpas νολθyαttαj(G RESSITT)ヨ コ ヤ マ ヒ ゲ ナ ガ カ ミキ リ

1♀ ,14.Ⅷ .1978,石井採.ブナ生木の根元 .

Parα ttcπ csjα λα机じθπsJs(S EKI et KoBAYASHl)カ ス ガ キ モ ン カ ミキ リ

1♀ ,3.Ⅵ .1978,チ ドリノキ葉上.

新 た に 得 ら れ た 知 見

Eη cgcJθps θιjυαccα B ATESテ ツイロハナカミキリ

many ex,., 20.V.～ 3.Ⅵ .1978.

1976年 に2頭 しか採集されなかったが今年カエデ・ミズキ・ウラジロノキ・ハクウ

ンボクの花上で非常に多数の個体が見られた。

Eπ sι γα竃

“

ιjs αηιjccrcdacιas HAYASHIク ロ サ ワヘ リ グ ロ ハ ナ カ ミキ リ

2 exs.,28.V.1978,ハ クウンボクの花の回りを飛びまわっているものを採集・初

報においてウツギに似た自色の花としたのもハクウンボクであった.

Nccν JαJJs θ∂αj HAYASHIヒ ゲシロホソコバネカミキリ

3♀,2.Ⅶ .1978,岡崎 。福田・山下採 ; 1♀ , 7`Ⅶ .1978,福田採。いずれも

飛行中のものであるがこのように多く得られることは珍 しい。採集された付近には

ミズナラが認められると言 う.

0らιjππ ′
"慇

jcθγηθ BATESヒ ゲナガアメイロカミキリ

6 exs., 3.Ⅵ .1978; 4 exs.,10.Ⅵ .1978.ゴ トウヅルの花や葉をすくって得ら

れたのが 5頭.ゴ トウヅル葉裏に静止 していたもの 2頭.付近のチ ドリノキ葉裏に

静止 していたもの 3頭,両 日ともに天候はあまり良くなく採集されたのは午後 3時

から5時の間であった。

Xν Jθ ιγccん πs ναπθj GRESSITTヤ ノ トラ カ ミキ リ

many exs., 9.Ⅷ 。1977;many exs.,16.Ⅶ .～ 13.Ⅷ .1978.

|■■|■|■ ‐|■||||■ |■ |‐II■■■|■ |

カエデノヘリグロハナカミキリ
フタスジカタビロハナカミキリ

上記個体はいずれも1本のエゾエノキ大木より得ら

れた。直径約1.2mの幹や30cmほ どの枝上をはってい

るものや交尾中のものなど見られた.枝先にはカブト

ムシが数10頭飛びかっており異様な雰囲気である。

104.Ⅳαηθんαttπzs γz√CSCCη S BATESク リイロシラ

ホ シカ ミキ リ

初報において採集日が10.Ⅵ 。'76と なっている

が,13.Ⅵ。'76の誤りでした..1真 しんで訂正させ

ていただきます.

左

右



ニジュウヤホシテントウと

国 語 辞 典 の怪 ?

安 江 安 宣

数年まえのある休日のひるさがり,べつに昼寝用の枕にするためでもなかったが,ふ と

手元にあった広辞苑第二版をとりだし,み るともなく,つ い職業がらニジュウヤホシテン

トウの項をひもどいてみた。まず,そ の記載をここに引用しよう。

にじゅうやほし。てんとう 〔二十八星瓢虫〕テントウムシの一種,体長約 6ミ リメー

トル,翅は赤褐色でやや軟かく,軟毛を密生,大小二八の黒紋がある.幼虫はとげが多

く,成虫とともにナス科植物を食害し,ま たウイルス病を伝播する。本州以南に広 く

分布,北方には類似の別種オオニジュウヤホシテントウが分布する.テ ントウムシダ

マシ.

…岩波書店『広辞苑』第 2版第 7刷,昭和48年刊 .

上にかかげた文中の「・・。またウイルス病を伝播する」という記述が筆者にとっては初耳

だったので,の んきにねころんではおられなくなった。念のため『広辞苑』第 1版 を図書

館でしらべてきたので,参考のためここに併記する。

にじゅうやほし。てんとう 〔二十八星瓢虫〕輪翅目 (し ょうしもく)て んとうむし科

の小昆虫.体長約 6ミ リメー トル,翅は赤褐色でやや軟かく,軟毛を密生。大小二八

の黒紋がある.幼虫は刺が多く,成虫とともに,な す科植物を食害 し,ま たヴアイ ラ

ス病を伝播する.本州以南に広 く分布,北方には,類似の別種オオニジュウヤホシテ

ントウが分布する.和名ニジュウヤホシテントウ,別称てんとうむしだまし。

…岩波書店『広辞苑』第 1版第 3刷,昭和30年刊 .

つまり本種がウィルス病を媒介するという点については 1, 2版 ともほぼ同様の記載を

おこなっていることがわかった.ナ ス科植物のウィルス病については有名なタバコモザイ

ク病をはじめ,ナ ス, トマ ト,ジ ャガイモでも知られており,単純な接触感染のほかはウ

ィルス病の媒介昆虫としては従来アブラムシ,カ メムシ,カ イガラムシなどが報告されて

いる。したがってマダラテントウ類がナス科植物のウィルス病を伝播するという事実は今

日まで学界未報告の事実であり,内外の病理昆虫学専門書中にも見当らず,念のため当研

究所植物病理学研究室のウィルス専門家にも調べてもらったが,見解は否定的であった.

とすればニジュウヤホシテントウがナス科植物のウィルス病を媒介するという記載は上

に引用した『広辞苑』第 1版が之に関する原著 ということになる。ことのついでに県立図

書館に出向いて他の国語辞典について当ってみると,『角川国語辞典』初版, 昭和48年 中

版もおなじである。

そこで甚だお節介な行為だとはおもったが,岩波書店広辞苑編集部に対し上記事項記載を

なすに当っての根拠 となる原典資料を明示 してくれるよう参考文献をそえて申しいれた。
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(昭和49年 4月 19日 付).さ すがわが国一流の出版社だけに 1か 月もたたないうちに折 り

かえし下記の如き回答が戻ってきた.

『・̈ 早速御示教にもとづいて改めて調べましたところ,全 く御指摘の通りであることが

わかりました。誤 りの源は昭和30年刊の本辞典第 1版 から引き継がれてしまっているもの

で,原稿の執筆及び校訂の責任者も,今 となりましてはよくわかりませんが,第 2版 を編

集いたしますとき,当然チェックされるべき点がなされておらず, このたびの御指摘によ

って初めて誤 りを知 りました…御示教に副って,で きるだけ速やかに訂正を施 したいと存

じております。』 (昭和49年 5月 9日 付).

ごらんのように誠に真撃な岩波編集部の処置に感服 しつつ 2年 8か月たった昭和51年 の

暮れちかく新聞には広辞苑第 2版補訂版の広告が大きく掲載された。筆者はまえの一件を

想いだしながら当該事項がどのように訂正されているのだろうか多少気になっていた.そ

の年の12月 上旬街の本屋の店頭にでた補訂版を立ち読みしながら,筆者は心外な気持ちに

なってしまった。いまここに当該部分を引用するが日本昆虫学会エピラクナ懇談会の諸兄

の御判断をまつことにする.

にじゅうやほし。てんとう 〔二十八星瓢虫〕テントウムシの一種.体長約 6ミ リメー

トル,翅は赤褐色でやや軟 く,軟毛を密生,大小二八の黒紋がある。幼虫はとげが多

く,成虫とともにナス科植物を食害する。関東以南に広 く分布,東北地方以南に広 く

分布する類似の別種オオニジュウヤホシテントウと共にテントウムシダマシとも呼ぶ .

…岩波書店『広辞苑』第 2版補訂版第 1刷 。昭和51年刊 .

なるほど今度の補訂版ではくだんのウィルス病伝播云々のぬれ衣は削除してあるが,ま

た新しくオオニジュウヤホシテントウが『東北地方以南に広 く分布する…』 という大 ミス

を

`巳

している。筆者はここで辞典編集部の責任をせめる意図はまったくない.要 は多項目

にわたる辞典作製の想像を絶する困難さと専門事項記述の慎重性を痛感するのみである.

参考のため 2, 3他の国語辞典にのっているニジュウヤホシテントウの項を比較 してみ

たが,夫々特色があって興味深い。因みに著者署名入 りの百科事典などはその記載は夫々

の専門家が担当されているので, さすがに完壁といえる。

なお,岩波書店編集部へ右の件再訂正方の申入れは今日まで未だしていない。なんとし

ても今度は筆が重いのである。

倉敷市でイシガケチョウを目撃

1978年 6月 10日 午後2時ごろ,倉敷市児島味野の小原池付近で,イ シガケチョウ1頭 を目

撃したのでここに報告しておく。

現地は小原池よりさらに奥まったところにあるJヽ さな池のほとりで,お りから満開とあ

って芳香をただよわせているネジキの花に飛来 したもの。

本種にお目にかかれたのは,四国での1955年 の経験以来のことで,何 とか入手したいと,

久々に高まる気持ちをおさえて,足 もとを確かめた,そ のわずかな時間に見失ってしまっ

た.そ の後,今回の目撃が契機となり,難波通孝氏らの精力的な調査によって,そ こから

北へ 2～ 3 kmの位置にある稗田付近で次々と記録 されるようになった。(近藤光宏)



出 版 物 分 議 案 内

岡山県の昆虫 (1978)B5,146 pp。 会員800円,一般1,000円 ,単料160円 、

すずむし,バ ックナンバー                   ‐

巻 号         各号分冊価格     巻 号    各号分冊価格

16(2・ 3・ 4合併号)  1,000円 (〒 200円)    10o号    600円 (〒 140円 )

17(1,2)       500円 (〒 140円)   lo7号    400円 (〒 10o円 )

18(1, 2)        500円 (〒 140円)   108～ 114号  1,000円 (108,114

19(1・ 2合併号)   1,000円 i(〒 14o円 )  …〒200円,109～ 113・ 〒̈140円 )

申込みは送料をそえて,前金 (現金,振替,小為替)で本会事務所へ

倉 敷 昆 虫 同 好 会 顧 問

石 原   保 先生

小 泉 憲 治 先生

安 江 安 宣 先生

佐 藤 清 明 先生

杉 山 章 平 先生

白 水   隆 先生

重 井   博 先生

倉敷昆虫同好会幹事  |
青 野 孝 昭 `宇 野 弘 之 。近 藤 光 宏 :中 村 具 見

難 波 通 孝 ・ 槙 本 精 二 。三 宅 宗 夫 ・ 脇 本  浩

医療法人

三 井 病 :院

倉敷市幸町 TEL(22)3655
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