
サツマシジミを大佐山で採集

サツマシジミはインドから東南アジア大陸部,中国,

台湾, 日本にかけて分布 し,我が国では九州,四国西

部,本州では南西部 (山 口,広島)に局限して分布が

確認されているほか,本州の大平洋側では三重県南部

を北限として,滋賀県,大阪府,兵庫県,奈良県から

散発的な記録があり, 日本海側では′鳥取県の大山付近

を北限として島根県以西で得られている。

西隣の広島県では西部海岸地帯 (宮 島など)を 中心

に産地が確認されているようであるが,岡 山県では長

年未記録であった。1992年 7月 4日 に上斎原村の県立

森林公園内で難波通孝氏が写真撮影された 1♀ が唯一

の記録である。

この度,筆者は岡山県下で初めて本種を採集 したの

で,報告する。

採集データ

サツマシジミレれ雀 αιbθθαιttιια MooRE l♂

採集年月日及び時刻 :1994年 7月 16日 午後 3時頃

採集場所 :阿哲郡大佐町大佐山 8合目(830m)付 近

保管場所 :倉敷昆虫館 (重井博館長)
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倉敷昆虫同好会蠅黎

広 瀬 正 明
*

大佐山での調査を行い,山頂からの帰路,車を運転

しながらふと道路際のアザ ミで吸蜜中の本種を目撃 し

た。最初は多分ルリシジミであろうと思ったが,飛翔

中の翅表の色調が自っぽい感じが して,ひ ょっとする

と本種かもしれないという淡い期待でネットに収め
,

帰宅後展翅をしながら確認 した次第である。

採集地の状況は,コ ナラ, ミズナラ,ア ベマキなど

の広葉樹林を切 り開いた自動車道の脇で,雑草の中に

数株のアザミが咲いているという極 く平凡な地形であ

り,他に本種 と思われる蝶は目撃されず,単独で行動

していたもののようであった。もちろん食樹 と思われ

るサンゴジュ,ク ロキ,ガマズミなどは周辺には認め

られなかった。

本種の生態については,福 田ほか (1982)に よると
,

四国の南部や九州では低地から山地帯まで広 く分布 し

ており, 3月 中旬から11月 にかけて数回発生をみるが,

低地では早春から6月 頃までと9月 以降に多 く,夏季

には著 しく減少する一方,山地帯では 6～ 8月 にかけ

ての夏季に多 く,秋以降は姿を消 してしまい,季節に

より成虫の見られる場所が変化することが知られてい

る。このことは,本種の食樹 (幼虫はサンゴジュ,ク* 〒710 倉敷市有城498-5
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ロキなどの木本の花を好む)がいくつかあって,そ れ

ぞれ花をつける時期が標高によって異なるために, こ

れを求めて発生地が移動するものと考えられるが,高
標高地における食樹が何なのかも含めて,詳 しい周年

経過等については未知の部分が多いように思われる。

土着地を越えた中国地方東部での記録をみると,大
山をはじめ,ほ とんど夏季に山地で偶然得られたもの

であり,そ こに定着 しているものか,あ るいはより南

方の生息地から飛来 して二次的に発生 したものかはま

だ確認 されていない。今回の記録を含めた岡山県の 2

例の記録 も標高800mを 超える山地に飛来 して発生 し

たものの一部 と考えられる。

今後,岡 山県で夏季に北部山地での採集例が期待さ

れるが, さらに,県の南部平地や低山地でも春から初

夏にかけて,ま た秋季に発見される可能性 もおおいに

期待できると思われる。

末筆ながら,報告するにあたり色々とご尽力いただ

いた倉敷昆虫同好会の重井博顧問,小野洋,青野孝昭,

中村具見の各氏に感謝の意を表 したい。

参考文献

1)福 田晴夫ほか (1982)原 色 日本蝶類生態図鑑

(Ⅲ )

2) 難波通孝 (1993)岡 山県内でサツマシジミ,月

刊むし(259):30-31

…………寄出い とヽ卜い暮…

倉敷市街地にてウラミスジシジミを採集

津 田 和 良

ウラミスジシジミ (ダ イセンシジミ)は ,岡山県に

おいては主 として吉備高原以北に分布 し,南部からの

報告はほとんどないようである。 しかし,筆者は下記

のとおり倉敷市街地において 1♂ を採集 しているので
,

報告 してお く。

1♂ ,倉敷市阿知三丁目,22.Ⅵ .1994

裏1面 |

両方の尾状突起はなく,汚損 した個体で,御国幼稚

園前の歩道上に翅を閉じて静上 しているところを指で

胸部を押 さえて採集 した。時刻は午前 8時40分頃。近

辺に本種の食樹がまとまってある場所は,鶴形山 (約

200m)や向山 (約 l km)等 がある。こういった場所

から飛来 したものかどうか不明であるが,発生 した場

所を今後の調査研究の対象 としたい。

2

最後に,発表を勧めて下さった青野孝昭氏 と標本写

真を撮影 していただいた広瀬正明氏に深謝 します。

参考文献

倉敷昆 虫同好会 (1972)岡 山県 の蝶,す ず む し

(108):20

倉敷市立自然史博物館 (1986) 岡山県のチ ョウ

(〒 700 岡山市表町1-9-50)

山陽町の蝶数種について

尾 関 啓 吉

ここ数年来,採集 といえば,つ い足が県北に向いて

しまうのであるが,1994年 は自分の住む山陽町内での

採集を試み,そ れなりの成果もあったので,報告 して

おく。採集者は全て筆者である。

1.ミ ヤマカラスアゲハ

1♀ (春型),29.Ⅳ .1994,山 陽町西中

1♀ (夏型),17.Ⅵ .1994,山 陽町西中,採集後

放蝶 (新鮮な個体だったが,破損 していたため)

高倉山 (485m)の 山腹,山麓一帯に生息 してい

るようだ。

2.ミ ドリシジミ

1♂ , 3.Ⅵ .1994,山 陽町西中

ヤマハンノキをたたいて,飛び出したものを採集

した。赤磐郡では初記録ではないかと思われる。今

後採卵を試みてみたいと思う。

3.イ シガケチ ョウ

3♀ , 3～ 29.Ⅵ。1994,山 陽町西中

かなりの個体を目撃 した。また,イ ヌビワより幼

虫を採集 し,飼育の結果 5♂ を得ている。偶産種か

どうかは,数年の経過をみないと分らない。

(〒 709-08 赤磐郡山陽町桜が丘西1-1431)
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岡山県のカラスシジミ分布調査記録

は じめ に

F7iχsιttα υ―αιbππル%′θπイカラスシジミは,北海道 ,

本州,四国,九州に分布 しており,一般にその産出は

局地的とされている。北海道では低地から山地に広 く

分布 しているが,本州では,東北地方から中部地方に

かけてやや局地的に分布 し,近畿,中国地方ではさら

に局地的傾向が強まるとされている (猪又,1985)。

また,四国でも産地は局限されるが,九り`日では福岡,

大分,熊本,宮崎,鹿児島の各県の低地にまで広 く分

布 しており, 日本列島の両端で分布密度が濃いという

特異な分布を呈 している。

岡山県においても,かつては東粟倉村後山での記録

(倉敷昆虫同好会,1972)が唯一のものであり,産 出

はかなり局地的なものと考えられていた。ところが,

近年になって山地性のハルニレやオヒョウだけでなく,

植栽されたスモモに依存する個体群の存在が判明し
,

調査対象が広がったことから,吉備高原の西南部から

中国山地にかけての広い地域において本種が生息 して

いることが明らかとなった。

概略は既に報告 している (中 村,1991)が ,生態に

関する知見も含めて詳 しい調査結果については未整理

のままであった。最近では本種の調査をほとんど行っ

ておらず,環境の変化等で既に生息地が消滅 したとこ

ろもあると思われる。そこで,以前の記録が中心であ

るが,あ らためて今後の調査の参考 とするため,調査

結果を取 りまとめて報告することとしたい。

報告にあたり,分布資料を提供 していただいた近藤

要一,林博之,難波圭吾の諸氏には厚 くお礼申し上げ

る次第である。

I 分 布 調査結果

分布調査の結果を,植生や地形等付近の自然環境 ,

各ステージの確認時における若干の生態的知見等を交

えながらまとめると,以下のとおりである。

データは市又は郡単位に整理 して,地名の次に記録

地点の標高を, また幼生期の記録にはカッコ内に得 ら

* 〒719-11 総社市真壁1048

** 〒71911 総社市三輪203

中村 具見
*,渡

辺 和夫
**

れた食樹を記すとともに,調査時点で明らかに寄生と

分かる場合は,そ の旨明記 した。採集者名は,次のと

おり略記 した。中村具見 〔N〕 ,渡辺和夫 〔W〕 ,近藤

要一 〔K〕 ,林博之 〔H〕

〔阿哲郡〕

神郷町油野・重藤 (320m),蛹 l ex。 ,前蛹 2 exs.

(ハ ルニレ),29.V.1988, NoW;1♀ ,25.Ⅵ .

1989, N

JR伯備線足立駅の北から三室川の流れに沿って油

野方面に至る道べ りには,現在は道路の改修工事によ

り,河岸がコンクリー ト護岸になったため姿を消 して

しまったが,以前は細い道路の両側に点々とハルニレ

が生えており,こ のなかで,道沿いで調べることので

きたハルニレより得 られたものである。ハルニレは樹

皮の彼が深 くて多いうえに根際には苔類等がよく付着

しており,ス モモに比べると蛹や前蛹を探すのはなか

なか難 しいが,わずかながら採集することができた。

成虫も同じ場所で採集 したもので, ビーティングに

より叩き出してもなかなか低所へ下 りてこないため
,

わずか 1♀ を得たのみである。概 して成虫の個体数は

あまり多 くないように思えた。

神郷町油野・重藤 (350m),蛹 3 exs。 (ス モモ),29.

V.1988,NoW;蛹 2 exs。 (ス モモ), 4.Ⅵ .

1989, N

上記の産地よりも少 し上流の油野重藤地区の集落付

近で,人家の脇にあるスモモより採集 したもの。

哲多町田淵 。新田 (500m),終令幼虫 l ex。 (ス モモ),

5.V.1985, K

荒戸山の西南側山麓にある廃屋の庭に植栽されてい

たスモモより得 られた。

哲多町矢戸・宗本 (300m),蛹殻 l ex。 (ス モモ), 2.

llII.1985,W

哲多町矢戸 。内井谷 (330m), l ex。 日撃, 9.Ⅵ .

1985, N;蛹 9 exs。 (ス モモ),19.V.1990,W
上記の 2産地は,成羽町坂本から峠を越えて哲多町

側へ入 り,本郷川に沿って矢戸方面にゆるやかに下る

途中,いずれも県道沿いの小さな谷筋にある人家の周

辺や山裾に植栽されたスモモから採集 したもの。

1990年の記録は,ス モモの横枝基部にかけられた電

線の束の隙間で蛹化 していたものを得た。
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哲多町花木 (240m),前 蛹 l ex。 (ス モモ),24.V.
1986, N

吉備高原の台地上にある久保井野地区から本郷方面

に下る途中,道沿いの水田の脇に植栽された樹高 3m
程度の小さなスモモの根際で,幹に絡みついた枯草に

付着 しているものを採集 した。

〔新見市〕

新見市足立 (370m), 1♀ ,26.Ⅵ .1988, N

町並みのはずれの山腹にある, 日当たりのよい畑の

脇に植栽されていたスモモから飛び出したもの。

新見市足立～下吉川 (370m), 1♀ ,26.Ⅵ。1988,

N

足立から吉川方面への道は, JR伯備線のガー ドを

抜けると直ぐに急斜面をつづら折 りの登 りとなってい

る。この付近の斜面には,比較的自然度の高い落葉広

葉樹林が残されており,道べ りだけでも大木を含めて

数本のハルニレが自生 している。

当日,こ のハルニレのかなり高い梢付近を飛び交 う

本種らしき個体が散見されたので,ネ ットの届 く範囲

をビーティングしていたところ,よ うやくにして飛び

出した 1♀ を採集することができた。

新見市畑原～足立 (310m), 2 exs.目 撃,26.Ⅵ .

1988, N

県道に沿って流れる高梁川支流の西川の河岸に自生

するハルニレを探 し, 2個体を確認することができた

が,夕方だったせいか叩き出すとそのまま飛び去って

しまった。

新見市畑原 (300m), 1♀ ,25。 Ⅵ.1989, N

やはり西川の河岸に自生するハルニレより得たもの

で,点々と自生するハルニレをすべて調査 した訳では

ないが,九の坂峠を越えたあたりから足立にかけての

西川流域には,や や普遍的に分布 しているように思わ

れる。

新見市草間切畑 (410m),終令幼虫 7 exs。 (ス モモ),

3.V.1985,NoW;蛹 l ex。 (ス モモ), 2.Ⅵ .

1985,N;中令幼虫 l ex。 (ス モモ), 4.V.1987,
W

草間台地の西端に位置する草間切畑地区は,谷底に

ある井倉の街から石灰岩の急斜面を登 りきった台地面

上にあって,ナ ラガシワが主体の落葉ケルクス林が各

所に点在 しており, ヒロオビミドリやウスイロヒョウ

モンモ ドキの生息地 として県内では古 くから採集者が

多 く訪 れ てい る場 所 で ある。 したがって,斉 藤

(1983)な どにより,そ うしたチ ョウの副産物 として

吉備高原地域 としては早 くから本種が記録されている

場所である。

4

1985年 5月 3日 に,渡辺 (1984)が かつて成虫を採

集 したナラガシワ林の傍にある畑の隅に植えられたス

モモから幼虫を得ることができた。これらの幼虫はす

べて終令で,いずれもよく伸びた枝先の先端部付近に

静止 していた。また,蛹 は近 くの人家の庭に植栽され

たスモモの幹に付いていたものを得た。

新見市草間大原 (440m),終令幼虫 5 exs。 (ス モモ),

5。 V.1985, N;蛹 6 exs。 (ス モモ), 2.Ⅵ .

1985, N・ Vヽ

人家や道べ りの畑の脇などに植えられたスモモから

得 られた。特に,1985年 6月 2日 に蛹を採集 した民家

の庭のスモモは比較的古い大 きな木であり,樹皮の裂

目だけでな く材が腐って中空状 になった枯枝の内部

(樹皮の裏倶1)や , さらに根元から2mく らい離れた

軒下の板の継ぎ目に蛹化 している個体 も認められた。

スモモ朽木の中空部で蛹化 している蛹

新見市豊永佐伏・岩本 (320m),蛹 殻 l ex。 (ス モモ),

9.WI。 1985, W

日当たりのよい西南向き斜面の墓地の脇に植えられ

た小さなスモモの幹の分岐部で,寄生蜂羽脱後の蛹殻

を確認 した。

新見市豊永宇山・先村 (390m),前 蛹,寄生蛹各 1

ex。 (ス モモ),24.V.1986,N
人家のすぐ脇の畑に植えられたスモモの目の高さあ

たりの大枝分岐点で前蛹を,ま た横枝の先端部裏面で

スモモの幹の裂目のわずかな隙間にいる前蛹
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既に寄生されて赤褐色になった蛹を得た。

新見市豊永佐伏・森国 (430m), 1♂ 1♀ ,22.Ⅵ .

1986, N

人家の庭園に植栽されたやや大きなスモモが目につ

いたので,所有者の許 しを得てビーテイングしたとこ

ろ数頭が飛び出し,そのうち 1♂ 1♀ を得た。時期的

にはやや遅かったようで,いずれも汚損 していた。

新見市土橋・田屋 (390m),終 令幼虫 5 exs。 (ス モ

モ), 9.V.1987, N
水田の中に 1本だけ孤立 して植えられたスモモの枝

先付近を調べたところ,す ぐに葉裏にいた脱皮直後の

終令幼虫を発見できたので,後は太枝の先端部をネッ

トです くって採集 した。なお,こ の場所から少 し離れ

た山裾にある廃屋のスモモも調査 したが,こ ちらでは

全 く発見できず,発生木はやや限定されるように思え

た。

〔真庭郡〕

川上村明連渓谷 (620m), 3令幼虫 l ex。 (ハ ルニレ),

29.Ⅳ.1985,K;成 虫多数日撃, 3.Ⅶ .1988,

NoWほ か

明連渓谷は,途中から谷幅が狭まって,渓流沿いに

トチノキやハルニレの多い渓谷林が残されており,既
に岸 (1984)や 渡辺 (1985)に より本種が記録 されて

いる場所でもある。

1985年 は,早春にスギタニルリの採集に訪れた時に
,

たまたま手近にあったハルニレの大木の下枝を調べた

ところ,や や先端よりの細枝の分岐点下部に静止 して

いた幼虫を発見することができた。この幼虫は,中村

が持ち帰 り,シ ャーレ内にハルニレとスモモの両方を

入れて飼育を試みたところ,ハ ルニレの方 しか食さな

かった。

また,1988年 7月 3日 は倉敷昆虫同好会の一泊調査

会で,早朝活動するゼフを求めて午前 6時過ぎからど

んよりとした曇 り空の中を天候を気にしながら訪れた

ところ,午前 7時頃から雨の降り出すまでの約30分間

にわたり,ハ ルニレの柏や枝先などの樹冠一帯を目ま

ぐるしく飛び交ったり,近 くの低木の上を含めて,広
い範囲で一定のコースを飛翔する個体が多数日撃され,

早朝の短い時間ではあるが, きわめて活発に活動する

習性が観察できた。

なお,敏速に飛んでなかなか静止 しないため,難波

圭吾氏がかろうじて飛翔中の個体を 1♂採集 したのみ

であった。

川上村本茅部 。熊谷 (750m), 1♂ , 5.Ⅶ。1985,

H

熊谷から野土路山Lに 登る途中の沢付近に自生 してい

るオヒョウから得 られたもの。県下では,オ ヒョウの

分布は局限されており,蒜山一帯でもほとんど見るこ

とはないが, この付近では谷筋に数本の自生が認めら

れる。なお,県下においてオヒョウから確認されてい

るところとしては哲西町日長谷 (難波,1978)が ある。

新庄村高下 (570m), 2♂ 1♀ , 2.Ⅶ .1988, N・

W;2♀ ,27.Ⅶ 。1988,W;3♂ 2♀ , 1.Ⅶ 。1989,

W
明連渓谷同様,高下の集落のはずれあたりから上流

にかけて,渓流べ りにハルニレが点々と自生 している。

1988年 7月 2日 は,午後 3時～ 5時 にかけて調査 し

たもので,夕方近 くになると樹冠を定方向に飛翔する

個体がいくつも見られたが,活発に飛翔するため採集

はなかなか困難であった。全般的に個体数は少なくな

いように思われる。なお,午後 4時頃に交尾中の 1ペ

アーを採集 しているので,配偶活動時間の目安 となる

かもしれない。

付近一帯にハルニレが多いが,本種の見られる木は

やや限定されるようで,特定の本に限って柏上を飛び

交 う個体が見られ,活動時間帯でありながら全 く成虫

の認められない木も少なくなかった。

新庄村土用 (690m), 1♂ , 1.Ⅶ 。1989,W

中国電力の土用ダムに近い渓谷のハルニレで,午前

11時 頃,枝先を占有する個体を得たもの。高下 と同じ

く,渓谷にはハルニレが多 く自生 しているが, こちら

では本種はあまり多 くない。

久世町目木 。大内原 (180m),蛹 2 exs。 ,前蛹 l ex.

(ス モモ),18.V.1986,NoW
久世町目木 。橋本 (160m),蛹 l ex。 (ス モモ),18.

V。 1986,W
いずれも国道181号線沿いの人家の脇などに植えら

れたスモモから得られた。特に,後者の場合,近 くに

樹林のない集落の一角であり,本種の移動性や生息環

境を考えるうえで興味深い。

〔苫田部〕

上斉原村小林 (740m), 1♂ ,29.Ⅵ 。1985,W;4
♀, 6.lll。 1985, N

日当たりの良い渓流の岸辺に生えているスモモから

飛び出したもの。

上斉原村宮ケ谷 (780m), 3♀ , 6.Ⅶ .1985,N;
2♀ , 9.Ⅶ .1985,W
宮ケ谷の集落の最奥部にある廃屋の周 りに植えられ

たスモモから飛び出したもの。この付近では,ハ ルニ

レが自生 していてもよいはずだが,こ れまでのところ

筆者らは確認 していない。

奥津町大神宮原 (610m), 2♀ ,10.Ⅶ 。1988,N;

5
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1♀ ,28.Ⅵ 。1992, N

大神宮原は泉ケ山の西倶1に あたり,付近一帯はかつ

て大部分が牧場等に開発されたが,高原の沢筋の一部

に帯状に伐採を免れた数本のハルニレが残っている。

ここのハルニレはかなり大木であり,採集 したのは

低所の枝先から飛び出した個体であった。この他に,

かなり高い檎上を敏速に翔ぶ個体もいくつか目撃でき

た。

奥津町細 田 (400m),蛹 l ex。 (ス モモ), 6.Ⅵ 。

1986, WV

細田バス停東側の畑に植えられたスモモ古木の下枝

先端部付近で,分岐部下面に蛹化 していたものを得た。

この木は丹念に探 してみたが,こ の他には発見できな

かった。

〔川上郡〕

川上町高山・折谷 (470m), 1♀ ,18.Ⅵ。1978,N

;7卵 (ハ ルニレ), 5。 XI.1978, N・ K;終令幼虫

l ex。 (ハ ルニレ),16.V。 1987,W
この産地は,中村が吉備高原地域で初めて本種を採

集 した場所である。

小高い石灰岩の露出した丘陵の上にある乾燥 した落

葉二次林で,ア ベマキやコナラ,ナ ラガシワに交じり,

数本のハルニレが混生 している。似たような雑木林は

この付近にごく普通に見られるが,乾燥 した台地だけ

にハルニレを交えた林は少ないように思う。

1978年 6月 18日 に初めて得た 1♀ は,林縁のナラガ

シワの大木でヒロオビミドリ等を採集 していた際に偶

然飛び出したもので,こ の時は発生木が不明であった。

その後,冬季の調査により成虫を採集 したナラガシワ

の背後の雑木林中にハルニレのあることが分かり,わ

ずかながら採卵することができて,こ の地でハルニレ

を食樹 として発生 していることが判明したものである。

卵が得られたのは大木のかなり上部の枝先であり,

また,卵 の密度も低 く,採卵は容易ではなかった。後

に渡辺も同所で別のハルニレの樹幹上にいた終令幼虫

を得ている。

川上町高山 。上組 (460m),終令幼虫 l ex。 (ス モモ),

11.V.1986, N;終 令幼虫 l ex。 (ス モモ),16。 V.

1987,W;1♀ , 7_Ⅵ 。1987, N;1♂ 2♀ ,14.Ⅵ .

1988, N

高山から弥高山方面に向かう途中で,県道下の畑の

傍にあるスモモから得られたもの。スモモの木が 4m
程度 と手頃な大 きさなので,成虫も幼虫も採集は容易

であった。

1987年 6月 7日 に訪れた際は, 日中の最高気温が

34℃ に上 り6月 としては異常に暑かったせいか,羽化

6

直後 と思われる新鮮な複数の個体が,幹に絡みついた

ツタ類や周辺の日陰にある下草の葉上に静止 している

のが観察された。

また,1987年 5月 16日 に同じ木でムカデに捕食され

ている終令幼虫を観察 している。

川上町地頭 。西谷 (150m),蛹 2 exs。 (ス モモ),21.

V.1989, W

集落内の人家の庭に植栽された樹高 4m程度の 2本

のスモモのうちの 1本から得た。いずれも幹に巻 きつ

いたツタ類の地上50cm～ lm付近の茎に付着 したまま

の枯れ葉裏面で蛹化 していた。

川上町領家・八幡 (110m),寄 生蛹 l ex。 (ス モモ),

2.Ⅵ .1985,W;終令幼虫 4 exs.(ス モモ),11.

V。 1986,NoW;蛹 4 exs。 (ス モ モ),17.V.
1986, W

県立川上農業高等学校の校庭の北西隅に植えられて

いた,やや古いスモモの本の幹や太枝の分岐点等から

得たもの。ここでは何故か寄生されたものが多 く,羽

化に至った個体は少なかった。

備中町平川 。東安田 (490m),終 令幼虫 l ex。 (ス モ

モ),16.V.1987,W;蛹 l ex。 (ス モモ), 4.Ⅵ .

1988, W

水田脇に植えられた樹高 4mほ どのスモモの根元付

近で終令幼虫を,幹に絡んだツタ類の目の高さあたり

で茎に付着 したままの枯れ葉裏面で蛹を得た。

備中町平川・西安田 (560m),蛹 l ex。 (ス モモ), 2.

Ⅵ.1985,N;2♂ 4♀ ,15。 Ⅵ。1985,N;2 exs。 目

撃 (写真撮影),15.Ⅵ 。1986,N

半分 日陰になった林縁に生えている小さなスモモの

根際付近で,幹に絡んだツタ類の葉裏から蛹を得た。

緑葉に付着 した茶褐色の蛹が 目立ったのが印象的で

あった。全体の調査を通じて,緑葉での蛹化例はこの

1例のみである。

また成虫は,近 くの日当たりのよい台地上にある畑

の一角に植えられたスモモから得られたもので,月 さヽ

スモモ枝先分岐点付近にいる前蛹
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な木にしては個体数も少なくなかった。岡山県の昆虫

(倉敷昆虫同好会,1988)に掲載された生態写真は
,

この地で撮影 したものである。

備中町平川 。下郷 (460m),蛹 2 exs。 (ス モモ), 2.

Ⅵ.1985,W;蛹 l ex。 (ス モモ), 3.Ⅵ 。1989,W

山裾の林縁に植えられたスモモの根際で得 られたも

ので,いずれも寄生されていた。

備中町平川・小迫通槙 (410m),蛹殻 l ex.(ス モモ),

.24.V.1987, Ⅵr

畑の脇にある樹高 2mく らいの孤立木の幹の分岐部

で確認 した。

備中町布賀・下長谷 (150m),蛹 2 exs。 (ス モモ),

3.Ⅵ 。1989,W;蛹 l ex.(ス モモ),19.V。 1990,

W
山裾の畑に植えられたスモモの古木の下枝先端部の

下面 と,根際に積んであった瓦の裏側から得た。その

後,1993年 に再度調査に訪れた時には,こ のスモモは

既に伐 られており,付近にある小ぶりのスモモからは

発見できなかった。

備中町布賀・黒鳥 (110m),蛹 l ex。 (ス モモ),17.

V。 1986,W

集落内で県道べ りの人家の脇に植えられたやや大 き

なスモモから得られた。

備中町長屋・向長屋 (130m),寄生蛹 l ex。 (ス モモ),

9.Ⅵ.1985,N;蛹 l ex。 (ス モモ),19.V.1990,
W

向長屋から木之村方面に登る道べ りで, 日当たりの

よい斜面に植えられたスモモから得 られた。

成羽町布寄・木ノ村 (410m),蛹 殻 l ex。 (ス モモ),

9.Ⅵ 。1985,N;蛹 l ex。 (ス モモ),31.V.1987,
W

台地上のタバコ畑等の脇に植えられたスモモから得

られた。

成羽町小泉 。東 (450m),蛹 2 exs。 (ス モモ), 5.

Ⅵ.1988, N

段々畑の中ほどに植えられたスモモの根際に着生 し

ていた,自 っぽいキノコのカサの裏面で蛹化 していた

もの。

成羽町羽根 (330m),寄 生蛹 l ex。 (ス モモ), 5.Ⅵ .

1988,W;1♂ ,14.Ⅵ .1988, N

納屋の傍にあるスモモの本の下に積 まれていた木材

の裏面に蛹化 していたもの。なお, このスモモは葉の

形などがウメとそっくりで,最初はウメではないかと

思ったが,成虫の時期に訪れて果実からスモモと判明

したもの。スモモには園芸品種が沢山あって,葉や幹

を見ただけではウメと紛 らわしいものも結構あるよう

に思われる。

成羽町吹屋 。白石 (450m),終 令幼虫 3 exs.,蛹 1

ex。 (ス モモ),19.V.1990,W
浅い谷筋の入口付近で人家の庭 と山裾にスモモがあ

り, どちらからも得られた。終令幼虫は既に老熟 して
,

褐色になっていた。

〔高梁市〕

高梁市中井町津々・山際 (430m),蛹 7 exs.(ス モ

モ), 9.Ⅵ。1985, N・ W;蛹 3 exs。 (ス モモ),24.

V.1986, N;蛹 2 exs。 (ス モモ),31.V.1987,
W

山裾の林縁に植えられたスモモから得た。

高梁市宇治町穴田・陰地 (390m), 3♂ 1♀ ,寄生蛹

l ex.(ス モモ), 9.Ⅵ.1985, NoW・ K;蛹 1

ex。 (ス モモ), 1.Ⅵ .1986,W;蛹 l ex。 (ス モモ),

31.V。 1987,W;蛹 l ex.(ス モモ), 4.Ⅵ。1988,

W;1♀ ,14.Ⅵ .1988,N;蛹 7 exs。 (ス モモ),19.

V.1990,W
日当たりのよい丘陵の東向き斜面にある人家の脇に

植えられた,ス モモとしてはかなり古い樹高 6～ 7m
はあると思われる木から得 られた。1985年 6月 9日 に

,

初めて訪れた時には目に付いた蛹がすべて寄生されて

いたので,あ るいは既に発生 しているのではと思い樹

冠をビーティングしたところ,こ の木だけで計 4頭が

採集できた。その後も, ここでは適期には必ず蛹や成

虫が見られ,確実な発生地となっていた。なお,1986

年 6月 1日 には,蛹 にアリの一種が訪れているのを観

察 している。

スモモ樹皮の窪みで蛹化 した蛹と蛹が付着 してい

たスモモの幹 (蛹の隣にアリが見える)

高梁市宇治町穴田・丸山 (320m),蛹 l ex.,蛹 殻 1

ex。 (ス モモ), 9.Ⅵ.1985, NoW
高梁市宇治町本郷・笹尾西 (360m),蛹 2 exs.(ス モ

モ),31.V.1987,W;蛹 3 exs。 (ス モモ), 4.Ⅵ .

1988,W;蛹 5 exs。 (ス モモ), 4.Ⅵ 。1989,W;蛹

3 exs。 (ス モモ),19.V.1990,W
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山際にある樹高 4mほ どのスモモと,す ぐ近 くの人

家の庭に植えられた樹高 2mほ どのスモモから得た。

1987年に最初に確認 して以来, 4年間継続 して訪れて

みたが,毎年確実に発生 していた。

高梁市松原町松岡・畑谷 (280m),蛹 l ex。 (ス モモ),

14.V。 1989, N

成羽から松原町春木方面に登ってい く途中の畑谷付

近で,道べ りの畑 との境に植えられた小さなスモモを

調べたところ,地面に近い横枝の裏面で蛹化 していた

個体を得た。

高梁市松原町松岡・陣山 (440m),蛹 l ex.,前 蛹 7

exs。 (ス モモ),14.V.1989, N
吉備高原の平坦面にある陣山付近で,牧場の境界に

植えられたスモモのやや大 きな木が目に付いたので
,

調べたところ,地上 lm付近までは牛糞で汚れたりし

て何 も発見できなかったが,そ れよりも上部の幹の裂

け目や枝の分岐,本質部が腐って中空状になった枯枝

の内側などから蛹や前蛹を採集することができた。

〔上房郡〕

北房町下中津丼・横内 (410m), 1♂ 2♀ ,寄生蛹 1

ex., 9.Ⅵ。1985, NoW
人家の庭に植えられたスモモの木から得た。

北房町下皆部 。新田 (380m), 1♂ 4♀ , 9.Ⅵ .

1985, NoW

集落内で雑木林 との境付近に植えられたスモモの木

から得た。樹高 3m程度であまり大 きな木ではないが,

ちょうど夕方の活動期であったせいか,活発に翔ぶ個

体を結構見ることができた。

北房町阿口 。原茂 (410m),終令幼虫 3 exs。 ,前蛹 1

ex.,蛹 l ex。 (ス モモ),19.V。 1991,W

集落内の人家の庭に植えられた 2本のスモモから得

られた。 1本は日当たりのよい場所にあって,こ れか

ら得 られたのは前蛹もしくは蛹であったが,人家の東

倶1で午後には日陰になる場所に植えられているスモモ

から得 られたのは,ま だ老熟 していない緑色の幼虫で

8

あった。食樹のある環境条件によって生育のスピー ド

に差があるのかも知れない。

なお,前蛹 に小型のアリの 1種 (2 exs.種名未確

認)が訪れていたのを観察 している。幼虫や蛹を訪れ

ていたアリの観察例は,前記の高梁市宇治町穴田の例

と当地の例の 2例のみである。

有漢町上有漢・石寺 (280m),終 令幼虫 l ex。 (ス モ

モ),11.V。 1991,W

石寺バス停付近の畑に植えられていたスモモの若い

木の枝先付近で摂食中のものを得た。すぐ近 くにある

スモモの古木も調べてみたが,こ ちらからは発見でき

なかった。

〔小田郡〕

美星町黒忠・八 日市 (370m),終 令幼虫1lexs。 , 3令

幼虫 2 exs.(ス モモ),11.V。 1986, NoW;蛹 7

exs。 (ス モモ), 4.Ⅵ .1988, N

八 日市は,美星町西部の吉備高原面の上にある集落

で, ここでは 2か所で得られた。まず,1986年 5月 11

日には,国道313号線へ下る途中の道路べ りの南向き

斜面で,段々畑に一列に植えられた樹高 3～ 4m程度

のあまり大 きくない 3本のスモモを調べたところ,幹
上を歩行する終令幼虫が発見できた。既に老熟 して体

色が褐色になったものばかりで,お そらく蛹化場所を

求めて移動 していたものと思われる。比較的若い小さ

な木ばかりにしては結構個体数が得 られた。

スモモの幹を下方に移動 している老熟幼虫

1988年 6月 4日 に訪れた際には,上記の産地は根際

の下草がきれいに刈 られており,蛹を 1個体見つけた

だけで,成虫等は全 く発見できなかったため,付近の

別の場所を探 したところ,人家の庭のスモモから 1個

体,近 くの果樹園の隅にあるスモモから計 5個体を得

ることができた。

この果樹園にあるスモモは,北向き斜面の農道の下

にあって,幹から下は石垣の陰になって日当たりが悪

く, また周囲には下草がよく茂ってやや湿潤な環境 と

なっていた。地上 lm付近に,朽ちて材がボロボロに

人家脇の道と畑との境に植栽されたスモモ
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なり内側が空洞化 した枝 とこれに青色のビニールシー

トの切れはしが引っ掛かってお り,朽木の内部やビ

ニールの隙間等で蛹化 している個体が得られたが,周
りの樹皮上ではまったく発見できず,暗所を好んで蛹

化する習性がうかがえた。

吉備高原の南部に位置するこの付近でも,個体数は

意外に少なくないようである。

美星町大倉・木舟 (330m),前蛹 l ex.(ス モモ),11.

V.1986, W

矢掛町方面に下る道べ りの人家の脇に植えられた貧

弱なスモモから得 られたもの。あまり好適な環境 とは

言えず,ま たこの付近ではこの他には全 く発見できな

かった。

〔井原市〕

井原市野上町刈屋原 (240m),蛹 l ex。 (ス モモ),17.

V.1986, N

井原市北部の丘陵地に位置する野上町付近で,や は

り日当たりのよい南向き斜面で,県道のすぐ上の畑の

脇に植えられた小さなスモモの,地上15cIII位の下草に

被われた根際から得 られた。ちょうど脱皮 したばかり

の,薄いピンク色の蛹であった。

〔御津郡〕

加茂川町高富 。宮浦 (400m),終 令幼虫 4 exs。 (ス モ

モ), 6.V.1990, N
加茂川町北部の吉備高原面上にある高富の開拓団地

に造成された牧場の中で, 1本だけ孤立 して植えられ

たスモモの枝先付近から得られた。今回の吉備高原地

域における調査で確認できた産地の中では, もっとも

東部よりの記録である。

加茂川町福沢西 (300m),終令幼虫 2 exs。 (ス モモ),

11.V。 1991,W

集落の北領1の 山裾にある水田脇に植えられたスモモ

の枝先付近をネットです くって採集 した。

Ⅱ 既知産 地

これまでに文献等により報告されている産地は,以
下のとおりである。1972年 に取 りまとめられた「岡山

県の蝶」 (倉敷昆虫同好会編)で は,英田郡後山の記

録が唯一の確実なデータとして記載されているだけで

あったが,そ の後新産地が相次いで記録されている。

大半は中国山地帯での記録であるが,最近になって吉

備高原地域での採集記録も報告 されている。

英田郡東栗倉村後山 (美作虫の会,1968)

新見市上市九ノ坂 (渡辺,1973)

阿哲郡神郷町三室 (難波,1973)

新見市足立 (渡辺,1975)

阿哲郡哲西町日長谷 (難波,1978)

真庭郡新庄村大原 (難波,1978),(難 波,1983)

真庭郡新庄村高下 (難波,1983)

新見市草間切畑 (斉藤,1983),(山 本,1983),(山 本 ,

1984),(三宅,1984),(渡 辺,1984)

新見市畑原 (山本,1984)

真庭郡川上村明連 (岸 ,1984),(渡 辺,1985)

真庭郡久世町山生 (難波ほか,1985)

岡山県草 間台地 (佐 々木,1985),(佐 々木 ほか
,

1985)

真庭郡新庄村野土路 (竹内,1989)

阿哲郡哲多町花木 (難波ほか,1992)

苫田郡加茂町庄原 (難波,1993)

上房郡有漢町神明 (若槻・吉田,1994)

上房瑯有漢町金倉 (若槻・吉田,1994)

上房郡北房町野々倉 (若槻,1994)

Ⅲ 調査 結果 の概 要 と考 察

今回調査 した地域は,主 に吉備高原の西半部から中

国山地にかけての地域である。当然のことながら岡山

県全体をカバーしている訳ではないので,吉備高原の

東部地域のように未調査 と思われる地域がかなり残さ

れており,今後こうした地域のより詳 しい調査が必要

であるが,今回の調査結果 とこれまでの記録を踏まえ

て,現時点での県下における分布の概要 と食樹 との関

連から特に注目すべき点について記 しておくこととし

たい。

1 分布の概要

今回の調査により新たに確認できた分布地 (●印)

及び既知産地 (○印)を プロットすると図-1の とお

りである。

上述のように未調査 と考えられる地域がかなり残さ

れているため,岡山県全体の分布を考察するには資料

スモモ根際の樹皮上で蛹化直後の蛹
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的に十分 とは言えないが,こ の図からみると,大雑把

に県の南西部 ,・ 井原市付近から美星町を通って高梁市 ,

有漢町,加茂川町付近を経て北上 し,中国山地に至る

ラインを南限として,そ れよりも北部よりの山地帯を

中心 とした地域が本種の分布域 となっており,従来考

えられていたよりもはるかに広い範囲に分布 している

ことが分かる。

この分布域のなかでも,北部の中国山地帯は本種の

基本的な食樹 とされるハルニレが県内ではもっとも多

く自生 している地域であり,古 くから本種の産出が知

られていたところである。これまでの調査によると
,

採集記録の示された地点はあまり多 くないが,新庄村

や川上村などの冷温帯下部に位置する脊梁山地の渓谷

地帯などにはハルニレが多 く,県下における代表的な

生息地となっている。また,新見市北部や神郷町付近

でも,西川流域の渓谷沿いなどにハルニレが比較的多

く自生 しており,本種も連続的に記録されていて,や

や普遍的に分布 しているものと考えられる。

なお,神郷町,真庭郡新庄村 (難波,1983),苫 田

郡奥津町,同上斉原村などでは,集落の周辺でスモモ

を食樹 とする産地も見つかっている。

中国山地帯における生息地の標高は,地形的には吉

備高原地域 との境界をなす盆地帯に位置する久世町付

近のような低地で160m～ 180m程度,新見市北部から

神郷町あたりでは凡そ300m～ 400m,真庭郡の川上村

や新庄村付近で600m～ 750m,上斉原村の恩原高原で

はさらにやや高 く700m～ 800mと なっており,垂直分

布の幅はかな り広 くなっている。なお,凡 そ標高

700m以上の脊梁山地に優占するブナ・ ミズナラの樹

林帯に入ると,概 してハルニレが衰退するため,調査
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図-1 岡山県のカラスシジミの分布図
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不足の面もあるが, これらの地域からは今のところほ

とんど確認されていないようである。この点は,近隣

の鳥取県大山中腹のブナ林において本種をやや普遍的

に産出することと比較 して,生態的な分布状況にやや

違いが認められるように思われるが,あ るいは伐採等

により自然林が減少 して既に生息地が失われてしまっ

たとも考えられる。

次に,吉備高原地域以南では,従来は新見市草間や

阿哲郡哲多町花木など,北西部の一角に限られた産地

が知られているだけであったが,最近では上房郡有漢

町 (若槻 。吉田,1994)な ど,徐々に新 しい産地が発

見されてきている。

筆者らの調査で,多 くの産地を確認できたのは,川

上郡備中町,成羽町,川上町付近から高梁市西部にか

けての地域,及 び阿哲郡哲多町から新見市南部の草

間・豊永台一帯とこれに隣接する上房郡北房町等,い

わゆる吉備高原地域の西北部一帯である。この付近は
,

石灰岩地形を中心に,ゆ るやかな起伏をもった平坦面

とこれを刻む深い渓谷 という吉備高原の地形的特徴が

もっとも顕著にあらわれた地域であり, 日当たりのよ

い乾燥 した高原面を中心に,渓谷地帯の一部 も含めて

各所で産地を確認することができた。

この他に,吉備高原南部では小田郡美星町や井原市

北部付近,中部では有漢町,加茂川町付近でも,高原

地帯に点在する集落とその周辺において確認すること

ができて,吉備高原地域では西北部を中心にかなり広

い範囲に分布 していることが明らかにならた。

なお, もっとも南部よりの井原市では,わずか 1か

所の生虐、地を確認できただけで,や はり生息密度は南

部にいくに従い,低 くなるようである。

この吉備高原地域では,そのほとんどが人家の庭や

畑などに植栽されているスモモから得られたものであ

り, もともと稀にしか自生が認められないハルニレや

オヒョウがあっても,本種を発見できなかったところ

の方が多かったくらいである。

生息地の標高をみると,渓谷の底部にあたる盆地に

位置する川上町領家や備中町黒鳥付近のように,凡そ

100m付近から,広島県境に近い高原地帯の備中町安

田 (560m)あ たりまで,や はり垂直的な分布の幅は

広 くなっており,大半の生息地は300m～ 400m前後の

地域に集中している。

岡山県の西部で南偏 し,吉備高原の中央部をほぼ南

西から北東に横切 り,東部で中国山地よりに偏るとい

う南西から北東に伸びる分布の南限ラインは,吉備高

原が西部よりでもっとも標高が高 く,東に行 くに従っ

て徐々に低 くなると同時に東部では渓谷が広 くなって

高原状の地形が希薄になるという地形的条件や,こ れ

に伴い年平均気温の等温線 も近似のラインを示すこと

等から,県内では一般に山地性 とされる多 くの種にあ

る程度共通 した分布パターンであり,標高差に基づ く

気温の地理的な変化等の環境条件を直接的に反映 した

ものと考えてよいように思う。

2 食樹の分布との関連

吉備高原地域にはもともとハルニレやオヒョウは稀

にしか自生 していないという点もあるが,分布調査結

果に示 したように, ごく一部でハルニレから得られた

だけで,ほ とんどの産地は集落の人家や畑の周辺にあ

るスモモの調査により確認できた点が注目される。

スモモはもともと中国原産の植物で,わが国には古

くから渡来 して広 く果樹 として栽培され,一部には野

生状態になっているところもあるとされている (牧野 ,

1961)。 県下においても各所で広 く植栽されており,

特に農村や山間部の人家の周辺ならばどこでも比較的

普通に植えられている植物 といってよいし,最近では

畑や牧草地の傍 らに植栽されたまま放置状態のものも

見受けられるようになっている。 しかし当然のことな

がら,ス モモがあっても本種はどこにでも見られるわ

けではない。

そこで,本種の分布を考察するにあたり,全国的に

みて本種の基本的な食樹 とされる 切ππs ααυづαづα%ハ
ルニレや 1/i物%s ttθ 物づα′αオヒヨウなどの分布等 を合

わせて考えながら検討 してみることとしたい。

県下には,ニ レ属 (υttπs)の 樹木は 3種分布 して

いる。 このなかで,西 日本にしか分布 しない Uιπ%s

クαη¨ι
`α

アキニレは平野部から低山地にかけての落

葉二次林においてごく普通に見られるが, これまでに

本種の食樹 として確認された例はない。次に,ハ ルニ

レと西 日本では稀にしか見られないオヒョウの分布で

あるが,こ れらの樹種は県下では一般に日につくこと

の少ない, どちらかと言えば珍 しい木であり,その詳

しい分布を示 したものはないようである。そこで,筆

者らがこれまでに県下各地で実際に自生を確認 してい

る地点 (カ ッコ内は標高)を示すと下記のとおりであ

る。

Uιπ%s ααυづα惚%α ハフレ[■ レ

。苫田郡加茂町倉見庄原 (740m)
。苫田郡鏡野町越畑～花知仙 (640-680m)

・苫田郡奥津町大神官原 (610m)
。苫田郡富村富西谷白賀渓谷 (460m)
。苫田郡富村富西谷大倉 (400m)

・真庭郡八束村美田野 (460m)
。真庭郡川上村上福田 (470m)
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・真庭郡川上村明連渓谷 (600-630m)

・真庭郡新庄村高下 (570m)
。真庭郡新庄村大原～土用 (600700m)
・真庭郡勝山町神代西 (500m)

・阿哲郡神郷町下油野～重藤 (320340m)
・阿哲郡哲西町日長谷 (540560m)
・阿哲郡哲多町花木中組 (300m)
。阿哲郡哲多町矢戸無明谷 (300m)
。新見市足立～下吉川 (340370m)
。新見市吉川 (490m)
。新見市上市畑原 (300m)
。新見市豊永佐伏本村 (350m)
。新見市豊永佐伏蔵内 (420m)

・新見市豊永赤馬 (290m)

・川上郡備中町西山板橋 (300-310m)
。川上郡川上町高山 (470m)
。高梁市中井町西方上野 (250m)
。上房郡有漢町上有漢茶堂 (210m)

・後月郡芳井町東三原太刀洗 (580m)

υιπ%s ιαθづ蒻α協オヒヨウ

。英田郡西栗倉村若杉原生林 (950m)

・真庭郡川上村本茅部熊谷 (750m)
。阿哲郡哲西町日長谷 (540-560m)
。川上郡備中町前谷 (230m)
。川上郡川上町芋原 (520m)

県内では,ア キニレ以外のエレ属樹木 2種 はいずれ

も分布が限られるようで,南部の瀬戸内沿岸地域では

これまでにまったく見たことがなく,吉備高原地域よ

りも北で確認 しているだけで,い ずれも標高約200m

以上の地域である。このうち,大部分はハルニレであ

り,オ ヒョウは局限された地域でわずかに見られるに

すぎない。またハルニレの生育環境をみると,中国山

地帯では一般に渓谷や沢筋に集中して見られる場合が

多いが,吉備高原地域では渓谷だけでなく,明 るい乾

燥 した高原の雑木林中に自生するものも多 く,自 生地

の環境はより変化に富んでいるように思われる。

これらの産地を図示 したものが図-2である。

すべて筆者らが県内各所で偶然に発見できた限られ

た確認例であり, これ以外にも多 くの自生地があるは

ずであるが, この分布図がある程度は本来の分布状況

を反映 したものと想定 して,以下この図を前提 として

考えていくこととしたい。

図-2に示 したように,こ れらニレ属 2種 は,県の

西部で吉備高原の中央部付近まで分布 しており,東部

では中国山地に限られるようで,概ね南西部から北東

部に至る線の北西側で確認されている。これをみると
,

12

′   図-2 ハルニレ及びオヒョウの分布図

図-1に示 したカラスシジミと上記のハルニレ等の分

布がほぼ似たような傾向を示 していることがうかがえ

る。 しかも,チ ョウの分布域の方がハルニレ等の食樹

の分布域よりも広がっていることが分かる。

全国的にみると,カ ラスシジミの生息地はニレ科の

食樹,特にハルニレの分布 とよく一致するとされてい

る (福 田ほか,1984)。 一方,ス モモは有史以降にわ

が国に持ち込まれた栽培植物 とされており,本来その

自生はなかったものと考えると,カ ラスシジミが二次

的に食性を転換 した結果,新たに獲得 した食樹 と考え

られる。実際にスモモの生えている環境をみると,す
べて人家の庭や畑の中,山裾の草地など,人為的な要

素の濃い場所ばかりである。

こうした点を考慮すると, もともとはハルニレやオ

ヒョウを基本的な食樹 としながらも,こ れらの樹種か

ら二次的に食性をスモモに転換 していくことで分布を

維持 し, また場所によっては生息地の拡大を図ってき

たように考えられる。もっとも,種の形成にも関わる

ような長い時間を経て固定された食樹から, きわめて

短い間に全 く未知の食樹を一気に獲得するものとは考

えにくく,本種の幼虫が野外で稀にズミやエ ドヒガン

等から得 られていることや,同属のリンゴシジミがエ

ゾノウワミズザクラやシウリザクラ等のバラ科植物を

食樹 としている (福 田ほか,1984)こ と等を考慮する

と,本種が潜在的にバラ科の樹木に対する食性を具え

ていたとも考えられるが,いずれにしてもどのような

形で食′性転換が行われたのか興味のあるところである。

ところで,県下でスモモから本種が確認されたのは
,
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真庭郡新庄村高下における難波 (1983)の 報告が初め

てであるが,そ の後の確認例はあまり報告されておら

ず,ス モモに関してはそれほど調べられていなかった

ように思う。

今回の調査結果をもとに,食樹に関して地域別にそ

の状況をみると,中国山地帯での記録はその多 くがハ

ルニレで得 られたもので,上斉原村や奥津町をはじめ
,

新見市の北部,吉備高原地域 との境にあたる久世町な

・ど,い くつかの産地ではスモモからも発見されている。

中国山地帯ではやはリハルニレ林が調査の主体 とな

りがちで,特にスモモに力点をおいて調べた訳ではな

いので調査が不十分な点は否めないが,例 えば奥津町

や富村のようにある程度スモモに的を絞って集中的に

調査 したにもかかわらず,ほ とんど発見できなかった

地域もあり,中国山地帯ではハルニレに比べるとその

利用度は概 して低いのではないかと考えられる。

この点は,中国山地帯では渓谷沿いなどにハルニレ

の良好な生慮、環境がある程度残されている等,本来の

食樹であるハルニレ類が吉備高原地域に比べて広範か

つ多 く自生 しており相対的に密度が高いことから,二

次的な食樹 としてのスモモがそれほど重要ではないの

ではとも考えられるし, さらに,一般的には山地帯に

あるハルニレ林と集落周辺にあるスモモとがやや隔絶

されていること等も,ス モモの利用度が低い一因では

ないかと考えられる。

吉備高原地域では既に述べたように,ス モモから得

られた地域がほとんどであり,既知産地の場合も大半

はスモモから得られているようで,ハ ルニレ等の本来

の食樹が稀にしかないこの地域では,ス モモに依存 し

て広 く分布 しているものと考えられる。また, この地

域ではスモモで生息が確認された場所の近隣にハルニ

レの自生地があっても全 く確認できなかった例 も何か

所かあって,い ったんスモモに食樹を転換すると,本
来の食樹であるハルニレよりも選好度が高いように思

われることは,集落の周辺が主な生息地となっている

吉備高原地域 と,主 としてハルニレの自然林に生息す

る中国山地帯 との生息環境の違いとともに注 目してよ

いと思う。

今回の調査を通 じて,本種の生息地が一般に局地的

であることの他に,成虫の発生期間がやや短いこと
,

活動期を除 くと日中は概 して不活発なこと,ハ ルニレ

は大木が多 く樹冠全体を調べるのはやや困難なこと
,

またスモモのある人家の周辺はあまり調査対象となら

ないことなどから,一般に日に触れにくいことの一因

となっており,実際の分布よりも確認された産地が少

なく,稀な種 とされてきたように思われることも指摘

しておきたい。

なお,最近の嗜好の変化等を反映 したものかどうか

わからないが,農家におけるスモモの植栽が従来ほど

重視されなくなっているようで,今回報告 した産地の

中でも既にかなりの地点で伐採されており,人為的環

境に依存 した本種の生息地も将来的にみると厳 しい状

況にあるように思われる。

おわ りに

従来,比較的稀な種とされてきたカラスシジミが,

吉備高原地域南西部から中国山地帯にかけて広く分布

していることが明らかとなった。

特に,本来の食樹であるハルニレやオヒョウだけで

なく,栽培植物のスモモを二次的な食樹として獲得し

てかなり低地においても分布を確認することができた

が, どのような形で食性転換を行ったのかについては,

今後の興味ある課題といえる。

成虫の生態面の調査と合わせて,む しろ成虫よりも

発見の容易な幼虫や蛹等,幼生期の調査により,新た

な知見が得られることを期待したい。

〔参考文献〕

1)牧野富太郎 (1961)牧 野新日本植物図鑑 北降館

:286

2)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)

3)倉敷昆虫同好会 (1972)岡 山県の蝶,すずむし

108:1-62

4)渡辺 毅 (1973)1973年 に採集 した蝶から,すず

むし (110):20
5)難波圭吾 (1973)カ ラスシジミを阿哲郡三室で採

集,すずむし (110):20

6)渡辺 毅 (1975)カ ラスシジミの採集,すずむし

(111):16

7)難波通孝 (1978)岡 山県産蝶類に関する知見,す

ずむし (115):1819
8)北村四郎・村田 源 (1979)原 色 日本植物図鑑・

木本編 Ⅱ :pp545

9)難波通孝 (1983)生 態写真集 岡山の蝶 :pp127

10)斉藤琢巳 (1983)岡 山県吉備高原におけるカラス

シジミの記録,月 刊むし (154):18
11)山本正志 (1983)新 見市 とその周辺のチ ョウ相 ,

すかしば (20):3540
12)福 田晴夫 ほか (1984)原 色 日本蝶類生態図鑑

(Ⅲ ):pp373
13)山本正志 (1984)新 見市でカラスシジミ卵をスモ

モ及びハルニレより得たので報告する。,み ちじる
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べ (1):4
14)岸 清巳 (1984)カ ラスシジミの一産地,み ちし

るべ (1):4
15)三宅誠治 (1984)新 見市草間におけるカラスシジ

ミの採集記録,み ちしるべ (1):4
16)渡辺和夫 (1984)カ ラスシジミを草間で採集,す

ずむし (119):18

17)猪又敏男ほか (1985)大 図録 。日本の蝶 竹書房

:pp499

18)渡辺和夫 (1985)り |1上村明連渓谷のシジミチョウ
,

すずむし (120):2-4
19)難波通孝ほか (1985)カ ラスシジミの生態に関す

る知見,昆虫と自然 20(14):23
20)佐々木浩二 (1985)岡 山県草間台地のチ ョウ,備

後の蝶 (1):18
21)佐々木浩二・佐々木宗則 (1985)岡 山県草間台地

のカラスシジミ,備後の蝶 (2):25
22)倉敷昆虫同好会 (1988)岡 山の昆虫 :pp271

23)竹内 亮 (1989)岡 山県 。県北地域の蝶相,す か

し|ゴ (32) :1-14

24)中村具見 (1991)岡 山県のチ ョウの分布,昆虫と

自然 26(1):211
25)難波通孝 。三宅誠治 (1992)蝶 からのメッセージ

:pp155

26)難波通孝 (1993)カ ラスシジミの一産地,み ちし

るべ (15):77
27)若槻匡志・吉田嘉男 (1994)有 漢町の蝶類調査中

間報告,み ちしるべ (19):129130
28)若槻匡志 (1994)北 房町でカラスシジミを採集 ,

みちじるべ (19):133

[標本写真説明]

※ 標本の得 られた産地について,♂ ♀別,本文の産

地順に 1産地 1個体ずつの写真を示 した。

※ 写真 1か ら写真29ま でが♂,写真30か ら写真64ま

でが♀である。

※ 写真 4及び写真47は ,撮影 日が異なるため,大 き

さ (や や大 きい)及び トーン (か なり淡い)が他の

写真 と異なる。

※ 変異についての検討は,行 っていない。

※ 以下のデータについては,郡名を省略 した。

5 新見市土橋田屋

6 新庄村高下

7  ″ 土用

8 上斎原村小林

9 川上町高山上組

10  ″ 地頭西谷

11 備中町平川東安田

12  ″ 平川西安田

13  ″ 布賀下長谷

14  ″ 布賀黒鳥

15  ″ 長屋向長屋

16 成羽町小泉東

17     ″   可コ湘艮

18  ″ 吹屋白石

19 高梁市中井町津々山際

20  ″ 宇治町穴田陰地

21  ″ 宇治町本郷笹尾西

22  ″ 松原町松岡陣山

23 北房町下中津丼横内

24  ″ 下皆部新田

25  ″ 阿口原茂

26 美星町黒忠八日市

27  ″ 大倉木舟

28 加茂川町高富宮浦

29  ″ 福沢西

30 神郷町油野重藤 (320m)

31  ″ 油野重藤 (350m)

32 哲多町矢戸内井谷

33 新見市足立

34  ″ 足立～下吉川

35    ″  力田Jヨ

36  ″ 草間切畑

37  ″ 草間大原

38  ″ 豊永宇山先村

39  ″ 豊永佐状森国

40  ″ 土橋田屋

41 新庄村高下

42 久世町目木大内原

43  ″ 目木橋本

44 上斎原村小林

45  ″ 宮ケ谷

46 奥津町大神宮原

47 川上町高山折谷

48  ″ 高山上組

49  ″ 領家八幡

50 備中町平川西安田

1

2

3

4

14

哲多町矢戸内井谷

新見市草間切畑

″ 草間大原

″ 豊永佐伏森国

1 . lI. 1990  ココ化

28.V.1985 羽化

5. Ⅵ. 1985  羽化

22.Ⅵ .1986 採集

27. V. 1987 羽化

1.Ⅶ.1989 採集

1.Ⅶ.1989 採集

29.Ⅵ .1985 採集

14.Ⅵ .1988 採集

28口 V.1989 羽化

10.Ⅵ.1988 羽化

5. Ⅵ. 1985  羽化

30. V. 1990 羽化

28.V.1986 羽化

253V● 1990 羽化

9.Ⅵ .1988 羽化

14.Ⅵ .1988 採集

5口  Ⅵ. 1990  羽化

4.Ⅵ .1987 羽化

15.Ⅵ .1986 採集

10.Ⅵ.1988 羽化

28.V.1989 羽化

9口 Ⅵ.1985 採集

9口 Ⅵ.1985 採集

2.Ⅵ .1991 羽化

28.V.1986 羽化

31.V.1986 羽化

24. V. 1990 羽化

29.V.1991 羽化

25.Ⅵ .1989 採集

10.Ⅵ.1988 22化

3.Ⅵ .1990 羽化

26.Ⅵ .1988 採集

26.Ⅵ .1988 採集

25口 Ⅵ.1989 採集

31.V.1985 羽化

6. Ⅵ. 1985  羽化

5. Ⅵ. 1986  羽化

22.Ⅵ .1986 採集

2.Ⅵ .1987 羽化

1.Ⅶ.1989 採集

4口 Ⅵ.1986 羽化

2. Ⅵ. 1986  羽化

6.Ⅶ .1985 採集

6.Ⅶ .1985 採集

28.Ⅵ .1992 採集

18.Ⅵ .1978 採集

148Ⅵ●1988 採集

2. Ⅵ. 1986  羽化

15口 Ⅵ.1985 採集



ずす む し No.129(1996)

‖押瑚



ずす む し No.129(1996)

離
＝
＝縣

畢

昴

弊

瀧
＝
瑠躙鼈

掛罪紺

隧鰊
輩

語

∬

爛

酬

郵
珊

＝
■
〓



す ず む No.129(1996)

51 備中町布賀下長谷

52 成羽町布寄木ノ村

53  ″ 小泉東

54  ″ 吹屋自石

55 高梁市宇治町穴田陰地

56  ″ 宇治町本郷笹尾西

57  ″ 松原町松岡畑谷

58  ″ 松原町松岡陣山

59 北房町下中津丼横内

60  ″ 下皆部新田

61 有漢町上有漢石寺

62 美星町黒忠八日市

63 井原市野上町刈屋原

64 加茂JIl町高富宮浦

3日  江`■ 1989

4. Ⅵ。 1987

12. 江ヽ. 1988

6J Ⅵ. 1990

9日  江`● 1985

7. Ⅵ. 1989

29. V. 1989

31. V. 1989

9. Ⅵ. 1985

9. Ⅵ. 1985

31. V. 1991

10. Ⅵ. 1988

31. V. 1986

25. V. 1990

羽化

羽化

羽化

羽化

採集

羽化

ココ化

羽化

採集

採集

羽化

羽化

羽化

羽化

……^…′撃 い オヽ‐―‐―……ギ…………

ウラジロミドリシジミの

倉敷市からの記録

青 野 孝 昭

ウラジロミドリシジミЛαυθ%づas s"れπππSは ,本州

では岡山県の児島半島金甲山から初めて記録されたと

理解 している。

この度,こ れまで未記録であった倉敷市内の一角か

らも本種 を採集 したので,報告 しておく。

1♀ ,倉敷市玉島服部,June 10。 1994,ナ ラガシ

ワ樹上より筆者採集;倉敷市立自然史博物館保管

参考文献

鈴木一郎,1908。 岡山市付近 ノ昆虫.博物之友, 8

(56):271274   (〒 710 倉敷市大内9378)
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岡山県御津郡建部町田地子におけるヤン

筆者が建部町田地子を訪れたのは,今から6年前の

1989年 4月 であった。同地は加茂山山系に位置 し,自

樺山荘 という茶屋があるこの附近を捕虫網を持って探

索 中,林道 を分 け入った所で偶然見つけた周囲約

100品 程の小 さな池 (沼 と言った方が適当かもしれな

い)は ,周 囲を木立ちに囲まれた盆地のような場所に

ひっそりと人目につかない形で開けていた。 [写真 1]

それから毎年 3月 頃から11月 頃まで,暇を見つけて

は採集に出かけて行った。まさに,こ こは トンボの天

国, トンボの宝庫 といった感じで, 4～ 5月 にかけて

はクロスジギンヤンマの乱舞が見られ,早朝から昼に

かけては池のいたる所で羽化する姿が観察される [写

真 2, 3]し ,ま た,10月 には数十匹のオオルリボシ

ヤンマが池の周 りを周遊するのを目のあたりにし,そ
の光景は感動の極みで,胸の高鳴 りを忘れることがで

きない。 [写真 4:オ オルリボシヤンマの産卵]

ところが,1994年 5月 にそこを訪れたところ,大変

なことが起 こっていた。白樺山荘からその池を遠巻 き

にして数キロメー トルに渡ってロープが張 りめぐらさ

れ,立入禁止の板がぶら下げられている。そのうえ,

無断侵入者に対 しては罰金を科すとのお触れ書 き。仕

方なく他の場所へ移動せざるを得なかった。

そのことが気にかかり, 8月 になって再度訪れたと

ころ,以前より厳重にロービングがなされていた。ど

うしても池の様子が気になり,意を決 してロープを潜

り抜け,恐る恐るその池まで約20mを人目を気にしな

がら近付いていったところ,折 りからの猛暑,異常渇

水のせいで池はすっかり千上がって無数の地割れがで

きていた。これでは水生昆虫や トンボ天国は全滅だな

と落胆 し,そ こを早々に立ち去 り,そ れ以来どうなっ

て しまったかと気 にかか りながら今 日に至 り,筆 を

とっている次第である。当面,記録のまとまっている

ヤンマ類について報告 しておく。採集場所は全て御津

郡建部町田地子である。

Peta:u面daeムカシヤンマ科

1・ 助リグ″ソクッグ/i SELYS ムカシヤンマ

1♂ , 21.V.1989
Cardoulegaste‖ dae オニヤンマ科

マ類の記録

澤 田 博 仁
*

* 〒700 岡山市厚生町二丁 目1-8-1001
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2.スπθ′昭αs′ιγ Stι bθιαづt SELYS オニヤンマ

1♀ ,29.Ⅸ .1991:2♂ ,11.Ⅸ .1992;1♂ ,30.

Ⅸ.1992

Aeshnidaeヤ ンマ科

3.ス ι動 鶴 ,ttgづ′αυα MARTIN オ オ ル リ ボ シ ヤ ン マ

幼虫lex.,28:Ⅳ。1991(18.Ⅵ。 1991, 1♂ 羽

化):1♂ 2♀ ,16。 Ⅸ。1991;3♂ ,29.Ⅸ .1991;

1♀ ,11.Ⅸ .1992;1♀ ,6.X.1992:1♀ ,20.

X.1992;1♀ , 26.Ⅸ 。1993

4.■ 71αχ″ダ¨ sθづαtts OGUMA クロスジギンヤンマ

1♂ 2♀ ,幼虫lex., 2.IV.1990(19.V.1990,

1♀ 羽化);1♂ ,幼虫 3 exs.,30.Ⅳ .1990(4.
V。 1990,1♀ 羽化 ;20.V.1990,1♂ 1♀ 羽

化):4♂ 3♀ ,幼虫12exs.,28.Ⅳ .1991(29.

Ⅳ.1991,1♂ 羽化 ;30.Ⅳ .1991,3♂ 1♀羽化

;1.V.1991,1♂ 羽化 ;2.V.1991,1♂ 羽化

;3.V.1991,1♂ 1♀ 羽化 ;4.V.1991,1♀
羽化 ;5,V.1991, 1♀ 羽化 ;6.V。 1991, 1♂

羽化);2♂ 1♀ , 5.V。 1991;幼虫 2 exs.,29.

Ⅳ.1992(30.Ⅳ。1992, 1♂ 羽化 ;25,V.1992,
1♀羽化);1♀ , 7.V.1992;幼虫lex。 , 2.Ⅵ .

1992(3.Ⅶ .1992, 1♀ 羽化)

5.■ .ヵγ′ん″″ιルιづ%S BRAUER ギンヤンマ

幼虫 2 exs.,29.Ⅸ .1991(26.XI.1991, 1♀

可コ化 ;7.Ⅱ . 1992, 1♂ 羽化)

[写真データ]

写真 1:1992年 6月 2日 撮影

5日 撮影写真 2:1991年 5月

写真 3

写真 4 1991年 9月 16日 撮影

‐・・・・――…梯たいてけ・

メスアカミ ドリシジミの記録

山 峙 法 子

新見市でメスアカミドリシジミを採集 したので,報
告する。

1♀ ,新見市豊永赤馬日畔坂鐘乳穴,10.Ⅶ .1994,

筆者採集 。保管 (写真 )

日畔坂鐘乳穴の洞の入口付近のごろごろと転がって

いる石灰岩の隙間に,弱 り切った様子で翅を横たえて

いた。長い問もがいていたのか,翅 も痛み,鱗粉もか

なり落ちていたが,裏面に見られるメスアカミドリシ

ジミの特徴は何 とか残っている。
■1■||■■|■■■11,■111■1■■|■|■■■■1■11■ 1■ 1■■1:‖ ■ヽ●1111■■■I■,■■■■■■

神社境内 (駐車場付近)よ りも50mほ ど降りたこの

あたりでは,空気が冷たく感じるほど気温が下がるた

め,飛んでは来たものの冷えすぎて自由に動 きがとれ

なくなったのではないかと考えられる。ほかにも弱っ

ているエゾスジグロシロチョウと思われるチョウも

拾っている。 ちなみにこの 日の気温 は,駐車場 で

34.0℃ ,洞 の入口付近は14.0℃ だった。

末筆ながらメスアカミドリシジミの同定をしていた

だいた中村具見氏にお礼申し上げる。

(〒 713 倉敷市玉島柏台3-3-8)

ミ ドリヒョウモン暗色型 ♀の記録

土 畑 重 人

ミドリヒョウモン暗色型♀の吉備高原南部から瀬戸

内沿岸平野にかけての採集記録はほとんどないと思わ

れる。筆者は,総社市で採集 しているので,報告 して

おく。

1♀ (暗色型),総社市種井,15.Ⅸ .1993,筆 者

採集・保管

■■■■■■■■■■■■■||■■■■■■1■ |●|■■■|■■|●■|■■■■■i111り 1ヽ1聾
=1,I

高梁川沿いのベ ンダーショップで訪花中のものを採

集 した。時期 と鮮度からみて, この個体 は高梁川沿い

に県北部から里降 りして きたものと思われる。

(〒 711 倉敷市児島通生236-3)

19
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キイロヤマトンボ幼虫を岡山県西部及び広島県東部で採集

守 安 敦
*

キ イ ロ ヤ マ ト ン ボ M“ 御πια ααィπ″づOKUMURAは ,福

島県以南の本州と九州に分布する稀種である。

本種の岡山県での産地は,最近では,倉敷市種松山

山 系 (守 安 ,1994a),倉 敷 市 内 の 高 梁 川 (守 安

,1994b)が報告 されている。渡辺 (1979)に よると新

見市正田広瀬で1976年 6月 12日 に成虫が採集されてい

るが,残念なことに標本は虫害で失ったという渡辺氏

のお話であった。また,村木 (1994)に よると,広島

県での本種の記録はまだないようである。

筆者は,岡 山県と広島県にまたがる小田川の中流部

で,本種の生息に適 していると思われる良好な環境を

見つけ,幼虫を採集することができたので報告 してお

く。

幼虫lex.,岡 山県後月郡芳井町, 2.I。 1995,筆

者採集・保管 [写真 1]

幼虫 2 exs。 ,広 島県福山市山野町, 3.I.1995,
筆者採集・保管 [写真 2]

芳井町の採集場所 [写真 3]は ,川幅約10m。 り||の

南側 (写真左側)は雑木林で後方に山がせまっている。

川底はレキや砂におおわれているが,南側の淵に細か

い砂が約 8m2の広さで堆積 した場所があり,こ こで採

集 した。水深は約10～ 30cmで ,流れはほとんどなく,

砂は薄 く泥をかぶっている。ここでは,上記の記録以

外にも 7 exs。 の本種幼虫 (8～ 12mm)を 確認 した。他

に, ダビドサナエやコヤマ トンボの幼虫もいたが,数
は多 くなかった。魚類では,カ マツカが多 く見られた。

山野町の採集場所 [写真 4]は ,川幅約12mで,全
体に浅 く,砂底である。北側 (写真右債1)の川岸に

沿って細かい砂が堆積 した場 F/「 があり, そこで採集 し

た。幼虫のいた場所の水深は約20mで ,流速は約 6 cm

/秒だった。対岸は竹林で,そ の後方に山がせまって

いる。ここでもコヤマ トンボやダビドサナエの幼虫が

見られ,魚類では,カ マツカやズナガニゴイが見られ

た。

岡山県及び広島県では,本種の生慮、できる河川はま

だほかにも残されていると思われるので,今後の詳 し

い調査が必要であろう。

引用文献

守安敦,1994a。 最近の種松山山系の トンボ。すずむ

し,(128):1-3

守安敦,1994b.高 梁川のキイロヤマ トンボ。 しぜん

し くらしき,(11):12

木村明雄,1994.絶滅危惧種キイロヤマ トンボに関す

る報告.昆虫と自然,29(7):19-26

渡辺毅,1979.Ⅲ 阿新の トンボ.続新見阿哲の記録 ,

pp.7175。 岡山

* 〒710 倉敷市浦田2430
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岡山県におけるクロサナエの分布と新産地

クロサナエ Dαυ
`α `%sノ

ηtαπα FRASERは , 日本特産種

で本州,四 国,九州に分布 しているが,同属のダビド

サナエにくらべ産地が局限される傾向が強い。

本種の岡山県での産地は,真庭郡勝田町久賀 1),真

庭郡新庄村土用 4),真庭郡勝山町神庭の滝 5),苫田郡

鏡野町岩屋 5),阿哲郡大佐町伏谷 5),苫 田郡阿波村 6),

英田郡西粟倉村 6),苫 田郡加茂町倉見 6),苫 田郡上斎

原村岡山県立森林公園7)が報告されている。

筆者は,新たに岡山県最南部の記録になると思われ

る芳井町で本種を採集 しているので,報告 しておく。

幼虫lex。 ,後月郡芳井町日南,27.Ⅲ .1994,筆者

採集,保管

鳴り‖ [写真 1]で トンボの幼虫を採集 し,持ち帰っ

て調べたところ,ダ ビドサナエの幼虫に混 じって尾部

付属器の形 [写真 2]か らクロサナエの雄らしい幼虫

が 1匹だけいることに気付 き,飼育をしたところ, 4

月24日 の午前中に 1♂が羽化 し,ク ロサナエであるこ

とを確認 した [写真 3]。 同じように飼育 していたダ

ビドサナエの羽化が全て終わったあとだった。当地で

は,次の記録も含め,砂防ダムに砂がたまり,流れが

羽化殻は,渓流のフキの茎についていた。

守 安 敦
*

緩やかになっている部分の淵で採集 した。

幼虫lex.(♂ ),後月郡芳井町日南, 2.I.1995,
筆者採集・保管

幼虫 2 exs.(4.V.1995, 1♂ 羽化),後月郡芳

井町大内谷, 2.I.1995,筆者採集,成虫・幼虫標

本とも筆者保管

途中に杉林のある小渓流の杉林の中にある落ち込み

の底で採集 したものである。

1♂ 1♀ ,羽化殻lex.,後 月郡芳井町大内谷,13.

V。 1995,筆者採集・保管

写真 2 クロサナエ♂羽化殻の尾部付属器

(立体視ができるようになっています。日に近づけ,

遠 くを見るようなつもりでピントがぼけてもそのま

まにします。ゆっくりと写真を遠ざけていくと立体

的に見える位置があります。)

なお,倉敷昆虫館,倉敷市立自然史博物館,岡 山県

自然保護センターに収蔵されている標本を調べたとこ

ろ,す でに報告されているもの以外に以下のデータの

岡山県産本種の標本を確認 したので,あ わせて報告 し

ておく。

1♂ ,勝田郡勝田町,30。 Ⅳ。1951,安東瑞夫採集 ,

倉敷昆虫館保管

1♀ ,真庭郡新庄村毛無山,18.Ⅶ。1973,近 藤光

宏採集,倉敷市立自然史博物館保管

1♂ ,真庭郡川上村,13.Ⅵ。1975,重 井博採集 ,

倉敷市立自然史博物館保管

1♀ ,真庭郡新庄村毛無山,20。 Ⅶ。1980,重 井博

採集,倉敷市立自然史博物館保管

1♂ ,阿哲郡大佐町御洞滝, 8.V.1983,重井博

採集,岡 山県自然保護センター保管* 〒710 倉敷市浦田2430
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1♀ ,川上郡川上町穴門山, 6.Ⅶ .1975,重井博

採集,岡 山県自然保護センター保管

これらの産地を岡山県地図にプロットすると,図 の

ようになる。これを見ると,今までの記録が県北部に

偏っていることが分かる。 しかし,川上町や芳井町で

岡山県におけるクロサナエの産地

● :過去の記録

○ :倉敷昆虫館,倉敷市立自然史博物館,岡 山県

自然保護センターの牧蔵標本の産地

☆ :筆者が今回確認 した産地

(詳 しい地名のわからないものは,市町村の中央部

にプロットした。)

記録されていることや,隣県における産地 として兵庫

県相生市矢野町 2)8)ゃ広島県神石郡三和町井関 3)な ど

が知られていることから,今後調査が進めば,県北西

部や県中部で産地が追加される可能性があると思われ

る。

末筆ながら,本種の過去の記録についてご教示いた

だいた倉敷昆虫館の重井博氏,過去の文献探 しにご尽

力いただいた倉敷昆虫館の小野洋氏,収蔵標本を確認

していただいた岡山県自然保護センターの森生枝氏に

厚 くお礼申し上げる。

引用文献

1) 安東瑞夫,1956.作束の蜻蛉類 1.すずむし,

6(2):15
2) 相坂耕作,1987.西播磨の トンボ (Ⅳ)サ ナエ

トンボ科.て んとうむし,(10):52-54

3) 秋山美文 。安達隆昌・藤原弘史,1990.広 島県

の蜻蛉類産地追加.広島虫の会会報,(29):51
4) 林憲一,1963.蜻蛉目。新庄村の昆虫調査報告

(そ の 1)。 すずむし,13(2):35
5)林 憲一,1966。 トンボ雑記.すずむ し,(100)

:72-74

道信順,1968.ト ンボロ録.美作の昆虫 (1)

チョウ・ カ ミキ リ・ハチ・ トンボ分布資料 ,

pp.2326.美作虫の会,津山

岡山県編,1983.自然保護基礎調査報告書―湖

沼・湿地地域生物学術調査結果― (岡 山県立森林

公園)。 94pp.岡山県環境保健部自然保護課,岡
山

8) 米村和繁 。米村和也,1982。 相生市の蜻蛉.て

んとうむし,(8):56

―
′

。
」

ヽ

゛

りであるが,特にウスイロオナガシジミを多産するこ

とは注目される。

ウラナミアカシジミ1♂ , ミズイロオナガシジミ1

ex.,ウ スイロオナガシジミ24exs.,ウ ラジロミドリ

シジミ2♂      (〒 71911 総社市真壁1048)

…… …減 い オヽ・……「―P―…疇…―……́…………一……    ………………

岡山市北部における

ヒロオビミ ドリの採集言己録

中 村 具 見

ヒロオビミドリシジミは,県下では吉備高原以北で

確認されており,分布の南限に近い岡山市では西北部

の足守地区以外では未記録と思われるが,御津郡 との

境界に近い中牧地区においても採集することができた

ので報告 しておく。

岡山市中牧 。郷 (60m), 1♀ , 5.Ⅵ 。1994

この付近だけでなく,旭川の右岸では金山山麓一帯

や,左岸でも牟佐付近までナラガシワは少なくないの

で,意外に広 く分布 しているものかも知れない。

なお,当 日この他に採集 したゼフィルスは次のとお

22
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岡山県から採集した甲虫類の記録・訂正

山 地

岡山県下から採集 した甲虫類のうち記録の少ないと

思われる若干の種について報告する。また,筆者が単

独 または渡辺昭彦氏 と共にすずむし誌上に報告 したも

ののうち,誤 りがあるものがあったので,こ こで訂正

させていただきたい。

貴重な採集品を提供 くださった植田千弘氏・野嶋宏

一氏・三宅誠治氏・渡辺昭彦氏・渡辺和夫氏に感謝申

し上げる。また,佐々治寛之先生 。上野輝久氏・笠原

須磨生氏 。川田一之氏・北山昭氏・的場績氏には同定

の便宜を図っていただき,こ こにお礼申し上げる。

学名・和名は原色 日本甲虫図鑑 Ⅱ～Ⅳに従い,採集

者名は姓だけにさせていただき,筆者等頻繁に出て く

る採集者名は,山地一Y,渡辺昭彦―AW,渡辺和夫

―KWと 略記 した。なお,一部の種に対 しては写真 を

添付 したが,そ の番号は学名の前の番号に対応 してい

る。

1.ヵπι″′%s παttθtttS S.UЁ NOツ ヤホソチビゴミムシ

川上町磐窟渓, 3 exs。 ,26.V。 1990,AW,笠原

氏同定,谷川のコケ上にいたそうである。

2.助 ″ んづ9おづSク%%θ協わsれα′α (PuTzEYS)?

ハギチビゴミムシ ?

中和村山乗山,lex,,15.Ⅵ .1991,Y
川上村西の谷, 3 exs。 ,16.Ⅶ 。1994,Y

中和村山乗山, 5 exs。 ,10。 Ⅸ。1994,Y

川上村蒜山一大山道路,lex。 ,18.Ⅵ 。1994,Y

山乗山と蒜山一大山道路では笠原氏も採集 してい

る。主に原生林の落ち葉下から採集できた。笠原氏

によると,地域変異のある種だそうなので,今回

は ?付 きで報告 してお く。

3.Pα協姥θりs%ιπθιαπ%s(HABU)

ウエノコミズギワゴミムシ

倉敷市中庄,lex.,Ⅸ。1969,AW,笠原氏同定

加茂町倉見,lex。 , 1.Ⅸ 。1990,野 嶋氏採集

最近になって日本 (東京,高知,与那国島)か ら

記録された種である。原産地は台湾。

4.Pθ ttαιπS%づθttsθ9グθπS(BATES)

チビミズギワゴミムシ

上斎原村三が上,lex。 ,28.V。 1989,Y

ミム *
′「コ

山頂の石下から採集 した。日本最小のゴミムシだ

そうである。笠原氏同定。

5.動 θり %鶴 ι%′ια (ANDREWES)

チャイロコミズギワゴミムシ

佐伯町宇生,lex。 ,29-30。 Ⅶ.1992,KW,灯 火採

集

岡山市芳賀,lex。 , 3.Ⅷ。1987,Y,灯火に飛来

この種 も最近 日本から記録された種である。笠原

氏同定。

6.P姥 御 s′づθんπs sα%%%づ (LuTsHNIK)

オオキンナガゴミムシ

川上村上徳山, 2♀ , 7.Ⅷ 。1994,三 宅氏採集

図鑑には金銅色の個体が載っているが,岡 山県の

ものは他に 1個体見ているが全て黒色の型である。

7.P.ヵπづS MORAWITZ オオナガゴミムシ

岡山市牟佐地蔵, 1♀ ,29.Ⅷ .1993,植 田氏採集

自宅の灯火に飛来 してきたそうである。県内では

岡山市の古い不確実な記録があるが,最近他にも県

内で採集されているようである。

8。  s,“%θんπS θttθα′%s(BATES)

シラハタクロツヤヒラタゴミムシ

新見市草間切畑, 1♀ , 3.X.1993,三宅氏採集 ,

笠原氏同定

9.五πα%παθγθS(BATES)イ グチマルガタゴミムシ

川上村西の谷, 5 exs。 ,16.Ⅶ 。1994,Y

河原近 くの石下より採集 した。

10. Tttθ んθκθルνttι s ααづsι%%s HABU

ダイセンツヤゴモクムシ

加茂町倉見根知峠, 1♂ ,26.Ⅸ .1992,Y
上斎原村赤和瀬, 1♂ ,21.V.1994,Y
川上村蒜山―大山道路, 2♂ ,18.Ⅵ。1994,Y

川上村西の谷, 1♂ ,16.Ⅶ .1994,Y
鳥取県大山の原産で,他に山口県から記録がある。

根知峠ではベイ トトラップで,他は沢の石起こしで

採集 した。西の谷以外は笠原氏同定。

11. B“αの θθιι%S ιιω3sづ ScHAUBERGER

ルイスヒメゴモクムシ

西栗倉村若杉, 1♀ ,27.Ⅶ .1990,AW,笠 原氏

同定

* 〒70112 岡山市芳賀5116-11



ずす む し No.129(1996)

皿

著

12.cα ι

"Sθ

んわの αsん夕 」AENNEL オ オ バ ヤ シ チ ビ シ デ ム シ

芳井町蛇の穴, 2 exs.,29.IV.1994,Y

本種は奥島氏により北房町,新見市の鍾乳洞から

採集されたが,筆者 も蛇の穴の石面に止 まっていた

本種を採集することができた。

13. SIJ力π,tα llづ 力θκα bづθθ′θγ H. KAMIYA

フタイロチビテントウ

加茂川町宇甘渓,lex.,15.Ⅸ .1989,AW,黒 色

型

佐々治先生に見ていただいたところ上記種であろ

うということであった。日本では琉球から知られて
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いる種であるが,本州での採集例 もあるそうである。

確認のため再記録が待たれる。

14. Lissθ αι722α αι%′α″%,7z LEヽ VIS

クリイロチビキカワムシ

川上町磐窟渓,lex。 ,12.Ⅸ。1981,Y

上斎原村三が上 (山上山),lex。 ,23.Ⅶ 。1989,Y

上斎原村三が上 (山上山),lex。 , 7.Ⅶ 。1990,Y

中和村山乗山, 2 exs.,11.Ⅶ 。1993,KW
すべて上野氏同定。

15。 Ett徘づιθ%ιιυづα″ι%″S LEWヽ  ムナクボナガクチキ

西栗倉村若杉,lex。 ,9-10。 Ⅶ.1994,KW,灯火

中国地方では広島,鳥取の記録があるが,希な種

である。

16.Ps・ιπααttα θtts%bπ υιs′%s(MARSEUL)

ホソニセクビボソムシ

賀陽町吉川八幡宮,lex.,12.Ⅵ .1993,KW,上
野氏同定

17.sttzιめ%bttπ力 αθ冬づs(MARSEUL)

セグロニセクビボソムシ

旭町里,lex., 1.Ⅷ.1990,野嶋氏採集,上野氏

同定

18. Bα ′9クんづια αθ%′α,ogttι α HEIKERTINGER

ハネナシトビハムシ

西粟倉村若杉,lex。 ,23.Ⅸ .1990,AW
19.物

“
り物づ%%S Sp.チ ビツチゾウムシの一種

高梁市臥牛山,lex。 ,14.V.1989,Y
落葉ふるいで採集 した。的場氏同定。

20.乃ψι%Sp.タ コゾウムシの一種

落合町日名神の毛,lex。 ,26.V.1991,KW
叩き網による。上翅鱗毛は米粒形である。的場氏

同定。

(訂正)

21。 すずむし No。 123,p.14

正 )P厖 筍 sttθん%sハ ι%αψ αθんづ%S NAKANE

キイオオナガゴミムシ

誤 )P厖 筍 s′をθん%sψ んθαγ

"鶴

づS BATES

ヒョウゴナガゴミムシ

笠原氏によると,筆者が下段種名で報告 した個体

は上段の種 ということである。ヒョウゴナガゴミム

シの方も県内には分布 しており, 2種 を含めたナガ

ゴミムシはいずれまとめて報告するつもりであるが,

今回は上言己の訂正にとどめる。

22.すずむし No。 126,p.12

正 )助 bπψ θtts%|″ θttθπS(TAHZAWA)

ヒメシマチビゲ ンゴロウ

誤 )乃 脇 π ttιθ′ιsんθsκ κs(SHARP)

コシマチビゲンゴロウ

筆者 と渡辺昭彦氏が下段種名で報告 したものは
,

北山昭氏によると上段の種だということで訂正させ

ていただく。上段の種は最近まで下段の種のシノニ

ムと思われていた種である。

23.すずむし No。 128,p.10

正 )2θ 妙″ 厖鶴 θθπια′α (GoRHAM)

メダカヒシベ ニボ タル

誤 )Dづθttψ′ιtt gθ ttα滋 (KONO)    和 名 は同 じ

学名が別の種のものと間違っていた。

24。 すずむし No。 128,p.10

約 ιθbα 730ι S bαStυ夕′αtts NAKANEカ タ ス ジ ア ミ メ ボ タ ル

上記の種は,すずむし No。 123,p.11に 筆者と

渡辺昭彦氏が報告したものと同データの同じ個体で

あった。筆者の不注意であり,お詫びしたい。

25。 すずむし No。 125,p.33

正 )Lι あθん御 αιs π αstaαι NAKANE

キイロテ ン トウゴ ミムシダマ シ

誤 )Lιづθθん筍αιs sα 姥%παι LEWIS

テ ン トウゴ ミムシダマ シ

渡辺昭彦氏 と筆者が下段種名で報告 した種は,川
田氏の指摘により渡辺氏 と再度調べ直 したところ上

段の種 と同定できたので,訂正する。

26。 すずむし No.124,p.19

正)五ψんα物%s sp.ヒ メカタゾウムシの一種

誤 )五 ψ んαιπ%s九 Ⅲ 売 %S SHARP

ホソヒメカタゾウムシ

筆者が下段種名で報告 した種は,的場氏の同定に

より,種名を確定せず,上段に訂正する。

減 い オヽ‐……………… 濤

データの訂正 について

中 村 具 見

すずむし第128号 (1994)に 報告した「吉備高原地

域西北部のメスアカミドリシジミ (続報)」 (21～ 24

ページ)の 中で,新見市草間 。大原～土橋 。新屋原の

採集者を,小野克己氏と記したが,同氏より,当 日同

行された徳田純夫氏が採集されたものであるとの御指

摘をいただいたので,筆者の不手際をお詫びするとと

もに,下記のとおリデータを訂正しておきたい。

新見市草間 。大原～土橋 。新屋原 (430m) 1♂ ,

16.Ⅵ。1985 徳田純夫

(〒 719-11 総社市真壁1048)
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ヒロオビミ ドリとハヤシミ ドリの

混棲地について

中 村 具 見

岡山県下では, ヒロオビミドリシジミはナラガシワ

を食樹 として吉備高原地域を中心に標高50～ 500m位

の丘陵部から低山地に分布 しており, また,ハ ヤシミ

ドリシジミはより標高の高い350～ 800m付近の中国山

地帯の高原に生じるカシワ林を生息地 として,両種は

原則 として垂直的に棲み分けている。このことは,食

樹であるナラガシワとカシワの垂直分布の違いを反映

したものとみられるが,標高350～ 500m位 の間でナラ

ガシヮとカシワが混生 している場合,阿哲郡神郷町重

藤 (山本,1983)な どのように同一の場所で両種が記

録されている例が知られている。

今回は,下記のとおり全 く同一地点で同時に両種を

採集することができたので,混棲地に関する記録の 1

例 として報告することとしたい。

〔採集記録〕

ヒロオビミドリシジミ1♂ 1♀

ハヤシミドリシジミ1♂

真庭郡勝山町竹原 (500m), 2.Ⅶ .1994

採集地は,旭川の支流により刻まれた神庭の渓谷の

背後に横たわる低い山地で,頂部はなだらかな起伏の

台地状の地形となっているため,大部分は牧草地とし

て開かれており,そ の周辺には斜面も含めてヒ

ノキ等の植林地の間に落葉広葉樹林が点在 して

いる。この付近のナラガシワとカシワの垂直分

布をみると,斜面から山麓部にかけてはナラガ

シワしかみられないが,頂部の牧場付近一帯で

はカシワが若千混在 しており,ナ ラガシワ,カ

シワ,コ ナラ, クリ等が主体の落葉二次林を形

成 している。

低地性のナラガシワは,県下では一般に山麓

部から丘陵,低山地帯の上部にかけて分布 して

おり,ほ ぼこの付近が垂直分布の上限にあたる

ものと考えられる。一方,竹原地区からさらに

登ると背後に連なる星山山系 (標高1,030m)

の山麓から斜面の上部,凡そ500～ 800m付近に

かけて随所にカシワの優占する林があるが,標
高が下がるにつれて少なくなり,そ の下限がこ

の付近にまで到達 している。その結果,カ シワ

とナラガシワの混交 した林が生 じているもの と考えら

れる。

この日は午前10時過 ぎに現地に到着 し, まず最初 に

カシワをビーティングして飛び出 した大型のゼフィル

26

スを採集 したところ,羽化後間もない新鮮なハヤシミ

ドリのオス [写真 1, 2]であり,活動時間帯を外れ

ていたせいか,飛び方も不活発であった。

次いで,こ のカシワの木の中ほどの良く張 り出した

横枝の先端部を占有 していた少 し小型のゼフを採集 し

たところ,汚損 したヒロオビミドリのオス [写真 3,

4]であり, さらに,同 じ場所で低所に飛来 したヒロ

オビミドリのメスも得ることができた。カシワの木の

高所にはまだ占有飛力を繰 り返すゼフの姿が認められ

たが,多分ヒロオビミドリの活動時間帯でもあるので
,

同種 と思われる。これらの個体以外には採集できな

かったが,ハ ヤシミドリに比べてヒロオビミドリの方

が著 しく汚損 していたのが印象的であった。

このことから,ま ず同じ場所に両種が生慮、する場合 ,

その発生期にややズレを生じていることが想定される。

すなわち, ヒロオビミドリの場合,こ の付近では6月

中旬 ころから発生を始め, 7月 に入るとオスは汚損す

ることが多 く,ハ ヤシミドリはやや遅れて 6月 末頃か

ら漸 く羽化するようである。従って,オ スの占有行動 ,

活動時間等の習性に差が認められることと合わせて
,

出現期が若干ずれていることも近縁な両種の共存に関

係 しているものと考えられる。

なお,採卵調査は全 く行っていないので,こ の地で

食樹 も含めて明瞭に生活圏を分けているのかどうかは

検討の余地があるように思う。

〔参考文献〕

山本正志 (1983) 新見市とその周辺のチョウ相,す
か し1貿鋤 :35-40

(〒 719-11 総社市真壁 1048)
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浅野憲一氏の採集標本の中から

1993年 11月 4日 に倉敷昆虫同好会会員の浅野憲一氏

が急逝された。47才の若さだった。

筆者は生前,氏 とは,た いへん交遊を深めていただ

けに,最初はとても信 じられず,た だ茫然 とするだけ

だった。

氏は熱心な蝶屋さんで,会の活動にも積極的に参加

され,会員諸氏もご存 じの方も多いのではないかと思

う。倉敷市立自然史博物館の第 3回特別展「岡山県の

チョウ」展でも,標本や切手などを出品していたのを

今でも思い出すし, また,岡山県内はもとより県外に

もよく採集に出られ,四 国や信州方面ヘー緒に出かけ

たこともあった。飼育もよくやられていたようで,庭
に数多 くの食草・食樹を植えて研究 しておられた。冬

の採卵にも同行させていただき, どんな環境の本によ

く産卵するか,食樹のどんな部分に産卵するかなどを

解説 してもらったり,食樹の同定にも詳 しかったのを

覚えている。

1994年,ち ょうど1周忌のころ,浅野氏宅へお伺い

して標本を見せていただく機会があった。どの標本も

大変 きれいに整理され,データも正確に記載されてお

り,氏の几帳面さが伺われた。

その標本の中で,今 となっては非常に珍 しい記録や

分布上おもしろそうな産地など,い くつか気がついた

点があったので,「すずむし」誌上をお借 りして紹介

する次第である。

発表に当たり,幸枝夫人にも快 く御承諾いただいた

ので,こ こに厚 くお礼申し上げます。

発表する種の選定に当たっては,岡 山県内で採集さ

れたものであること,野外採集品であること (飼育羽

化品は原則除 く),データが整っていること,現在あ

るいは近年,その産地に生息 しているとは思えない種 ,

極めて稀な記録,迷蝶,開 発などで個体数の少な く

なった種などを選定するよう留意 した。

リス ト

1.ギフチ ョウ L%ιんαθ′α′″θ%づθα

真庭郡湯原町, 2♂ ,21.Ⅳ .1968[写真 1]

湯原町と記載されているだけで,詳細は不明であ

るが,現在では絶滅 しているものと思われるので
,

月ヽ 松

参考のため記録しておく。

2.オ ナガアゲハ Pのιづθ%αθtιι%′%s

吉備郡真備町上二万, 1♂ ,20.V.1984
自宅付近で採集 したものであろう。平地では少な

い 。

3.カ ラスアゲハ R biα 74oγ

吉備郡真備町上二万, 1♂ , 2.Ⅷ。1976

4.ム ラサキツバメ 助餡′ん%鶴 施
“

ι%s

倉敷市玉島, 4♂ , 4.X。 1989

生前,氏から玉島の本種について話を聞いたこと

があり,神社で発生 しているとか…。

5.ウ ラミスジシジミ ンフlαgづπθ st″α協

岡山市足守間倉, 1♂ , 2.Ⅵ .1985

吉備高原より北での分布は広いが,南部よりの産

地であり,分布の縁に当たる。

(こ の記録は飼育羽化品 ?)

6.ミ ドリシジミ 2Vaθ″クリ物s ttχιια

倉敷市西坂台, 2♂ 1♀ ,21.Ⅵ 。1989[写真 2]

恵
*

* 〒710-01 倉敷市藤戸町天城17358
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住宅団地の斜面に低いハンノキが数本あり,そ こ

で発生 していたのを筆者 も確認 している。現在は道

路拡張により生息 していないと思われる。

7.ク ロツバメシジミ 乃電ιづαヵsθんιπ

岡山市足守, 1♂ ,10.Ⅸ .1987

古い民家の屋根で発生 していたという。

8.ア サギマダラ Pα鶴%″θα st協

倉敷市連島町宮ノ浦, 1♂ ,28.V.1961[写 真 3]

秋期の記録は平地でも多いが,春期の記録は少な

いと思われる。

9.ヒ ョウモンモ ドキ M7づれια sθθわstα

新見市草間切畑, 1♂ 3♀ ,23.Ⅵ。1963[写真 4]

1960年代には多かったのかもしれない。現在では
,

生息できそうな環境はない。

真庭郡川上村明連谷, 1♂ ,27.Ⅵ 。1982

ク 中和村大原, 2♂ 3♀ ,11.Ⅶ .1992

中和村の産地は筆者 も調査 したが,確認で きな

かった。

10.ウ スイロヒョウモンモ ドキ Mク御励 ιαづα

真庭郡川上村苗代, 1♂ ,26.Ⅶ .1976

ク 新庄村田浪, 1♂ ,18.Ⅵ .1983

ク 川上村上徳山, 1♂ ,16.Ⅶ .1988

ク 中和村大原, 1♂ ,11.Ⅶ 。1992

中和村ではヒョウモンモ ドキと混棲 していたとい

っことである。

11.ア サマイチモジ Lづπιヵ′ts gι″

"θ

α

吉備郡真備町上二万, 1♂ , 7.Ⅷ 。1981

平地の記録は少ない。

12.ミ スジチ ョウ N″κsクんづ″鶴

川上郡備中町, 1♂ , 6.Ⅶ。1987

記録は明確でないが,県内では個体数の少ない種

である。

13.イ シガケチ ョウ の
“

sιづs′りθααπαS

川上郡備中町坪野, 2♂ ,10。 Ⅷ。1989

分布を拡大 している種であるが,こ の年における

備中町の記録は珍 しい。

14.ウ スイロコノマチ ョウ Mιιαttκs ιιαα

吉備郡真備町上二万, 1♂ ,10。 X.1990

阿哲郡大佐町大井野, 1♂ ,17。 Ⅷ。1991

大発生 した1991年秋期の前に,県北で夏型が採集

されている。

参考文献

倉敷市立自然史博物館 (1986) 岡山県のチ ョウ

卜………鴇出い 小ヽ彎……………

鬼ケ嶽温泉にて

ミヤマル リハナカミキリ採集

岩 出   斉

鬼ケ嶽温泉のカエデ花上よリミヤマルリハナカミキ

リが得 られたので,報告 しておく。

2 exs。 ,小田郡美星町鬼ケ嶽温泉, 3.V。 1995

当日は,雨上がりのやや薄日のさした天候で,多数

のカエデヒゲナガコバネカミキリに混じって得 られた。

(〒 710 倉敷市堀南858番地16)
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倉敷市立自然史博物館に寄贈されている

倉敷市立自然史博物館には浅野憲一氏が生前採集さ

れた岡山県下のチ ョウ類のうち,55種 90個体の標本が,

昭和58年 の設立 。開館に合せて寄贈されている。それ

らはオオウラギンヒョウモンのような,今では得がた

い絶滅危惧種も含み,貴重なコレクションである。こ

こに,故人を偲び,コ レクション個々の標本につけら

れたラベルに基づいて,各種名と採集データを報告さ

せていただきたい。

報告にあたり,謹んで浅野憲一氏の御冥福をお祈 り

申し上げます。

セセリチョウ科  Hespettidae

l.ミ ヤ マ セ セ リ Eり 物麻 πθ%′α%πs(BREMER)

1♀ ,真庭郡新庄村毛無山,May 23,1983
2.ギ ンイチモンジセセリ

L″れ ιづ%α %%づθθιθγ (BREMER et GREY)

2 exs.,真庭郡新庄村田浪,Aug.10,1982
3.ホ シチャバネセセリ

スιttπαθん%stπ θん%s(MENETRES)

l ex。 ,真庭郡新庄村田浪,July 24,1983

4.ホ ソ バ セ セ リ Isθ′ιじ物 %ια呻 os″ ι%SC.et R.FELDER

2 exs.,総社市井山,July 18,1982

5.ス ジグロチャバネセセ リ

Tιttιιづθ%s ιιθ磁%%s(BuTLER)

1♂ ,阿哲郡神郷町下油野,July 9,1983

1♂ ,新見市草間,June 19,1982
6.ヘ リグロチャバネセセリ T.りι%″θ%s(BREMER)

l ex.,真庭郡川上村上徳山,July 24,1983

2 exs。 ,新見市草間,luly 2,1983

7.コ キマダラセセリ

Oθんιθαιs υι%α′%s(BREMER et GREY)

1♀ ,真庭郡川上村明連,July 24,1983

8。 キ マ ダ ラ セ セ リ Pθ娩 %′ん%s/1αυπS(MuRRAY)

l ex。 ,倉敷市連島町北面,Aug.29,1982
9.コ チャバネセセリ Tんθttssα υα″α (MURRAY)

l ex.,総社市美袋,May 4,1983
l ex。 ,総社市井山,July 18,1982

10.ミ ヤマチャバネセセリ

カϊ ααS′α%Sθas(BuTLER)

故浅野憲一氏採集のチ ョウ類標本

青 野 孝 昭
*

2 exs.,真庭郡川上村上徳山,July 24,1983

11.イ チモンジセセリ

Pα ,η協鶴 g%″αια (BREMER et GREY)

l ex.,倉敷市児島宇野津,Aug。 16,1982

アゲハチョウ科  Papi:ionidae

12.ジ ャコウアゲハ 助αSα αιθづ笏%s(KLUG)

l ex.,高梁市臥牛山,May 4,1983
13.ミ ヤ マ カ ラ ス ア ゲ ハ  Pa″ ιづθ%ααθルタ MENETRIES

l♀ ,真庭郡新庄村毛無山,May 23,1983
ンロチヨウ科  Pie‖dae

14.ツ マ グ ロ キ チ ョ ウ  E%%%α  ιαι協 (BolsDUVAL)

2 exs.,真庭郡川上村,July 26,1982

15.モ ンキチ ョウ 働παs ι鶴ル (EsPER)

1♀ ,真庭郡新庄村高下,May 29,1982
16。 モ ン シ ロ チ ョ ウ  PiιZs γα″ ι (LINNAEUS)

1♂ ,吉備郡真備町上二万,Apr.3,1983
17。 エ ゾ ス ジ グ ロ シ ロ チ ョ ウ  P.多 ″ イ (LINNAEUS)

1♂ ,新見市草間,Apr.3,1983
シジミチョウ科 Lycaenidae

18.ム ラ サ キ ツ バ メ  助 %′んπ鶴 厖 ん ιπs(HEWITSON)

1♀ ,岡 山市長野,Sep。 18,1983

19.ウ ラキンシジミ us%πα2 sらばjα%α (BuTLER)

l ex。 ,総社市井山,June 6,1982
20.オ ナ ガ シ ジ ミ ス鶴 ηJι %′んια OANSON)

3 exs。 , 環等頒二差耶り‖上本寸, July  26, 1982

21.ミ ズイロオナガシジミ 五%κgt%sα′′づιづα (BREMER)

2 exs。 ,小田郡矢掛町,June 12,1976
22.ウ スイロオナガシジミ ス.bπ′ιιπ (FENTON)

l ex。 ,新見市豊永佐伏森国,June ll,1983
23.オ オミドリシジミ nηθttπs θπιπ′αιづs(MuRRAY)

1♀ ,新見市草間,July 2,1983

24.エ ゾ ミ ド リ シ ジ ミ Fグ ″ θιtttS(MATSUMURA)

1♂ ,真庭郡川上村湯船,June 27,1976
25.ヒ ロオビミドリシジミ

F ια′グZSθιαtts SHIROZU et HAYASHI

l♀ ,新見市草間,June 24,1973
1♂ 1♀ ,新見市草間,June 19,1982
1♂ ,新見市豊永佐伏森国,June 18,1983

26。 ジョウザンミドリシジミ 
「

′傷tια (BREMER)

1♂ ,真庭郡川上村,July 26,1982

29
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27.ウ ラジロミドリシジ ミ

「

S″んイπ%πS(STAU】 NGER)

1♀ ,新見市草間,June 19,1982
28.ミ ド リ シ ジ ミ  Nの 形 クリ 物 Sル ク 形 づθ%S(MuRRAY)

2♂ 1♀ ,真庭郡八東村犬挟峠,July 26,1982
1♀ ,真庭郡八束村犬挟峠,July 24,1983

29.ト ラ フ シ ジ ミ Rω α α α鶴 ′α (BREMER)

1♀ ,真庭郡新庄村毛無山,May 29,1982
30.ベ ニモンカラスシジミ

S″ァπθttα イα 夕θas OTA et KusuNOKI

l ex。 ,新見市草間,May 4,1983(飼育 ?)

2 exs。 ,新見市草間,June 4,1983
31.キマグラルリツバメ

S″%ααsお われ %θ%ts(MATSUMURA)

l ex.,英 田郡英田町福本,June ll,1983
32.ベ ニ シ ジ ミ 取

“

%α クんιαιαs(LINNAEUS)

l ex.,総社市井山,July 18,1982
1 ex。 ,吉備郡真備町上二万,Apr.3,1983

33.ウ ラ ナ ミ シ ジ ミ L酬 ゅ づαιS bθθ′づθπs(LINNAEUS)

1♂ ,倉敷市連島町北面,Aug。 29,1982

1♂ 1♀ ,倉敷市玉島道口,sep.12,1982
34.ヤマ トシジミ Psι %αθZzιιπα παんα (KoLLAR)

1♂ ,川上郡川上町穴門山神社,May 22,1982
35.ゴ マ シ ジ ミ M“ %ι

`%ι

α ttιιづ%s(BERGSTRASSER)

1♂ 1♀ ,真庭郡川上村上徳山,Aug.9,1983
36.ツ バ メ シ ジ ミ Eυ ι%sα響 れαιs(PALLAS)

1♀ ,総社市井尻野秋葉山麓,June 26,1981
1♂ ,倉敷市玉島道口,June 12,1982

37.ヒ メ シ ジ ミ Pιϊ ル Sα響 %S(LINNAEUS)

1♀ ,真庭郡蒜山,June 27,1976
ウラギンシジミチョウ科  Curetidae

38.ウ ラギンシジミ α薇蒻s αθ%′α MOORE

l♂ ,倉敷市児島宇野津,July 21,1982

タテハチョウ科  Nympha:idae
39.ウ ラギンスジヒョウモン

ス窪 ソηttπι ιαθαづθι (PALLAS)

1♂ ,真庭郡川上村明連,June 27,1982
40.オ オウラギンスジヒョウモン

ス .物 sια%(MOTscHuLSKY)

1♀ ,真庭郡新庄村田浪,July 26,1982
41.ク モガタヒョウモン

A診クんα昭フη23づ Sα%αのθπι%ι (Co et R.FELDER)

1♂ ,総社市槻,May 15,1983
1♂ ,高梁市広瀬,May 29,1983

42.オ オウラギンヒョウモン

1♀ ,倉敷市片島,July 20,1960

43.ウ ラ ギ ン ヒ ョ ウ モ ン

「

αα爛秒ι (LINNAEUS)

1♀ ,真庭郡川上村明連,June 27,1982
44.イ チ モ ン ジ チ ョ ウ  Lααogα θα%づιια (LINNAEUS)

1♀ ,真庭郡新庄村田浪,June 26,1976
1♂ ,真庭郡新庄村田浪,Aug.1,1976

45。 ミ ス ジ チ ョ ウ  Nの ′づs夕んjり鶴 MENETRIES

l ex。 ,新見市草間,June 4,1983
46.ホ シミスジ М ″ν″ BUTLER

l ex。 ,高梁市広瀬,May 29,1983
47。 ウスイロヒョウモ ンモ ドキ

Mιιづれιαクγθ′θπιαづα MENETRIES

2 exs。 ,苫田郡上斎原本寸辰巳峠,July 3,1982
3 exs.,新見市豊永佐伏森国,June ll,1983

48. ヒョウモンモ ドキ ■4 sθθゎstα BuTLER

l ex.,新見市草間,June 25,1967
49.キ タ テ ハ  動 かgo力α θ_απ惚%π (LINNAEUS)

lex.,吉備郡真備町上二万,Aug.9,1981
lex。 ,吉備郡真備町上二万,Nov.8,1982
lex。 ,吉備郡真備町上二万,Nov。 20,1982

50。 アカタテハ И″ぉsα れαづθα (HERBST)

l ex.,吉備郡真備町上二万,Dec。 7,1975

51.コ ムラサキ スクα′%鶴 πικs FREYER

l♂ ,真庭郡川上村湯船,June 27,1976
1♀ ,倉敷市片島,July 25,1983

ジャノメチョウ科 satyttdae

52.オ オ ヒ カ ゲ  М 懲 れ sθん宅 %θ な々t(MENETHES)

l ex.,真庭郡新庄村田浪,July 26,1982
l ex。 ,真庭郡新庄村田浪,Aug.10,1982

53。 キマダラモ ドキ

ん πttα ″απづ勿 %ααS(STAUDNGER)

l ex。 ,真庭郡新庄村田浪,July 26,1982
54.ヤマキマダラヒカゲ Attψ 甕″θ%づθα BuTLER

l♀ ,真庭郡新庄村高下,May 29,1982
1♂ ,真庭郡新庄村田浪,Aug。 10,1982

55.ヒ メ ジ ャ ノ メ  均 θαιθStS gθ″απα MOORE

l ex。 ,吉備郡真備町上二万,Aug.7,1981λ bπθια%α 飲多γttρι (C.et R.FELDER)



す ず む し No.129(1996)

岡山県南西部のウスバシロチョウ

広 瀬 正 明
*

岡山県内のウスバシロチョウの分布状況については,  ける南限の記録と思われる。 (北緯34度42分 )

1986年 に渡辺 1)が過去の記録を総括しており,そ の後    これまでの岡山県内での報告例を検討してみると
,

も中村2)7),渡辺 3)5)6),末 宗 4)な どの追加報告がな   北部中国山地の谷間や中部旭川流域では標高200m前

されている。 後で, また,東部の吉井川中流域では標高100m以下

筆者は,1993年 から1994年にかけて県南西部の分布   の低地でも採集 されているが,南西部ではおおむね

調査を行い,以下の成果を得たので, まとめて報告 し   350m以上の地点に生息 しているようである。こうし

てお く。 た東西の分布状況の違いがどのような理由によるもの

成羽町上光谷 (380～ 410m), 2♂ 1♀ ,22.V。    かは今後の課題の 1つ であり,食草の分布なども関係

1993 しているかもしれない。筆者が調査 した上記地点では
,

成羽町坂本より西方1,500mの地点からさらに500m   食草であるムラサキケマンが比較的多く,今後, さら

上流にかけて, 3つ のポイントで各々約20分程度の観   に南の地点での発見も十分可能であろう。

察で,採集した個体の他に約20exs.を 目撃している。    参考文献

ニガイチゴでの吸蜜が再々観察された。また,採集し   1)渡 辺和夫 (1986)岡 山県のウスバシロチョウ,す

た1♀ はフジの花に飛来したものである。なお,植林    ずむし(121):1-13

しているヒノキやスギの若木 (高 さ約 3m)の枝で休   2)中 村具見(1987)高 梁市西部でウスバシロチョウ

止する個体が数頭 目撃された。 を採集,すずむし(122):32

備中町東油野北方 (550m), 1♂ ,22.V.1993     3)渡 辺和夫 (1989)川 上郡川上町でウスバシロチョ

上記の上光谷から峠 (標高約530m)を 越えて,南    ウを目撃,すずむし(123):12

へ約1,500mの なだらかな起伏のある地点である。早   4)末 宗安之 (1989)作 東町周辺のウスバシロチ ョウ,

稲の水田の上を飛翔 していたものを採集 した。 すずむし(123):13

川上町高山谷尻 (370m), 1♀ , 8.V.1994      5)渡 辺和夫 (1989)成 羽町のウスバシロチ ョウ,す

備中町の中央部を南北に流れる長谷川の上流で,わ    ずむし(123):30

ずかに水田が開かれている環境である。他に2 exs.   6)渡 辺和夫 (1994)川 上町でウスバシロチ ョウを採

を目撃している。

芳井町東三原 (370m), 2♂ :15.V.1994
集,すずむし(128):27

7)中村具見 (1994)旭 町の南部におけるウスバシロ

県道 9号線の西三原から高山市への林道の脇,谷の    チ ョウの一産地,すずむし(128):27

最 も奥の部分約200m四 方の狭い範囲で採集 した。他

に3 exs.を 目撃 している。 [写真説明]

芳井町高山市下市 (570m), 2♂ ,15。 V.1994     ※ 1～ 6(♂ ), 7～ 8(♀ )

高山市の集落の南側の畑の中を飛力 していた。他に   ※ 同一産地で個体変異が認められる場合は,複数個

3 exs.を 目撃 している。

同所,1l exs.目 撃,22.V。 1994

体を示 した。

ムラサキケマンの花に群がっていたもので,一部を   1 成羽町上光谷

撮影したが,破損個体が多かった。上記の目撃記録と   2 備中町東油野北方

同一の個体が含まれているかもしれない。 3 芳井町東三原

川上町上大竹上谷 (360m), 1♂ ,15。 V.1994     4 芳井町高山市下市 (黒い個体 )

大竹 ダムより600m上流の小さな休耕田のアザ ミの   5    ″   (白 い個体 )

花で吸蜜 していた。本例が現在のところ,岡 山県にお   6 川上町上大竹上谷

7 成羽町上光谷

8 川上町高山谷尻* 〒710 倉敷市有城4985
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岡山県におけるムカシトンボの分布と新産地

守 安 敦
*

ムカシ トンボ I矛づψんιιbじαs″ι冬厖S(SELYS)は , 日

本特産種で,北海道,本州,四国,九州に分布 し,山

間の森林に囲まれた急流に生息 している。

岡山県における本種の産地は,真庭郡勝山町神庭の

滝 5)② ,新見市草間絹掛の滝 5),阿哲峡2),苫 田郡鏡

野町泉山7)8)9),真 庭郡川上村 7),真庭郡新庄村高下

3),真庭郡新庄村土用 3),真庭郡新庄村田浪 3),苫 田

郡上斎原村人形峠2),真庭郡川上村湯船芋ケ谷 4),阿

哲郡大佐町伏谷 4),英田郡西栗倉村若杉峠 4),高 梁市

玉川 4),苫田郡加茂町1。 ,総社市槻Ю)が報告されてい

る。なお,倉敷昆虫館の小野洋氏によると,安江安宣

氏の報告にある阿哲峡は,当時,新見市の伯備線井倉

駅と高梁市の同方谷駅の間を指 していたとのことであ

る。

筆者は岡山県最南部の記録になると思われる芳井町

で本種を採集 しているので報告 しておく。

1♂ ,後月郡芳井町池谷,13.V.1995,筆 者採

集 。保管 [写真 1]

芳井町北部では,県北部での報告が多いクロサナエ

も筆者が採集 している**こ とから,同 様に県北から

の記録が多い本種の生息 している可能性は,倉敷昆虫

館の重井博氏からも指摘されていた。

1995年 1月 8日 に, この地域で本種幼虫の調査をし

たが,こ の時は確認することはできなかった。1995年

5月 13日 に,成虫を採集するため再び同地を調べて

いったところ,梅木川の上流に向かう途中の車内へ本

種の雄が偶然飛び込んできたので採集 したものである。

午前11時 25分ごろであった。この場所は,車道のすぐ

横が渓流となっている。 [写真 2]

なお,倉敷昆虫館及び倉敷市立自然史博物館に収蔵

されている標本を調べたところ,報告されている産地

以外に以下のデータの岡山県産本種の標本を確認 した

ので,あ わせて報告 しておく。

2♂ ,苫 田郡鏡野町岩屋,10.V.1964,重井博採

集,倉敷昆虫館保管

1♂ ,真庭郡新庄村毛無山,18.V.1980,重井博

* 〒710 倉敷市浦田2430

** 本誌 pp.21～ 22に 収録 されている「岡山県におけ

るクロサナエの分布 と新産地」を参照のこと

採集,倉敷市立自然史博物館保管

1♂ ,真庭郡新庄村毛無山, 7.Ⅵ .1981,重井博

採集,倉敷市立自然史博物館保管

1♀ ,川上郡川上町穴門山, 3.V.1983,重井博

採集,倉敷市立自然史博物館保管

これらの産地を岡山県地図にプロットすると,図の

ようになる。朝比奈 (1948)は ,本種の産地について

次のように述べている。「これらの記録 を地固上 に

plotし て眺めると,興味のあることには,そ の多 くは
,

我が回の奮い地居,殊に古生層の露われた地域に含ま

れている。古生居 との直接の開聯を云うのは,勿論軽

卒なことであるが,本種の分布が,個性の生活史の貼

から考察 して,自 然状態の良 く保存された,四時水の

絶えることのない漢流地域に限られていることは,必
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然的にか るゝ地質構造の土地と開係が深いことを考ヘ

て差支えないと思 う。又概 して,新らしい安山岩など

の露出した地Eに は,分布 していない様に思われる。」

岡山県では,北部の産地は古成層以外の地域 もある

が,中南部の産地はすべて古成層のあらわれた地域で

ある。これは,朝比奈の指摘 したように,北部は雨量

が多 く,地質にあまり左右されず,自 然状態のよく保

たれた水の絶えることのない渓流が存在するが,中南

部では,古成層のあらわれた地域に限ってそのような

渓流があるものと思われる。そう考えると,県中央部

では,大島・奥島 (1994)が 報告 した総社市槻の槻谷

川より南部の地質は花商岩のため,本種の生息の可能

性は極めて低いと思われる。 しかし,県西部では,芳
井町池谷より南部にも古成層が広がっており,条件さ

え整えば,よ り南部でも本種が生息 している可能性は

残されている。

岡山県におけるムカシ トンボの産地

● :過去の記録

○ :倉敷昆虫館,倉敷市立自然史博物館の収蔵標

本の産地

☆ :筆者が今回確認 した産地

(詳 しい地名のわからないものは,市町村の中央部に

プロットした。)

末筆ながら,本種の過去の記録についてご教示いた

だいた重井博氏,過去の文献探 しにご尽力いただいた

小野洋氏,青野孝昭氏,奥島雄一氏,い ろいろとお世

話になった岡山県自然保護センターの森生枝氏に心よ

りお礼申し上げる。
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クロシジミの記録 2題

土 畑 重 人

筆者は,中国山地 と吉備高原南部においてクロシジ

ミを確認 しているので,報告する。

1♀ ,真庭郡川上村苗代,17.Ⅶ .1994,筆者採

集・保管

1♀ (白 化型),上房郡賀陽町吉川国立吉備少年自

然の家,22.Ⅶ .1994,筆者採集

両産地 ともにアカマツ・ススキ等が自生 していた。

なお,賀陽町の個体は,残念ながら虫害を受け,現存

しない。 (〒 711 倉敷市児島通生2363)
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岡山県におけるタベサナエの分布と新産地

タベサナエ ルなθ夕″ん%Sθづκπ%S ttbιづAsAⅢNAは 日本

特産亜種で,静岡県以西の本州 と,四 国,九州に分布

する。平地や丘陵地の流れの緩やかな浅い小川に生息

し, しばしば灌漑用のため池にも見られる4)。

本種の岡山県での産地は,赤磐郡瀬戸町万富 1),勝

田郡勝田町 2),津山市高野 5),津山市小田中5),苫 田

郡加茂町 6)が報告されている。

なお,倉敷市種松山での本種の記録 3)は ,筆者が標

本を検 したところオグマサナエであった。

筆者は,新たに今までの記録より県南西部にあたる

地域で本種を採集 したので報告 しておく。

幼虫 lex.,井 原市稲木町,12.Ⅷ .1994,筆者採

集・保管

道沿いにある緩やかな小さい流れの落ち込みの部分

で採集 した [写真 1]。 この流れは約200m上流の池か

ら始まっており,ほ とんどの部分が 3面 コンクリー ト

張 りで,所々が自然のままに残されている。

1♂ ,笠岡市入田, 3.V。 1995,筆者採集・保管

[写真 2]

池に流れ込む細流のまわりにある田のあぜで採集 し

た。

また,倉敷市立自然史博物館,岡 山県自然保護セン

ターに収蔵されている標本を調べたところ,す でに報

告されているもの以外に以下のデータの岡山県産本種

守 安 敦
*

の標本を確認 したので,あ わせて報告 しておく。

l♀ ,総社市槻,27.Ⅳ 。1994,奥 島雄一採集,倉

敷市立自然史博物館保管

1♀ ,和気郡和気町働, 5。 V.1976,重 井博採集 ,

倉敷市立自然史博物館保管

2♂ ,和気郡和気町働, 8.V.1977,重井博採集 ,

倉敷市立自然史博物館保管

1♀ ,真庭郡久世町大内原, 5。 V.1990,近 藤光

宏採集,岡 山県自然保護センター保管

これらの産地を岡山県地図にプロットすると,図 の

ようになる。最近は,緩やかな浅い小り||は コンクリー

トで固められることが多 くなり,本種の生息場所はど

んどん狭められているのではないかと危1具 している。

岡山県におけるタベサナエの産地

● :過去の記録

○ :倉敷市立自然史博物館,岡山県自然保護セン

ターの収蔵標本の産地

☆ :筆者が今回確認 した産地

(詳 しい地名のわからないものは,市町村の中央部

にプロットした。)

末筆ながら,過去の文献探 しにご尽力いただいた倉

敷昆虫館の小野洋氏,収蔵標本の確認をしていただい* 〒710 倉敷市浦田2430
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た岡山県自然保護センターの森生枝氏に厚 くお礼申し

上げる。

引用文献

1)安 東瑞夫,1952.熊 山付近の蜻蛉.すずむし
,

2(6):9

2) 安東瑞夫,1956.作 束の蜻蛉類 1.すずむし,

6(2):15
3) 青野孝昭・奥島雄一編,1994.倉敷市生物目録

<昆虫類 >.pp.93233.倉 敷市立自然史博物館 ,

倉敷

4)石 田昇三・小島圭三・石田勝義・杉村光俊 ,

1991.日 本産 トンボ幼虫 。成虫検索図説.140pp.

東海大学出版会,東京

5) 道信順,1968.ト ンボロ録.美作の昆虫 (1)

チ ョウ・ カ ミキ リ・ ハ チ・ トンボ分 布 資 料 ,

pp.2326.美作虫の会,津山

6) 竹内幸夫,1977.津川川流域の昆虫相.岡 山県

津川 ダム計画に関する環境調査報告書,pp.55-63.

日本自然保護協会,東京

の通称一沢谷で,標高170mく らいの所。快晴 。無

風,西 日がさし,気温20℃ 。ピッチは遅 く4～ 5回

1島 いてはガ寸木上 し, また1島 くことを繰 り返 していた。

確かにすぐそばのヤシャブシにいると思い,だ いぶ

目,を 凝 らして見たが, とうとう目撃はできなかった。

これまでで最も遅い記録である。

①

④8
Q)

卜………減 い 小ヽ………………… …料……卜……………一………………出……

アオマツムシの記録

近 藤 光 宏

岡山県下のアオマツムシは,南部を中心に次第に分

布を広げている。

ここで報告するのは,岡 山県において1994年 に確認

したものである。

確認方法は,筆者自身が聞いた鳴き声を基本 とする

が,他の方から得た情報によるものも含 まれている。

以下①～①の記録について,確認場所 。年月日・説

明の順に記し,地図上におよその位置を示した。

① 総社市黒尾,Sep.3,1994,pm.07:10;砂 川公

園の松林で1♂ の鳴き声を確認。

② 和気郡佐伯町田賀,Sep.10,1994,pm.06:40;
岡山県自然保護センター内数ケ所で鳴き声を確認。

③ 赤磐郡赤坂町町苅田,Sep.10,1994,pm.08:
00;県道沿いの山林で鳴き声を確認。

④ 倉敷市鶴形一丁目,Sep。 11,1994,pm.08:00;

鶴形山の北面で1♂ の鳴き声を確認。1994年は夏の

高温 。少雨の影響か,1993年 より少ない。

⑤ 和気郡佐伯町田賀,Sep.17,1994,pm.06:00;
岡山県自然保護センター内で多数の鳴き声を確認。

⑥ 岡山市原尾島四丁目,Sep.中旬,1994;マ ン

ション前のナツメノキ (目 の高さ)で岡山県自然保

護センターの森生枝氏確認。

⑦ 津山市鶴山公園,Sep.21,1994;文化センター

と宮川で岡山県自然保護センターの井上悦甫氏確認。

③ 倉敷市灘,Sep.23,1994,pm.08:00;マ ック

スガソリンスタンド束の山林で鳴き声を確認。

⑨ 備前市三石町 ;有吉氏によれば,平成になって急

に増えたとのこと。

⑩ 倉敷市本町,Oct.4,1994,pm.07:05,24℃ ;

鶴形山の南面でよく鳴いていた。

① 倉敷市粒江,Oct.30,1994,pm。 04:00;種松山

36

末筆ながら,情報を提供 して下さった岡山県自然保

護センター職員の井上悦甫,森生枝両氏に深謝申し上

げる。 (〒 710倉敷市中央2-16-14)

オナガアゲハを備前市で採集

畑 重 人土

下記のとおり備前市でオナガアゲハを採集 したので
,

県南東部の記録 として報告する。

1♀ ,備前市閑谷 (閑 谷学校),28.V。 1994,筆

者採集・保管

(〒 711倉敷市児島通生236-3)

fe

いヽ
。

:Nひ
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カラスシジミの寄生蜂について

カラスシジ ミ几χsι%づαυ一αιb%π ル%わ %づ の分布及び

生態については,中村・渡辺が別途報告
**し ているの

で,こ こではその調査の過程で得 られた寄生蜂の記録

をまとめて報告 しておく。

カラスシジミヘの寄生は,卵寄生蜂 (T/7iθ

"國
解脇α

ιυα%ιSθι%S), ヒメバチの 1種,コ マユバチなどが知ら

れている1)が,調査の過程で次のとおり卵寄生蜂以外

の寄生蜂を確認することができた。

寄生蜂の同定に当たっては,コ マユバチ類について

は林業試験場北海道支場の前藤薫博士, ヒメバチ類に

ついては鹿児島大学の櫛下町鉦敏博士,ア シブ トコバ

チ類については筆者の調査期間中に御退任になられた

元愛媛大学の立川哲三郎博士にお願いした。ここに謹

んでおネL申 し上げる。なお,未同定種については,今

後それぞれの先生方から正式に発表されるものと思 う

ので,現時点で御教示いただいた種名又は属名を付 し

て報告する。

データの掲げ方は,寄生蜂が羽化脱出したカラスシ

ジミ幼虫等の採集地,採集年月日,採集者,幼虫等の

種別と個体数の順に記 し,コ マユバチ類は幼虫から脱

出して繭を造るため蜂の造繭日及び成虫の羽化脱出日

を, ヒメバチ類及びアシブ トコバチ類は蛹から羽化脱

出するため幼虫又は前蛹採集の場合はカラスシジミの

蛹化 日及び蜂の羽化脱出日,蛹採集の場合は蜂の羽化

脱出日を記 した。なお,蜂の羽化脱出日については年

号を省略 し,採集者については筆者=W,中 村具見氏

=Nと 略記 した。蜂の回収に御協力いただいた中村具

見氏に感謝する。

リス ト

1・ スク働″ιιS Sp.サ ムライコマユバチの一種

小田郡美星町黒忠八 日市,11.V。 1986, NoW,

3令幼虫2exs.

12.V.造繭,21.V.羽化脱出, N[写真 1]

13.V.造繭,22.V.羽化脱出,W
他の正常なカラスシジミ幼虫 (た だし,恐らくヒメ

バチ類又はアシブ トコバチ類の寄生を受けたものは
,

* 〒719-11 総社市三輪203

** 本誌 pp.3～ 17に 収録されている「岡山県のカラ

スシジミ分布調査記録」を参照のこと

渡 辺 禾口 夫
*

この段階では非寄生の幼虫と区別がつかない)が終令

末期に食樹を降りてくる頃, 3令のまま成長が止まっ

たような状態の幼虫を発見したので,持ち帰ったとこ

ろ,数 日後に胴体下方側面に穴をあけて蜂の幼虫が脱

出 (現場は目撃していない)し ,す ぐ近くに白い繭を

造り [写真 a参照], 9日 後に蜂が羽化脱出した。

2. ス%づsθ bαs απ

"θ

ι′ιSι UCHIDA

ウラゴマダラシジミヒメバチ

川上郡川上町領家八幡,11.V。 1986,W,終令幼

虫2exs.

15.V.蛹化, 3.Ⅵ 。 1♀羽化脱出 [写真 2]

16.V.蛹化, 2.Ⅵ .1♂羽化脱出 [写真 3]

同所,17.V.1986,W,蛹 2exs.

2.Ⅵ 。 1♀羽化脱出

5。 Ⅵ。 1♀羽化脱出

新見市豊永宇山先村,24.V.1986, N,蛹 lex.
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2.Ⅵ 。 1♂羽化脱出

高梁市宇治町穴田蔭地, 4.Ⅵ 。1988,W,蛹 lex.

13.Ⅵ 。 1♀羽化脱出

櫛下町先生の御教示によれば,本種の寄主はウラゴ

マダラシジミとカラスシジミだけが知られているとい

うことである。

No。 2～ No.5の ヒメバチ類については,羽化脱出に

至る経過がほぼ同じと思われるので,こ こで一括 して

示 しておく。カラスシジミが蛹化後,蛹の体色が正常

個体の淡い茶褐色から徐々に赤褐色に変化 し,体色だ

けで寄生蛹 と分かるようになり,カ ラスシジミ成虫の

羽化より若干遅れて,蛹 の頭部に当たる部分を横に真

二つに割ってヒメバチが羽化脱出する。 [写真 b参照]

3. BQπθん%ι%タン3θ73S'77πθ%づαづαι KusIGEMATI

新見市草間大原, 2.Ⅵ 。1985,W,蛹 lex.

19.Ⅵ.1♀羽化脱出 [写真 4]

1989年 に櫛下町先生により新種 として記載 3)さ れた

ものである。♂が発見されていないようなので,草間

周辺の調査 を続けたい。

4.A%づ sθ bαsに 近い属 sp.

川上郡備中町平川下郷, 2.Ⅵ 。1985,W,蛹 lex.

15.Ⅵ。 1♂羽化脱出 [写真 5]

同所で採集 した蛹 3exs.の うち寄生蜂が羽化脱出し

たのは 2exs.だ ったが, この個体に先立ち 6月 13日 に

羽化脱出したヒメバチは,初 めての個体だったので
,

深 く考えずゴミ箱の中に入れてしまった。櫛下町先生

からの御連絡をいただいた時には非常に残念な思いを

した次第である。

5.6θのgθπクνν%sαづψαれS(VERECK)

ヒメキアシヒラタヒメバチ

小田郡美星町黒忠八 日市, 4.Ⅵ。1988, N,蛹

lex.

16.Ⅵ .羽化脱出 [写真 6]

6.Bれθttπθπα θbsθ%ιαれ (WALKER)

キアシブ トコバチ

川上郡川上町領家八幡,17.V。 1986,W,蛹 lex.

14.Ⅵ .羽化脱出 [写真 7]

真庭郡久世町 目木大内原,18.V。 1986,W,蛹
lex.

13.Ⅵ .羽化脱出

苫田郡奥津町細田, 6.Ⅵ 。1986,W,蛹 lex.

19.Ⅵ .羽化脱出

川上郡川上町地頭西谷,21.V。 1989,W,蛹 lex.

Ⅵ.羽化脱出 (羽脱 日不明,筆者同定)

川上郡備中町布賀下長谷, 3.Ⅵ .1989,W,蛹
lex。

38

12.Ⅵ .羽化脱出 (筆者同定)

本種は,カ ラスシジミが蛹化後約26～ 28日 で,蛹 の

頭部よりの体側面に穴をあけて羽化脱出する。 [写真

C参照]羽化脱出までに最も長い時間を要 し,カ ラス

シジミが羽化 した後, しばらく羽化脱出せず残ってい

る寄生蛹は,ほ とんど本種のものと考えてよいと思わ

れる。寄生蛹の色は, ヒメバチ類 と同様の変化を示す。

寄主に関しては,数多 くの鱗翅類が知られており,シ
ジミチョウ科ではウラナミアカシジミとキマダラルリ

ツバメが知られている2)ょ ぅだ。

なお,川上郡備中町平川下郷で1989年 6月 3日 に得

た蛹は,明 らかに寄生蛹の色に変色 したが,羽化脱出

しないため蛹を割って調べたところ,ハチの幼虫と思

われるもののミイラが出てきた。また,上房郡北房町

阿口原茂で1991年 5月 19日 に得 られた蛹等から羽化脱

出したヒメバチ類 4 exs.に ついては, まだ櫛下町先生

に標本を送付 しておらず,未同定のままである。

以上,本種の寄生蜂について述べてきたが,1985年

か ら86年 の調査 な どでは,寄生が多 く確認 された

(1985年 の調査では明らかに寄生 と判別される蛹は採

集 していない。)反面,1987年 や1990年 の調査では
,

病気による死亡 と思われる例が若千あるものの,寄生

は 1例 も確認されず,寄生率は年によって変化が多い

ようだ。これは,そ の年の天候の変動により,カ ラス

シジミと寄生蜂のライフサイクルが微妙に合わなくな

ることなどが原因となっているのかもしれない。また
,

寄生率には地域差も見られ,川上郡川上町領家八幡の

ようにほとんどの個体が寄生されているところから小

田郡美星町黒忠八 日市や高梁市宇治町本郷笹尾西のよ

うにほとんど寄生の例のないところまで見られる。こ

れは食樹の生える環境,例 えばオープンランドか山際

かなどとも関係 しているのではないかと思われる。こ

うした問題を含め,今後も引 き続 き調査を進めたい。

参考文献

1)福 田晴夫ほか (1984)原 色 日本蝶類生態図鑑

(Ⅲ ):190-193,保 育社 (大阪)

2) 山崎哲郎 (1986)キ マダラルリツバメの寄生蜂 .

蝶研フイール ド(4):29

3)  Kusigemati,K。 ,1989.Descriptions of Three New

lchneumonflies Parasitic on Lycaenid Butterflies

in Japan.Mem.Fac.Agr.Kagoshima Univ.,

25,83-89
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撃 い オヽ‐…      ……    ………

真備町でウラジロミ ドリを採集

中 村 具 見

瀬戸内沿岸低地帯では,児島半島や清音村黒田など

に局地的な産地が知られているにすぎないウラジロミ

ドリシジミを,こ れまで記録のなかったと思われる真

備町で採集することができたので報告 しておく。

吉備郡真備町上二万・花会谷 (130m), 4♂ , 4.

ηl. 1994

面
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長と奥島学芸員からお聞きしたので,早速調査 したと

ころ上記のとおり得ることができた。

この付近のナラガシワ林は,概 して大木が多いため
,

ネットがなかなか下枝に届かず採集には苦労 した。な

お,発生の初期であったせいか,ほ とんど新鮮な個体

ばかりであった。最後に,ナ ラガシワの分布について

御教示いただいた青野,奥島両氏に深謝 します。

(〒 719-11 総社市真壁1048)

成羽町北部での

メスアカミ ドリシジミの記録

広 瀬 正 明

吉備高原北西部地域のメスアカミドリシジミについ

ては,中村 1)の報告以後,数編の記録がある。さらに

三宅 2)と 中村 3)は ,1994年 に採卵を主 とした調査を行

い,同地域にはこれまで考えられていた以上に本種が

広い地域にわたって生息 していることを明らかにして

いる。

筆者は,成羽町北部において下記のような採集 。目

撃例を得ているが,中村氏より,成虫の採集例は少な

く,記録に残 しておくべ きであるとの助言をいただい
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たので,分布資料 として報告 しておきたい。

成羽町上光谷猿神山登山道 (430m)

1♂採集 〔写真〕, 7 exs。 目撃,27.Ⅵ。1993

2♂採集, 3 exs。 目撃,26.Ⅵ .1994
■■■■:=11111111111111111111111■1111111111111,111==|■ ■1■||■■||■ 1111111■1■ 1

この他,1982年 7月 4日 に上光谷 (390m)に おい

て前翅に顕著な橙色紋を有するゼフィルス l ex.を 目

撃 しているが,現時点では本種の♀であった可能性が

大きいと考えている。

参考文献

1)中村具見 (1984)吉 備高原地域西北部のメスアカ

ミドリシジミ,すずむし(119):10-11

2)三宅誠治 (1994)岡 山県南西部のメスアカミドリ

シジミ,み ちじるべ (17):95-97

3)中村具見 (1994)吉 備高原地域西北部のメスアカ

ミドリシジミ (続報),す ずむし(128):21-24

(〒 710 倉敷市有城498-5)

岡山市内における

キイロヤマ トンボ採集記録

大 島 康 宏

キイロヤマ トンボ M“御πづα ααづπ″づOKUMURAは ,

1993年 に倉敷市種松山において岡山県で初めて採集さ

れ (守安 ,1994a),そ の後,倉敷市内での追加記録が

報告 されている (守安 ,1994b)が ,今のところ,隣
の岡山市からの報告はない。

今回,筆者は岡山市において採集された本種の標本

を検する機会を得たので,こ こに報告 しておく。

1♀ ,岡 山市宿, 4.Vl.1993,河 邊誠一郎採集 ,

筆者保管

採集された河邊博士の話によると,林道を歩いてい

たところ,正面からゆっくりと飛んできた個体をネッ

トされたとのこと。

末筆ではあるが,こ の報告にあたり貴重な標本を提

供 してくださり,記録の発表を快 く許された河邊誠一

郎博士に厚 くお礼申し上げる。

引用文献

守安敦,1994a。 最近の種松山山系の トンボ。すずむ

し,(128):1-3

-―一,1994b.高梁川のキイロヤマ トンボ。 しぜん

しくらしき,(11):12

(〒 713 倉敷市玉島中央町120-7)

チャイロホソヒラタカミキリを

倉敷市で採集

土 畑 重 人

筆者は,倉敷市生物目録<昆虫類>(青野・奥島編 ,

1994)に収録されていないチャイロホソヒラタカミキ

リを倉敷市内で採集 しているので,報告する。

l ex.,倉敷市由加 (市立由加少年自然の家),18。

Ⅵ.1993,筆者採集,倉敷市立自然史博物館保管

自然の家体育館下の道路で,車にひかれている個体

を得た。

参考文献

青野孝昭・奥島雄一編 (1994)倉 敷市生物 目録<昆虫

類>,倉敷市立自然史博物館 :93-233

赤枝一弘 (1992)チ ャイロホソヒラタカミキリの記録 ,

すずむし(127):25

(〒 711倉敷市児島通生2363)

英田町での ヒロオビミ ドリ採集記録

中 村 具 見

吉備高原東部の吉井川以束の地域では,ナ ラガシワ

が少なくないにもかかわらず,ヒ ロオビミドリシジミ

は一般に生息地が局限される傾向があり,ウ ラジロミ

ドリシジミに比べて確認された産地は少なく,ほ とん
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ど報告されていない。

筆者もこれまでナラガシワのあるところでは各所で

調査を試みてきた。その結果,大部分の地点ではウラ

ジロミドリしか得られなかったが,下記のとおり英田

町でヒロオビミドリを得ているので報告 しておく。

英田郡英田町福本 。天神 (80m)1♀ [写真 1:裏
面],12.Ⅵ 。1977

町並みの背後にある小さな谷筋のナラガシワ林で採

集 したもの。当日, 日撃 したのはこの個体のみ。前後

翅 とも裏面中央部の白帯はそれほど広 くなく, また前

翅裏面の場合,屈 曲してサザナミ状になる等,軽微な

異常が認められるため;一見するとヒロオビらしから

ぬ個体であるが,地色や亜外縁の白帯等は本種の特徴

を示 している。

英田郡英田町尾谷 (100m)1♂ [写真 2:表面 ,

写真 3:裏面],13.Ⅵ .1992

この付近では,谷筋の山麓一体にナラガシワはきわ

めて普通に自生 しているが,枝先から飛び出すゼフィ

ルスはほとんどがウラナミアカ,ウ ラジロミドリとウ

スイロオナガであり,本種はこの個体 しか発見できな

かった。

上記 2産地 とも確実に生息 していることは疑いない

が,各 々 1個体だけの採集例であり,こ の付近では非

常に少ないもののようである。

(〒 719-11 総社市真壁1048)

富村でヒロオビミ ドリを採集

中 村 具 見

中国山地帯では,低地性のナラガシワは次第に密度

が低 くなって,集落の周辺や渓谷沿いなどに細々と自

生が認められるだけとなる。 したがって, ヒロオビミ

ドリシジミの分布も必然的に限定されるため, これま

でに確認された産地は多 くないようである。

富村付近では渓谷沿いに点在するナラガシワを拠 り

所 として生息 しているものとみられるが,今のところ

未記録 と思われるので,筆者の採集例を次に報告 して

お く。

1♂ 1♀ ,苫田郡富村富西谷・篠坂 (550m)及び

入間 (490m)23.Ⅵ .1990

富西谷の宮原から大倉地区に通 じる県道の峠付近の

山麓 (入 間)に 点々と孤立 して生えているナラガシワ

の中で,比較的大 きな木からビーティングにより1♀

[写真 1:裏面]を得たのち,こ の峠を越えて大空山

方面に至る林道の入口 (篠坂)か ら少 し登ったあたり

で,や はり草原の一角にあるナラガシワから飛び出し

た 1♂ [写真 2:表面,写真 3:裏面]を得た。

富村の中央部にあたるこの付近にはまとまったナラ

ガシワ林 というべ きものはなく,草原に孤立的に生え

たものが点在する程度であり,概 して個体数は少ない

ものと思われる。

(〒 719-11 総社市真壁1048)
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