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アサギマダラの新 しい食草 (ガ ガイモ )を 発見

県 南 割]に も 生 息 は 可 能

方終 宏光近

アサギマダラ晨″
“
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L′oo rcの 食草としては,従来,カ モメズル,ォ オ

カモメズル,コ カモメズル,キ ジロラン,フ ョウ

ランの 5種が記録 され́ている。 ところが筆者は

同 じガガイモ科のガガィモ Mttα夕Jθriis 力た
″たαンょ .|。 で飼育することに成功 した。

この大夢を蝶の権威で ハヽられる,九州大学教養

部生物学教竜助教授,自 zk隆先生に連絡 していた

ところ,こ ″)′■ど「 本種の含草 として,ガ ガイモ

石r上 げた文献 ふ,又 ガガイモで飼育 した文献 もな
いJと の思わぬ便 クを受けたので,こ こに新り]1見

として一応報告致 します。

去る, 1962/■■り月 1日 ,秋 1岸ね́のよい天気倉敷

市連島町宮之浦lr].1の① の1,点で,遊んでいた児
童の 1人ハ「 あまり見たことのないちょうが飛ス′
でいる」 と言って)L絡に来る。アサギマグラ?では

ない
"ヽ

と思い, ぎっそ く行って見る。そこは,運
動場の上を支えている高ざ4溜位の石垣の北面で

南北に民家,東に ミカン,西にエノキ"ピ ヮがあ

って,日 あたりは よ〈ない。 その墨ヽ へ,ィ ノ
コズチ,ヒ メムカシヨモギ等の雑草のはえている

中か ら,数本のつる草(後(ガ ガイモとわかる)が
アサガォのつるのようにか らみあって登ってお り
高い ところでは,金網のへい迄達 している。 蝶
は,崚 ぎれ もな〈アサギマダラである。つる草の

葉の密集 している部分を主に,上下 して飛遊 して
いる。付近はもとより,県南部では,珍 しい蝶の

こと,す ぐにも逃げてしまうような不安にか られ
る。なに しろ本種については,実rc楽 しい経験が

あり,それだけに―
t・ 者には貴重なものに思われる。

cs 274珍夏,昆虫採集をは じめて 3年 目,タ ラブ
か らは じめて大山に行 き,胸 をときめかせて採集

したのがこのAk_で ある。その時は 10数頭採集 して

いる)。急い■ 子 ども達にたのんで,網をはこスズ

もらうことにした。そこか ら50m位離れた所の職

員室に しまってあった網をさがしH」 して持って来

る時間,常 に飛遊を続ける蝶を心配 しながら見守

っていた筆者には相当時間を経 i畳 したように忠わ

れた。

つる草には,花 もなく,吸密 しているとは思わ

れない。一時 して,胸の高ま りも卦ぎ歳り,保育

社の原色日本蝶類図鑑の記を魯ハだすことがで き

た。それ1/C県 北では,キ ジョランに発生すること

をli胃
いて知っていたが。もしや,こ のつる草は,

ギジョランではないか,そ う十れば,~A~種 の習性

とされている「産卵中の♀は,長 〈その場を離れな
い」の事実 と一致 している。それlC,当地へ赴任

してか ら, 5年の間に,1961年 10月 14日 同じ谷の

やや上で目撃その時は,網をもたず採集で きなか

った。また,1962年 5月 , ここか ら一つ西側の谷

で !し κ.採集。これは,糖密を綿に しゅませて与え

ながら,約 1か月飼育箱の中に生かすことができ
たが,食草のことは。わか らず,産卵ぎせること
は,で きなかった。また,岡山大学農学部助教授

安江安宣先生 も,1962年 5月 下旬に,倉敷の最も

中心部である倉敷駅 ―一交叉点間の道路上で,本
種を目撃 してか られる。 と今度で 4度 目の対面で

ある。

やっと網を手にすることがで きた。相変わ らず ,

離れ ようとしないが,産卵態勢 ?も かなり続いた
ので,逃飛をおそれ,思いあまってネットした。

その後で,業の表裏を一応調べてみたが,残念な
が ら,産卵されている様子はなかった。今少 しま

っていれば, よかったのか もしれない。これ実。そ



の翌日産卵 している。

採集 した成虫に次のような期待をかけて,飼育

箱にはなしてやる。

① ♀体で,産卵すること。

C夏 に,卵は有精卵であり,孵化すること
③ つる草が,キ ジョランであり,本種の含草で

あること。

径 15θ
"の

植木鉢に,現場にあったつる草を根ご

と,助]り おこして,植え,そのまま飼育箱に入れ

てやる。糖密を与えたが,5月 の時のように吸密
は,し なか った。以下,銅育経 i畳 を■とめてみ■

した。

◎ 飼育経過

(1962年 )
1け,1日 7サ ギマダラ成虫 19を,倉敷市連島町宮

之浦で記録,i皮 虫は, ギガイモのっる付近を

交飛 じ.産卵熊勢にあった。(文献FCよ れ睡

卵すふ際は,金草付近をか なり長時間離れな

い習性があるJ

飼育箱へ,ガ ガイモを鉢植に して離す。

10「12F～ 4B産卵する。23,p"… …。〔写真l〕

葉表 ・…・…‐…… …・ 8

葉裏・・………Ⅲ……¨ 6

ξtt IIIII]計 2 3JF

竹 (つ る草を支えていた)・
・。1

そのlL落下 した もの 。―‐。 1
以上のように.散在 して産付 された ものが多
いが,一か所に 4卵位かたまっているものも

あったo文献rcょ れば野 外で自然の状態では

葉の裏に 1卵 あて産付する習性がある。」

1明昭 卵土部黒化する。

現即日孵 化を始める。 1令尾部より糸を出 して体

を支えている。新 しい含草のところへ移そ う

としたが,糸を引いて思うように1稚れ ようと

しない。 2′″ 元気な〈死ぬ。

10/ql狙 か なり大 き〈なる。胴部各部の色彩斑紋

はっきり表われる。含草 ガガイモの含こん付近

に乳状液を分泌 している。

10亀 4f3個体によって,成長度の差が大 きい。食草
の新鮮 なものを次 々と与える。

10月19B l眠に入る。脱皮 して 1令～ 2令 となる

1(ら彫lB倉敷市向山町向山 10輔 位の丘でガガイ

モを発見する。

10F22Bか なり成長する。

1げ29B2令～ 3令 。―段 と成長する。・・〔写真 2〕

l明 2日 倉敷昆虫館開館にそなえて展示するため

約 7麟の逮 自動車で運ぶが異常はない。昆

虫館に隣接 している 倉敷中央病院に も含草

のあることがわうヽる(議野寛氏)以後 3-4日

中央病院のへぃに繁殖 している。農草を採集

して来て,薬害を心配して,さ れいに水洗じ

て与える。食草取 りかえ中 3′χχ圧死させる。

1現明前踊となる 2′″ …̈…〔写真3〕

llB6日 前1所 となる ,′″

1現7日 島1化する  ,′″

lla9日輛化する   5θ″

1明19B相継 tハ で
'ti化

する 9′″ 残 lθ畑傷真 4〕096)
現lB羽化する  陀″……。〔″真5〕

教室南側の戸棚の上にあって日中の室温が,

か なり上昇 した力めに早 〈羽化を見たのか も

しれない。

スナップするため1/C,紙 上に とり出 していた

1街 は。そのすす室外へ逃げて しまったc

明調 1け 羽化不完全のます以後2～3日怖 レ究九

明嘔  lθ
 χ羽化する ……手帳に羽化のちょ%面す。

現 10日 3θ務 羽化する。

手帳の記,アサギマダラR″ 1時10分羽化 を

始める。胸背面が破れて,胸部は,10分位で脱

皮する。継いてr2-部がでる。羽が伸 びは じめ ,

1時20分胴 と羽同 じ長さ,1時 30分羽はほぼ伸

びたが小 じわが残る。

室温 18°C,ス トーブ,戦`燥
|ていふ。

以上のように,飼育経過を報告 したわけですが

蝶の飼時 に,あ まり経験をきたないので,当然す

べ き,処置をかこたって失敗 した り,粗雑な取あ

っかいを して,死ス′だ個体もある。 また,各令

のこすかいデーター もとってか らず,こ の点十 分

ではない。ただ発育はかなりよく,正常であるこ

とか ら,ガ ガイモが通 していたといえ よう。

即ち,原色 日本蝶類幼虫大図鑑 yaL l保育社に

飼育経過の 1例 G申 村 1901)が 記 してある。 ( )
内が筆者の飼育 した場合。

協E就 明
1現 3日 1眠起

11月 9日  2眠起

1現16日  3日民起  64日
llR26日  4眠起

残彫2日 寿li化

96日

翌年 明即日羽化

(7日～ 10日 )

どれた個体孔亀)

(:雛II:::)

筆者の場合,室内で飼育 したことに より,早 〈

羽化 したものと思う。

なか,羽化後の成虫は,糖密,蜂密を与え 1～

鰤力月位飼育 して,死ス′だものか ら,標木rcし て

所蔵 してある。
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◎食草ガガイモについて 。……… 〔写真6〕

写真 6は ,倉敷市連島町弁才天1/Cあ る。民家の

竹垣に繁茂 しているガガイモである。

筆者は,は じめの頃,図鑑を見て,キ ジ ョラン

ではないか と思い,さ っそ くある人に同定をして

もらったところ,送 った標本が乾燥 していたせい

か ,やは リキジョランとの連絡を受け,そ う思い

こス′てい■。ところが,昆虫館の準備をしていて

本会の渡部太郎氏がこのあた りに,キ ジョランが

あるとは興味深いと,不信に思われる。その後。

幼虫が中令期1/C入 った頃,県 Fの植物相lC特に詳

しい,古屋野寛氏の同定によって,こ れがガガイ

モであり.キ ジョランは,県南部にはないことが

わかった。倉敷付近のガガィモの分布状況は地図

士Θ 印のように.か なり拡範囲に及んでおつ ,筆
者の確認 し得たところは,倉敷市連島町一帯の路

傍,垣根,高梁川のヨシに登 っているもの,やぶ

の中,倉敷市向11!町 向Lb,鮨抜 100P22)倉 敷市旭町

中央,院 内等である。また ガガイモの種子には,

特長があり。白色の種髪を有 し,風に従って,よ

く飛ぶので6邑称 レ ッカサン」と呼ス′て,貴重な季節

の遊具と して親 しス′だことを思いだす。その頃に

は,倉敷市住吉町.大原農研にも。か なり分布 し

ていたようである。

ガガイモは,牧野 日本植4勿図鑑北隆館によれば

同旋花 目 Cρ″ο/′ αθ

リン ト・ウ可E tt  Gθη′JσηJηθα′

ガガィモ科 Иsε Jι夕物″ε′αθ

ガガイモ ルを′αメθχJS力″ηjεαぬ k■

“

~名

ごがみ,〈 ぎばス′や

ガガイモ科として 18種記群 れている中の 1種

で防輩K自 生―払 多年生で,つる■き状に伸びる

草本である。地下茎を引いて繁殖 鵬 :は 長 く延び

て緑色をしている。長 ぎは 2″ 内外,葉には柄が

あり対生 してtハ る。その形は,長心臓形を成 して

お り,支脈は,は っきりしている。茎 ・葉を切る

と白tハ 汁を出す。夏期に入って,葉打こに長花梗 を

出 し,1拠末 1/C短 か tハ花穂を成 して.淡紫色の短1更

花を開 〈……中略・・‐・ 種子の種髪は,線の代用と

して針挿 0印肉等に用い られる。」

◎県南部にも発生は可能
アサギマダラについて,こ れ唆での通説は本会

赤枝一弘氏も述べているように(岡山縣 部の蝶
1960年 明)贈詰贖 R凡痛1に確実な採集・目撃の

記録がないところから,秋期に北部から移動 して

〈る(7」
lG)というのが正しいようである。今後の調

査が待たれ利 とされて吟た.―方, 本会の前田喜

四雄・秋山博志両氏も(総社市の蝶 1))で「T~記のよ

うな記録はあ がはっきりわからない。 市北ょり

市内に移動する らしい ? しか し5月 に捕え られ

ているので食 草 カモメズル.キ ジ ョラン割 とされ

てぃる。

しか し,ガ ガイモで,飼晴 は十 分で きるわけで

ある。野外で成育 しておれば,ガ ガイモの分・布は

先 きに述べたように,市内rcは ,かなり普通に外

布 してか り,土着 して発生 していることも十分考

え られる。なか,こ のことを裏付 rrる ょぅrc,最

近 5月 に採集・ 目撃の記録をみている。

以 下に,筆者の調べた範囲で.ア サギマダラの

県南部の記録を載けてみた。

19491Q 5総社市豪漢 小野 (目 撃 )?
19491016倉 敷市鶴形山 友野 収

19501014倉敷市内  小野悦夫

1952 8  総社市田町 小西 ?

1952 924都 窪郡清音村黒田 広瀬義射

1953 910岡 大内   松井

19531021都窪郡山手村福山の1願T涎覇ブ造
1″ 彩集  lθχ目撃逃がす

928倉 敷市側の福山 友野良一

10  邑久郡大ケ島 大森

10  金甲山    大森

525総社市総社宮  東

1956

1957

1957

1958

ァジサ イの花

土て「 lθχ

1960 5 8高 梁市玉川町下切 堀  (目 撃 )

19601014倉 敷市連島町 近藤光宏 (目 撃 )

1961 5  倉敷市連島町 大野憲一 (目 撃 )

1962 5  倉敷市連島町 近藤光宏

1962 7 7岡 山市門田  高原哲夫

196210 1倉敷市連島町 近藤光宏

年月日不明 倉敷市福田  船越  l θχ
追記
1962.5月 下旬 快晴 倉敷市栄町 倉敷国鉄り(付

近 岡大農学部助教授

安江安宣 (目 撃 )

◎考察
ガガイモを食草の一つとみなすことについ(

白水 隆先生は,幹 が産卵態勢をとって1ハ たという

事ですから,その■■にしておけば産卵 したこと

は,ほぼ確かで,食草の一つと見てよいと思いま

す。厳密に言えば,その植物に産卵又は幼虫が確

認され,且つその植物のみで生育する場合を食草

とするのですが,産卵態勢rcぁ ったという事実は

大体前記の条件llC近 :ハ と見てよいと思いま」 と

述べられてかり,“ 蝶と蛾"の 別漏じ“ミト・リシジミ類

にかける幼虫食性進化や 157吼食草として掲けた

ものを次の 3種 を区別して扱われている。

ォ 1は ,先ほど述べたように,自 然状態におい



て含草となっているもの研外υ往い てその植物上

に卵或は幼虫が見出され,その植物によって完全

に成育 し,羽化する場合 )

オ 2は ,自 然状態では現在までその植4勿上に卵

或は幼虫が見出されたことはないが,その植物の

みで.全幼虫期を飼育することができ,成虫にま

でなしうるもの

オ 3は ,自 然状態では現在までその植物上に卵

或は幼虫が見出されたことはないが,飼育の場合

に与えれば摂食する載 は摂金すること力ちる)こ とが

観察されたものである。 しか しこの場合は,その

植物単独で全幼虫期を飼膚 し,成虫を羽化させる

ことが確められていないものである。 そ して従

来の記録では,オ 2オ 3の場合につtハ て,そのい

ずれであるか明確に示 していなlハ ものが多いので

全幼虫期を,その植物単独で飼育出来ることを明

記 した場合のみオ 2の ものとして採用している。

これてみると筆者の飼膚の場合は,明 らかに,

オ 2に該当している。この上は,ガ ガイモに,野
外で自然の状態において,或は・ 幼虫を確認 した

い。又この経験を生かして,再び綿密1/C飼育 して
みたいが,いずれにしても成虫そのものが,比較

的少 く,珍 しい種なので。図鑑にも本土に土着す

るまだらちょう科は,,1属 1種で,分布は九州か

ら北海道まで全上に分布するが,南方系のものが

本種のように北部の寒冷地にすで棲息するものは

きわめて珍 しく,他にあすり例をムないと記 して

ある。筆者も,先に述べたように,昆虫採集に興

味を覚えて 3年目,S27年 夏,大山採集行の時

などには,相当個体数を見て,難な〈十数頭を採

集できたほどで したが,その後は,年と共に減少

したようで,県北でも稀れにしかいないのが現状
のようである。従って再度こうした飼育の機会若

し〈は,野外観察ができるかどうか心配である。

県南部,主 として倉敷付近に土着発生 している
か否かFCつ いて,自 水先生は「 成虫が5月 lC 2頭

得 られている事など岩え合せると少なくとも年に
よっては,倉敷の平地にも発生していると言える
と思レ、ま」 と述べられており,一応百J能であると

◎ 今年度 の採集会そ の他行

今年度の新 しい試み としては,3月 25日 の標
木同定会 ,こ れは珍種にか ぎらず ,こ れまでの採
集品を持寄 って,採集地 ,その他懇談会を開 くの

も,卦互いに種 々な意義があるものと期待 してい

ます。        __
また,11月 1日 の文化の日は,倉敷昆虫館 1周

年を記念 して同会場で昆虫生態写真展を計画 し て
か りますr会 員の皆様には今か ら楽 しみに,仕1品

(キヤどネ版翔止)の方ふよろ し〈お願い致 します。
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考えてよい。確実なことは ,今 後の野外での観察

に■ちたい。

キジョランは,県南には分布 していないとして

も,なか ,同 じガガイモ科のオォカモメズル,コ
カモメズル,カ モメブル

・ フヨウラン等の分布は

筆者レCと ってlrt今 のところ未矢‖数であり,更に調

査 し ごみたい。

文末にな !,■ したが,~A~種の金草並びに,県南

の分布について,快 〈御教示をお寄せ下 さハまし

た。九州大学教養部生物学教室助教授 ,自 衣隆先

生に厚 (ち ネヽL申 し上げます。 また,食草の同定

を,か願い し,わ ざわざ食草を採集 して来て終始

御静,力頂 き書した。本会の古岸野党氏 lFt深 〈感謝|

致 します。

献

日本鱗之1学会会報 “蝶 とJ、it"別 刷

vOl. 12.No 4 s37クト8月  ヾドリシ

ジ 類ヾにおける幼虫食性の進化 I)157

イ‖t育 社 ,“ 原 色日不ltttり預幼!R大 1岡

鑑 "s35年 12月 15日発行

保育社 “原色 日/FNttt類図鑑 "

ゴLβ准強1:“  F:イて有A4勿 |｀
ヨタ監"

“岡山県南音ISの蝶 "1961)イ l■ 1月

:絲 iネ [高校 4L4勿部 “総社市の蝶(l)

倉敷昆 虫同好会会誌 十一ポ■ し

7rJ′ 。1」吻 1ア サギマダラ

合敬見虫同好会会誌 十ずむ し

乃 ′。1 ,喘 2花斥に飛来 隊「アサギ

マタ
｀
ラ

友腎良一 倉 1夕 iT:中 国好会会誌 すずむ し

yθ ′6」吻4福山のアリギマダラ

近藤光宏 倉敷昆虫同好会会誌 すずむ し

Иガ10」喘2.3.4倉 敷の連島ibで ア

サギマグラを目撃
堀  浩 倉敷昆虫同好会会誌 すずむ し

И舛1()Ara2 3.4. アサギマダラの

目撃 1/Cつ いて

事計画 ◎

(2)6月
倉発 8:25(予 定 )

23日 新見市草間 方面 採集会
吉備高原一帯 ゼフィルスの好″

伯備線 井倉駅下車
倉発 8:25(予 定 )

25B 標本同定会
1田  採集会 採集地未定
3日  昆虫生態写真展

倉敷昆虫館桧 場 としで預Lヨいます

◎ ′jl l爾  文
白 水 隆

白 水 隆

臆t   i=

横山光夫

牧野富太郎

赤枝一弘

前
「

1詳 |!Ц 雄

秋 山 博 志

自 1申  ]`

′1、 昇チ↑党夫

このほど幹J子会を開き,1963年度の行事として, 詳 しいことは追って連絡致 します。
次のような言‖可を立てくした。ふるってご参会下  (1)5月 3日  高梁市玉り|1町玉川方面採集会

新鮮な春型の蝶,イ白備線広瀬駅下車さいますようか知らせ します。

月

月

月

０

に

６



伯 者 大 山 昆 虫 採 集 品 録目

橋高

昨年の3月 ■日から
'日

ま|で ,伸誉‐′1蜘 に採集

集行にいつた.と
―きの記17です。

114il品 は

“

〔のようなもので嗜、
:鱗  麹  日

1.ウ ラキンシジ  ヾ  2盈  ヽ:‖ 1妻ぷ キリ 手前
1ク スィ●ォナガ

ー
シジヾ■1懃″こ .Lはたいへん多

くいた

3.ア イノミミドリシジミ 1む 崚手■の |プ げみ

4.オ オミドリツジ  ヾ  2'メ :t手通 つしげみ
5。 ジ,ウ デンミドリシジミ 2総 嬌準 村鵡二

='の
橋

下 f:11111神 オL
6‐ ェゾ'ミ ドリ

ーシジ  ヾ 略 絆 去ゴ中|1砕ヤ:ト

7⌒ヤノミドリシジ  ゙ 19人 |ト ロ,神イト
8:フ ジミドリジメ  ヾ  2絆 l!1の家
‐ユトラフシジ,    2●賀‐1111=特 重|

10ウ ラギンシジ、    191へ手難:

11′
"ア

ゲンヽ       2♀
「

■■|↑

12ゃ ずダハ       19桝 例くガルギ
13+■ヨウ      1解 ″、=ミ
11.■ ンシロ…ヨウ   1解 ||[■ .:ll:

l駐スメグ
ー
ロッロチIウ  彎

=1'i゛
前

16FI‐ サギヤタフ   則 も幹|'・1詢葛t

■7.,ブ ,Tノ メーt‐ ヨウ

1&1,メ ヒーカ ダ

19,liヵ ゲチョゥ

20ク ロヒヵグ

キ んな くま翠ii t′ た

々∵11「 ケ |(付近

1´

=||卜

σ)´ま|:|ヽ :

1`λ ■1すli多い
をχ』:1:に 多い

■オ滅‐ヨスジ
ー
カ せキ リ

2.ニーンフカ
=キ

リ

3.ミ ドリカ tキ リ

4.シ ラネッカヾキ リ

6=ハ ンノア■カミキ リ

仇タロカ ミキ リ

7.■1ノ カヾキ リ

コガネムシ科

1,夕 ●コガネ

aカ ンシヨ
'.:ガ

ネ

3.キ ンスプrTガ ネ
4オ 21セ ンテコガネ
iマ メコガネ
6.ォ ォ十キイ●コガネ

すそ の1他 5舞
タタガタムシ千「

1パ ヤマ .ク ワガタ

2.‐ ピクヮノメタ

プウムレ乖|

Lオ・・・プウムツ

その他  1‐ 7神
′t′ ヨゞ噺 1

1.ニ ワハー1な ヨウ
さ卜   えJ   I日‐

ヵメスシ智
1‐ モンキツノカメ

2.ヘーラグヌギカメ /・ シ'

ユ■ヤイロカメムシ

生ホ ンシギカメムシ

ユエン・7ォヵメムシ

次に '― スと tィ では

1‐日 11‐ め家 → あたりの林
2「 I 刺l llのな→ 大神:1111陣L→ 夕|1時

昼 |"う与二→ 槻耕
"'漁夕 111の家‐あたつの林

3●  11に。家 → 豪lrJ:ll→載千違→ ケ1永 オ

'バ電.イトなど

友  治

ユ́
=

1l F‐護

■ ″″

lθ 澪

2′ ″″

3‐

`″
‐″

1′‐
″″

|■ ‐″
=

ユ″″

11′ ″

11=
1″ ″

161‐ 9
119?

2a″

1‐θ‐χ

ユ ″″

1・ ″

1で 蟷

1′ F,

1′ 露

21.11‐ メ■マィス
‐
テヒカダ  穆夕|IIの 家 fヽ1近

22キ ャ´
―
シヒカ″ 2r″

11‐ 11のイ(付,1
おサ t,ハ ,'‐ チヨウ    2‐″ たイl

2‐1ル ラギンピヨ "モ ン  3θ
“

|`=鶴
湾

お・ ン,「
.ツ

じヨリ モン  2′″ギil高連
26・ 1ド ,ヒ ヨウモン 2ι′:歩+ポ カ●‐F

27・ 'ォドンスジヒ
=い

.モ ン2霧格水ガ肛:

温 タモデウ ヒヨウ=ン  2由見r.l・ ..(カ ルI
29.ィ ミョウ ■・セリ   1こ=元谷

1'す 11の よヌこ|′
イ1ぐ

|1濯11す もこと,1で きた●:ヵ
=

1:いた、わ・た
'ウ

ー́1は所IIしに く(,な :jかつ
,

1ォ 1,み―,|プ)lな どにかた球つ|て いず1,
すすギマメラ|よ 民にのつてす1孔.でいるため係鳴

t`|すかつた。

″1に1・涎i11に ついて
,1・ リムシ乖:

原  稿  募1 集



ムラサキ ツパメの雌を倉敷

で採集

不和Fハた″α′′ルιrα ′7α2αι7ι s ′?″ろ″′α Bltler ′よJヒ

隆禽Iのメi色lILIhプ (図 f監 等に tkる とムラッ・キシジヾ

よりもさらに‖1111!性 のもので ,九り||・ 四 |!ヽ
1南 半に

はり菫食〈′化が ,|!Ц
 Llllヒ 全

11・ 11日Jj也フ」。
1己 lJい 141iル i有 音6

では少く,京都府及び滋賀県ではり:il部 的な稀矛[と

されている。「ハ1山 囁ヽ下では確実な記録は1重めて少

島表|』貿慧電喬ず1:爵11171T各警栞排敦∴食

Intttilil溝}I「〔|'こIli:IIII

』乳電倉肇ふ11管:iた 11∫召Ч∵替β黛鮮it争負)

が倉敷「|「連島Jlr宮之浦で 16を採集 |´ て ,新 デヒj山

`・

話r勇:し た。

築才争は1962年 9月 28日 (晴 111々 曇 )午後 301予町i

倉敷市浅原の||1林 に口|ま れた小さな池でナニワト

ンボを1,i集 している時 ,千上つた池底に突然 |11つ

たところを上か らネツトイヽしたが ,静i鮮に して完

然な 1♀ であつた。

ところで コ940年 (中学 2年

`|:の

11撃 )の 9月

「1句 ,豪漢の下流 (角 田酒造の・ヽ ゝヒ手■1岸 )で

不種の 16を採集‐した除 も ,突然 Flの 前のサIL_Lに

静lLし たところイ・ネツトした もこ)で ,当ロギFFl級ノ
|ニ

であつた高谷 (|||り ||)](平秀|が「五11分のF卜 と交

換してくれJと 慾 しがつたことなど懐 しく′留:い 出

鳥ミ ###########
#
#
#
#

昆 虫 短 華晨###

した。

千1う 今回の1子集111,浅属rに はIII在のところマテバ

シィ ,ソ リブヵノブシは 甲.当 らない'11,I尋英より飛

来 してう|〔 た ものか ,F付
‐
近で発ノ11し ている ものか

,

食卓の |||り出1と IΨ
lヤLしてその究明が待たれる。

1)水野弘ダ七:すずむし , 112,1951
2)水野弘造 :すずむし , 2(舛 ,1952
3)itぢ711昭 :すずむし , 612},1956
4)小野:it正 :すずむ し , 12(が ,1962
5)小 JI`和 l彦 :い1山 県た 11終リメ1目 針 ,1947(■ }1部

以北・珍奇
"と

語 12さ れているが詳イ|1不 明 )

(重 りi‐   れ11)

オオ ヒカゲ 天銀 山に産 す

不71rlハ
′Jη響

`ι

α sr72″ ′″ε力′′lttn3tri6sは ロスリ1

ジヤノメチヨウ科のうちf役大のもので ,中 [IJ上方

各県でも中ll'山 脈の||1問地11Fに メItJ」 1が力|ら れてい

理威碁littI:l[i:疑 ]|リ

'it常

は1962年 7月 15日 (「 }′i天 ),1′ 1備線足立り(

オオヒカグの分布

お と し み ＃

　

　

　

　

＃＃＃

今
　
　
　
　
　
　
解世

か　
　
　
　
　
輝率十

じ
　
　
　
　
　
繹＃＃

と
　
　
　
　
　
好＃

お
　
　
　
　
　
解＃

静

　

　

　

　

器

＃

　

　

　

　

孝

岸
　
　
　
　
輝

ノ
＃
＃
＃
＃
＃

(○印の■1の数けηま文献番号 )



8

にて |ヽ
!|:し ,1:甲,市 上吉り|1湖

`:答

より天fll山 (981m)
_rり「山 (955m)||||・

/D峠 不・1 て ,阿 ITォ ||;夕 IIり :in「 三JI(

に二1る 山キit(1:i l m illr'1)'t´ オオヒカグ |・ 水めて

」;¬「中 ,i打 山|の静i11.市 11で 26(午 前 100口 li)

北 ||||の 中ll郷Ⅲj l可 で 16(iE午与i)を採
`liし

た。ゆ

るやか にチ氏||ltノ て灌 木 ;|ヽ こもく
゛
りこみ ,逃げ升1つ

メ11,の であるが何れ も極 :)て ,ii全 月1サ i魚「で羽イ|´ じ

て|:も /ミ いもののようである。

(参プ

`文

献 4年
・御‖救示いただいた青「 I孝 |ィイ氏に訪i

l‐を表 しまづ
―
)

コ)|ど ||1県 :||llll県 内
`Ll勿

日録 ,1930
2)りlt史 天 |十 1了 1会 :卜 J山 噺t郷土f(1日 録 ,1933
3)/1J反 ス|げ ,:に 1山 |じ 1勿 1司 好会

/ギ |1予 〈‖1,1946
4)iナ 1村 公夫 :す ずむし ,1(12),1951
5/)11〔・夕

'1尾
:ヒ ウマツ ,2 0ct,195`1

6)風 11L I,tグリ:― i~―j=t∫ し,6(3),1957
7))三 信サ́1:づ―す■,し ,7(1),1957
8)雛r古 1'こイをノ|:4勿 クラブ :/」 11勿クラブ11:型 :,1958
9)ナ

|´ 11lJ'八 :111111と F,llい ,1959
1{)),1,″f:す ずむ し,9(4),1961)

(■井 11)

′0へ 臓i tt L11に て Leptepania

lapOniC aを 採 集  ′ハ‐ハ

l去
イltつ こと:こ ンitろ カメ, 1962 `|■ 6月 6日 rlf夕|″

ポ|・ |′

′イオ|IL11‐「 1滝 ||||こ 採集を試みた際二θク″ノロがα

″″だιじα ヤマ トナビコバネカ キヾリ〔平111信夫

九:`|_「l定 〕1♀ lt・ 1)(集 したので‖1(liし ます。採集
J・J'Fは イ|1湘

`,各

から約 l Km入 つた谷合でフジの枯づ

るイ・わθ″ J′′ しているロキl采研:し ました。どこにも

仁;.し

'な
く,,1全 な点か らみてちようどこの頃が発

41JIIと 想われます。供育社の日石iJ‐Ll員 ⅨI鑑による

と分布は不州 (4手 に阪ネll丸L方 )。 四|」 となつてお

り1司 |11!■ 下での記金∴はほとんどないのではないか

と思いますので一応 打1`:lし ておきます。なお1'の

1,1イ l11勿 ではタカサゴシロ ,ク ワサビ(極めて多ガタ)

二 四 ぬ

濡 新

二勉J書

ノ`イイ ロヤハズ ,ゴ マ フ ,ラ ミー ,ヒ メヒゲナ /7

キクスイモ ドキ ,ヤ
ハズ ,ホ ソキ リンゴ ,コ ツキ

ボ ン (ウ ル シ科
「

颯勿の立オ古1しの本 に多数発/L)ル

リ,ヘ リグロベニ ,ア トモ ンサ ビ ,ア トジ ロサ ビ

な どの 力 ヾキ リス「採 Jiし た。

〔IMIIL市「|り 11334 プ(テ
Fi デTl

高 梁 川 河 岸 に 越 冬 す る

ゴ ミ ム シ 科

nl“ |■ の 12月 28日 より高梁川の河サ11(東 11)で冬

IUJ采

`|ミ

イ_行 つた汽キ果 ,次のイ1:な ゴ ミノ、プを採研:す

ることが できま とノたo

l.ノ グチア オゴ ヾノヘシ  28X11962

川辺橋 より 10じ m南 9石 Fよ り採集

2.ア オコミ ムン  2011963
酒γltの フk門 よ

`:約

500 mT~流 …Cコ デくン

クビゴミノ、シと共 枠 lノ ていた0

3.コ ホ ソクビゴ ミムシ  2011963
水辺 よ。)lm離 れ たIi下 よ り ,11、 1で越

冬叫1の 5頭 イ‐目撃 ,内 2頭 ff採」に。 ft),

不種は付近の石下

`・

投 したが他のり̀1所 か

らは発見されなかつた。
4 マルガタゴミムシ  2011963

酒津の水門付近の石下よりま
｀
こ集。

5 種名不り1  2011963
洒津の水門付近の石下より採

`L6.種名不明  2011963
体長 5〃青味イ・帯びた黒色 ヾズギワゴ

ミムシ属と思われる。

(以 上 ,コ ホソクビゴ ムヾシを1余 き 1:了 1)

Fo,111に 同付近で ,31 191ヽ 3に クロカメノ、シ

及びヨツボシテントウムシタ・マシでj2頭採集しま

した。

(山砥司朗 )

ホ シ ア シフ トハバ チ を採 集



4f:ギイは ,ブきる 1962`卜 5月 6日古夕||イ ‖(||「イア|1田「 草
|||の 高りlι り‖i7出 :で不イlMgθ′2θ εかわθ″″αι″rFaルbcr
aryそ t・ 2n′1日

rメ
,内 191・話び■

‐
夕ることがで きた。

ィ千IC]::1)ictaaσンボウハバチ科の ものは稀れな も

のが多いが ,不 ||「 についても ,不プ||,|′ ull」
,ブ l`り 11

にたす るが ,手1だ稀れな矛[で ,ユ ノキ1・ 食すとさ

9

オしている。 f、「夕1に は ,「 1ゴ晏り|卜乃れ1∫ ルifi着 き:こ ,■=ウ
ソウ竹が一―プd 「`,客 オrな [′ ている。その中に

|キ |ィ トも

1月 当と′ltり Dれ るェノキ・ノメぁ り ,そ こlr_発 ′
11し た も

のと思わ′|■ る。写〕
′
:は イ1(J・117″質のィIわ11♀

(近藤光安 )

“大 佐 町 の 蝶 目 録 "

の 記 録 訂 正

不誌 12巻 3)]に赤枝一
'1ム

氏に よる大佐田
「 のJit目

針が掲 itさ れ ,当地の蝶t相がほぼ ,完 全に近い形

でまとめ られているノヤ ,1戯 t,:1ごフF究 に熱′心な氏に

して ,は じめてなされたことと敬童を表する次オ

である。その際 ,筆 者の1牙発表の1承 集計[資 も ,よ
く引り|い れ ,あ りがた く感 じていますが ,三 ,三
採1:記録引り11に 111,1い が 見られ ,沢 活しな Ikね くお

それがあ ります(/)で ,広 7)1氏 のラトもflめ て ,年 ギ|

の気付いた点■ここに発プtさ せていただき言riliじ

ておきたい と肥、う。

すずむじオ 12巻 劇′3号

訂l          ΠF

P3(2つ恥 らゝ2行 雌 山195,6・2`1 lI[|1119580807

P5(2) 8行  Jff臼峠1958・ 8・24摺目峠 195806・ 24

P5(20 _11行  大名1山 195808・ 7大佐田「」墾鮮吟。23
P5(20 21行  可F倉峠1958・ 5024市倉峠 10"・ 808
P5(20 22行  ブ、♯I山 1958・ 807大佐町小指脚与.23

P514)33行  lf倉峠 195808・ 7市倉
`峠

1958・ 8・ 8

P605) 2行  ¬テ倉峠 1958・ 8o7TIJ倉 峠 1958・ 8・ 8

(lT17孝昭 )

“ナ ず む じ "■ 2巻正 誤 表

“すずむじ"12巻に次のような誤りをr認 めまし

たのでご訂正願います。1傘 翌f多忙 とはいえ1交 正の

不手際′心からお詫びいた します。
v01。  12  110. 1

Fl. 8イ〒 fratercvla→ fra tercula

Pl. 22`f mkali→ nlkal i calnero11

P2■力)ら 8イ〒 1853→ 1857
下から6イTセミスジヒメ′リカマキリ→セスジヒメ′今 カミキリ

P3.22イ f(s.stor)→ (s.s tre)
31 行 cho rOphorus‐ →Cllloropllorus

P4.loイ i llraaclla一 →Uraocln
P5.  11 イf obera→ Oberoa

13行  ″ ― タ

15行 obera v■ tスta→ Oberea宙 ttaね

18行  &→ d
21行  ヨツボシカミキリ→ヨツキボシが キリ

1)9 7行 のよらに→のように

Plo 2 2行 ツロチヨウ牙ト レ′ロチヨlンFI

Qヾl.12.   卜10。  2
Plこの  5「テibidJfomls→ ibょ b■ for洒 s

l)100 1177 ili方 チ「多→
「

リメ系
I)1(2)187i(Rα dopidmidXReudopidmia)
1)3(4)渤 >ら 777「∫→砕∵
P3(′1)1カ >ら 1行 キトラブベキリー■・ィロトラバ キリ

“

(6)2行 Arhupala→ Ar]Ю

"la16(つ  12行 ブ、14む 11こまシシ ツJИ71nd状ラ～
レ

18(0) 3イli男ブ式=卜 )■〈syttЮ tRIl uni foⅡ no SOly3)
→オ月‐キトじボ←枷rpe trum tln■ fo nno

S Olys)4・ 1｀糾 :

メ(9) 4行 ッリェト:刀 (ヾo tom口 Шs pOStO ularis

騎lys)→・ 'ナ
ニモトキ ((,oml■ ltЮ

postoα ilaris Selys)を 採 る

P3eの 9 7f fhlllia ttsperiida]→「加1lia

P400 67i mmicl■ a→ 師 1lia

P50′)15行 mumius→ Lvonius
P5e`)177〒    ″       多
P5eの 187千    多      多
P5⑫026行  ゴイシジミ→ゴイシシジミ
P60)3行  Lmiliaさち町)halidal→ mmilia

I.6● )励 らゝ147F c一 aurolln→ C―alu皿

P7005行 mmilia satyridal→ mmilia

レ317)4行 緊殖→繁外t

P1009)4行 色採→色彩
P1201>から13行 塁務用移転→罫務所彩伝

P4←う  1 7 rac→ 17 P9(012行 百山→山頂
P12(0  1行 有志 名→有志4名

P12(10  5行 不氏常に→不氏イrま じえて
1■ 2Cう 励>ら 3行  ヒノキ尽ヽ →ヽヒノキイ本
P13“ D 12行 潮岸→湖岸
P15“鋳から2行 渡辺太郎→渡部太郎
P16〔う・ 6行  ulpetm→ 帥mpetruFn

米学名は原稿が不明『素であると ,誤 しよくが 多く

なりがちです。できる限 り明確に書いて下さい。

(稀 i`|:部 )



早起は三文の得 とい

― マ ツ ノ シ

9話

ラホシゾウムシでの実験 の思い出 一

之弘野宇

マ ツノシラホシゾウムシ(C″ノクιθ″ん″σιiS

■sJご ′ρ
"お

lRoe 10 fs)は 松喰 11の 一種で
,イ 占ヽオ1た

松の幹か らギキj咆 に IJ′ lilさ れる^こ の虫のオ卵JtリブF

ltま だ確lyさ れていないが ,幼虫は 1公 の幹の下部
の1封皮殊に形成層のよ|′ 分に トンネルを堀つて喰い

入つている。数回の脱皮後 ,41徴 的の馬蹄影の ト

ンネルを寧|),そ の中央 |ご所室 7々
・つ くり ,さ らに

羽化 してか ら外に抜け出るためのノ」ゞ L tti樹皮にあ

けてJl,fヒ する。 したがって ,松が枯れて||||も ない
L面は1支 をはいでみると ,:か んにサiチ ιk層「il;不・|イ :い

ltしている幼虫が認め られるだけである。たケ1皮 に

小子l`が あいておれ |ゴ ,」“
li,コトJ化 したばか りの|′t虫

あるいは令のすすんだ幼虫力月子,1で きるわけでぁ
る。

さて ,ア、は大学の卒業論文にマツノシラホシゾ

ウムシを1/1オHこ 実 l″ :す ることに なつた。 11時大学

`′

)フ l究室では松|!食 虫4f殺す糸状『i`iイ・31111」 つけて
おり ,こ の糸状i:オ iを使つて松喰 I11の ドリ「陽ミにのりだ

していたのであ る。〃、のρl究 のプ ーマlt,こ の糸
1鳩∵iが松喰虫の幼虫イ・殺すiё 程 をili微鏡でlJli′

'学的に言liべ ることであつた。すなわち ,糸 1犬苗は幼

!kの どの部 分か らイ11ノ Jこ 侵入するのか ,糸 1チギ子の

侵入につれて幼虫にはどのような利11,1病 理学的変

化がお こるのか などを調べたわけであ る。 この方
「iiのフ1究では ,糸

｀
りt南 その/1J千

i々 の外敵に よる昆
:れ・

′ント部汎;jJII!生ン自勺変化 がかな り言「 L´ くワ|プヒさテ|■ て
いたが フ利

l織折持,11:電亀白tl変化につもヽてはほ と/tど わ
か らず ,そ のギヤツプを埋めることが久 しく,[)望

されていたのであつた。

そのような藝イ1午 で ,松が1ずiれかけると呼I合いを
みては幼 |卜 1を採

`1:に

|||か け実ルチ:`t´ 続 けていた。 と

はいつて も ,い つまでも押iく で■・|ザ iな 缶liれ た松が

あるわけ (ハ ものでもな く,やがでは」:山 まで40分

ほどかかつて11(集 にいったものであ る。 ,′ [も 近 づ

けば佳かの1年
llり の採研:で もす く

゛
汗ばんで くる。そ

うした戒る日 ,大学の#:内 で松の枯れか けている

の 1・ 発見した。葉がすこしずつ赤味イ・jヤ
|し て居 り

,

試みに一吉同ケ1皮 を剥いでみ ると酢かにマ ツノシラ

ホシゾウムシの幼虫がいた。これ 1=と 喜 び勇み
,

しば らくイ,長 子1.み てか ら ,い よい よ採集 ,実 |!チさに

とりかかつた。

実与サ:当 日 ,日 の出前に研究室に至1尻
riし た。家をr

出たのは 48キ i量 ぎである。勿F命 ,ね ぼけllRの 自転
[に預りのおやじをたたき起こして自嘔:可こな予riけ

,

ついつられて「ヽ りたくなるような眠気を者ltl父 した

夜汽11iQに 乗つて出校 したわけである。すがすが

しい朝 日がさす町1に はrF外 でのイ士二|:イ・糸冬り ,研究

室でのグJ晰tも 順調に終つた。

翌日 ,3号苗の胞子イ・接千[した幼 IRの 中で一匹

どうも1〕:子がお・りヽしい。lLの Jメ:種 個 (1に くらべて

11皮 をあまり喰い進んでいない し,fkFIが 現↓kが
かつている。この幼虫は胞子1妾種後 21]た つと死

んでしまつたらLノ く何の反応 もない。 3「 1「1に は

■の体から
'1子

がいつばいに出て,|〔 た。 7、の使り||

した3号苗は , 10日 ～ 7日 たたなければ中不「殺

すことはできない筈だ。それが 3日 で死んだのだ。

しか も死んだ虫のμ〔に兇,出 された糸状苗は胞子の

色などか ら考えて接種与Ui′に 餃つた 3号ぜTと ちが

うし ,2号 F質 や 1号菌ともちが う浄Lj自 のア|1カ なも
のだ。念のためこの胞齋メエ _培養 し ,Fl∫

び新鮮な
マツノシラホシゾウムシのFJJ虫 に接種すると||]辻

いなく3日 目には完全に死ぬる。
こうした強力な糸状苗-4号「11と 仮にΠ手んでい

る一の発見のおIIで ,しか もそれが実 I「
「

り1究 の初
サ明であつたという時∫明的な幸運とあいまつてその

後のり〔験がリト常にスムースにい )́た ことは言 うま

でもない。早期の幼虫採γiの途中で 4号 1'iが まぎ
｀

れこんだのだ。偶然アオカビがフレミングの培養
ノ場こ入りこんだように。l崎 然………… ,しか し

,

それは単なる↑Il然であつたろ うか。

-1963イ l■ 4月 2 8 FI一





倉 敷 昆 虫 同 好 会 会 則

1 本会 不・合募t睦 fH「司好 会と称す る。

2.本会の不古じを合ケ市付1吉 田「岡山大学 大原羞」:

`li物

研究所 flJ勿 害∫11劇
′2 11ttlt11内 に |∵|き  ,1111:好

連絡先は倉敷■i幸田「倉ウ昆虫館内に置 く。

3 不会it iL虫 学に開するめ らゆるワ1究 1・ 7fい
,

その ,11歩 1年及ずflり 併せて |ア可好者||||の i弓 |ll l:オ
・り11

すの を目1的 とす る。
4.前頂の目的 1・達成するため次の諸行二11を 行 う。

A  'lfl'「 11争 |イ スヽヽイ千う。

B  I:‐ 111■暴言1炎 イ≧fr子 iう 。

C 機 |‖蒲(“ すずむ じ"苓 "年 4巨 1発 行する。

1)そ の他目的達成のため必要 と認め られ る11

単11イ子う(1

E 倉敷昆[蹴 の運′ド:に 協力する。

5.不 会の雲業年 1質 は毎年 1月 1日 に始り 12月
31日 に11る 。           .

6 年齢・ |′ 1捌 を|lllわ ず1と虫に |り1心 を有し ,本会

のだ[旨 目的に

`■

意を表する者は誰で も不会に入

会出来 る。

12

(1962年 5月 10日 改正 )

7 本会の会員は機 |'1剰 tの配布を受け ,こ 11′ に執

:f:し ,又 懇談会等不会の行 う諸行藝に参JJllす る

ことができる。イRし ,会費年 3 0 0FT],中 学生 ま

では 2o oF建 市r納 しなければな ら)な い。イロし分

||ヽ もこオLイ・認める。 イコセ沼|1納が 2ケ年以 上11稀売

し ,ヵ
11知 して も学|:絡 のない■年は |:1然 iFk会 とみなさ

テ
|´Lる 。                        ・

8_退 会せん とする者はその旨を不会望C務所に中

し出る。但 tノ ,既納の会イセはiE付 しない。

9.不会には幹曇イ・若干名置 く。

lo 幹彗の任サυIは 2年 とする。イ鳳し ,lrl任を防げ

ない。

H 幹事の改選は誌 上連絡により投票を以つてこ

lLを 行 う。

12 不 会の運営に II:す る墨こ項 ,会則の変更及びそ

の他細則については ,幹 学会がこれを行い。

誌上に発表 し ,会員の承認を得る。

会

山 口 県 の lL虫
高加各 s先 生か ら山口県の情幸11を 111か せて 下さ

いとのことでお便 りいた します。

まず徳 山 (海抜10メ ー トル )か らクロツ マ ●

コジヤノメ・ ヒカグチ ヨウ・ キマグ ラヒカグ 0ヒ

メウラナ ミジヤノメ 0モ ンシロチ ヨウ。モ ンキテ

ヨウ・ キテ ヨウ・ ツマグロキチ ヨウ・ ツマ グロヒ

ヨウモン・ メスグロヒ ヨウモン・ スジグロシロチ

ョウ・ ァ ヵタテハ・ ル リタテハ・ ナ ガサキア グハ

ァグハ oキ アゲハ・ ジャコ ゥア グハ・ クロアグハ

ムラサキシジ ・ヾ ムラサキツパ メ・ ウラナ ヾシジ

ヾ●ヤマ トシ ジヾ等が 見られ ます。

鹿野 (海 1女 3 oom)で はわ「数 ,個イオ〔数 も多 くこの

の外 コ ヾスジ・ スヾナ カシ・ コム ラサキ・ ゴマ /・

ラチ ヨウ・ ヒメアカ タテハ・ ウラギン ヒヨウモン

|こ  つ い て

イテモ ンジテ ヨウ・ アサマ イテモンジ・ サ カハチ

チ ヨウ 。キ タテハ・ カ ラスア グハ・ クロヒカグ 0

ァォ スジァグハ・ ウラギン シジ ・ヾ モ ンキ了ゲハ

ジヤ ノメテ ヨウ・ が産する ようです。そのlLは つ

きりわか らない もの としてテングチ ヨウ・ ヒヨウ

モンチ ヨウリ1員 2種・ ルー ミスシジヾがあ ります。

以上ですが ,こ の中には 日撃 しただけの もの′も

かな りあります。

今のところ蝶だけ集めているので ,ほ かの もの

についてはよくわか りません。

いろいろと早:き ま したがイ可力>の 参力 こなれ′まと

′習、います。

||1口 県徳山■「櫛 ケ浜小踏 [1岡雄太郎様方

福 田 賀 夫

よだ口貝



“すずむ し"投ス111現定

1.会 jl,「lF珂 は “すり=む し''に 寄litす ることが

できる。                 ′

2.原 71与 は必ず棋書原矛FI I用 紙 1・ 使用 し,1行 22年 1

1こ なるように il:く (1行 2t対 1の
11静通原スiも り|1紙 の

ナル1合 は ,欄外に 2付 1デトいて22字にすること。 )
3.お としぶみ欄原1高 (短判:)は 11外に赤色で

“おとしぶみ "と り1記 し,端名はJ:力 後へ ()に入

オ1′ てブトく。

4  1it名 はできる限 り明孫1に 計}く 。
5.1平 1版 の原稿は必ず ,すみ又は ;|、1イ ンキを fり」用

して詳|く 。

6.「1版 (写 真を含む )は掲 1父 雨i積に して レ色ベ

ージ迄 (5× 7●m41文 か 1、日当でこれをこえる

と考えられる場合には ,`必ず大きさを指定され

たい。 1旨定なきJリ ユ合はili集中11事に委された もの

とみな します。 )と し ,メ■11,P版 については実

イセを中 し受けこ 1

金 額  貸  方  金 額7.原 111の登載に |口 しては ,こ れを一切 :i刊き1命 等I    借  方

に委せる。                   会 誌 印 椰り費 17300 前年度繰越 金 1193
iぬ 信 費 4β60会  費 17700

◎ “すずむじ"の 111411発 行 l明 日◎      彗 務 用 品 費 1'91)寄  付  金  157o
今後“すずむ lノ "の 和liイ li発 行川 日が次のように   雑    費 1416 広  告  費 8850

決まりましたのでお知 ら
'せ

1/ま す。各号帝1父 月1原   次年,i紳越金 613) 会 誌 売 上  875
雑  収  益  108本高は ,必づ=〆 4刀 日迄にお送 り下さいぅ

30296        言+      30296歌:イ〒 日    「質7高 /rり ,日                      言|

N6.1 4月 30日   4月 1日           寄付金内訳 (入金‖li敬称略 )

N6。 2 8月 31日    8月 l FI                イ1日 | ,t    Yl.000
No.31o月 31日  10月 1日             安江安宣    Y 570
卜b.412月 31巳v 颯 日 _

◎ ガi着交換雑誌             Ⅵ恥佃IIP 70 1963 1北 プL州昆虫走[味の会

広島虫の会会報創刊号  1962.畑  広島虫の会

駿海Iの「 L虫  38 1962.Ⅶ  静岡昆虫同好会

駿河の昆虫  39 1961X 静岡月,IR「 l好 会

13

パツクナンバー分譲案内 (郵送料は別 )

会員 一般

fTttJ色虫同好会会報劇′1号     Y30Y41)
すずむ しオ 1巻オ 6.11号 ,各号  Y15 Y20
瞥1形 山の見虫          Y15 γ20

すずむ じ劇
′2巻オ 4.5,6.910号各号 Y15Y20

ク 劇′3巻 ソ・8～ 12号 ,各号  Y15 Y20
多 劇′4巻劇′2～ 12号 ,各号  Y15Y2o
″  オ 5イツ ′1～12号 ,各号  Y15 Y20
多 ツ′6巻列フ104号 ,各号  Y45 Y50
多 刻′7巻月′3・ 4号 ,各号  Y50Y60
多  オ 8イ1財'1～ 4号 ,4争号  Y50 Y60
夕 財′9巻オ 1～ 4号 ,各号  Y50Y60
多 Й

′10巻 オ 1～ 2.3.各諦鯛客号 Y5o Y60
多  オ11巻オ 1～ 4号 ,各号  Y50Y60
多 オ12巻 オ1～ 4号 ,各号 Y75Y90

1962年度会計‖l告

″      71 1963  1        多

男り   flil

台湾産アグハチヨウ科の 1来記録種

駿河の昆虫 41 1962.I 静吊i昆虫同好会      蝶と域 12佗)1961      白水隆

因幡のむし創刊号  1961.I 鳥取大学農学部昆  日本で初めて採集されたマルバネル リマグラ

虫
「

1好会        jl終 と蛾 12佗)1961      自水隆

10Rいh bl.l Nё.3 1961脚 .久留米j毛虫同好会  琉球八重山群島産セセリチヨウ科の 2種について

北九州の昆虫 9(JJり Lり11lL虫 趣味の会       蝶と蛾 140 1962      自水F■

北プL州の昆fR 9(aJりしり11昆虫メ垂味の会    山形県雄チヨウセンアカシジ のヾ 1新 ]1種

北九州のI毛虫 9(31LブL州 昆IR趣味の会        蝶と蛾 12(0 1962      白水隆

インセクト  13佗 )昆虫愛好会         田皿 MW Юm/0〔卦I wHⅢ uLIFS

ヽ
～
OBttIIP 63 1962 V北 ブlJttIL虫趣味の会       Kontyu 27(J         白水隆

多     64  1962Ⅵ      多                sru■「 oF Dふ
“『

IIE SttЮE AND DDPEJさ TS
多    65 1962Ⅸ       ク              mESIHttTIAL mS m 51E鰤 距lfrH

夕      66  1962 x       多                  ハllN■/ALヽ 4鳳ピrI卜3 m THE IEPIDOPTERISTS' 剛 IF

多   67 19銘 測    多            .ル 7″″′0/`み′んθク″θク′θr Js″ s sοθルιノ
多   68 1962Ⅲ    夕               15 1962      白水隆

多   69.1962 xl   タ         ミドリシジミ類における幼虫食性Lの進化

り:と 上伐12(4) 1962 白水隆



次目

近 宏光藤 アサギマタ・ラの新しい食草〈ガガィモ)を発見 …・・・・・・…Ⅲ…。… 1

- 県南部にも4L息は可能 ― …………¨……… .…
…… 1

伯替大山屁虫採集品‐目録 ,… …………………………………………・1 6

お と し ぶ み 鉾 篠 〉
ムラサキツパメの雌を倉敷で採集 ‐・・……………………………・ 7

オォヒヵゲ天銀由に,壼す 。,・ …・・…。●……………●●●●……………… 7

請縦い|に て lpptttanね ―jarnli“ 十採集 ・…Ⅲ,・・……ⅢⅢ…,……● 8

Fぽl川河岸に越冬するゴヾムシ科 Ⅲ
…・・・

Ⅲ…・……,,… …●●●…Ⅲ̀
●

8‐

ホシァシプトハバチを採集 Ⅲ…・・・……………・…●…・・………Ⅲ 8

高

]穐

■

大

111

近

宇

橋  友  治

鑢 》

井    博

井    博

森    斉

砥  司 朗

藤 光 宏・

之弘野

I推  ,召

早起は三文のィ|「 という話

一 マツノシラホシツ・ウムシでの実験の,思い‖1 -Ⅲ………,

膨こ竹

“

Fの蝶 |¬ 31J《 1ヽ子
イ|:記,た 訂:li・ ―・・………●……●●……・―…

“すすむし''12巻 il:訂 t表 ・……・・……………………●|● |● ●̀
… ……………●■●●

今■=「[のほ11会 そのlL行≒:計口|・ …・・…………………………・・………●…Ⅲ■●|… …

会 li  名 ,「 ・・Ⅲ…………………●●…●●・・……………‐・・……Ⅲ……●・…●●.

倉敷1と I11卜 1好会会H」 ・・・ J… ……………●
……●●…

●●・●●|… J● ●●……Ⅲ……■●.ヽ ….

会員消息・却i人 会11‐ 7i入会員・……・・………
‐Ⅲ……………■Ⅲ…●●…………・・…・

会:|だ とヽウ 智iFIFi夫  |||口 県め昆虫について o… ……………………・・………・・・

“すず
―
む1/"」笠イi規定・“J=ずむし"動ii集発7f期 日

バツクナ|ン バー分識案|ノ」.1962■ 1町会計洲1告 ,… ……・|… ……|● ………………・

判酷 交換雑議よ・………・・…………●●………………Ⅲ・……………………
Ⅲ●…………Ⅲ

i,   II「

lo

9

9

‐5

11

12

12

12

13

13

13

医 療 法 人

倉 敷 市 幸 町  TEL.2975・ 3215


