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Vlo。 15,″ 2(通巻96号 )12.10。 1965

倉敷昆虫同好会発行
連絡事務所 倉敷市幸町 倉敷昆虫館内
本部 (倉敷市 岡山大学大原農業生物研究所内)

1965年 同 定 会 の 蛾 にっ ぃ て

植

去る 8月
"日

(日 )に 言敷昆虫館で行なわれた

19“年度同走会で,当昆虫館未展示品が多数めっ

たので参考記録として報告 します。本年ほ野tの 1司

好者が増Лして熱′いな採栗活動の結果,岡山県未

記録腫が 8種 も出る有様で, 来年の同走会が大い

に期待される。

言己

スズメガ科   SPHIい CIDAE

l ヒメスズメ

ルメ′g″′″ αSルο
=dは

s′ s O“rtir

岡山暴禾記録  詳細は採果者赤枝一弘氏よ

り発表される予定。

ヤガ科  ― TUttE

2 ォォカプラヤガ

枷 ′Js  ′ο々′θ″′s But■ er

x・ 501964 倉敷市旭可 週辺恒彰採集

4ヒ 部一円 苫』(津山 )(1):津出 市 H月 甲

句 (2)の 記録あり。

3 シ ロシタヨトウ

′ヽ銀、′s′γα ′′′οbα  ttt■しr

V・ 14・ 1965倉 敷市美和ギ 』辺恒彰採集

ガE茂対阿波大ダ仙・費野釘甲不・津山 市 (2)

の記録う り。普通 f島

4 ハジマ ヨトウ

βィ7,″ 加 S′

“

′′″ 27′rr′s 辟4er
7ヽ・ 28・ 1965倉 ま市戒灯 i3辺恒彰採采

4ヒ 部一「∃ 勝出 (れ 崚.11)(lの 記録う り。局
I也 1灼 :て 唾

=声
。

5 ォォチャバネヨトウ

トI鉾′砕ィ′″海 負,ノrガ  sCl■零tLa

MI・ 5・ 1965 倉政 市栄J「 』辺恒彰採果

岡山県未言己録。前翅長 25翻。 ♀

1958年 7月 14日 長野県東筑摩部明科打で 1♀

が発見され,以援1し 毎道北見』紋万り。ブ1路 国標

茶山三 ツ山・十勝国上士幌汀 糠歌 4):4ヒ九州市

八幡区折尾 5)|こ つ ぐ全国第 4杏目の記録ら一見

シャチホコガ料の政を思ゎせる長大な胴 を有 し

ている。北 浮道東部では原記或以 羨初めて6が

発見され,か なりの宏イFが 予想されている。

6 tク メカラス ヨトウ

P″物″η″ ″εググ′″ ノ′μρs″ 辟t■er

x・ 12・ 1964宮 敷市旭可 目辺恒彰採菜

津山 市 4月 甲旬(2)の 記録あ り。少ない。

7 アミメコヤガ

S′″″′θtt σο″Farsα Leech
Ⅶ・ 20・ 1965新 見市新見 岡本 忠採果

北 計一肖 勝J(那岐山 )(1): 津山雨 6
月下旬(2):津出 市黒沢山(3ρ g己録め り。少〈な

レヽ。

8 オニベニシタバ

Cα′θσ″,レ ″ιル 辟。藤〕r

Ⅶ・23・ 1965新見 in新見 岡本 忠採菜

県下一円 岡山 (三 rl)・ 阿哲 (丹治部 )(1)

の 記録め り。1%3年の同定会|て も l exと 同定

した。

9 マ メキシタバ

ε″′ο″″ ″″′″ノ′ 醜 t■er

Ⅷ・18・ 1965新 見iF神式 太橋英雅採栗

岡出県未記露b広島県で、■採渠記潔 6｀ う り。

稀でない。

10カ パフキシタバ

C″′r″ノr7,1だ/ゲ′ar7 辟t■Or

Tヽ・ 18・ 1965新 見市誓式 大橋英惟採菜

北 酬i一 円 河哲 (新砥 )(1ん。記録ら り。 輸な

重である。 大嬌君の話で ■曾敷 i百 甲島て も 1じX・

ｔ
胃本



`オ /1・1)

れ`:::[ノ ているとつことでちる。            ;可 哲 lf`天 佐■
「 lj瀬 赤枝一弘孫 )長

'1ア
■マタピグロク手バ              ギ」‖S一月 |こ島 (泣江 )・ ぼ敷・示下一円

r′ t7Fr F/7′ ′′ ′″′た″″′ Blt■er            百 ‖青(人 it)・ 浅日(,光
'(l):津

|・J ri 6月
■ヽ・ 18・ 1965青 見 li」 イ中iて はl辺 .卜

「
杉孫兵    下旬(2):津|口 :「黒ガ寺u r3の 記録あ り。 普通拒。

li抽 |万 人谷  7月 二句イカの 1己 録あ り。 多〈な  18ハ ラアカアオシヤ ク

tへ  1。                                       Cル ′♂/Fssr /7″ F/7′ ′γ′″′ザ′ 0レ■ur

、11・ 13・ 19651しx. x・ 230196410K.
シヤチホコガ科  }〔〉T∝ONT IDzlE      tt t女 市美 何1lT「日辺|｀亙彰採渠

津■打F大谷  7月 (2つ F己ユ桑め り。

12ギ ンモンスズメモ ドキ            19ヒ ロバ トガリナミシヤ ク

r′なっノ′″s ″″
"′

′σ″ ルァハoぼσ′            C″ザμ・ ′″ィァ′′
`7 B■

t■Cr

TI′′′θ″″ ′ι ,載h              l■ ・ 4・ 1965 訴見市井倉 置l辺恒彰採来

、1「
・ 18・ 1965メ奸見IF仲 式 大嬌英雅採采     岡山祟未記録

メ′ミ下一「]阿 哲 (ギi見 )(1):津山 FF 8月 末   20ヒ ゲブ トナミシヤク

r2)の ′i己 録め り。                       S″ ″′s ″

“
7′s Leech

13ゥ スイロギンモンシヤチホ コ           Ⅷ・ 21・ 1965倉 敷市旭ば
「  田辺恒彰採采

S″チ′′ゐ″s あ″″ルs′ dρ′γガ′s′ Gnescr   岡山 県未記録 普通種

lΠ・ 15。 1965 111上 部捕甲町弥高山 高岡  21ホ ソバ トガリエダシヤ ク

元 朝 篠                          rDJ― σ′α″″ m燃 ′′ 帥 ■er

油 Lm~ 6月 下旬(2):津山 市黒沢山(3)の 記録    Ⅲ・2501965倉 敷市美和IT田辺恒彰採集

め り。                      岡山県未記録 春の戦で多産す る。

14ク ロッマキシヤチホコ (改称 )

P″″″ ″′
"″

Nar            マ ドガ科  THRIDIDAE
l冊・ 12・ 1964唐 致市旭町 太橋英雅採集

岡山県未言己録 夕ヵサゴソマキシャチホコに  22モ リヤママ ドガ

混 じて採れたもの。 コツマキシャチホコと言 う    ″″霧″lilo osacぉ″′Fs οs″ar′ Fs確旺pr

てぃたのを改称r7)                Ⅶ .7・ 1`965児島 市大池 筆者採果

Ⅵ・ 22・ 1965倉 敷市旭町  田辺恒彰採集

ドクガ科  L預ぼ魯rRIIDAE        岡山県未言己録 少ない種である。

東京・ 京都 。大阪・ 兵庫(8):新潟市(9):北九

15スゲォオ ドクガ               州 市八幡区折贈 100D:下関市02:広 島市00:呉

ι″′f″ ″μ7′′″ But■er              ttα 4つ 記i録あ り。

Ⅷ。15・ 1965り |1上 部 J請甲町弥高山 高岡

元章採集                     メイガ科  PYRAL IDAE
油山市黒沢山(3)の 記録あ り。

23ッ マグロシマメイガ

トガリバガ科   THYATIRIDE          3電 ′/α  li4Jliσ ″つ″ W理やr

v・ 27・ 1965倉 敷市美和r「 大橋英雅採県

16六 シボシ トガリバ                津山 市 7月 下旬(2)の 記録ろり。ろまり多く

'θ

″οお′S′′S ttc″
“

B■t■Or       ない種である。

m・ 25e1965 13x.:Ⅳ・ 18・ 1965蘇狂  24キ ンポシシマメイガ

含 l■ 市美和●IT 由辺瓶彰採集           〃″υ′″′″′′ ″″′′s Leech

岡山県未記録                  、I・ 18・ 1965新 見市神代 EB辺置彰採采

県下一円 真履 (勝山 )(1):潮 市大谷 7
シヤ クガ科  GⅨ hCTRIIXE       月上旬(2):油山「●

~黒
沢山(3)の 記録ろ り。書J合に

少 ない種である。

17タ ロスジアオシヤク

C′の,″ r/F(1イ′″ゎεルあ″ )″″″″ C     a`参  考 文 献 
～′′ メ≧  Fしュβpr Tヽr・ 3・ 196o
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(1)岡山県 :嗣 ||1県 1月 上切目録, 1930     (s,井 上寛外 :原 芭昆虫大図鑑 I(蝶政編 ),北
(2, 片山豊八 :美

`′

F壼喋載日録 ,岡ユ|と 昆虫,    P・ 4L館, 1959
1959.                 r9)佐 藤刀夫 :モ リヤママドガの訴産地 。■1嶼同

(3)片山 豊八 :黒 沢山義類一覧 (弟一報 ).夫昨   志会通 1言 (14-15):]361958
の 自然,(6):7-13, 1960         10 7「 T付 忠 :編 1司 県八幡付テ周辺めJ々類 2)。 |じ 九

.芭 1言 顧 :黒べJJ「二類一覧」κ玩いて・美   州り昆虫 6(1):2■ 1959
/Fの 自然,17):36-38, 1961       (11)YFl付  忠 :モ リヤママドガの九州ギ 2.Diこ 録・

(1)飯島一メ

`・

杉繁郎 :ズ ブチャパネョ トウの雄   蛾類通 1言 (33):2461963
発見.可 t類通言,(27)1142-143,1962  00 有田 豊 :山 口県下関市の政類 目球{1).北 九

(5)河付 忠 :F扇 岡県北言

`の

注目すべき叫t類・J,   州の昆虫 7(1):4-29,1960
類通 百 (鉤 ):1961962           03 甲付真吾・ 甲付豊二・

`青
水建一 :広島 雨とそ

(61 甲村慎吾 :広島県北 r5山地の戦類 (第 1敲 )  の周辺/D螺え類 目録 。比不‖科学博初館研究報告16}

士ヒ相科学博物館研究 f贄音(4): 9-19 1961      : 9-18 1963
(7)rP ttLE直 :最近0/D IX鑑 てみ られるシャ升ホコ  uO 保』 1言 紀 :呉 市付近の蝶」ttt I‐tE記 .広島虫の

ガ科の誤 り。政 競通 1言 (35):276,1964    貸公報 (2):9-11

岡 山 県 の 蛾 (7)

槙    本    精    二

今回は トラガ科 oズ ビガだ|・ イカリモンガ科r/D     Ⅶ.18・ 1956帝釈峡   甲け慎吾(11)

三科llCつ いて中し上げ ます。            の記録がある。

3 トラガ

トラガ科  A― ISTIDAE        c″ ′ο
""?の

物 ・ir7麟 ¨ 湘 0協 ぬ旺S'
63-13:2917:2512

甲型の峨でよく昼 1嗣花に飛米 t/活 r装に飛び廻る    V・ 26・ 63 真庭郡新庄付高下 重井 博,

ものと,夜間灯火に集るものとある。過去の文献   筆者も 會・2・ 65 阿哲都神郷町三坂 で l ex

から,我が国には 6腫 を産することが知 られ,全    を採集 した。

部図示されている。 また岡山県には この うち 5種   4 コ トラガ

を産し,裁が倉敷昆虫館には 4種 が凍列されてい    ν ′″′zts′ ″′′ ″対 ″′′′S Bat■ or

る。その目録はつ ぎの とお りである。          63-14:291612518
Ч。16・ 63 所見市足立  青野 孝増

記                   展示品以外に岡山県に産することが AElら /ι て

いるものは

1 トビイロ トラガ              イ じメ トラガ

S″
"zα

立れ″ω′ MO°re           Иsル/r7″′′s"ε′″′″ 辟t■Or

63-lo:2912:2514            阿哲都萬歳付(1)・ 津直1市 (2)。 津出 市黒沢=」
(3}

V・ 24・ 63 倉敷 IF未 1可   山砥  司FS   の記録があ り県北 部山Jしに産する。

LTI・ 29・ 64                  岡山県未記録種17Cつ いては

2 ペニモン トラガ                マイコ トラガがあ り, マイコ トラガは 1928
S′′″17r7υ

“

√S′″ L00Ch          年所属析1重 として発表さ才lて 今日贅でに北 母道

63-11:2913:2515            札幌 市 (原産地 )・ 所潟県蒲原部津り|I Fr17)。 静

11・ 29・ 1965 折見市止d 棋不 構二    岡県買茂ご隣RI津劇
「 大滝温泉(8,しか記録がなく丼

岡山果未記録 灯火:こ べ米したもの。不州で   常IC補なもの と思われる。
杖少なぃょ ぅである。甲国地方でほ広島県て    未 j己 録直についてはイ可れも日下のところ拝長つ



4(16)

可l'こ ′た■ない。

十ビガ F́tt  EUPTEROTII)AE

伐が卜Jに作t2亜 牛12′ Eセ 重することが用られ ,

全11;図 示ぎイ1てい る。 ,ニ ムの ,己 f業 では1司 llJク妻|夕1(て

1亜
「 }1卜:[壼 左す ること力■口らイをていたが,成が

倉放昆虫同好会 :tの くしぃな拝孫i活 動1(よ り1亜午|

11重 な豊″目することヵS,」 来た。こソLほ 1司 山祟未記

録だけで准 〈甲1幻J也方′イき己iti4 1で あるのでこ にゝ

報吉し,採 :に者l(改竜を表する仄■;であノら。

スカシオビづ種「 |

Slbミ、Ily PRISl・ 10S TIcTINAE

l スカシオビガ

/‐・″ノs,,ァ rsノ ′rノ /7 カtr/′ ′
“
″′α ttt■er

l19-3:]625
1V・ 29。 64  貞菫都||1上村蛇グ山 lE井

1専  シ贅|べ ・甲 |ヨ地方禾 i己 録直 昼1場 〈ざむらよ

り‖口き出 した もの

オビガ亜科

Sibttυniン EUPTERCT INAE

ア オ ビガ

′″α fr"″ 7″  ′メn―/7B■ t■Or

]19-4:1624
昆虫館には県内産の晏示品はなぃが,ri p津 都

金山 (1)・ 真庭部夫り|1付 (1}・ 真庭部 ||1上神 2)の 記

録があ り,会 員赤枝
~弘 は阿哲都大佐町布瀬(9)

で,渡 晋1太郎は津LЦ 市黒 汎山て採果さオtて いる

ので,県甲部以北の山地 1/C多放産するものと認

め られる。

イカリ千ンガ科

CALLIDULIDAE

ノ」、型の可々で,昼 1銅樹下を飛び廻わ り,蝶の様に   追 記

翅奮立てて止 も。我が』 |こ .■ 2種 を産 し, 2種 と   最近果

も回示されてい る。 ■rメ1,1、 ■11重 を重することが  lf・P'I
週去の文南、でだ6ら れ,我―多、11攻昆虫蜻 ,こ も 14fが   六

~1~る ル

展示されている。そつ ljた ■つ ぎCDと お りである。  しltf高 下

:己

l イカ リモンガ

P′′″adcc′″  f′ Jをγ′  Fenpr
120-1:1(ヽ 18
V・ 26・ 63  真雇部訴庄村 青野 孝昭

lT。 30・ 63        //     1二 男1   博

x。 13・ 63   苦清郡‖′:相町 捕」 雲屋:

Tヽ。 12・ 64  英 IJ J`西栗絆村若 杉峠 瞑

不市二

甲酬
`以

北の直1地 :こ 多数たこす 0。

県 ]́未 í己 録 1』のベニイヵ リモンガ174九ブ11-打部・

種子島・屋久島・ 電美天島・石垣島・ ざャづに妙布

“

ミrつ蒙t帯薇で,高畑果下か らも2じが .が こ己金点10

されてい る。県内で/D採来ほ不可再Eで ある。

～
参 考 文 献 _―

1 11訂Π5軍 だ」クJ:ノ 1生 |フ ロ録 岡出県

2 1召 日ヽ34年 1{)三 15日  「 岡山 と昆虫」

片出豊八 乗「|こ蛛城 』録

3 1960.11.23 夫 1乍の自′然―第 6け

片山 豊八 黒沢Li」 孫采記―黒 沢山4t類一覧表 (

第 1報 )

4 1961・ 11・ 23 美作の 目然―第 7号

道 1言 讚 黒沢IJ麟類一覧」に続ぃて

5 北隆館 (1959) 原己昆虫大図鑑 I(喋
峨 編 )

6 保育社 (1958) 原己 城類図鑑 (下 ,

7 杉 繁郎  :マ イコ トラガ本州 (折潟,共 )に

産す 。
城類同志会通信 (14-15):136,

1958
8 岩田一彦:マ イ・コ トラガを伊豆太滝温泉で採渠

・呼り負通 1言 (27):134,1962
9 赤枝一弘 :県下で採果した峨・すずむし14
(2): 3, 1964   ・

10γ員『上友三 :画 国の幾こついて(2)・ 載類通信

(a):33-35 1960
11甲村虞吾 :広島示1卜

`山

J也こう蛾類 (蠣 l報 ),

比lll′卜1学 |ヴ 物館研究報告 (1,:9-19,196]

録
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高 梁 市 重 類 目 録

薦 ぺに産す る1栗類の分布責 FIは, 庁野.赤枝氏

τ了■じめ,多 くの方 々か ら示 されてきた。 筆者 も

ここ:て ,すすむ し紙上をか りて,こ れ までに高梁

J也 区で:id球 した もの ご■ とめて、危衣ざせ てt/3た だ

さます。 (/F軍津川地区で記録 した もの ご =F′ぃて

'

hES PERIIDAE

セセ リチ ョゥ |́|

1.Fγ lヮ ″げド ゥ″ρノ″́ ワ″ド ref"r
ミヤマttリ

巨 (預J「 宅 票́ 2■XS., IV 20.1963
津 チ|卜∫今津  1,X。 , Ⅳ 14.1964

2.r・βデ7rfの  ノβ′み1ド  :メ nιtri6s

ダイミヨウセてリ

コEIII出丁玉  lCX.,lll.3.1962
玉サ|IJ「ス

1:1午  l ex.、1. 7. 1963

津 ||1町性与谷  3欧 S。 ,Ⅳ 29。 1964
3.C力ρ″ヵ″ レ″

iir・ ,ηルメ′ Gu6rin
アオパ セセ リ

玉り|1口
「 玉  1ヽ 。, V.ll. 1963

津 |1押丁笠与谷  leX.,IV 29.1964
4. ′′γο″F,ほ■′s ′

"ac磁
ヽ  Menetries

ホシチヤバネ ビセ リ

ヨ⊆ノ||り
「

」E  lex., 11卜  27. 1959
5. Tルのダ′ss″  ″′グ′″ ¨

コチヤバネセセ リ

津 |||ギ今庫  20(S.,IV 27.1964
津サ|1町性与谷  &鶏 .,ヽI.21.1964

6.I sθ′″γρ″ ノ′,″ルTs′げ/7ド  0・ 及 R・ Fefner
ホソバ セセ リ

`吉
||1町fi与谷  10曇 s。 ,ヽll. 21. 1964

7.Tな″′ノ′″な sy/″′′′″s「岬 r

ヘ リグロチ セバネ tセ リ

玉 ||IJ]~,“ 奇  l∝。,ヽ1.7.1963
8 oεヵぁ″♪ド のcルrr76′ /7 31err

ヒメキマ ダラ ヒセ リ

{革 ||トリァ.ヽlf  leK。 , V. 25。  1964
1,I¬ |:'「

二,■  」じx3.111.11. 1964
9  Pρ′/り 7′ /77′ ぐ ′・/r‐77″′,″  lイごPGy

キマダラ セセリ
:ド :||^l・ rギ 、三  ]じ x., 1■ 11, 1964

玉 ,|||げ玉  10X,,1.〕 1.17.1964
Pr′ 1′ /′ ″7ノS ″ノ/7rrルク トfrraげ

オオチヤパ ネセ ヒリ

ャギ′||・」
「

∠テ1言   l ex・ , Iヽ. 1 6. 1964

7世 ′|1薦Itth首   3じ XS。 , 1層. ]]. 1964

P′″′γ″ rツ ′レノ″ retter tt Grey

イチモ ンジ に。こリ

1ド JII」「 今ャニ  leズ。, V。 25.l tJ 6 4

PAPILIONIレ tE

アゲハチョウ亭|

]2.P uFsの  /7/rノ 名ρ′ド K■しツ

ジヤコウアゲハ

汽芦ノ|1側I今
=蔵

  lex・ ,「蜆]4. ]964

冶直メ|1田I今凛首 2ヴXS,,111・ 11.1964
13.  Cγ′カカ′7″,7  ″ 翻 ″″ Lm

アオスジアゲハ

ヤF「
lllJ「 こつね谷  lex。 ,V.25.1964

ヨ巨J‖ Lj「 ネ中晰午  lex・ , llll. 2. 1964

14. P′ヵメノルヽ ′η″r′′
“
η Lrne

キアゲハ

洋 lll)・」I今津  10X・ , Ⅳ  27. lυ 64
JEノ |I Lf「イ申蛇年  lex。 , VII. 2. 1 9 6ti

15.P′カメノ′ρ ″′ノカ″s Lttul`
アゲハ

巨瀬灯  2囃 S. Ⅳ  23. lv64
洋川町今津  l∝ .V.6.19(j4

16.P′″′′ρ ″/7a′ ′″′7/s」 aSCn
オナガアゲハ

津 ||1灯佐与谷  わXS。 ,Ⅳ 2り 。1964
を直り|!ヴIttLと  かXS.,Ⅶ。25.1964

17  ρ″′ノわ  ″″′″θ″ 0鯰Hpr

クロアゲハ

革 ||1可 佐与谷  2)IS., Zり 。 1964
:言 ||卜1「 ∠

)ャ ニ  タ S., lヽl. 25. 1964
18.P′ハ′′′́ ル′′

“
ィs Linle

モンキアゲハ

玉川可神埼  X́S.,ヽ1.25。 1964
19.  P/・ヵメノメr  みノ′7,βγ Cra=■ r

カラスアゲハ

1二 ||IJ「 1主 」手後ヽ  ltX,, Ⅳ 29. 1964

上
詢本協



2)

6(18)

III卜 lIII:JI｀  卜`ス.,、1. 26.191;4
ρ/7^メノルヽ  11,″ ′rみ′′ はイetrits

ミヤマカラスアゲハ

till:「 ″ヒ与 7ド   _/11;., Iヽ1 29 1964
(こ |と 1■ 1舌lff´ つ■ t日 氏の採 .Iきさられた もの )

lil1 1「 今 1ュ  lt′ ll.ヽ lI。 25.1964

P I ER I bttE シロチ ヨウケ1

21.F′′″′,′

`ア

 ル′/イレ [`il工6           ね

キチ ョウ

「,411卜
i「 Z)|,キ   2ォfs。 , IV 14. 1:夕 64

玉サ||ぃ 1「玉  l ex.111. 17. 196`i

2  万',′ ,7,"/ア  レ ル́マ 〕iSdu▼■

ツマグロキチ ヨウ

ト1441El」 rナ毬Itt  iじ ,t., V. 7.1963

1:1111:ザ I・ き,つ オユ給`  1・ス. ]Ⅳ. 20. 1964

1E III,1」
・
玉   lex. v. 5. 1965

23. Cィネルァ′■′′γl■  ,,′ ｀ヽn、夕′,7′  GiSte■

スジボソヤマ手 ョゥ

玉 |||III」三  leX.IΠ . 3(,。  1960
」EIIII灯」巨 30xS.x・ 3(り .1962
津 ||1町 今津  2欲s.v.29.1964
JEI‖ 口

「 7中晰午  1じX. 、1. 2('. 1964
24.  Cρ′′′s  ′

「
o′′ Ebpe■・

モンキチ ヨウ

|「 ||111「

`ド

ャ車  10x., Iヽた 14. 1964
副(1卜 1lJ  l ex.V.31. 1964

松 原 J「春ンヽ  1し /‐ .、1.3o. 1964
25. /77′′ゆrr7″′F  Srο /1,″?″s  But■ er

ツマキチ ヨウ

′世|||llI「 傷i与 名) 4つ〔S. IV・  29. 1964
る.P′′ガs ″″′ Ln“

モンシロチ ヨウ

ィ
「

jl卜 」Fttr撃  2じX3., rv. 14. 1964

椰、近卜[む   10X・ V。 31.1964
玉:|||:LTtt leX.、 T. 21.1964

27.Pゲ′γ′s,マ ルチ′湛品tri6s

スジグロシロチ ョウ

律 ||IJrr今 津  l策 . Iv. 14. 1964

津 |||IT佐 与谷  l ex.IV・ 29.1964
巨碩ば

「 尾原  1し X・ 、T.8.1964
玉 ||1嘲・Itt le】く。、1.21,1964

LYCAEIJI DAE

シジ ミチ ヨウ |十

28. o`rr/′ル///7 ′/7A"7′ r′ Mぽray

ムラサキシジミ

7世 |||」「
∠ヽ各1  10x. 、I. 8.1964

」臣|||`」

「 ヨ三 I CIX.11「 . 2. lC」 64

′γノρ、9/aぐ  ″1,″′ Mul｀ ray

ヮラゴマダラシジミ

,1:||卜 J「 1つ
'1ク

 ヽ 1ぜI.V, 25.1964
1「

'111」
「 台ヽ

`#  lCX・
, V。 29. 1964

二Eチ ||:|「玉  10X., w. 1(j・  ]965
憂シ||」 1‐神崎  2べS., |ヽ・ 15.1965

./r7ρ O′′′r″ ′『ィメFη H6純裕On

ア カシジ ミ

′
=JII.11「

きつオよ雀ヽ  1じ K., V. 25. 1964

,iξ l l卜
」
「 今 il:  4ジ:(S., V. 29. 1964

/″ /A″「′r/7 Sa´ 力′ド′/メ /7ノ ′ 中nts01主

ウラナミアカシジミ

トtlll」「今 ,■t leX.,V.27.1964
,11111i」「

雇テ:li  ′lelく s., v. 29. lり 64
/t,7′ ヤノz′s ′″′′わ Brettr
ミズイ ロオナガシジミ

,:ユ
|||二 1「 ∠)`直   iC・X., 1ヽ. 8. 1964

′:直 !||ll「 合「ギ=昔  4嗽S.tI. 5. 1964

/″′ligノ

`′

s滋 ′′′γ′ 卜nton

ウスイロオナ万シジミ

巨瀬げ尾原  leX.,ヽ1 7.1962
fJI卜 J「イlJI崎  lex., IヽI・  7. 1963

に二祈資出]‐ |こ,男(  3■xS,, 1ヽ. 23. 1964
Fr72'″′′7′S sα ′1/7′γli7年 6 Staml■群r

ウラジ ロミドリシジミ

凛ξノ|IJ「今:算  lCX・ Ⅵ・ 11.1964
巨召賀日「 1毛原  2欽S.Ⅵ 。23.1964
J三 |||・ 1「 玉  1じX.Ⅵ 。21, 1964

巨商項目
「 た●京 2XS.ヽ |・ 24.1965

Fω″ガ〃s の″ルッι′ノ′s Mユ rray

オォミ ドリシジミ

玉り|IH「玉  1鉱 .■ 16. 1960

巨瀬打尾原 leX.Ⅵ .13.1964
Fαノr22ル6 ′α′i∫αsσ J′ rr′s sir02μ &Ha「hi

ヒロオビミドリシジヾ

巨石黎丁尾原  4Ⅸ S。 , 1ヽ.7.1962
」ヒ||IJ「三E  l oX., vI。  21. 1964
巨 ,r貞

'丁
尾原  4択S.Ⅵ 。23.1964

に■σl'∫丁ルに″買   2tXS. WT, 24. 1965

に ,「 J「尾原  20(s.、T.26.1964
P′ハ″′// ィンγ′′″ BremCr

トラフ シジ ヾ
‐三 ||::i‐ '三  トジ}二 .、1.19.196〔

'三 i卜 I‐ |[:メ j  I.〕ズ.、1.7. lt,63
.11111「 ):= 3txS,, IV 27. 1964
■二||II「 lli与谷  3軟S,,IV 2り 。1964

蛇 .

&

(37.



38.ズ ルノわ′γFル  ルrγ?α Bユt■er

コツバメ

だt'|lη
‐
今:掌  10X. IV. 27. 1964

玉〕11口「 玉  2嗽 ., V. 5. 1965

39.ιノrr7♂η r/7′′′ぉ LiAn“

べニシジミ

高1,|lilTさ つオユ″寧  2彎く. IV. 2t/1. 1964

E二‖資J「 ナ毛,1( leX.ヽ T。 23.1964
40. 7″ /r//7 /′′,″ r〃′ Cmco

ゴイシシジミ

′itill:丁 今津 3味。,1‖.II。 196(1

41.Ⅳ′′鳴″η

" 
ルバrク  B‐じΠer tt Groy

クロシジミ

玉111J「 仲崎  1■K.ヽ1.7.1963
松原rT春本  lじX.・ 1ヽ.3o.19〔 ;71

2.二 ″ψ′酔s わの′′′α
` LLrr.e

ウラナミシジミ

玉 |||IT玉  1じ X・ X.30。 1962
43.  Z′z′″′′ ,,lr/7r7 KO■ rr

ヤマ トシジミ

津川l」

「 佐与谷 1鐘 .tTl.21.1964
44.  ハ″′ε2`′ ′71t′ ″  ′′rF′ 7′S  ttr″ StP‐ SSer

ゴマシジミ

松原口
「 春本  lex.Ⅶ .30.1964

45.CF′ rs′γ′″ ″Fiθ J2rs Limι

ルリシジミ
~

津 ||1可 aつね谷  20xs.Ⅳ 20.1964
46.「 ″″6 ィ′γ′翻レs P■〕8

ツパメシジミ

津川
“
「 きつね谷 歩題 .E20.1964

CURETIいヽ

ウラギンシジミ科

47. C″′′′s ″z`J′ M00rO
ウラギンシジミ

津り|1鳳 Tき つね谷  1欽 .IV.20.1964
臥牛山 1じX.V.3.1964
玉 JIIJ「玉  ]味 。lIT。  17.1り 64

LIBYTHE IDAE

テングチヨウ科

`18.乙 ゴ|.′ル″ ″ノ′ノs F'SC]ラ‐

テングチヨウ

′章|||」Iき
‐つfa谷ミ  Iψ、。, rV 2o. 1964

群t,|IJ∫ こっォユ:谷   2ごXs., V。  25.1964

(19)7

い IAIDAE

マダラチヨウ科

`19. 「)ργ4,7′ ′r″  ド′′β KOユ=
アサギマダラ

臥牛出 lex.v.31.19イ :4

NYMPHALIDAE

タテハチヨウ科

50.J「ざ ″′ο
"′

′ tttOd′ ε′ トユ¨

ウラキンスジヒヨウモン

松原暉春木 lⅨ o III.39.1964

51.メ
「Pゞα

"″
?′ えヽヽ′″7′ ,7′つ′S い u■Sky

オオウラキンスジじヨウモン

松原可春木  lじX.ul.30.1964
52.■ 4ッ″Fs ″r/7′″ぃこ

`ミドリヒョウモン

津川‐i「 きつね谷 lex.v.25.1964
津サ||:‐T今津  lexo Wo l l・ 1964
ヨ里ノ‖r」

「
玉   lex. Ⅵ, 21. 1964

松原劇r春本 3qs.、コ.3u.1964
珀.スみa″′s 薇 ゅゝ″′″′ C・ 及μ FO■der

クモガタヒヨウモン

津川」
「 佐与谷 1味 .Ⅶ.21.1964

津川可今津 ]∝ .ⅥJ.H.1964
玉り|IJ「玉  10X. Ⅵ. IU・  1965
巨瀬I`'I尾原  ]欽 . ■ 24. 1965

■ .  ρ″″′θγ/7 Sのイ税″ puじ■し■ay

メスグロじヨウモン

津ノ|IJ丁 きつね谷  卜郷・ アヽ. 25. 1964

巨瀬 ,‐

「 尾原 l転 .Ⅵ.13_1964
松原 ,'「 春/iN  10X. 1ヽ. :30. 1964

%´ Иγルァ
“
rs ヵル 乃グな じ」も

ツマグロヒヨウモン

玉ノ|1市玉  l欽・X.24.1959
三巨JIlf打 玉  lex. Illl. 3(り . 1963

56.ん″ρ″ ムρ,,7′ ノ//7 Liコζ
イチモンジチ ヨウ

薄封||●Iき てフね谷  3tXs. V. 25. 1964

津 lll山 I今津  l欽・ V・ 29。 1り 64
57.ん ″c″  F/ρ /J″ rr「 Fこ etorfOr

アサマイチモンジ

津 ||卜 l「 きつね谷  2●XS.V.25,1964
玉 ノ‖二」Iイ申麟等  I鉱・ 1ヽ・ 26. 1964

髯 .ド ●カメ′s 4r′ァFs ES]■r



コミスジ

,i:|ll・ 今1‐i llジ
'〔

。Tli l′ i・ 】り64
11■ |.I・ |つ た 7ネ  ]。 1(.、 千.2(り 。19(う 4

馬9./,´ /rsr′ηヴ/' ハァ′γ′デ
～
η D‐じP,r

サカハ千 千ヨウ

i÷l'||:「 1つ :1‐ )3txS.FV 2().1964
,こ ill・

「
:E‖ l11奇  5x3。 ,ヽ 1「 .26.1964

60 ア〕r/1vηザ′ r_々′ηη′′,' 1二IJ6

キクテハ

:lt iト
ー
「

`)i撃
 lex.IヽみI`1.196′ 1

:::li卜「 今 fに  lCt・ Tヽ.8.1964
61.″′,ザs》  rr,,′″ bユl`

ノレリクテハ

lE.|li万 ′中t午   lじ X.ヽ1!.26. 1964

`直

ill「 今 7・= 3ス
S.い111.19641

62ハ弓″●
/r・ィ′′′s,『7,,ノ 4o,),′ ノィアFD〕 lliS 2そ

SClliffOmit■ler ヒォ ドシチ ョウ

EII卜「 神“彎  7qs.、 T・ 15.1965
11_FII卜 `「今 `:i l Cx.v.21.1965

63 7″ ss′ r励′′ h轟
ヒメアカタテハ

訳牛1担  2 tXS.,V.31.1964
6`I  T/″′ド.。′ ル7″′r′  眸rヽし

アカクテハ

,1411卜「 きつね谷  2欽S.Ⅳ 20・ 196`l

り、41・ lヵ  lじИ.V.31_19621
65.  Pf轟oγκc「′′ ,FsJ,′″ε′″′s pis由ュ,■

スミナガシ

津||1丁佐与谷 lex,v.10.1964
(同行の雄波君の採 桑した もの )

66.41/7′′″′′′′//Denis&SChifl・ ettDii]巳er

コムラサキ

巨瀬.丁 尾原  10xo Ⅵ.23.1964
玉

'||,・

琳中崎  lex.v. 15。 1965
fi7.Fなメデ″  た加″′rα C・ よR.Dmer

ゴマグラチ ヨウ

』巨||IJ「ネ中断行  神 . lw. 2. 1964

臣人召卜L口  10X.、T. 15。 1965
68. Sα sαわ′″ σ/7・/″τ″″″ HI囃 tsO n

オオムラサキ      .
玉 |1町玉  leX.ヽ 1・ 17.1959
i華 |||ビ

「 今
`ギ

  lex.lrT. 16.1964

松 京J「姜本  ]ex.、1.30.1964

SATYRIDAE

ジヤ ノメチ ヨウ F+

、/n/7′′ガ,・ィ  /7γ 9′ t 〕11_er

ヒメrilラ ■ミ ジヽヤ ノメ

|::′ |lijj奎 1フ :t i1  1じ X・ Iヽ・ 2(). 1964

`:i=′

||,」 J~)(11 卜L if・ 、||.25.1964
午ヾ′ノ/力

"′
 ′l′ ρ/sr′′イ′.。み1ヴ  Bre■pr`斐 Grey

ウラナミジヤ ノメ

玉 ||IJ「 111j奇  5うxs.ヽ1.7.1963
1算

'||百「 今lit 2Qxs.、「。8.1964
玉 |||.III玉  2'シこ3.,11.21.1964
ハガみ゙ メド //,・17F SCQ卜 10■ 1

ジヤ ノメチ ヨウ

高梁 巻きょう,「丁ぼ  lex.ll・ 21.1964
tヽ りj:J「幕委イく  1● K・ 、1. 3t,。  1964
ι′′ル′  ド′r′ノ′ド H'WitSOn

ヒカゲ ■ヨウ

津||1打今 津  lex.llT・  18. 1964

ん′′ル  ど′″″ 騨t■ビr

クロヒカゲ

津 ||IJ「今,鷲  leK,IV 27.1964
臥牛 l上|  卜XS.V. 31. 1964

佐与谷  ]じ X・ 1ヽ.21.1964
ん′ノ/r2′ ,7イηてフ″″ノた MrtS cm■ sけ

ク ロヒカゲモ ドキ

ヨEIII‖「JE  lじス・ 1ヽ1. 9. 1959

津 ||1打佐 与谷  lじ X・ 1ヽ.21.lり 54

松 原口r毒木  7嗽S.,ヽ1:.21. 1964
ハ」
′
″″  βりsc/7々′でガ/sr“ヴ′ lヽenじ trice

キマグラ ヒカゲ

津ノ|||」

「 守洋[ leX.Iヽ427.1964
津 ;||口

「 今 津  彿XS.ヽ1.25.lυ 64
Л//vrr′′′ド′ド 

「
οr′

"′

′ vpOre

Lメ ジヤ ノメ

巨
`頼

i」I層京 2啄 S。 ,Ⅵ 。13.1964
津 ||IJ「今津  卜

"・
・ ■ 16.1964

■771tr′ ノ′Fノs F/″夕′グsr′  )attr
コジヤ ノメ

津 ′|II違 つね宅゙  ZCXS・ ,IV 20.1964
臥牛山  lex.v 31.1964
ヨ三,||.Tネ 申1奇  lex。 lW・ 3. 1964

-     
〔島  

一

 鼻  
―

2.

74.

Ъ .

76.

η .



〔」1)9

キ

:IF本準

満凝l‐F弱 11ザ t難轟し,現在手ヽと
'(藤

:存して

いるも―t/D・と,見虫藁く餐ボしているもの壼あつ鷲

て誠告・さ,どていただき■す。4お臓1虐 していただ

いえ離野孝絡,FI丼奪虜武ltC感謝1致 しますもi

LE‐PTUR‐ 1‐NA=

′ヽナカミキ
.り

菫科

二
`力

なな ″蔽 ″ /1r″c″γr籐解

ツマグ●ハナカξキリ
Vi 5.1.‐ 95じ  イじ上

五‐曲 ・な Fttt撫

オオ●ツスジオヽ|ナ カミキ リ

■ヽ 29. 1,58

c避ュ高MBYCINAE

ボ キリ車料

下ュt燿夕

“

′″ 〆●静ν

アオスージカミキリ

幅 12_1911略 上1歩づ中

FLゃ甲 tttl17続勧ぼ融 露

ヨツポシカミキメ

v115.1959 1釜メι飛来

′

「

督F“ 1ル″″′凛お

クスベ|ニ カごキリ      ・

■1‐ 23.1959 クリめ花上

1,`″″F納 Ⅲ奮7″薇ぶ
'ス

キヵヾキ,

w,7.l ol:o
Pみ警●4■彙力r ``み∫rず輝‐講

“
ド

シ麟オピカミキリ

瑯13.ユー,5,
CおFな 雄 Fi,デ ′ノ゙

キンケ トラカごキリ
V.1211.950 ノンサイ●プt上

C′νf終 ,,F′ル″綱s

シラタ トラカミず
'.■ 13.1,=9

10,Clrオ●●なチ諄 "″清浄●
キスジトラカミキリ

v‐ 14.1》 5,欝
1l P″ なFFi″″な ―|ぉこ蕪「Jな

ヘ リグロベニカミキリ

1ヽ.24‐ lU事(,1花・L

二畑 I IttA菫
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V.31‐ 1959
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"L燎

‐r´
",フタモンアラゲカ

=キ
,

t・ll. :4.‐ l tJわ 禁

a rttr■″みTra/1ir 707J′ルドr'■:='

Lトオビアラゲカミキ
'F‐ 22,1,60犠 棋

認 F●″,″凛″ル 訂
.結

F普琴‐

ハイイロツツクピカギキリ

班,12.1■ 51,111「1,く‐

‐お p●ノtF, ご′″″ア7‐ 4・弔|ご

12

13

14

3.

4.

5

住

■

8=

9.



】()(22)

ドイカ ミキ リ

v.11,1958結 枝

24 rDρ
`″

r゙ル′″′s ″′7o7′ ″デ″/「′s

tジ ロカミキ リ

TV.4.1959そ だ

25  r)ρ′/21,,′  ド′′4r′′

シ ロスジ ドウボ リカ ミキ リ

Ⅷ.  1963 飛を1甲

26 ハイ′,,ρs′ /7  r/′ 7'r′′rノρ

トウキ ヨウヒメカミキ リ

、T.18.1959 葉上

岡 山 一中 西 大 寺 市 の とスノほ
゛

赤

f二 つヽ
`て

rr′ ,´′.0、  ′γ′,7S′ ノ′S

トゲヒゲ トラカミキ リ

V. 12.11)6υ ィに上 (高梁 fil‐
′」ヽF`下

P′″/7″′F｀′″が 
～

rrsデ ルγ

モンクロベニカミキ リ

V・ 5。 1959 月ξ召十1・ (異島足11」 )

がうな/Dで 轟そ告しておさます。

C′γσ′″  ヵ′′″o,■S■′ε″′κ

セスジイ トトンポ

各地に晋通

Crルγ″ ″7'″ /r′ノ′

モノサシ トンボ

5チ1下旬～ 9月 下旬 番地に当通

Cry′ r・″rノ′ド′′s ざoε′ノFs

ホソミオツ ネン トンボ

成虫越 冬 や 少ゝない

ん′s′′s  s′ r″s′

アオイ トトンボ

6月上旬～ 11月 上旬 丘 1菱∫也に産す るが

や 少ゝない

ん′s′′s ′′″ゎγ′′′S

オオアオイ トトンポ

6月 下旬～ ll月 下旬 丘陵地に普通,発
生期には極めて多い場所 もある。

ん′ド′′s ′″′踊リグε″

コバネアオイ トトンポ

前 2薇 1'こ 混 じて採れる。

S νη7綸″η /・4“ガsε″

ォッネン トンポ

成虫|■ ■,´ な`い,手 本には次の標不がある。

両山 |ド 'litl 1  57.x。
14.1♀ 赤枝

CALOPlERК  IDE

カワ トンポ科

C′ /ρ ″P/露  ″′r“, 7′たン′′r/7

弘枝

舅在まで県下の トンボi/cっ ぃてのまとまった報

告は,安東氏の
1/「 束の トンボ類 (すずむし,“■

6″ 2./3 1957)58種 と片山氏の美作の靖

」1令 (岡 llJと 昆虫 1959)714重 の 2減告があるのみ

と思つが,後者の報告てついては, 2, 3の 疑問

の種も含まれ,ま たデータが全然・JH記されていな

い。今 |・i筆者:ま 崎山 市,西 大寺市の範囲で トンポ

をまとめてみた。調査場所に岡山 市金山,岡山 市

金甲山,同山 雨竜の口山,司 LL大学周辺し 西大寺 F百

if豊 矢津, を■ としている。

AGRIONIDAE

イ トトンポ科

]  /4ε ′′″グρ″ ″sρ●/7

六ソ ミイ トトンポ

成虫越 冬 各地に晋通

2  r′γ′αri´
" ,1,′

′′η?″
`″

キイイ トトンポ

6月 雫旬～ 10月 甲句 各地に 畿通

3   「 sr′″ァ′//7 ●′″′ク″′鰤S′ S

アオモンイ トトンポ

西大寺市新嬌 Jl・I近で採果 したが少ない

4  Cρ γr′α′ r/7/′ ,,7θ 77′ ,77

クロイ トトンボ

5月 上旬～ 9月 下旬 各地に 晋i邑

5  r′γ′rデ
“

 ドル,ん r、′′′′′

オオイ トトンボ

5月 上旬～ 9月 中旬 各地((普通
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郷 ,Vノル争rダρ′,71/7′ S 7'メ γノ″′sアオハダ トンポ

5月 上旬～ 7月 上旬 少ない悪で当地方で    アオサナエ

1959Ⅵ      5月 上 缶J～ 7月 土句 各」也に見らMヵ I比発表された記録ほ沢のみ 岡山 大学

較的少な〈,竜の 日出ては採れない。報告ざ1619赤 枝 すずむ じVO■ 9.κ 3

れた言蘇 κ瓜仄のものがある。岡山雨津島 (14 ε″ 0″′″■χ ″′rrt″

                                      ずずむ じVOL 8.
‐

                   岡大 )58.5。 2o.赤枝ハグロトンポ

6月 甲旬～ 10月 LF旬 各麹 7C返めて普通     κ 4

岡山 市金山 1958.5。 赤枝 すずむ じ 〃15 ■仇′′ド ∫′″ゴgr7′′

z rr′ノη″ ″r7/s r,ぃo″ sカワ トンポ

上旬夜    ウチワヤンマ4月 甲句～ 6月 上旬 一般には 8月

て採れるらしいが,当地方では 6月 甲旬以降     6月 甲句～ 9月 土句 番地に晋通

採 ったことはない。丘陵地には ま通

CARDULECASTERIDAE
¨ HIDAE

オニヤンマ科

サナエ トンボ科                         .
25 ■

"ノ
cg″ sr′ァ  ド′ぁの′″′J

オニヤンマ16 Gr,″ ′ヵ′″′s nOqo""`‐
                 5月 甲旬～9月 下旬 各地に普通ナゴヤサナエ

不薇は全国的
`て

も少なく,県下では沢の記

AESCHNIDAE録が唯一のもF/Dて ある。

西大寺 43‐元口
「  1957.8.赤 枝 すずむじ

ヤンマ科VO■  9.メ64
17 Gθ ″ル ′S″′ノ'薇中s

26 P′″″″′sεル″′ ″F′″′′ヤマサナエ

                     ンヤンマ5月 上旬～ 7月上旬 丘 1菱地 l・C普通       ミル

γf                比較的稀猛種で, 報告された県内の記録は,

と下記のみてぁる。

18 60″ 障【S ″ノ
安東氏の那反山,後山,(キイ ロサナエ

6月 上旬～ 7月 甲旬 劇種に混 じているが    岡山 市竜の日 1956。 9.16 赤枝 すず

VO■  8.´

“

4む し本種の方がや ヽ多い。

′  (7,″″ε′夕′′ル″  4iFttfrr719 Ca′″//7rS  "」・′ρσrr′ργFs                          .

カ トリヤンマ

各地に極めて晋通

サナエモ ドキ

5月上旬～ 6月上旬 一般 |て はや 少ゝない     7月 下旬～ lU月 下旬

。手本  8 Pο わ″″

“

η″ ,η ′′″ゴσル″ようであるが竜r/D口 出では晋通である

ヤブヤンマには次の標不がある。

1959.5.3赤 枝        5月 上旬～ 9月 下旬 比較的少ない種で当岡山雨竜の口出

地方か らは次の霊録かぁる。赤枝
                        10.友 野 すずむし

1964.5。 10.

岡山 市金甲山 1956_6.豹 Tγグ
"″

筋 ′s ′
"rθ "′

だ不  税 ′バ
6.κ 2 西大幸市奥矢津 1956.9.4.VO■ .フタスジナナエ

                   すずむし VOL 8.κ 4 岡山雨津島 (岡赤枝4月 甲句～ 6月 下旬 各地に晋通

層′″′″                   大)1958.8.2. 赤枝  ずずむじ VO■ 8.κ 4a T/2戸″″曲 s `
21' メ,o■  ″デrγθ″srfr7カ′sオグマサナエ

クロスジキンヤンマ月下旬 各地に晋通4月 甲旬～ 5ノ

5月 上旬～ 6月 下旬 産地』 長定されてい
,′27′カメ′22 sινノ゙ィン″71/2尽

るが |.ll体赦ほ少な〈ない。

10.採集会 すず

オジロサナエ

月中旬 漢γ充:こ 住み南部では    岡山 市釜甲出 1956.6.6月 甲旬～ 8ノ

                   v。 1.6./2 1司山市竜の日 1958.5.少なく点 々と採れる。両山 市也』公園 1952.   む し

赤枝 すずむじ VtO■ 8.′

“

4 西大寺雨6.25 水ダF 昆虫館標本 岡出市竜の口     18.
κ 3     奥矢津  64.5.〕 7 64.6.7.赤 伎19%7.お .赤枝 すすむ じ VOL 6
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iイ)ノ4,7・ r ttγ チ′,ρ ,,ハ ル カ′ノメ7′ド

キンヤ ンマ

5月 上 旬～ 10月 〔P句  各地に普通

:31 /2cr/7'η 力′,′′み′′ ノρ″7ノド′グ′′″″

アオヤ ンマ

5ナョP句 ～ 6月 甲句 古い池に住む /1N~種 ほ

r,1つ て仁t多 うヽ ぅたが,Ttt Iで ■井言|(少な く

な り,1嵯 ブ{;な ■下
`9‐

i己 球質スの一 ′J//Dみ でも

る。1衝 大幸ff4矢津1964.5.3]赤夜
じすずむ じ VC■ .4.″ 2

CfDR「/tFL I IPthE

エゾ トンボ科

32 月ノ7′ /′σ′ ,″ ″ィタ′rα
=″

トラフ トンポ

4月 下旬～ 6月 上旬 各jしに分布するが少

ない。

お  、90,,,′′ρεル′θγ″ ″εルida′

タカネ トンホ

本踵は山地の トンボと響、ゎれるが,吉 〈博

物の友に鈴木氏のt:己 録かめ り,近 くは友野氏
の :己録が ,ら る。

岡山 市周辺 1908,9.36 導物の友 56

レ岡山 IF下石井 1956.7.29.友野 すずむ

じ VO■ . 6./′ 2.

認 ハイにγの,,ガ r7 F7″2771ig″η

コヤマ トンポ

5月 上句～ 7月 上旬 各地に晋通
:35 F′rn/P′ /Pr/′ ″′″ ′′′7″s

オオヤマ トンボ

5月 lF句～ 9月 上旬 各地|(普通

LI BELLULINAE

トンボ科

36 1′ tググρ′ル′′,′ ′S  /・ra/Pl留π■′//7

ハラビロ トンポ

5月 上句～ 9月 上旬 各地|て 蟹通
お70〃 /77′メ/7′″ F7ルメs′ ν′

`″
′sをεゲ4,ィ″

シオカラ トンボ

4月 FI句～ 10月 ■1句 各1也 (て 極めて普通
:熔  Oγ′ル′′γ7′ ,η  ゲ′たが ィン,,7 ′″″

"ガ
″′″

シオヤ トンボ

4月 上 1lJ～ 6′ 11「 句 各 Iし て i通
鉤 ρイル綺 ′,″ ″わ″ ′ノ″′ ′″麟 7′″

オ■シオカラ トンホ

6月 =F句～ 10月 上旬 丘陵メ也に 晋通

二′み́′/7イ ′″ 
“

7名′′li9・/7

ベツコウ トンポ

5月 上旬～下
・15 百 〈博1カの友 40に 鈴木,

佐武氏によぅて暴産の トンボの t「ヘガロぇ られ

ている。 まぇ 片lL氏の夫昨tDト ンボロ録に も

4ミ 崚ほめるがいずi■ も産地等 7‐Dデータ短燕で

ぁる。 1だ って
'|こ

1ユリ壼i也 6り 分かる「壼ノこなg己 球

は痛HI tt「香登,女 東tDみ で fら ったが昨年筆者

が西大寺雨で:ittj減 した )不 1重反発生 ,り」1間 が短

か く, また, 古いt● 池cつ

'1'少

などか ら全J
百,κ

`少

なくなっている。

西 /1t‐寺1百奥矢津 64.5.lo.16赤 枝
ク      5.17.16赤 枝

すずむ じ (休氏によると総社宝福寺で本種

が採 Jし た とい う話を同かれた とい う )

ι′わρノ/77/α ″′晨γ′″′″′′″′ α,`脅i驚′

ヨツポシ トンポ

5月 上～下旬 不 1重 も古 (博物の友に鈴木

氏に ようて,|「可山 ′F東方の池のいたるところ

にいる と記してあるが,祟下か らは高松輛稲

荷山,水野 と勝』都勝翻町 安東 と筆者

の同山「F竜の 日しか記録が なかった。 しか し

昨年西大寺市奥矢津の池 (畷 ぎじ〈岡山市東

方 ,て 多数tOィド種が重することが分 った。 当

地クこは ]可薇 と,昆生する/ry二 ●可rIIよ り多い。

同山「「 竜の日 1954.5,24赤 枝 すずむ

し, VO■ 8.ノ

“

4

西大寺「F~奥 矢津 1964.5。 lo 16 赤枝
//        //   5, 17 26 ,//

すずむ じ

Cγθερノ/72,″ ′S  s′″′,ノ ′fr/

シヨウジヨウ トンボ

5月 上旬～ 9月 上旬 各地に晋通

つ′グ′′ル  トh“″

コフキ トンポ

平地の,||に 多いが近年減少の lLlil可 にある。

SP″ ″′γ7,″ S′γグθ″J7r,″ ′″′′ρ′d′s

タイリクアカネ

当地方では次の [己 録があるのみでぁる。

岡山 市釜甲口J 1956.6.10安 東 すず

もヽ し  アヽリ■ 7.ノ :J2

S ν77″ ′′′η′η, ま‐・
z′ザ″′観 〔,,7

ナツアカネ

6ナj下旬～ 12月 上旬 番地|(晋通

Sノ″ァルι,7777 _ル′″′″Ps

アキアカネ

7月 上旬～ 12月 上旬 前′r重に混 じて得

られるが t:可 種 より少ない。

4()

41

43

44

46



47 Sノ,"んο′/′′″ ′フ́θ′グα′″′ ′γο′ノε7′″7

マユタテアカネ

6月 下旬～ 11月 下旬 各地κ普通

48 Sy″7″″′′,,7 嬌′たルノ′

マイコアカネ

当地方では稀な意で昆虫館にス(D標不かめる
のみでぁる。岡山市員殻山 1950.6.a友 野

49 Sl,,,7ル′′/7′″  /′ s′  γ′ド′

リスアカネ

6月 下旬～ 10月下句 各地に者通

" Sノ
ァルノ/7r27ノ  ノィルS″ /7r,′ ,

ノシメトンポ 6月 下′ぃ ll月 土句 各地よこξ通
5 S」ッ,7ι ノヽ9J77イ ,フ′ ざへε′J′

ナニワ トンポ

7月 上旬～ 11月上旬 返地的に分布する

が,産地では一般に多産する。

児島半島一帯,金甲山には多く,西 大寺市奥

矢津,西大寺市山南地区等に産す。

認 Sノ ,〃ル′/7′ ′,7Sルσ′rps777'フ S″σ′οw″
ネキ トンポ

県下での不′種の記録ほ片山氏の夫作,竜の

日 (赤枝)阿部山 (赤枝)総社市八式 (林)の

4か所のみ で竜の日iJでは 1頭採れている0
みでぁる。 1司山 Fl‐ 竜の回 1955.6.23赤
枝 すずむ じ VO■ 7 κ l

" Ps“
do′ /7F″だS zθ,ηι″

コシアキ トンボ

5月 下旬～ 9月 下旬 各地に普通
M D″ιゎ々 _Fral′scr7s

毒 最 しぶみ 章‡
=■
・

'‖
#

新見市卓「85て
'ス

ジクロチヤバネセセ リ

1965.1■.3.ヘ リグロチャパネセセリと思って

採って帰ぇった甲に一頭不種が含ミれていた。 現
rJ.ま で兵EЪ れた本種の産地は上斉l泉,大佐町新庄
■1,津 t山 市小LD甲 , の出か所 と思われ,いずれ も
1と 11∫ [11地 (て 属する記録であったが,県甲部にも産
することがかった。 なか当日ヒロガビミドリ,ホ
シチヤパネセセ リ, も採某した。

(赤枝■弘 )

折見市卓 門 て ク ロス ス メ

1965.、 I.3不 :歯 を 1頭採■ミした。瞑本氏の月
■1果 (D ttt"■ 14.五 1-(ス ズメガ科 ,一 |て

よると果ドで4番 目の記録のようである。

(赤枝一弘 )

事T革革
==■

lr革革lIII車暉コ■■■
=ゴ

■±1=主
===it=■

(25ノ 13

ウスバキ トンポ

7月 甲句～ 10月 甲句 各地に題つて ご通
5 P力

"′
/7P,,7′S fr/′″ ,7αξ′

チヨウ トンポ

6月 甲句～ 9月 上旬 各地に 普通

"た

上 55硬が今回の 目録であるが,イ トトンボ

科等は調査不十分である。上記の 1巴 に百音こで記録
されている道を上げる と,

○アジアイ トトンボ…本種ほ普通置であるか ら

当地でも採某されていると思 うが業者の手本

に資料がない。

○グンバイイ トトンポ 綱気都関谷

○ハツチヨウ トンポ 倉政市呼松醸
「 (青野 )山

手け́ (安江 )山 陽ば
「 (同定会 )

○ヒメアカネ 倉敷市黒LE(友野)玉島 lt~弥 高山

(林).鴨方町 (安東),岡1劃 山 (重井)等の記

録がめる。

Oタ ベサナエ 本種も普通 種であるか,当 I也 で

はまだ採ってない。林氏によれば池 :(ガ グマ,

流水にタベが多い とい う。

○キ トンボ 都窪都山手村 (重井 )

○コシボソヤンマ 倉敷「F附近,(展 示会 )が
あ り比較‖つ少ない種であるが, 当地でも採集

可再Eで ある。

発生期については安東氏の貸科に筆者の資料を

加えて作成 した。

林憲■氏にはいつ もながら,か教え願 つ点が多

か っ た 。

ER3帝帝 投 稿 夫婦l定  ***囃¨ *̈

1.会員,顧問は“すずむじ"に 寄稿することが

できる。

2.原稿は必ず横書原稿用紙を使用 し, 1行 22字
になるように書 く(1行 別 字の 普通原稿用 紙
の場合は,欄外に 2字書 いて22字iCす ること )

3.か としぶみ欄原稿 (短 報 )は 欄外17C赤 こで“
か としぶみ "と 明記 し,著者名は最後へ ( )
に入れて書 く。

4.学名はできる限 り明 1崖 (て 書 く。

5.図板の原稿は必ず,すみスほ黒ィ ンキを貸月

して書 く。

6.図坂(写真壼含む)は馬紋面漬にしてレちペ

ー ジこ (5× 7c濯 4改分』当でこれ をこえると

考え られる場合 IC■ ,必ず天きさτ指定だitた

い。指定なき場合は痛采幹事て要された、の と

みなします。 )と し,超 ,.」 鋼板てついて 1■ 美費

を串 t′ 受ける。
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伯 苦 大 山蝶 類 採 集 回 顧 録

孝・菫波難

fFj考大山 と問 〈と甲IJ地方では誰しもその雄大

さ,又採 果者1/Cと っては昆虫組の豊冨なことを思

い浮べるで 2ら ろ う。私は今 ■でに当地 を計 61_ol訪

れたことがぁ り,蝶類においてその珍品の大半は ,

大山で重赦を増 してい る。最盛 (6月 下旬-7月
上旬 ともなると.珍品の種が多い上に,その ldl体

放も 1山の地に比べ,ずばぬけて多〈,天候にさえ

恵査れれば,休む暇 のない程でめる。まず初めに

日程 と同行者を記してか く。

④ 1964年 7月 3日 より5日 ■で,独行

0]965/f_7月 8日 よりH日 まで,

9日 より倉敷昆虫同好会幹事,宇野弘之氏を

か迎えするL10日 より同昆虫同好会幹事,青
野孝昭氏をかコえする。

④ 1965年 7月 25日 ,同行者,倉敷昆虫館会

員並びに広島虫の会 々員 (角 甲雅洋 ),又広

島虫の会々員 (山下義 雄 )

採集 日記に入る前に大山にて珍品の最 も多 〈い

る場所を私の畑る限 り紹介 して見たい。今崚当地

を訪ずれ,採 集を試みられる方 々の参考になれば

幸であ ります。

①ァサギマダラ.7月 下旬-8月 上旬・

太神山・横手道人口より文珠堂間・

0ヒ メヒヵグ.7月 甲.下旬・桝水ゲ原
③ ヒメキマダラヒヵグ.7月 -8月 。大神山

④ゥスィロヒョゥモンモドキ。 7月 上旬

桝水ブ原の―F央でなく,両側の杉の甲

⑤ゥラキンシンミ.7月 上旬。大神山・元谷

⑥ダィセンシジミ。7月・豪円山・横手道・

⑦ゥラクロシンミ.6月 下旬・桝水ク原より文珠
堂間・ 夕刻 (4時から5時頃 )

⑧ ミドリシンミ.7月 上旬。大山では稀攻種とし

て知られている。本種は大神山,満手道のハン

.ノ キで局地にかなり産す。

⑨メスァヵミドリシンミ.6月 下旬より7月 上旬・
太神山・桝水ゲ原より文珠堂1鋼の繁み
αOァ ィノミドリシンミ.7月 上旬 大山寺より横
手道人口までの繁み,朝 日が良〈午前8時 より10

蒔頃までが活動曖喀で,繁みの少し開けた所に群
飛する。
自!}ジ ョゥザ ンミドリンジミ.7月上旬。大山で最

も多いゼフィツスでァィノミドリと同 じ頃が良く,

大山寺より横手 1重 人口■でのパス道に沿 ぅて多産

可「 。

⑫ェ ゾミドリシンミ.7月上旬・ 4/4水 グ原より文

珠堂間のプナ林に多産す。夕刻でウラクロシンミ

と同 じ頃,樹林高 く乱舞 している。

⑮ハヤシミドリシンミ.7月 上旬・ 桝ボゲ原の茶

店 付近のヵシワ林て局J也 的に産するが多 くない。

0フ ジ ミドリシジミ.6月 下旬・元谷。早朝 日の

出前,卓 々に下りているものを採集。

0)ヒ メシジミ.7月 上旬・ 豪円山  々 の卓原

Qoミ ヤマカラスシンミ.7′月下旬 より 8月 上旬。

漬手道人口より 水ク原間。

(採集回顧録 )

① 1964年 7月 3日 より 5日 の思い出。

ゼフィツスの最盛 期を予想 して, 2日 広島より

芸備森の夜行第 2ち どりで出かけた。心はすでに

採采 している思い となり明朝までねむれなか った。

4日 朝 8時過 ぎ待望の大山寺に着 く。天候は晴
であ り採桑意欲をほずませ/c。 バスよりお りると,

採某用意笹するのもいそが しく,一路横手道方面

にいそい だ。横手道入口に着 〈までのバス道に沿

って,いたる所にショウザンミドリシンミの姿が

見えた。初めてネットする本;種 を,一頭採 る度に

三角紙に入れていたが,時間が経つにつれて,2
, 3頭ずつネ・フトするようになった立てある。

湿地で吸水してい る6,追い回 ってい る 211a体

朝日に輝やさながら行っても行 ってもその姿ほつ

きなか ぅた。 まもなく沢の少 し人った繁みの開け

た所でアイノミドツシン ミのかたまりを見つけたo

その光景 を見るやいなやっただ私は珍品を前に

した私の採果欲ほ完全に止め られたのだ。何 しろ

この ような光景を見たのは生れて初めててあ り,

その上いまだ本種 を見た ことはなか ったのである。

それは朝日1/C金の リンア ンを輝やかせ, リズムと

波
r/c乗 った10数本の金巴と,緑の線が交叉してい

たのである。い うまでもな く,ア イノミドリシン

ミとジョゥザンミドリシジミとの群がある定脚 り

な時間τおいて目り呵を往来するのであぅた。 し

ばらくの間,採長ご忘れただ荘然 と望めていたの

でぁる。 まるで夢かお とざの画雪見ているようで

,共に来ていない孫兵中間を今す ぐ1(で もこのヨJ

に運れて来
~Iや

りたい思いで, 1人で見ている自



分をぜいた くにぎぇ感 じぎ r■ た。 2■ :il程 過ごじ

↑去〔手垣方面γここないそ く1)ジ ョウデンミドリ,ウ
スイロラiナ ガシン ミ。 ヒョウモン奪■」ネットして

いると,やがて目のぼ」てム大な書巧(高原が見えて

来た。期待 していたヒョウモンの 1中 ‐→|■ うちこち
1/Cそ 1/D姿 を見せ,花などつ密を及って´た。体む
β限もなく,隣 水ダ原を走 り回 り,呼 々■をつまず

き卓むら(0甲に埋れる。まるでこの高京を幼い頃
に帰 ったつ もりで 1心に蝶を追いまわったのでぁ

る。甲国地方の‐fr産 4■でぁるウスイロヒョウモン

モ ドキは,いたる所 :て そ C/Dか よわい飛び方を見せ,

かな りの赦を数えた。約10頭 τf尋, 3日 間通すと

4(,頭 τ上回 うている程だった。 しか し残;ま なこと

には こ
`9高

原で大山の持重直であるダィセンゴマ

シジミや。 ヒメヒヵグほ時期早 〈そつ姿を現つさ

なか った。茶店で少 し休み.文珠堂万1ゴヘ と1可ふ。

途tF道の両嗅1に 繁るプナ林では,さ さ:ま ど0/Dジ ョ

ウザンミドツシジミに変ってエゾミドリシジ ミの

乱舞がいたる所に 見受け られ,こ れまたネットし

て もつ きなか つた。 ウスイ ロズナガ, ゥラクロな

ども持折 りその姿を見せ少 し繁み :て ノ、った所で珍

品 メスアカミ ドリシジミにめぐり銘 亀 やほ り少

し時期おそ く,か なりいたんでいる。同 じ道τエ

ゾミ ドリ, ジョウザン, ゥラクロ次
｀
どを:いゆ くま

でネットして行 くうちに,大山 では珍らしい ミド

リシンミ1♀ を得た。 これほ と思いけ近を見ると,

なるほ どハンノキが自生 している。 ここで ♀ばか

り赦頭壼得,大山 でも局地的てはあるがかなり重

することを知 った。 夕刻桝水ケ原τかな り下った

所のカシワ林でハヤシミドツシジミ赦 6数 ♀を得

た時は,その青芭に輝 〈リンアンとその新鮮さに

胸がおどった。こうして第 1日 目ほすべてを忘れ ,

その 日を終えた1/Dで ある。

4日 ,早朝 5時 頃より元谷 t/D珍品フジミドリ
`′ンミを採采に出かけた。他の採栗者 もその姿を 2

, 3見せ,やほ り目的の預は同 じてあった。卓 々

の上でかなりいたんでいたが, ここ:て 馬望 の 26
2♀ を得たことはさすかに つれ しさ をか 〈しされ

なか ったち地にウラキンシジミもいたが,めほ し

いものがいな〈,又8]日 の金色と緑 tう 鬼が忘れら

れなく,横手道方面にいそ れ 又 もそのかとざνD

画を目のぼIに したのでろうた。恐ち〈`■
-lL涯忘

れることなく,慮年そつ光景 を見:⊂ 一受1■ 人生日■

でネットかついで出つヽけることであろう。 足を進

めて横手 遠, 併水グ原で1■ エ ゾ, メスァヵ, ァイ
・

ノ)ジ ョゥザン, ゥスィ Jガ ナガ, ゥラクロ,ス
ウスタfロ ヒョウモンを喘つとす る ヒョゥモム9難

を満足するまで ネットして,月 2日 三七終 り3日

日07月 5日 も全〈同様tう 十景な望●て,こ の 3

(27)15

日1判 をL月け幕れた。

帰 りのャ気卓の甲では,ゼ フィ'レ スだけで 4('0
威軽 〈f堪えていたであろ う山とつんだ三月7氏 をい

くども見ては, 使行夕|1車 /D―Pで明朝までねむれな

か った。現在(■ こ・
/Dゼ フィ′ンスとヒョウモンつ標

本が, ドイツ型の標本綸 :て おさまり私の 目を楽 し

ませ,疲れた神経ど休ませて くれる。

C). 1965年 7月 8日 /」 らゝll日
今 1二ほ[「胡が遅′lた 為か,十 年だとゼフィクス

ほ少 し遅いはずであるが,丁愛発生の始 lDで あっ

派こ。

梅雨かいまだ続いていたが,埋 ご天にてかせて

出かける。 1電 よくダ 1日 目の 8日 ほ‖肯峙 々曇りだ

った。 大世1寺 :(看 こざぅそ 〈●I年の,金 ι D光景

を見た所 lrc直 行 した。
‐
まさかと思っていたが,こ

こにゼフィ 71/ス の見事な光景がまたしてもiBめ ら

れたので ある。 む しろ可1年 より金色,す なわちア

イノミドツの数が多 〈, より見事なながわでろぅ

た。今回はカメラがか ともをして,か なりt9カ ラ

ー写真を撮 った。 望遠 レンズ|て 接写 リングをつけ,

ファインダーより望つた 世界は,ま た独■の感激

を与え,思わず シャッターを切り,豹枚直、■す ぐ

に終 ってしま う。 ここで金このアイノミドリシジ

ミを 300/ZZの 望遠 レンズで数枚撮影 しジョウヂン

ミドリや ウスイ ロガナガシンミほ写真癬 ―.こ かな

り役立ってくれた。 9日 には倉敷昆虫館■事,宇
野弘之氏を迎え,又 10日 には続いて同幹事,青野

孝昭氏 を迎えた。急に活気を出しかけた所, 9日
より天候が 〈ずれ雨に見舞れる結果となり,ネ ッ

トがぬれるので,蝶は断念せざるを得な くなり,

しかたがなく。両氏が採采してか られるカミキリ
ムシの 1中 間を採 り, マキをめざることとなった沢

第である。 こうして青野氏は フタコプ ツリハナカ

ミキリ, カンボウホントラカミキリな どに病足し

今回を経了し,11日 は朝から雨で採柔ほ断 .念 し帰

途1/Cつ くこととなった。

③ 1965年 7月 25日
今直1は 広島虫の会で知 り合 った角甲雅洋,出 下

義雄の画君が同行 し,その案内役CD労にかわ■た。

再1日 までは大雨か降 り,交通 ‐D硬が不安でらっ

たが決行する。広島か らラだと芸膚,療が不通 と■り,

しかたがなく倉敷経由で米子まで「・3う 。 25日 朝

9時頃大山寺に若いたが,予 想通 リゼフィアレスは

完全I(お そ く,その上濃霧に会い,大 L日 寺から大

山の姿ほ :さ く見ることが出来なかった。売三てお

そい とはいえ,破損 じた姿を時 々見せ, アイノ,

メスアカ, ショウザン,ェ ゾ, ウラクロ,ダ イセ

ンなど赦少ないが一通 りのものがネッ ト出さ,両
君をそ心させた。新鮮なも1/D(■ めさらわていたか,
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ヒl■ でも|!1'k lr.11す んて一 I‐「
つ 三:十ザモ:二 人ilて

いtぃ こうして●‐lる と,ぜ,tヽ かけなか った ミヤ

マヵウスシ′ ミが1矢 か り
'(´

とヽ打ItブЬよう14な |,,

争、て活気が満ちて来ろtり を11え ,そ れュ |ム vD Iた 1

なヽ|「 1も な り治 うて,9i量にlrilつ おヽ どつた(、
「舛巧(争

‐

ザ「 itヒ メヒヵゲ・ ゥスイ E7ヒ ョゥモンモ ドキ准

どう〈:―〔ないうiス :こ の 」壼`,ヽ
しIt trた。 ここで ぅ

お「I:41■ 1い て1、 ァtフ サ ヒゲ ツリヵミキリ2ォi:,11尋

`「

,″ と, 今一 II I]な IむPう せヽて「
j‐ li ttI」 力` した ,1,

もう‐:r、 4)=ゝ をi'懇 ,′)r)'´ L′■つヽ った(l μ、1=〔 共壌ili■ミ|ベ イ支

lj(~〔 た した 1つ て 21!手頃11途についた。 llFi言 |■ 喪だ

261], 27Jと ィ采ルi:ご ,ヽ しむこととな り, 顔 □揚L襲

物が ,liヨ であることを祈 リカ11寺 .こ て別れた。 2
日曖 :ムの 紫 Iて 立ち1:jり 採 ||こ 物

=見
せていただ くと,

ゼフィ 'レ
ス, ヒョウモ ン奪1, ゴマシジ ミ ]ゴ頁, ヒ

メヒヵイな ど好 大に恵・1れ た らし〈, 7ナ1下旬 :(

して爪 .k多 く,,t,こ していた。 女■そ 〈ltで二 人の

「〔lltil炎 |こ イ[力 ●美き, そこつi椿ア)'毎しつときレ)こ と′」t′ヽ

|」 し, う1■ じぎ なわか ち合 つていたのである。

(19654二 91(,日 記 )

り便島広口
卿〈本一

難

私が当,´す放昆虫同好会に人会したの
「

〔今か ら 3

年程 IJなつことでぁる。学生峙式の親友てめる甲1島

孝丈氏 より蝶つ標下を見せていただいたのが緑 と

玲り, 今■か蝶熟がかざまらず, 広浅tの 山里′む日

曜ごとに走 り1日 っている。幼ぃ頃よりいろいろな

ものに韓味を覚えてきたが 1可
~つ長つづ曇しなか

った。今 日t/Dよ うに自分の熱[F出 来る一生涯tD楽

しみと研究の根 りの政いこの種味を与ぇていただ

いた,甲 島氏に1■ 本文に■工ち,心より感謝する

次第であ ります。

私か広島に 来て早や I軍半
`(な

りすすが,「て

に当県の山野を60致』′■歩いている`)今 t■ 同山

の山野を今一度 となつか し〈思い浮か べ, 早 く岡

山に転動することを髪んでいる。広島は 司山県よ

り西に位置する|■ 係でi河方系のチ・ ゥもかなり採

れ,こ こに 隣県曖 りとして岡山の蝶,広島の ,葉 τ

比較 し1亡 べて見ることに した。同出で採集せ られ

る方々の参考・えい紋訴しい発見・Э助けてもなれば ,

イ可′tり 幸せ と思い本稿に入ることといた します。

■ず採 集腫りに入る前に(1)広 島の好採 長IじD紹

N2)1司山県に とれず或ぃは稀な種で,広島に涯す

る或ぃク■つ、な り走する燿:〔 ついて,f3ら (2)と 逆の

1」::に ついて,(い両県比較 して分布上興味 /Dあ る

嘔′r5け本IⅢ l,文い 1■ 記録的な
「重についた 私の f日 る限

り・lFべ てモら・
||}噸 囁り

'子
「

1,き也とI日 すべ彗rt'Э マ介
ttイ主lFl=67=iル・ サ ツマシジ ミ, ι、ラすキツバメ。

∵、■ il(、  手:三可
~。

|::11晏 ∴;三崚 :`井, スギタニ ′νリンンミ, ゥスバシ
ロチョウ, ィンガキチョウ, メスァヵミ ドリシジミ。

④佐 伯d`冠注j原 , ウスパシロチョウ,ク ロヒカダ

モ ドキ ギン f́チ モンンセセ ツ,ハ ヤシミドツシンミ。

り山県都恐経 4真 L日 ,イ シガキチョウ,ウ ラジャノ

メ, ミヤマカラスシンミ, クロシンミ,ア イノミ

ドリ, メスァヵミドリ,ジ ョウザンミドリシジ ミ。

おlJ祟部下tD:た 人:J,づメ1頭LJ,東八 1番原方面

(0カ IF灰 グ
"軽

 クロコノマチョウ,イ シガキチョ

ウ,サ ツマシジ ミ, シ′レごアシジミ,キ マダ ラモ

ドキ, ギフォョゥ。

(D奏芸郡メ千サ~f・ ‖
「 ,サ ソマシジ ミ,ム ラサキッパ メ,

ギフチョゥ, ナガナキアダハ。

の比婆箱

`高

野J「, ヒメシロチョゥ, ヒメシジ ミ,

ヒメヒヵゲ, ヒロガビミドツシジミ, フジ ミドリ

シンミ, ブガヒヵゲ, ウスイ ロヒョウモ ンモ ドキ,

ゴマシンミ, キバネセセリ,

の庄ι県市土塚高原, 労ず Z、 ラサキ, ヒョウモ ンモ

ドキ,ブ ,と カダ, クロシジミ, ゴマシジ ミ。

(2同山県|こ とれず或ぃク■稀なぼで広島県に産する

或t/2は かな り産する↑重。

④ナガサ キァゲハ,南 邸よりCDい たる所に産 し所

によれば多重す。

(0ク ロコノマチョウ,呉 輛
``⊂

多プニ。

∂ ミスジチョゥ,宮島のモミジ谷にかなり産す。

0ヒ ロメビミドリンジ ミ,T,北 |`しDナ ラガシワ

林I(点 々と1重す。

リムラサキツバメ,宮■,ス葉出を始めとし,県
1年,)シ リブカガシ林て ム(■ず る。

つヒメシロチョゥ,高野」「 iて :長 られて分布し,IJ
:上 |夕こtま モし4い。

lDス ギタニレリシジ、4月 下旬三崚宅そに多重́ずろぅ

孝一菫斗仮



の サツマシジミ,汗 |(宮 ムti〔 1■ 多産し,雨苦5よ り

iCか 4'■ ム く, |1可 l14:こ (■ 1己 1点がない。

(3)ム 1.み に 1こ せず或い (■ 稀な 1重で岡 |[1泉 :て 重す或い

、I〔 つヽ な り′こ
~rる

IJI。

ご ウラキンシジ ミム■で :■ ,珍 ,11:夕 こ甕する ●:重 1■ ,

I(1111で .111斤 :こ 【オ1_=ジ エす 15。

19ク l」 ツバ メシジミムF::て (idlitt tDな い′
:〔 ::::て ,||【」

111で 1可 11∫ よ り

“

C点 々と分 布してい るこ

の キ マダ ラ′νリツパ メム鳥の記録ほない,司 :11で

,■ 折巳1濤「 , 所に11口「 , 不Π気な どで 爛 ら十1て お りす:ゥ t

c/D`来 い J「である。

」 ゥスィ ロブナカシジミ,広 Iら で 1■ 比婆 =L方以外

か ら頃則られ ないか IF司は1で r〔 祟下いたる所で 局 J也

1的に発:Lして いる。

③ シツピィアシジ ミ,広島で■′は々と口木 J「こりみ

であろが岡L日 の 分布「工:百 部よりて広いぅ

(1)「tti崎キ:ヒ較 してη 布上興味のあるぼ。

④ ギフチョウ,両 山てほ果 4ヒ より南言

`に

下 らない

.ド 蘊が,広 1轟 県下では南部/C点 々と分 布し,所だ

よっては多差す る。

0キ マダ ラモ ドキ,両山果では県 |と の雄|口 ,雄 1山

めた りで産 し,甲 :百 部では tElら れない。 ム鶴では

,可端の具 市灰 ゲ峰に多産す る。

0イ シガキチョウ岡山祟 ではその土 看がほ っき り

して1/2な い本種 [■ 広島祟下で点 々と記録さ′■,恐
羅漢出 付近でか な りこする もの と思われ, 日本産

喋類分布表て もその土 音が認め られ ている。

(5)迷 L莱 として採某 された もの,或いは記録調な ti

に沢の ものが ある。

④ アガタテハモ ドキ(岡山県津山 市 )

0チ ョゥセンシロチ ョウ(岡山県 言敷「F)
0メ スアカム ラナキ (広島県尾道 市 )

0シ ータデハ (岡山県湯原町 ,

0ム モンアカシジ ミ(広島県山 県部 )

● タイワンタイ マイ (広 Ji県具 FF)

(Dゥ スィ ロコノマチョウ (1月出果篇 放可テ,ム ■果

共 in~)

0ナ ガサ キァゲハ (lJ:Llヶ二言:奴 市

'以上興味 あるよ ■つい て■1べ て えたが,そしD也

の饉, ′」ぇ IJ:ゼ フ ィ
′ンスの メスアカミ ドリ, ジ ョ

ウデンミ ドリ, フジミ ドリ,ハ ヤシ ミ ドリ, ウラ

クロンジ ミな どは寿客ヒより:(1重 し両ン共天体 :こ つヽ よ

つた分 11を 示 し,ブ ガムラサ キ,キ バ ネてセ リ曖

ども′は々とi己 録 されて■る。ス ■■ttj」 ■チ¬;球 |』

を,R―

「
上でも両九(1以 うヽ 主っているもの 1(■ ■とカ

ゲ, ゥスィロヒョゥモ ンモ ド■= ゴ‐7シ ジ ミ, ヒ

メL/ジ ミ,ウ ラジ ャノメ (1こ 二:Lil,:二 ::::要 ■ ),

クロヒカゲモ ドキ, クロシジ ミ■ どか壽 デ々:「 1■ 、

t2トリ 17

二t it' 議11:|ユ iiビ ,4リ

ダ、三」」
「

′で孫 :ミす /D′夏.て ,そ
`つ

メモ′
=庁 11,(:+

年してしヽ ままで F尭 して itル .ヽ ての 11■ ち珍 うし

ぃ I, めるい三 払iこ とって ご、しヽ i tiに い 」:こ つい て

なつ』 1己 の一 言

``ζ

紹プ)した い。

111964:1141':26J(十 ガサキアダハ )=:::

奏喜 ,寸・ド壊吉 :こ 広島」tの 去拌 I,.it(,ご
~氏力′

=.

■介で :三 か
'す

tO雨 つか りつ うえ _1之

`期
で i3う ,■

ri〕 うヽ,折 ■三il,の が多 くとイした。 lJ Iザ 二́:こ つ くな

ソソジ(D花 IC~/デ ハ

=IIF'ゝ

う政 1ヽ ひJっ てい る。 丁

近 :こ ほ ナッダイダイの メてきな本つ`め
'見

る と,・ lt

んでい る l」の 天‖
`分

が不tiナ カサキアグハだった。

羨辺 :て 日い燎 て致不なびか 啓た■上の姿 1■ 1口
jん とも

いぇな 〈,耐山では望み得ない不 i亜 に′tだ夢甲で

ネッ トと 晨るのみで ぁった。

01964軍 4月 29日 (ス ギタニ ツリシジ ミ )

量 lヵ てある三段 峡までバスにゆられて不9211キ 1饉 i3o

なスギタニ rt/リ シジミを目Jつ て広島虫の 会云員:〔

案内 していただいたo時期はすでにおぞか つたが ,

7K~き な トチノキの下を日立たな 〈畿ぶ不ご,か ラ■

り破」貞していたとはいえ,や うとの ことで僣た (:

65♀ てほ 満 足せ ざるを得なか った。 又少 し所変

ったムラサキグマンの 目生り也でウスバ シロチ ヨウ

46生 鮮,意気場 々と帰途 :て ついた。

こHり 64軍 5月 5日 (キ ンイチモ ンジセセ リ )

広島の冠高原 :て , ギ ンィチモ ンジセセリ採 ,長の鳥

案内 していただいた が少し峙 期がギ・か った らし〈,

投せ ど投せ どその姿 乞現オフさなか った。 ろきずに

卓 々をたたいてい ると,ついに羽化 した てのか よ

わい 1にびかたを目の 前|(見せ, ここで苦労 して l尋

ぇ 3頭 :こ ほ さすかに つれ しか った。 向当地て ウス

パ シロチョゥ 26を 1尋,近 くの カシヮ林 |て は ′ヽヤ

シミドリシジミが多産す るとの ことだった。

01965年 5月 10日 (新産地発 見 )

ミヤ マチ ャバネセセ リを 目11つ で出か :す た高由 ご6

自木ゴ丁|て て ミヤコグサの上なか よわ 〈飛んでいた

シジ ミチョウを1呵′もの気なしに ネッ トして 見ると,

′16い たこと:て 果下 2番 目v/D重地であるシツビアシ

ジミでろぅた。デF言に近を員 〈して今一度 ざか し

て 見たが,こ の 2♀ に終 ぅた。その 4麦 今 夜で :て ,

12回当地を訪れ再調査並び′こ発生状況 生調べて

いる。

(不稿広 島虫の会 々報 3号 )

o1964`二 6月 7日 (ヒ ョウモ ンモ ドキ )

広尋まの会幹事,策奪晏氏に茶〆1つ ■ 壼■って

宅 ittl)七 夕 1奮

'項

にど11呵 いた。 目|:り ;Dヒ ョウ ンモ

1・ キ 1そ rじ 1葵 セt^た る所rc見 Jrイどこ事つ.る も・ 3■

■、ットL´ :T30,1ボ リ機l,■ L′ , そイD■ 重
`く

りこ|ざ

('I、 ■な「jヽ ^亀。 高当 |二 で
'イ

ヒカ′■つ:涌 1'セ



]8(ll(1)

1ガl ilし ■, lκ 当メILl l■ ゴ 7シ ∴ルミ, ク [rシ ジミ,

ブブ ヒカク
′などの 」il:戸 ベモli b多 :な―

「
ろ。

t● 1 9「 ・1うに{;サ1211J(47T:Ё
'生

た,t)

発 表文:11仕 `充み ヒ富ブビミドリシ″ミなH」りで

広島ル∫:り 1`i[“「 上房::〔 虫it iミ の会々lt二人 とfllかけ

た。[II(■ ■、で
'こ '場

t itく なつヽ った力l, アカ, ウラ

ナミァヵ,ミ ズィ L」 ガナガそ してゥラジロミ ドツ,

ヒロデ ビミドリともを」目:わ してくると。1モ ぃネ ッ

ト振 りtわず、〕て事事だった。そ うしている'Pに

あまり見つヽ
'~「

ないガー ド色の小さなシジミがすば

や〈行 垂メKす る。 もしゃ と思いと「ミぅた所金慎重
|こ ネットするとダイセンシジミだった。 ここで 2

9奮 llま ぅた 〈予り切もしない1采 タヨ列(胸がかどり

日,向

`′

)ヒ ログビミドリ́ ■ミがダイセンシジミつi采

桑行 を変ってし■った。帰 って消べると 1/童 来祟下

で(■ liCI上 J県 :(近い東城 :こ i己録かめるもの たわか り,

今一度め191年 の感激 雪〔二いだした。

(告高広島虫め会 々封(3け )

① 19`j`1月 8月 2日 (サ ソマシジミ )

持珠な昆虫の分布を示 してい る原生林のこち,宮喘

|(ナ ツマシジミを,くわて行 く。丁受最盛期!(当 っ

たらしく,樹林 ||]を 自〈輝ゃ巻チラチラと飛ぶも

の,1吸 水に米ているものなどがぁちこちに見えた。

最 f/」はあせ つて思 うよう:(採 /tな か つたか,それ

でも計 12頭 を赦え、共て同行 した角甲雅洋君り

ごときは私の倍双以上を致えていたのである。 又

岡山では珍らしい ムラサキッパ メ16を 得た。不

種は宮島ては多産 し8月 6日 3629, 8月 9日

261♀ を得てい る。 シリブヵガシよリリけ,幼虫

をかな り得幼虫は巣 を作 り, しか もア リガ 10致
頭いるので電めてその発見|■ 容易である。 この幼

虫は後飼育 じ羽化 1/Cい えらし,叉い くつかの生哺

は倉敷昆虫館の諸元生方:て もさしろげた。又他の

方面でもミヤンマ トンボ,ナ ツマニシキを初め

のごときは南方系の種か ら県下又甲国地方初の種

もかな りの政を数えその昆虫相におい ては島か原

生林の為か注日を要す る。

∈瀾 964羊 10月 18日 (ク ロコノ マチョゥ )  ^じ 文  献 ′ヒ

広1島 県下においてクロコノマチョゥの多産地であ  ①日不産蝶類分布表, 自水峰,沼相33.9.10発 品
る呉市に保』信ホ己氏の御紹介で出かけた。目的地  r2~)広島虫の会々報l号, 2号, 3号, 4号。
は樹林が繁り,ス スキの湿1也 もあり,付近には小  ③唐敷昆虫同好会発行,すずむじ
|||が 流れ, ■さ しくクロコノマの発生地 らしか っ  ④ VOL 10.κ 2.3_4.ウ スイロコノマ採 i:長 ぎる。

た。残念なことに成虫ほ姿を現わさなか つたがそ  倉政てクロ,ノ マ採 巣される。

の蛹 ガラ 21国人生嫌 11直体を得,持 ち将 り10月   o voL12.メ′3 ナガサキアグハ言敷でついに記

21日 羽化 :て いた らした。              録され′もぅ
ID1 9 6 5年 5月 23日

`ム
鳴宇賃峡付i猛 :湾 メニ)

この」L城 はずこかめ1ミ リ三れてぃな〈,そ rD手 ィF

を′サ尋べに 二う。|す た。当メtし ―■手 :た環境が良く, 援々

12,Jの 鷲べ|て よるとサツマシジミを始めか有f上

t il.lξ .3る 離ごかな りまえるにいたった。今日が鷲
ユll」 IJの 調 ii行 でめる。かな り登 った所。9杉林で
:ヨ 〈手「 くかな り大きめ。9シ ジミチョウが,|」 の前
に IRび だし」■。′湾いてネットをィ′長り■わして((た

のが,・ Tlらしてめるサノマシジミ春■ 1?で あ り,

1'中lbし な Iク っヽたこの珍,13:〔 飛び上る程の喜びで

あぅた。

(本稿広島虫の会 々f餞 4号 )

趣
"965:ド

8月 22日 (ク ロヒカグモ ドキリ

`ム

が調 としている宇 Iヨ峡 (安佐 都市谷 )の 1寸 近
で近ロクロヒカグモ ドキが採 られたことをブ』り,

当地で もと思い希望を持つて一略宇 貞峡ぎて急いだ。

セセリやシジ ミを追 っていると倒体の 111((1え ぎれ

もない不 111 クロヒカグモ ドキを日撃 した、予ぼ

通 りて市足 しその 日壼 1冬ぇた。9で ある。又後日の

8月 28日 16, 8月 29日 261♀ を11,,実北
でしか とれていなか った不 1重 が当」也にもかな り産

することがゎか った。夕亥1ヒ カゲチョウと,こ域せ

うはいろうが ごと〈飛び
｀
まわ り,同 じ所 :こ 舞い も

どっていた。

(不稿広島虫・
/D会 々f長 4号 )

tり 1965`二 7月 4日 ( ヒメシロチョゥ, 不稿角
甲雅洋記

'広
島虫の会比婆都絆事でか られる甲付

真吾氏の lHi招待に より土燿日よりilllか けた。目的

ゴ也につ くと卓原は1/1て しなく続 き,待望の ヒメシ

曰チョゥはそ (つ 可憐な姿を見せ計 464♀ を得,

丁質発生の 1/」 tl● だった。又無数に飛ぶ ヒメシジミ

7-Iネ ッ トに入れてもきりがな く,父尾しているも

のなど,か な り見られた。 ゥスィロヒョウモンモ

ドキも 3頭 を得る。向当地方 :■ 広島県下・/Dほ とん

どの種が採 :巣 され,県 下でこの地方のみ とぃ うも

のもかな りろげ られ,昆虫相の豊かなことに篤 〈

ばか りである。

以上広島か らの愛 りと両山 と広島のチョウ分布

1て ついて私の畑るか ぎりl」o紹介をいた しました。

(1965年 19月 15日 記

'

うゾOL.13メパ1.ム ラサ キッバ メo霧 をr玖で孫ヽ

ご VOL・ 12.´活2.ゥ ラク ロシジ ミ暴内に 重す。

お yOL,14.メ ″2.メ スアヵ ミ ドリシジミのサi遷夢也o

づ V01,.13_f12.ミ ス ジチ ョウ脅 嗜F颯
`頼

:こ てな 乗。



卜Iaddo ste r

イリ ウジロン始末記

初饂に 学名の話を書いたが,atr却∞二 Sな る虫
がクロチンチンムシだと云 ったがこれl■ 大問j皇 い

で pp_71ぉ は r6msで はなくperlna(す なわち,

羽根 )の 複数奪洛であった。ゆぇに atrirorlnisほ

クロハネムシでろぅて11ら 耳心ずべきるでない。 ど

つも人 1昔iが 功子lrcで きているので妙に邪寸蓋して重
チこならや lミ ちを犯 じ神聖なラデン語を冒績 じ会員
話

'こ

`:(御 せ ぷ壼おかけ した ことが卓くおわび中し

、1■げ る。

ぎて,か よう(〔 人間がそそ ぅか しく出来て いる

のは今クC始 った話てはないが,な かんず 〈私の人

生航路を変え るに充分な失敗をやらか したの も虫
に関係なか ったとな云ぇない。小学校のとき採 ぅ

たカラスアゲハゃギフチョウの美 しさに魅せ られ

たのも1出違いの始まりであったろ うが,人生 1/Cつ

いて最 も真剣 :て 考えるべき大学生時代に間違いを

やらか したのだから事ほ重太と云わねばならない。
つま り事の始 りは本誌 上々に発表 した ところの

“冬眠 甲の夢 "と 称する一文である。内容は本誌
VOL・ 9,∠ l告 読んでいただければわかるので

ここでlrt繰 り返 さないが,要するに人 1司 の″P置物

を利用して こオ■でウジムシを飼い, ウジムシを原

科に蛋白質再生ほ維“ ウジロン"を製造 しようと
いう話で全 く笑い話にもならないが,当時 こ69ア

イデアに夢甲になった私は誰彼 とな (ィ■手をみつ

けてほこのアイデアを吹張 し将来産を宣伝 した。

丁度「繊維化学概請」とい う科目の試験があった
ので レポー トには大まじめて「将来の憲維ウジロ

ン」にっぃて大群 :」 な書いた。この結果|ま , B~数
十名の受講者甲欠点てもらったのは /」「A只一人とい

う思峰 もかけぬ裁走であった。 ところでこの1牛に

より虫と植 1刀の会ほ“い飾 StOr"の称号 (日 本
語で狂士といい, EOCtOr博 士,MastC・r修士1/C当

るとい ぅ )を 私に呉れた (雖通さおta κ 8 参 H《

)。 しか し雄撼dester:て なった庄で私の興奮ほ収
まらなか った。大学院|て 人ってか らは今度は「 合
成高分子学」か,可かの レポー トに再び ウンロン構
ぎを掲げた。そごD間二年とい う卓月t/Dか かげで ,

そr7D構想が微細を言

`ォ

まで1(及 び表現去にもみか

さかかか ぅてぃたことほ云 うまで もない。そ●/D甲

斐あつてか否か,今質は欠点だけ tr■ つかを,っ た

oついに私の構想も世に認められる日か米たと喜

(31)lり

(3)

]l予

んだのほとん でもない見-3違いて,i吉呆ほ就職問

題てほね返 ったのでぁる。つ まり「合成高分子」
なる教科については久点こそついていなか ったが

,戒質ほ「 良」なる評画をされたのでぁる。「 良

」ならば晋通てはないか とい う1//Dほ 甲学校 うた り

までで, 大学院などで■居眠 りしようかさぼろ う

が受業に出席した というだけで「 秀」立わけな く

貰える・
/Dで あって,かかげで席沢・■大甲に崚退 し

たらしく(も っともこれはこの教 ,|だ けのためて

ばない らしいか ,ダー有〕望であった MIヒ成に171よ

り成質の良いう望者がらぅたため見事κふ られ,

仕方なく教授のほ /」・らいで Nレ イヨン|(就職する

ことになった。 ところで:縫 〈べきぎ舌でめるが, N
レイヨンの工場や研究所ほ宇治|(ろ ぅな /Dで ある

。つまリウンだウジだと騒いだかかげでつい :て ウ

ジに住む羽目:て なった とい う次第。因縁 とは恐ろ

しい も09で,おかげて以来三lF間宇治で合成繊維

の研究に従事 してはいるが,現実質きびしいもの

で, ウジムシか ら繊維 をつ くるなどとい う瑕な働:

究ほ どうして 1中
々やらせて貰えそ う:て もない 0/Dで

める。

2)再 びボゥズナガクチキについて

虫の名の話で訂止をしたついでにボウズナガク

チキについてつけガ]え てお く。南ア″プスに庄こ

りもな く三年連続採采を行ったが,今夏や ぅと待

望久 しか った本・種を大井川上流本賊け近で手
`て

す

る機会に恵まれた。採 ったのほ /al木てほな く叩き

網で濯本を叩いているうちlrc落 ちた もので,朝寝

していたのであろ う自布て落 ちてから予想外に逃

げ足が遅い。私 としてほ図鑑で元刻承剤の虫では

あ り,同類のすば しこさを考え大うわてでつ まみ

上げ ようとしたのも当然であろ う。 ところがこの

虫ツ υリツυりと指の問ですべってひ どくつ なみ

に くい。瞬 1場 私は僧の頭の青 くツクノツとした現

嗣感ノ執(実際になでた経嘆かないので釈覚Jつ経」萩

には結びつかない )を 思い起 した。要不I(し てか

らつ 〈づ〈眺めるとや1■ りこ/31掲 iJ部のみ自 〈全

体黒■の体つさぼ」Eて ボウズを運 まさせる1/C充分

で■うるが,常名の出来ほどうもそllだ :す でなく

Lじ五S目 身の採采体荻ても基いているもの と思わ

れて仕方がない。

雑 言 録
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