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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)

本 年 採 集 した 西 大 寺 市 の ス ズ メ ガ に つ い て

本年 8月以来西大寺市内の夜間採集を思い立ち  である。今回その うちのスズメガについてのみ発

市内の水銀燈をまわってみた。その結果西大寺市  表さしてもらう。

では吉井川上にかかる河本橋 (雄 川橋)の水銀燈   8月 8日 以後 ,大体一週間単位で 10月 13日まで

と ,そ こか ら50籠 ほど離れた西大寺市水源池の  11回両い 行き,その間に記録した種は 15和繁あ

水銀燈に多 くの蛾が集まることが分った。環境と  る。この発生状況を表にして示すと次のようにな

しては河本橋の場合は平凡な河原があるのみで ,  る。

また水源池はうしろに小高ぃ丘をひかえている程   この表で分るように 9月 に入ると急速に1罰体数

l■_で ,あ まりいいとはいえないが ,河木橋にはス  が減少し ,10月 に入ってからはまったく見 られな

ズメガが集まり,水源池には小型の蛾がかなり集  かった

まることが分った。前者はらんかんにとまり,後   この調査の結果市内未記録種 3,県内未記録種

者はコンクリートベぃ7Cと まり,採集には好都合  1を 記録することがで古たが ,そ の他比較的少な
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いと思ってぃたクルマスズメはコスズメに次 ぐ多

産種であることがかった。 また昼行性のホシホク

ジ ャタも記録で きたが ,最近の水銀燈では昼行性
の種 もかな ク引 きつ られるわけ で今回の調査でも
ギンヤンマ ,ニ イニイゼ S,アプラゼ ヾ,等の昼

行性の種も飛来していた

市内未記録種

o 野 raFa“ ″F動癬s a“μ″
“
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クロスズメ  196508・ 29
西大寺市水源通  

・

本種は従来 ,県中北部の種と思われてぃたが ,

都窪郡浩賄町で採集され ,ま た本年倉敷市でも採

集された。この結果少ないが県下全般に産するこ

とが分った。
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ズメ 1965・ 8・ 29

西大寺市河本僑

本種は従来県内生物 目録の神庭の記録 が ,1例
しかな く。ホ ソパスズメ属でも特に少なh。 (岡

山県の峨 2 槙本)と ぃわれてぃるが ,本年倉敷

でも採集され ,ま た根本氏 も採集されたと聞 ぐ ,

従って発表された記録 としては県下2番 目となる
が ,実際には4番目と思われる。
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タチパスズメ   ■・36508・ 25
西大寺市水源池

本種は各地で採集されてぃ るが ,西大寺市か ら
は未記録であった。

岡山県下 の ク ロ ツパメ シジ ミ

% ルろ″″tF"翻 物 ′′ ′こル ″σル
|… レ た ノ

“
筆者はかってクロツパメシジミを越冬羽化した

ことがある。 (ク ロンパメ観察 5,すずむし″Ol.

9.珀。1.■ 959,そ の後数年間我家のツメレン

グはかな り繁 rl‐ したに もかかわ らず ,ク ロツパメ
シジ lヾま全然住みつかなかった。 しか し1964年
には越冬幼虫を発見 し ,引 きつづいて飼育じ羽化
さ したD幼虫は終令に達するまで野外飼育をし ,

終令に達してか ら室内飼育をした

参考のために■958年 の飼育記録を示すと次
のよ 郷■なる。

o 砕 ′ルali″ nshidttis C亜 熙HR
ヒメスズメ 1965・ 8几 8日.10日.20日.各 1頭

本種は県下未記録種である。本種の分布 rCつ ぃ

ては最近の図鑑にも ,ただ北海道 ,本ノ11,九州で

は非常に稀 ,の記載 しかないが ,色 々各地の採集

記録等を見ても111て なぃので ,かな り稀なもので

はなぃかと.思われる。 またくわ しぃことは分らな

いが従来 は山地での記録が多いのではないか とも

思われる。 この ように南部の平担地で ,し か も何

て もない河原ベ ク●水銀燈で ,3度 も連続 して採

れたのは珍 らしい と思 う。 なお槙本氏を通 じてス

ズメガの研究家である山本義丸氏に照 会してもら

ったところ ,おろらく中国地方未記録であろ う ,

とのことであったる根本 ,山本 ,両氏に紙上か ら

深謝ぃたします。 なお表に表われた以外の市 :々 記

録種 は ,ォ ォシモ フリスズメ ,ブ ドウスズメ,ホ

シ ヒメホ ウジャク ,ホ ウジャク ,ク ロホ ウジャク

,ト ビイロスズメ ,オ オスカシパ ,メ ンガタスズ

メ ,の 8種でぁる。

参 考 文 献

赤枝一弘 西大寺産 スズメガロ録 すずむし
VO■ 05, NO,lo。 1955.

赤枝一 弘  西 大寺 産 スズメ ガ追 加  す ず む じ

V01。 6. NO.3。  1956
根本春青二 岡山県の蛾 12(ス ズメガ)すずむじ

VO■ 。14. NO.1. 1964
根 本精二  1964年同定会の蛾につぃて ,

tiださFし    VOI.14.  NO.3。  1965

の 越 冬 と発 生 回 数 に つ い て

赤  枝  一  弘
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蛹化期間平均 15日 ,最も‐‐7-い発生が 4月 16日   4月 16日 とよく符合する。
であったが ,こ れは県 下の最も早い記録が福田付   なお今回を含めて県南の本種の野外採集 ,飼 育

(根本)                   を含めた記録をとってみると次のようrCな る。

④ 飼育羽化        1965年 の記録は那須氏の記録である
A 採集 (い ずれも市街l也 )

iェiぶilぶギ■|が
,|_… 1 _i :…  1_ 1^'■ 今 :

55    :  l  i  :  : AA:  :

|1 ll.I:::1_:~IIIIl… I IIII④ OI:::=
57    :  :  AI  I  AI   :  |   :  :   |  だけで年 4回 発生とす

露……|18991°9-lⅢ…Ⅲ…:-1… 11翁尻肇砥害,4L
65    :   :  i  :  :   :  A:A A: AA:A  I  れ までも本種で寄生さ

れたものを知 らない。
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せっ食中の幼虫はノメレングの越冬芽の中に (

い込んでいるが ,成長と共に外部から見えるよう

になる。 4令幼虫 1964。 3.22

写真 3

マンネングサの葉にと貧る成虫

1964.4.19

左上 ,蛹化直羨の蛹  右上 前蛹

左下 glm   1964.4。 2
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参考文献

1,ク ロツパメ観察 5,赤枝―弘 すずむし
VOI.9  NO。 1  1959

2,岡山県におけるクロツパ メシジ ヾの生活史

赤枝―弘 新昆虫 VOI・ 12,p.4,1959
3,都窪都福田村における蝶類の分布について

根本精二 十ずむし ゛I。 10,Ю・1,1960
4,1965年の クロツパメシジミの記録 ,那須敏
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岡  山  県  の  蛾  侶)

シ ヤ ク ガ 科

ア オ ン ヤ ク 亜 科

損 本 精 二

シャクガ科はヤガ科lrcっ ぃて大きな科で ,6つ     Poぉ ′ノ″″
「油 ″Й おa/rp′″ル″′″

の亜滲|に 分け られてぃる。今回はそのうちのアオ    (c“ ″′)

シャク亜科について中し上げます。          124-231158:872
アオシャク亜科は薄い緑色の美しい翅を持ち ,    IIIo l l o1965児島市赤崎 槙本精二

その翅型とともに ,一見して他の科・ 亜科の蛾 と  3 ゥスアオアヤシヤク

見分けがつ く。大 Aさ は中型からヾクロ/C近い大    P・ ″i申グ′ P/磁′

きさのものまである。新鮮なものは美しい緑色又    124-3:1159:873
は灰褐色であるが ,古 くなると薄い黄色を帯びた    Ⅵ o9・ 1963 新見市足立 青要洋 昭

白色とな り,紋様の見分け力
=)か

なくな り,同走    嚇 レ

"″
H・″だσん―助緒4ル″

に困難を感ずること
":あ

る。また ,殺すとき使 う  4 ォォアャシャク
薬 !晶 によっても変色するので ,私は四塩イヒ炭素∝    ルγヵ″ (%a/2′ s′″)w″ 靱 s3″′″ )

4を 使っている。また標本にしてからも,防虫    124-4:116o:874
斉Jや太陽光線により変色するので ,取扱いに注意    Ⅵo 16・ 1963新見市足立 青野孝昭

を要する。                     Ⅷo2901965新 見市正田 槙本精二

我が国のアオシャク亜科については ,井上寛 (     嚇 物 ′zli″ Q“″
1961)(5)が 65種を図示詳説しており,その  5 チズ。モンアオシヤク

後南西諸島・琉球列島の採集調査が進み3未記録    4“′″″(1ウト蓼励′″)″γ′ss夕″助′ル″
種が加わり(6X7)68種 を産することとなっていろ    124-6:1162:876

11q山 県には過去の記事lX2X3X4)か ら41種が産    x07o1963 総社市豪渓 林 憲一
することになってお り,我 が倉敷昆虫館には ,岡    2σ ″s

山県未記録種 4種を含む 26種が展示されてぃる       ア トヘリアオシヤク族
ので ,現在岡山県rC産するアオシャク亜科は45        レ ′レ ″名″ liini"′

種 となる。                       G″ aパ 時 aσ勧″ Bυ′′′″

倉敷昆虫館に展示されてぃる目録はつ ぎのとお  6 ア トヘ リアォシャク

リである。                     A懃 りiin″″saa鋒 ″
“

s"W助 ′′″

記               124-9:1168:879
シヤ クガ科             x・ 7o1963 総社市豪渓 林 憲一

FttMI LY GEQMETRIDAE         シロォビァオシヤク族
アオシヤ ク亜科                Tr′ レ G孵″″ル′

SUBEttILY GEQMETR 1lqAE          G´ ′ηs O″″r/4 L′ %殷7′rrS

アヤシヤク族          7 カギシロスジアオシヤク
TRIBE TERPNINI          c″ ′rrF(縫寧Q′ο説′″∂″ル″肋物 ′む aos″

GENUS  PIN00sA JM00RE         125-1:1173:886
1 オオシロアヤシヤク               Ⅷ・ 9・ 1963 15~梁市広瀬 槙本精二

Pli響毅 α′

"ら
な ″ ′sσ″ S GIIENE     g ク ロス ジ ア オ シヤ ク

124-1:1157:871       G.cvI。 )″α′′″ C.′′ R.E′′ル″
Ⅷ 。13・ 1963 玉島市玉島 棋本精二    125-3:l175:888

2 コアヤシヤク                  Ⅷ・ 3・ 196o 阿哲部大佐町布瀬 赤枝
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キマエアオシヤク

Tr′ル′ ″′のカグル ″σル′″′

幹 初s枠 ″メ如″″r″s lm“
9 キマエアオシヤク

ル ″′に ″
`s 

′′〃/7rマ 37′ノ/F/)

125-4:1176:889

xo2001963 玉島市玉島 llt本精二

V・ 24・ 1964 久米君5福渡町旭川ダム

重り+ 1専

lll・ 31o1965 新見市正田 根本精二

シロフアオシヤク族

T/′ル′ οr//解′s′ ′″′

%r74・ ε力/arr7ησ力′′ Ц″″″

10ヒ メシロフアオシヤク

Gみノο洵″℃″α ル r/ra′′ 1確 ″,″2)

126-12:1202:913

tII・ 31・ 1965 拶i見市河本 根本精二

Ⅶ・ 31・ 1965 新見市 正田 硬木精二

岡山県未記録種である。兵庫・ 香川の両県 l・

rc

は記録があるが ,広島県には言己録
":な

ぃ。

物 tド  Cン′″ρ解′s′′ レ γ″

11シロフアオシヤク

Q力ηttFs′′ ″√″r麟 1麟′″″)

126-13:121)3:914
Ⅷ・ 24・ 1963 含敷市栄町 山砥 司朗

クスアオシヤク族

T//′み′ T/rFノ″ss誡ル′

物 s  ′力″′″s∫藻os Q′″″

12ク スアオシヤク

T坊口
=0■

、o″′s  ″ ′″′″ G`′″′′

125-12:1184:897
Ⅷ・ 2101963 玉島市玉島 根本精二

x02201963   //   ク

x・ 16o1964  // 炉卿 奇  ク

岡山県未記録種である。県南部地方に普 j邑て

ある。兵庫・ 香川両県下rC記録があるが ,広島

県には記録がない。

ヒメアオシヤク族

Tr′わ′ '“′′″′

勤 ″s I〆′s HιレFγ

13ナ ミガタウスキアオシヤク

Iの/1is ″σル″′″ じ′7綱″″ιs)
126-20:1211:922
v・ 27・ 1964 高梁市広瀬 槙本精二

Iヽ・ 28o1964   //    //
74ウ スキヒメアオシヤク

J.“r“′

"rr7 
ド餞ま

126-22:1213:924
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Ⅶ・ 27・ 1963・ 高梁市広瀬 根本精二

v・  9o1964 新見市卓問  ″

Ⅵ・ 29・ 1964 玉島市陶   多

賜 s(シ′″,″ Ⅶ移γ″

15ス ジモ ンツパ メアオシヤク

Q′θw ′′ル′ド′rf月″′α ″″γrぃ

125-5:1177:89o
V・ 25・ 1964 高梁市広瀬 根本精二

岡山県未記録種である。近県rC記録がない。

16ズグロッパメアオシヤク

G..′ιsrο ″″S ル●′

125-7:1179:892

Ⅵ・ 9o1965 児島市カイワリ峠 llt本

米育三二

岡山県未記録種である。兵庫県には記録があ

るが ,広島・ 香川両県には記録がない。

爾 ヒメツパメアオシヤク

G。 1″nfグな″ B′″′″ )

125-9:1181:894

lⅢ o 2 7・ 1963 高梁市広瀬 根本精二

18ハガタッパメアオシヤク

G・  ざ麒 ′Flic′″″ G名″′s′グ

125-10:1182:895

Ⅵ・ 23・ 1963 新見市草間 根本精二

Ⅷ・ 12・ 1964 高梁市広瀬  ク

キバラアオシヤ ク族

T/′レ 助 ガ′ル′′″′

物 パ ル ,F′ル″ Dι切 酵 ′

19キ バラヒメアオシヤク

■|″ゲ′ルFr7 00S′ル,r7γrr7 職 肋ρ″)

125-13:1185:398

Vll・ 1101963 玉島市玉島 根本精二

III・ 17・ 1963   ク     //

o″s orr7ホ w sf′ ル な

20コ ウスアオシヤ ク

Qり″Fsw θら″′Frr7rr7硼″ノル7)

125-16:1188:901
x02 01963 玉島市玉島 根本精二

れ ■■s Dli/DJ● /F,'″ W″γ

“21ナ ミスジコアオシヤク

D「 力loaty″  ″∬″ゎグル レ ″η″)

126-2:1193:905

111e24・ 1963 新見市吉川 根本精二

G脅ィs Crt′ だ″′″ P/ar′
22ア カア シア オシ ヤ ク

%′″″′″ ″′Ftts″ (1厖′ル′″)

126-4:1195:906
Ⅵ・ 5。 1964 玉島市陶  根本精二

ョツモンアオシヤク族
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Tr′ゐ′ %″がら″′
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23 ギンスジアオシヤ ク

CンPヴざoぃQ← .F′グ.)r/rrFtrfr7ノ ′/ル・(■′′σ力)

126-9:1199:910
Ⅵ・ 23・ 1963 新見市卓問 根 本精二

24ク ロモンアオシヤク

C.← .∫′″。)″′/r7ησ″′4″″凛2′ Jσ″だογ

(積熟″γ″″)

126-lo:12
111・ 13・ 1963
x・  7・ 1963
xo12o1963
x・  401963

Q脅′s2′′lir′α
25 ョツ メア オシヤク

T/P′ ′′″′″ ″′みο′οsto7J″ 3/P/)
126-15:1205:917

x0 2・ 1963 玉島市玉島 板本精三

コヨツメアオシャク族

T/Jわθ Ch,ゎsrο ノ′η′

Q″

“

s (ン″
“

srο′α iM【 ′y″ Jσ々

“

コヨツメアオシヤク

Ch″ゎド′ο′″ svみ ′′′′/7γ′″ (3ケ″っη″)

126-26:1217:928

Ⅵ・ 17・ 1962 倉敷市   山砥克己

x・  2o1962  多      //

x・  6・ 1963 玉島市玉島 植本精二

x・ 26・ 1963   多    //
V・ 2501964 高梁市広瀬  多

つ ぎに倉敷昆虫館には未展示品で ,岡 山県に産

する記録のあるものは

イ ウスアオシヤ ク

津山都
2)4月 下旬 .黒沢Lゴ

3)lI.3・ 1961
の記録あ り。 県北部に産す。

ロ アシブ トチズモンアオシヤク

黒沢lご
3)Ⅷ .22・ 1961の記録あり。

県中部以 |ヒの山地に産する。
ハ カギパアオシヤク

浅口都金光町・ 真庭郡勝山町(1)・ 津山ボ
2)8

月・ 黒沢J3)の 記録 あ り。全県下に産す。
ニ ヒメカギパアオシヤ ク

津山話
2)6月 中旬の記録あ り。

山地性である。

ホ オオシロオビアオシャク

苫田部上加茂村阿が 2)7月 の記録あ り。

県北部山地に産す。近県に記録なし。

ヘ  シ ロオ ビア オ シ ヤ ク

県北削S―円 (津 山)(1)の 記録あ り。

県北部に産
‐
為

ト コンロオビアオシヤク

南部―円 児・鳥都藤田部 1)の記録ぁる も ,藤

田村は干拓平地で樹木が殆 どなく ,児 鳥半島の

山か ら飛来 したち/_bで はなかろうか。
チ  ツパ メア オシヤ ク

北 部― 円 後 月 (井原)(1)の記録あ り。

山地 に産す。

リ ヒロパ ツパメアオシヤ ク

津山市大jが2)7月の記録あり。
全県下に産す。

ヌ アオスジアオシャク

津山市大容
2)7月 下旬の記録あ り。少なぃ

らしく ,近県に記録がない。

ル ハラアカアオシヤク

津山市大バ 2)7月 の言己録あ り。県ilL部山地

に産するが少なぃ。

フ ホ ソパハ ラアカアォシヤク

欄窪 都福田訂
4)Ⅵ .21・ 1959の 記録

あ り。全県下に産す。

ヮ ヨツモンマエジロアオシヤク

南部―円 _L道 (菖山)(1)・ 津山都
2)8月 の

記録あ り。全県下7C産す。

力
酬輩 l恙ご手高ら1年 黒沢口OⅥ・3

・ 1961の 記録 あ り。山地に産する。
ヨ ハガタアオシヤク

北部―円 英田 (林野)(1)の記録あ り。 中部

山地以北に産するが多くなぃ。

タ コシロスジアオシヤク

津山ボ
2)8月

上旬の記録あ り。全県 ṕ〔 多n
レ ハガタキスジアォシヤク

津山市大容 2)7月 上旬の記録あ り。中部l●地

以北に産し ,少なぃ。近県に記録なし。

ソ ウスミズアオシヤク

津山市小田ぼ 2)7月 中旬の記録あ り。中部以

北の山地に産す。年 1回 の発生である。

ツ ヒメウスアオシャク

津山ボ2)5月 上旬の記録あり。全県下に普i芭

である。

不 マルモンヒメアオシヤク

津山都
2)5月 下旬のr・iE録 あ り。全県下に産す

るが少ない。

岡山県未記録種について考察すると ,

A 南方系で全く採集見込のなぃ もの

マダラチズモンアオシヤク ,オ ガサワラチズ

モンアオシヤク ,ヘ リクロヒメアオシヤク ,ウ

00:911

玉島市玉島 根本精二1

総社市豪渓 林 意―

玉島市 :E島  根本精二

倉敷市栄町 山砥司朗

助ふ崚
`"′



ラジ ロアオシヤク ,ア マ ミヨツモンアォシヤク,

ソ トムラサキアオシヤ ク ,(タ イ ワンアヤシヤ

ク),コ ガタアオシヤク

B 寒地性の蛾 で全 〈採集見込のなぃ もの

カ ラフ トウスアオシヤク ,マ エモンシロスジ

アオシャク ,ス ジツパ メアオシャク ,チ ピムジ

アオシ ャク ,ナ ヾガタフタスジアォ シ ャク ,フ

タスジアォシ ャク ,オオナ ヾガタアオ シ ャク

C 産 地が少な 〈 ,採集見込 み不明の もの

ヘ リアカ トガ リアオシ ャク ,ア カハ ラヒメア

オ シ ャク ,

横須賀市で採集された 2″ ,に基づいて井_上

ぼ 5)が 新種 として発表したもので ,其の後横須

賀市 ,愛知県→・ ♂Pi酔)の記録しかない。
D 採集可能性のあるもの

″ ノコパ アオシャク

産地が極限されて少ない種であるが ,京都

府比叡山 ,大阪府岩湧山 ,兵庫 県妙高山の記

録あ り。 県の中北音陶‖地で採集可能性あ り。

み ウスハラアカアオシャク

春の蛾 で ,4月頃山lL1/C産 して多い。小型

の蛾てある。

ε ョ ッァ ンア オ シ ャ ク

近畿以西の低山地 1/C産 し ,少 くなぃ。小型

の蛾である。諷島 県では採集記録あ り。

″ コガタヒメアオシ ャク

小型の峨で ,平地ばか りでな〈山地にも多

い。井上ぼ5)が 1961年に新種として発表
したもの。

′ ア カホ シ ヒメ アオ シ ャ ク

′lЧ型の蛾で近畿より西に産するといわれる

が ,採集記録が少なぃ。

′ ヘ リクロテンアォシャク

香川県での採集記録あるも、その外では愛

知県。長野県 5).東京都の記録があるだけで

ある。

以上県下のアオシャク亜科について申し_Lげた

が ,どの峨でも大型・ 中型・ 美麗種はよく採集ざ

れてぃて ,資料 も多いが ,小型C蛾 は一寸見ただ

けでは種の区別がつけ難く ,採集後の展翅処理も

面倒なので ,採集されずに放置されてぃることが

多い。 しか し ,日 本の峨もマタロにつぃては大方

研究されつ くして ,新種の発見も期待薄であるが ,

ヾクロについては未開拓の分野が多〈,各け1究誌

に属々と新属 ,新種の記載が発表されている有様

である。欧米並みのレベルに達するには小型の蛾
の採集研究に努めねばならない。愛好者の奮起を

望むことりである。

参 考 文 献
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F・F~+ギ お と し ぶ み 卜相 時 十 H+‖ ‐ キ‐F

阿哲部大佐町布瀬でムネアカセンチコガネを採集

196o年 7月 河哲君I賄瀬において本種助 ′

"σ
′
“

…

″′

“

lia′ 7″ mT獣掏U鋼 ,を 1頭採集 し

てい るので報告しておく ,本種は昆虫館にも 1頭

標本がちるがかな り少ない種と思 う。 なお本紳 1

014Ю .21/C竹 内幸夫氏がアカマダラセンチコガ

ネとして報告しておられるのは ,本種の ことと思

う。 (赤枝―弘)

尋コ
「

革軍耳■1目
==:‡

凛
「 =1===蹴

凛撃
======軍

専凛薫
=軍

軍耳コ革



(40)3

記集採山大

敏須/~I

1965 7月 25日 -7月 27日

学校 より大山キャンブ

コース 当 日 豪円l11キ ャンプ場 は 円山 と中0
原との間の林 )

露日 旅館 (上杉)→大山頂_L→縦走→

元谷→大山寺部落

π 日 旅館→豪円山

I甲虫頼

oカ ミキリムシ科
■ホソカミキ リ    (3)
豪円山キャンプ場 (葉上 。灯火

2_ヒ メヒゲナガカごキ リ (1)
天角ガ峰 (飛湖申

3_ク スペニカミキ リ   (2)
大山寺部落 ,豪円山 (飛翔中

4_ア トモンサ ビカミキ リ (2)
豪円山キャンプ場 (そだ

5_シ ロオピチピカヾキ リ (1)
山の承付近 (そだ

6_ト グパカミキリ     f3)
山のX付近 (そだ

7_ダ イモンカミキ リ   (7)
豪円山キャンプ場 (葉上・飛翔中

8_シ ラホシカ ミキ リ   (1)
大山寺 (飛湖中

9_ハ ンノアオカミキ リ  (1)
豪円山キャンプ場 篠 上

lQヘ リグコ リンゴカミキ リ (1)

豪円111キ ャンプ場 (ョ モギ葉_L

Oそ●他
1_ケ ヤキナ ガタマ ムシ   (1)
大山寺部落 (枯枝 上

2_ミ ヤマナガボ ソタマ ムシ (1)

豪円山キャンプ場 Oξ用中
3_ル リツヤハダコメツキ  (1)
大山頂上  他rc 3種

4_ヒ メ′ヽナムクリ     f4)
大山頂上 (飛翔中

5_ニ ワハンミョウ    (1)
豪円山キャンプ場

6_テン トウムシ     (■ )

豪円山キャンプ場

7_ク ロナガキマ ワリ (2)
元谷 。大lil寺

その libに木 洋言療 集したもO  F〕 ヒグナガゴ

マフカミキリ 0トゲヒゲトウカミキリ 0ヤ′ヽズカミキリ

I蝶煩

1_ミ
‐leラスアルヽ (1  9大 山 lri上

2_キ了ゲ′ヽ      (1   )  タ

3_ス″ ャマキチョウ (36.19)  多

4.アサ■■″グラ       (19   )    多

5_ァヵタテハ      (19  ,   多

6_ル リタラ ヽ   α? )豪 円 山

■クラ」レ ヒョウタ   
“

6.39)中 の原 ,豪 円

山キャンプ場 ,大山頂上

8_ォォウラギンスジヒョウ毛κ26.49)
中の原 ,大山頂上

■ミドリヒョウ■レ   06.39)
中の原

10_ッマクロヒョウモシ

大山頂上

11_オオミドリシジミ

大山頂上付近

12_ト ラフシジヾ

13_ヒ メシジミ

11_ヒ メキマダラセセリ

15_′、リグrξFゃ′ジ馘畳J

Ⅲ栽類

(26.19)

(46     )

fl  )中 の原

0♀   )豪 円11キャη場

(1  )大 山頂上

(1  )豪 円lli

1.スキ 珠ウジャク  (1  )中 の原

2_ホ クジャク   (1  )大 山頂上付近

3_マ ンカレハ    (16 )大 山寺

4_エゾシモフリ斌 井  ( 16  )  タ

5_ベニンタバ    (1  )豪 円山

他rC 2種

1965.8月 1日 ～ ■日

家 より
コ ー ス

1日 旅館伯雲わ →豪冊■ャン翡 .中 の原

2日 横手道→文珠堂
3日 旅館 (午 前中)→太神山神[L→中の原→



階手道  旅館   (ウ ルシ生木

2.ニ ンフハナカ ヾキ リ (1)

卜黄―T・ i首             ぐに_L
3.オオヨンスジ′ヽナカ キヾリ (1)

甲虫類

1.ホ ソカ ヾキリ ρ)

aξ翔中

(1)

OEl』 |ト

旅館(F的 →寂静山→中頌 →大神山神社→旅館
4日  旅館→横手道

1.ス ジクワガタ o6)
2.ヾ ヤマクワガタ (16)
3.ノ コキリクワガタ (16)

1.ビ ロー ドコガネ  (1)
2.シロジュウコホォ ントズ1)

3.カ シ ヮ ッ ツハ ムシ (1)

4.カ メムシ 4 1iE

蝶類

1.モ ンキアゲハ

2.ヾ ヤマカ ラスアゲハ

3.カ ラスアゲハ

4。 オナ ガアゲハ

5,キ アゲハ

6.ア サギマダ ラ

7.ヒ メキマダ ラ ヒカグ

8.サ カハ チ ョウ

9.キ タテハ

10。 ウラギンスジヒョウキン

11.ォォウラギンスジヒョウモシ

12.ウ ラギン ヒョウモン

13.メ スクロヒョウモン

14.オオウラギンヒョウモン

15ク モガタ ヒョウモン

16.ス ジボソヤマキチ ョウ

17.ウ スイ ロオナガシジ ヾ

18.ア カシジヾ

19.ウ ラ クロシジ ヾ

助.メ スアカ ミドリシジ ミ

21.ヾ ドリシジ 類ヾ

9 (1

横手道 寂静山

旅館    (灯 火
ク    (灯 火

豪円L庁ャンフ場
夕   u場 鋼中

横手道   ( 多

(1  )山 の家付近

(1601♀ )大山も釜門

クサギ花上

( 16  )プに上F猜   ″

(1♀  )多   多

(1  )噸 花上

(46.3♀ )中り慕字 ク

(3  )寂 静山 ″

|:  lii,[轟
1

(26.3♀ ) //

(1  )横 手道

(1♀  )中の原

( 3♀   ) //
(16 )//

::.2♀ ;構去斎上部
(1  )横 手道

| |:  ;掌舌:道分れ
(236.17♀)横手道 ,中

横千道

4.ヨ ツボシカ ヾキ リ

旅 ,1キ

5.ト ビイロカ キヾ リ (1)
二1の 沢付近     αとL

6.ウ スイロトラカ キヾリ  (1)
大L日 寺 化 柱

7.■グリトラカ キヾリ   (1)
豪ド〕山キャンフ場 付近 晰

8.ク スペニカヾキ リ  (3)
満手itt      at翔 申

9.イ タヤカヾキ リ  (1)
豪円山キャンフ・場  食 ズナ ラ生木

10.ビ ロー ドカ ヾキリ  (2)
山の家付近 旅館  (葉上など

11.ト ガリンロオピサビカ キヾリ(2)

旅 館 (灯火
12.シ ラホシカ ヾキ リ (2)

豪 |■ 1■ ャンフ場 横手道 飛翔中

13.ダ イセンカ キヾ リ  (3)
ク  文珠 1壮付近 (業 上

14.ハンノアォカヾ キリ   (1)
太神山神「[付近   (飛 翔中

15ヘリクロリンゴカ キヾリ (2)
豪IIlllキ ャフフ場 横手 ;首 (葉 _L

16.コ ペネカヾキ リ(1)豪円山山麓  (枯木申

1.ル リシレ 夕ヽ七メツキ(1) 横手 i重

22.ト ラフシジヾ    (10
23.オ オチ ャパ ネセセ リ (1
24.ダ イヾョウセセ リ  (1

議 事 1か と し ぶ み

)聯リ
)一の沢付近

)横手道

2.オオツヤ′ザコメツキ(3) 旅館
3.ヒ ゲコメツキ661♀ ) 旅館

他に 2種

1.ウ パタマムシ (1) 旅 鷲

2.サ ビキコリ (1)  ク

Л 哲部大佐IBI布 瀬でナ カスジシャチホコ

筆者は本誌 V01.D.に布瀬で採集した蛾を主 とし

て 7o事E余 りを発表したが ,そ ca時 もれてぃ る種

の中17c本種 があることが分った。

N″グε′ ″ ″々′′Jr7 島″′J・r 劫 スジシャ外 コ

1961。 8.30
阿哲部大佐町市瀬  筆者採 )

この種は保育社の図鑑 によると ,本州で は稀 とな

ってお り県 下か %も他 に記録 はない と思 う。

(赤 枝―弘 )

±■1驚:il■■■1士主
==驚

■■lli==‡編蹴

…

■1碑革 1薄1ヽ1

横手道

(灯火

(灯火

α丁火

1.ヒ メシロコクゾウ (1) 中の原  (葉上
2.フ トヵッれ″ウ  (1) 横手道
3.ク ロォビヒグナがバイ1)豪剛 Jキャンフ場付近

(薪



〔42)10

南 ア ル プ ス 採 集 行 メ モ (I)

造弘野水

私はとうとぅ南アルプスにとりつかれてしま
ったようだ。荘大な森林 ,おおらかな山容 ,遡れ
ども遡れども水量の減らない大井川の源流 ,その

急、流をまたぐ幾多の吊 り橋 ,ふ ところの深ぃ谷問
,人影の少い山i首 ,山頂への馬鹿尾根 ,そ して何
よりもlE倒的な昆虫の敷々 ! どれ一つ として思
ぃ出して胸ぉどらぬものはない。そこには北アル

プスの峻険な山lliも なく,巨 大な岩壁もなく,大
雪渓もなく,完備した山小屋もなく,あ るのは馬
鹿長ぃ山道とおそろしく不′

1合好に大 Aな山 で々あ
るが一度その魅力にとりつ力苺れた者を三度と離ざ
ぬ何物かがつぃに私をして3年連続この山脈のふ
ところに向わしめたのである。

ブラックリストに載せておきながらついに三

年 ともお目にか力・れなかった種類 ,他の採集者に
やられて地団駄を踏んだ種類 ,も う少し早〈行っ
てぃれば ….,も う少し遅くまでねばってぃれば

…・ ,な ど′心に残る種類は数多いが ,石 の上(く も
三年とい う通 り,三年続けて同 じ場所に ,しかも
1可 じ時期に行ったおかけで普通に採集できるもの
だけは一応採れたように思われ ,余程叉腹の虫が

催さない限 り当分は訪れることも無かろうと思い
,自 分自身のメモ代 りに ,叉これから採集行を予

定される方への多少なりとも参考になろ うかと ,

コース。日程・ 採集品などを簡単にrg~分
―ケること

にする。なお私の行った地域は南アルプスの中央

Tム詈聯踊露客鮮為諜鰍碁踊奪
など面白そ うな地域は一度 も行かずに表記のよう

な題 名で ものを書 くのは少 々気がひけ るが他 {τ適

当な表現法を思いつかないのでお許 しぃただ きた

:日
程・ コース

(1963年 )個 行者 :中 村一郎 (蝶))
o7月 27日  e6日 10.2o京都発`告、行オ2ブ="
富士 (4.23)一身延 (6.10)奈 良田行パス(6.3つ

厘丁鼻7「1ひ脅漁Ll?il島嘗員1奮雹
小

07月 28日 東俣採集
9。 Oo―― 仰ツ民2.00折 i厘 し―-4.3o
o7月 29日  西俣採集
7,oo― 桜島 8。 30-小西俣出合 10。 00-中

8T情省lL・地哲優塁
~'° °°

8。 30-機 島 12.00夕返 し-5。 00

o7月 31日  下山
8.30-転付峠 10.3o―峠下 11.30-析倉1.30着
パス3.oO一 身延5.00着電車 5。 20-富± 22.は ,

(1964年)(1司行者:土屋祥兌 倣))

o7月 26日  入山        |
新倉 10・ は,一 二軒小曇5。 20(前年通 の

o7月 27日  植 島採集 (前年i邑 り)

o7月 28旧  東俣採集 (前年通 り)

o7月 29日  三1大 (サンプの峠へ

二軒小屋6.oO―桜島8.餞〕一小西俣 10。 lЮ 一三伏
沢 12.劉 一三伏峠 2.3o三 伏:峠小屋泊。

o7月 30日 塩見岳登山・ 塩の湯ヘ

三脚や5.50-塩 見岳 8.30折返し一三侠峠 H.30
-峠下1.3o一 塩川 3.lЮ パス4.tЮ 一塩の湯 4.00

着 ,泊。

07月 31日  帰路
パス鹿塩 9。 20-飯 田 H.3o電車 12.35

(1965年 )(同行者なし)

o7月 29日  入山

一豊桶蔵6・

3o

新倉 9.00-三年′卜婦 4.Ⅸ〕 (前 年iこ り)

o7月 3o日  格 島 採 集 (前年通 り

o7月 31日  東俣採集 (前年通 り)

o8月  1日 荒川岳登山
二■/1、 屋 3.3o一 千枚岳 10000_東岳 12.ぃ )― 中

岳 1。 30-前岳 2.00-荒 川小屋 3.(Ю 泊。

o8月 2日 赤石岳登山

荒川小屋 4.45-大聖寺平 5。 15-小赤石 6。 15-
赤石岳 7.oo一赤石小屋 9・ 15-機 島 11.45-
中の宿 15.30泊。
8月 3日  下llJ

申0宿 7.30-畑難オ 1ダム 9。 45,パ ス 10.20-

八木尾又 H.3じ スヾ乗換 13.oO― 静l1416.lo,

新幹線 17.輛 一京都 22.“ 。

装備 山小屋

山小i3_は 北アルプスや中央アルプスと異な り,

殆んど食事 ,寝具が無く,食 糧 ,寝袋などを自参

しなければならない。二軒′
Jヽ 屋だけは例外で ,こ

こを根拠に採集だけを目的とするならば雨具以外
はイ可も要らない。食事には川魚 ,山菜などをIPIし



てくれ ,風 呂もあって採集根拠地 として絶好の場

所である。 1964イドは無装備で三伽峠に泊 り,夜

の寒さにろくろく寝 られず翌 日に疲労が残 った。

百問洞山の家とい う小曜では食事を出すそ うだが

その途中の小昼ではやは り自炊 Lなければならな

ぃ。 1965`Fを夕1外 として午後

"必
ず 夕立に見夕F

われた。頭上でガンガン落雷するこつで夕ちが来そ

うになったら出来 るだけ急、いで尾根か ら逃げなけ

ればならなぃ。そのために も午後 3時 までには目

的地1/C着 〈よう歩 く必 要がある。山小屋と山小屋

のデE離 はいずれも非常に,遠 く ,1日 10嘲司歩行を

覚諄iし なければならない。 こt/bあ た リー帯は東海
パルプ(D社有林で伐材は言 う1/C及ばず ,歩行中の

喫煙 ,:旨 定地以外tDJF営 など厳禁され′てぃる。山

小犀でも登山者は皆ラジウス自参であった。私は

装肺の |力 係上主食は乾燥米と即席 ラーメンのみと

L,山小屋の湯を貰って済 tせ ,ラ ジウスは自参

しなかった。谷底 1/Cは小屋が点々とあるが ,山 人

夫tDための施設が多く ,泊めてくれなぃ場合があ

る/」・ら長期滞;在 の場合は事11に 連絡する必要があ

ろ う。水場は谷底を 1)く かぎ りぃたる
'り

iに あるが

尾根道では全く無 〈 ,水筒一人三11ヨ は 1月 意 した方

が良い。千枚岳に今 った時 はそれでも不足 しそ う

な(4)で !♯朝本の葉の露をしゃぶ りながら登った次

オだが ,木の種類によって露 tD味 が,生 うとい う一

大 VL見 をした。

吊橋

大井川 _11流 は源流に至るまでこの山奥に よくも

と思 うような立派な山i首 が作られている。橋は全

て吊僑で採集1/C歩 〈と一 日に 10巨以 L渡ることに

なる。つぃには夜寝ついても体がふわふわと揺れ

るよ うに感 じ始める。中でもすごいのが ,畑薙夕
‐

ムの上に吊られた橋で これをtlQ場 ない と茶日喬に

ルま登れないそ うだが ,1は
'IP3以

上の大吊嬌。高さ

が 3o,4 もあろ うか ,渡 るのに 5分 以上かか り ,

荷49/」 を背おって歩 くと手す りで手袋がす り切れる

そ うである。風にでも吹かれると足がす くんで,虻

れないそ うだが「 つか まってい りゃ落 tズい島 |と

は荒川小屋主人の話。私は本it日 で l■Lただけで

'由

っ

てみなか ったのが,智、い出す毎に心残 りで仕方ない

。伊 /fllS谷 か ら赤石岳に登る小渋川コースは吊喬す

ら力氏いそ うで ,一寸 Nli力
11年 ると身をリリるような冷

水の激流を 101嘔以 L′質渉 しなければならなt/2そ う

である。荒り|レlヽ 罐で会った登山額は 181「J腹渉 しつ

いに広河原で一泊 Lたそ うである。 1曽 らしい人間

に推めるべきコースであろ う。

登山家

この地域ではまだまだ登山家の数は少 く ,道で

出会 う人数 もlEttlrc記 憶できる程皮である。谷底
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では山人夫が殆ん どで ,ヤ マメ・ イワナつ りの人

も時に会 う。登山家はベテ ラン揃いて北アルプス

や中央アルプスなどは目をつむっていても歩けそ

うな話をしてぃ る。皆親切であ り,服装なども地

味で ,1ヒアルプスなどのようlrCピ クニック気分の

チャラチャラした アンチ ャンや赤や黄色の派手な

ヾ―チャン ,ハ ーチ ャンなどlg_な いので気持良ヘ

採集家

二車F′ |ヽ 屋の宿泊者は 1/3が登山家,1ス が大公

望 ,ン3が昆虫採集家でつ り人が一番の早起 き ,

次いで登山家。昆虫採集家はいつ までもだらしな

く寝ているそ うだが ,それでも6時 i過 ぎには皆起

こされてしまう。当地は地勢上東京からの採集家

が多くそれも大部分は力ヾキリ屋さんである。日

々にキベ リカタビロ′・ナや ヒメヨンスジハナの名

を唱ズ_な がら採集に出かけて行 く。 ここまで採集

に来る人間はいずれも相当な手腕家で ,私の,悩裡

rC強烈な印象を残 して行った。東京の中吋俊彦氏

(力 ヾキ リ)齢木義lit氏 (力 ヾキ 179,山 形の反垣

fFtt tt(オ サムシ ●力 キヾリ),静岡の高橋真弓氏

O10,大阪の野村英 IL氏 (力 ヾキ リ)などのi考氏

のほか 名を1婦 古そ こねた採集家が多勢ある。 また

I伏峠では東京の春 日1俊郎氏 (ヒ マラヤ喋峨調査

隊隊長)に会い ,同行 していた南米帰 りの土居祥

兌君 と国際的 スケールによる採集談義をおっば じ

めたので V、 は生 きた心地もなか った。

森体

当赤石lll脈 は前述のようにパルプ会社の社有林

が名 〈国 立公1堀 イヒにあた りf重 々問題があったよう

であるが ,1964五FI票高 251)0″ 以 _上 (だ ったと

思 う)を 国立公関lrc指 定するとい うことでケ リが

つ き ,南 アルプス国立公lfilと して発足した。 従っ

て谷底では相変 %ず伐材が行なわれていて原生林

は次 々と姿を消してい る。 過去好採集地として知

られた湛 島 付 近 も現在では植林帯と化しもはや片

日のおもかげはなぃ とぃ う。大井川 上流の東俣 ,

西俣もいずれ l・Uじ運 命rCあ るわけであるが ,こ の

森体は幸なことにおそろしく広大であ り今後少 く

も 2011■昆虫類の絶滅はあるまい と考え あれる。

なお伐材現場が甲虫採集1/C極 めて都合 よいことは

言 うまでもなぃ。

北 Iへ ぼ砕ィ峠越ぇ
‐cAる のが最 帥 単で

3同 ともこの コースで入らた。 しか し簡単とは言

え標高 2000″, 勿論 1日 がか りで ,し か も名の

示す i餞 りなめてかかると途中でアゴが出る。下山

の場合は少し楽である。 三伏峠は大井川を遡行す

ると傾斜 はゆるやかであるがF巨離が長 へヽ 伊那側

か らは急、勾配でしか も標高差が大 きぃ。標局258oπ
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日本でも有数の高さを誇る峠で森林限界にな りお

花畑に囲まれる。山には三伏峠か ら塩見岳 (3o
47π )へ空身で往復 Lた。二軒小屋か らは千枚

岳 (2380o― 荒川 栗岳 (別名 ,悪沢岳 314
6″ )一 荒川中岳 (別 名 ,魚無河内岳 (3o83つ
一―荒川前岳 (3o6o餃 )一小赤石岳 (3o8
02)一 赤石岳 (3120→ とぃ ぅコースを歩いた

が二i日 がか りであ り,尾根にと りつ くまでの急傾

斜 はとても日中では面lえ られず ,日 の出前にとり

つ く必要がある。そのため午前 3時 i/Cは 起 こされ

た。尾根に出てか らは自分のベースを くずさぬ限

り楽であ り,´ Fl出するのが惜 しくなる。二 FT/1ヽ 屋

では光岳か ら_上河内岳 ―聖岳 一赤石岳 一荒り1時 と̀

T週間がか りでしか も二人で踏破 したとい う女性

に出合ったが,食糧の備えさえぁればその気持も
充分に埋解できようとい うものである。赤石岳か

らは北岳を除〈南アルプスの全山が見晴らせ ,富

士はその東 iEl面に ,反対側rC中央アルプス ,遠 〈

北方iて 北アルプスや奥秩父などの山々が一望のも
とになり,塩見岳よりも一層展望がよい。ところ
がこの赤石岳はふもとの谷問からは全〈仰ぎ見る
ことがで春ぬ仙境で ,一旦そのlri上 に立つやどの
コースで下山しても交通機関に達する贅で途中必
ず一泊しなければならぬ由61●め気安〈出かけて
はならない。

カミキリ

当地は卓i嗣慶
=氏

の採集以来ハナカミキリ類の

豊庫として有名であ り,京浜昆虫同好会編 夕新し
い昆虫採集 CFDク の日絵写真にも明らかなように

魅力ある種が豊富である。ちなみに草間氏の名は
当地に豊富なしか物″ 04S―′ヒメヨンスジハナ
カヾキリやらrbr″ ′ル″″ キベ リカタビロハナ
カヾキリの黄色型 F.L4_′ などの学名に よって
永遠に記念されてぃる。なお当地域のカミキリロ
録は己に完成されたとも聞いてぃるが ,私は不幸
にして見る機会に恵まれず ,従って私の採集品は

犬 も歩けば棒に当る式のものに過ぎないことをお

断 りしなければならなヽ
以下は私の採集したもののほかに少数土居の採

集したもの も含まれる。
1)マ ルクピヒラタカヾキリ
2)ト ドマツカミキリ

伐材本に飛来したものと針葉樹の古株に発生
したものとあ り1),2)と もに少くない。
3)ニ ッボンハィィロヵミキリ

西俣で2島
4)フ タコブルリハナカミキリ

肢は黄色である。 4頭。
5)キ ベリカタビロハナカヾキリ

黄色型 F・ れ鋼堕′が半分喧で原型との中1瑚 型

も居る。 1963年には東俣で 1日 に 21霧余鍬 t

翌 日 ,翌々日と他の採集者も1可 じ場所で多数採

り総計 100頭近 くとれたことがあるが , 普通
はあま り多くなぃ。転 帥峠や三脚 :卜の頂_上にも
居る。

6)ト ホシハナカヾキ リ

赤石岳頂_上近 〈で 1頭のみ ,板垣 氏は三伏峠

で 5頭採 った由。標高 25`'Oπ では無塩
7)ク モマハナカヾキ リ

三伏峠で約 10現 これも谷rHlrCは居なぃ。
8)カ ラカネハナ カヾキ リ

名産。中に腹の黒ぃのも居る。
9)ヨ ツボシチビハナカヾキ リ

谷底κ普通。

10)ニ セヨツポシチピハナカヾキ リ

賜 |“Fa rFs′″Fr7′曲 擦籠
`″

」7as′s
a陸路s力′  三伏峠 に多数。名前のつぃた悪

沢岳では 1頭 も見当らなかった。
H)ムネアカヨコモンヒメハナカヾキ リ

12)ヨ コモン ヒメハナカヾキ リ

13)カ クムネヒメハナカヾキ リ

14)オオナカクロヒメハナカヾキ リ
15)ナ ガパ ヒメハナカヾキ リ

16)ホ ソガタヒメハナカミキ リ
17)マ ツシタヒメハナカヾキ リ
18)ォ ォパャシヒメハナカミキ リ
19)チ ャイロヒメハナカ ヾキ リ

以上の うち 16)18)が ゃ ヽ少ぃが他は多産。
20)チ ャボハナカヾキリ
21)ル リハナカヾキ リ

22)ヾ ャマクロハナカミキ リ

23)ク ロル リハナカヾキ リ

23)は 2頭の礼  21)":や ｀少ぃ。
24)ヒ メアカハナカヾキ リ

ニ軒小屋 一棋島間で 2頭。
25,ア カハナカミキ リ

26リ ブチ ヒグハナカミキ リ

どちらも普通。
2つ ィガブチヒゲハナカ ヾキ リ

東俣で 1頭のみ。
28)ッ ャヶシハナカヾキ リ
29)ヒ ゲシロハナカミキ リ
30)アォパホソハナカミキリ
31)ニ ンフハナカヾキ リ
32)ニ ョウホウハナカヾキ リ
33)′ テジマハナカヾキ リ

33)は 1頭のみ。
34)マ ルガタ′ヽナカヾキ リ
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35)ヌ パ タマハナカ ヾキ リ             63)ホ ノ トラカヾキ リ
35)は 4頭のみ。              64)マ ツシタ トラカヾキ リ

36)コ ヨンスジハナカ ヾキ リ               65)シ ロトラカ ヾキ リ
木賊付近で 4頭のみ。               以 _上の中では56)61)64)力 :少 〈各 1頭。

37)ョ ンスジハナカヾキ リ              62)は 2頭。 57)は 転付峠や東俣などの伐イオ本
38)ヒ メヨツスジハナカヾキ リ           で必ず採れ約 20頭。

1964年土居と二人で計 ],0頭 近 くを調べたが  66)ヘ リグロベニカヾキ リ
全て 37)で38)は1965 tFや っと7頭 i采れた。     1頭 のみ。
語るも涙の1勿語である。             67)タ ニグチコブヤハズカヾキ リ

39)ハネビロハナカ ヾキ リ              本種は本曾駒 ケ岳産のものと直接照合してい
1魚川で 1頭のみ。                なぃが ,図鑑による検索で一応本種と認め られ

10)ク ロハナカ ヾキリ               る。 1963緻京の中学生が初め採集し ,中村俊

当地のものは平地産 よ りも大型で ,し か も♀   彦氏が 1頭叩 き落としたのに刺激されて私 も随
の前胸背も黒色で赤い ものは全然居らず ,又 6   分探 Lたが ,死骸を自分の靴の中か ら1つ見出
C_3後運節の湾曲が平地たよ りもや ヽ大 きく ,叉   したrCと どま り心を残して下山 した。翌19F■l年

谷底 よりもや ｀高所の方に名 く見られるなどの   やっと 1頭手にすること‐Diで 音た。採れたのは

点か ら平地の″麟″ル と区別 され よう。     全て二軒小屋の周辺で ,靴の中の死骸は〈もの

11)ヤ ツボシハナカヾキリ             果 rCで もかかっていたのが夜間落ちたものと思

各型 とも多い。                われる`)従来中央アルプス特産 とされ てぃた も
42)フ タスジハナカ ヾキ リ             のなので分布上興味深 く ,本種の1司 走は更に検
43)ォォヨンスジハナカヾキ リ           討 しなければならなぃ。

転付峠で 1頭のみ。              68)シ ラフヒゲナガカミキ リ
44)カ タキハナカ ミキ リ               針葉樹林に名n

木賊付近で 2頭J              69)ヒ メヒゲナ ガカ ヾキ リ
45)ジ ャコウホソハナカミキ リ          7の ビロウ ト・カ ミキ リ

原型 l itt  F.w● ′ル7″ 2拶L       71)ウ クィ スピロウ ドカ ヾキ リ
46)ヾ ャマホソハナカミキ リ             機島付近で 2頭。  スクィーヒングによる。
47)ハ コネホノハナカ ミキ リ           72)セ ンノカ ヾキ リ
48)ホ ソハナカヾキリ                1頭 燈火に飛来。

47)18)は 46)よ りや ヽ少ぃ。         73)ゴ マフカぐキリ
49)ク ビボノアカカミキリ             71)ヵ タシロゴマンカヾキリ

3頭のみ。                  75)ヒ ゲナ ガゴマフカヾキ リ
50)オ オアオカヾキ リ                74)75)は 各 1頭。

転付峠で 1頭。                76)フ タォビアラグカ ヾキ リ
51)アオカ ヾキ リ                 77)フ メモンアラグカヾキ リ

ニ軒小屋 2頭。                78)ェ ゾ トグムネカミキ リ
52)ミ ドリカミキ リ                 76)3好 Ъ 77)2頭。 78)1頭。
53)ル リボシカミキ リ             79)ナ カジロサ ビカヾキ リ

ニ軒小屋などで 3頭。            3の ェゾサピカミキリ
54)ト ラカヾキ リ              81)キ クスイモ ドキカミキ リ

転付峠 1頭。                 屁)ド ウボソカ ヾキ リ
55)ウ スィロトラカヾキ リ            83)ゴ マダラモモプ トカミキ リ
56)ツ マキ トラカヾキ リ             84)ヒ グナガモモブ トカヾキリ
57)キ ジマ トラカミキリ             85)キ ッコウモンケシカヾキ リ
58)ニ ィジマ トラカ ミキ リ              79)～ 85)はぃずれも1～ 2頭。
59,キ スジ トラカミキ リ             86)キ モンカヾキリ
6o)ェ ク リトラカ ヾキ リ              87)シ ナカ ミキ リ
61)ク ロトラカヾキ リ              88)ハ ンノアオカヾキ リ
62)カ ンポウトラカ ヾキ リ            89)シ ラホシカ ミキ リ
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以上普通。                        Oヒ メクロトラカ キヾリ   〇 ヨコヤマトラカ キヾリ
9(り ヘリクロアオカ キヾリ                のニセビロウドカミキリ  (Dト ガリシロオビサビカ キヾリ

針葉樹伐材木|′C飛来。 3頭。         (Dカ トノクロフカヾ キリ (‐Dハ ンノキカ キヾリ
91)ヘ リクロリンゴカヾキリ            (以 上 鈴木義lit氏係:集 )

原型とムナグロs″′r″,sと 混棲する。     oコ パネカ キヾリ  ()クロホソコバネカ キヾリ
1,2)ホ ソキリンゴカヾキリ           (Dク リイロシラホカ ミキリ Cソュウジクロカ キヾリ
93)ヒ メリンゴカヾキリ             ()ヵ ッコウカ キヾリ   (以上 。中村俊彦氏採県)

92)93)と も各 1頭             (Dタ ケウニ月 ソヽ′勁 ミキリ(板垣輝彦氏採Iた )

)ヽ`1)ク ロニセ リンゴカヾキ リ            ()カ ラフトヒゲナガカミキリ Oハセガフトラカ キヾリ

燈火lC l頭 飛来              1)執 ツチビカ キヾリ (以上野村英世氏 採集)

95)チ チブニセリンゴカ キヾリ         (Dク ロサワヘリクロハナカ キヾリ
2頭のみ                 のシラホシヒゲナガコバネカヾキリ

(以上 。某大学生採集)

私の採集1勿 は以上 95「

“

あるが ,私の帯在ltal飼    この うち鈴木氏採集品については日本大学動物

中lLの 採集者によって採集されたものは以上のほ  1勿 ″F究会会報00。 7)誌上の目録から引用させて

かに次のようなものがある。           いただいた。又中村ltお よび板垣氏の採集品は私

()コマクビアカ′サカミキリ (Dキモン′サカ キヾリ     が実際に見たものであるが ,JF付氏および某大学

つチビハナカ キヾリ  〇ホク
"レ

リーカミキリ   `L採
`た

品は実際に見て確かめてはいなぃ。

以_上のよう1/C7月 下旬の短り]飼 で 10〔:種 を越えるカミキリが見 られることは当地の天牛相の底知れ

ぬ豊富さをうかがわせるに充分で ,調査次オで今後いくらてもリストが増えること疑いない。 (つ づく)

備 前 地 区 で 採 集 し た カ ミ キ リ ム シ

赤 枝 一 弘

本誌 Ⅵ)I。 14.No.4.の 美作産 ,力 ヾキ リムシ  8。 キスジ トラカミキ リ

目螺 (重井 ,林)に よると府前地区の力ヾキ リム    西大寺市 山南中学1ク , ?・ Ч・1953
シは 33「 Eで他の地区に比べて極めて少ないので   9。 エグ リトラカミキ リ

私が採集していて未発表のものを少数ではある力ヽ    西☆寺市奥矢津 , 14.Ч .1959.7.Ⅵ 。196`l

ここに発表する。なお 2・ 3の種佐l可 定に当つては  lf〕・タケ トラカミキ リ

ぼJ7氏をわずらわした。                西大寺市元胸「 ,1.ヽ lU・ lυ 54.?.Ⅷ .1955
1.ノ コギ リカミキ リ              ll.べ 二カミキリ

赤磐都熊山 ,21.Ⅶ .1955          西大寺内 ,8.y.1952.岡山市fE D日 ,

2.ク ロカミキ リ                 21.V.1959
標本は粉失 したが ,西 た寺市内に もあい。    12.ヘ リグロベニカミキリ

3.ア カハナカミキ リ                岡山市金甲山 ,11・ Ⅵ.1958
赤磐都高倉山 24.Ⅵ .1959, 岡山市金  13.ホ タメレカミキ リ

山にも多い。                 同山市竜の日 , 2.V。 1965
4.ク ロハナカミキ リ               14.ゴ マダラ

‐
カミキ リ

西大寺市金山 ? Ⅲ 。1953, 本種は松    手本に漂本はないが各地に多い。

の切株中より蛹 を採集し羽 fヒ ざせた。      15。 マツノマダラカミキ リ

5.ツマグロハナカミキリ              最近は見力♯すないが ,以前には多かった )

岡山市金甲山 10.Ⅵ。1956. 那須敏氏  16.シ ロスジカミキ リ

は西大寺市芥子山で採集している。        西大寺市金山 ,?・ Ⅵ。1954 西大寺 市■肖千

6.ォ ォョッスジハナカミキ リ              山  23.眈].1954
1司 山市金山 , 27.lll.1954        17.ク :フ カミキ リ

7.ャマカミキ リ                  西大寺市金山 , 11・ 1ヽ.1953
邑久都大が島 , 3. Ⅷ 。1956      18.ヒ メヒゲナガカミキ リ
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1965年のク ロ ツ パ メシジ ミの 記録

8姦
l奪峯票護逸

ヤ
れ。Ⅷ.18。 x」 1965

9 ヨツメアオシヤク

西大寺市河本橋  23.x.1965
10ウ スキクロテンヒメシヤク

西★寺市水源池  18.x。 1965
11キ トガ リじメシヤ ク

夕  向ノ{プランド    西大寺市水源池  18。 x.1965
ク  今町     12シ ロホソスジナミシヤク

ク 今II「 休 村採菊     高梁市臥牛山 11・ Ⅷ 。1965
ク  新町    =再 革尊l=事

==:一
二==樹 詢  (赤枝―弘)

西大寺市奥矢津 ,14■ .1959。 7。Ⅵ。1964
190ナガゴマフカミキリ

西大寺市央矢津 ,7.Ⅵ .1964
2o。 アトジロサビカミキリ

西★寺市奥矢津 ,17.V。 1964
21.ア トモンナビカミキ リ

西大寺市奥矢F‐l,14.6.1959。 17.V。 1964
2.マ ルモンタビカミキリ

西☆寺市奥矢F情 ,14.6.1959。 本種は南

部では稀とのことである。
23.キ クスイモ ドキカミキリ

西大寺市奥矢津 ,17.V。 1954
岡山市金甲山 ,3.V.1964

24.ヘ リグロリンゴカ キヾリ

15(47)

赤磐部高倉山 ,24.Ⅵ。1959
25.ホ ソキ リンゴカミキ リ

岡l山 市竜 o日 ,23.Ⅵ 。1955.7。Ⅵ .1964
26.ニ セリンゴカミキ リ

西大寺高校 ,15.lll。 1954
27.キ クスイカミキ リ

i14山 市金甲山 ,3.V.1957。 3.V.1964
岡山市竜の日 ,18.V.1958

以上の他にすでにすずt,し 誌上に発表 した当地

区の種に次のものがある。 ウスパカ ミキ リ,ヾ ド

リカヾキ リ,ア オスジカミキ リ,キ マダラカヾキ

リ,ヘ リクロベニカ ミキ リ,ゴマフカヾキ リ ,キ

ィロ トラカミキ リ,ハイイロヤハズカヾキ リ,ク

スペニカ ヾキ リ。

(会 記 )

本年の 11月 3日 の倉敷昆虫館記念行事として

は秋山博志 ,西伸一郎 ,両氏の沖題 ,奄美 ,ト カ

ラ列島の採集品展示 ,及び スライ ドに よる採集記

の発表があった。標本は全部の整理ができず っ蛾

の大部分などは晨示できなか ったが ,それでも呼

型標本箱 15箱におさする見事な ものである。 目

につぃた 2～ 3の種を上げてみると ,蝶ではあち

らでは普通種であるが ,展翅 されたオオゴマダ ラ

がず らりと並ん だところなど見事であった。また

これは前回行った前田氏の採集品である
"奄

美☆

島のギンモンウスキチ ョウは少ない記録 と思われ

る。蛾 では数 は少なぃがオキナ ワル リチラシとか

,ヒ トリモ ドキの本州では見%れない種が注意を

ひぃた。
中でも甲虫は種類 も多く ,熱帯系の美しい種や

珍種が多い。秋山氏が東京国立科学博物館の中根

猛彦氏を直接訪われて ,同 走を受けたところ ,多

数の未記録種や ,種名のついてない種があったと

聞 く,次 ぃて膨 大なスライ ドに よる説明があ り ,

後会員相互で雑談がはずんだ。

1965. 8.25  1c″
ク  1  9。   5   1 ク

ク  . 9。 23  1多
// .10.17 .1ク

//  . 10.25  21′
γs

多  。1(〕 .25  2 ク

ク  ″10.29 1“
ク .11. 2  1ク

西大寺市 今町

多  観音院

(本村採集)

ク  本町

西大寺高校

(木村採集)

西高 ,今町にて
(那須 敏)

ク ガ

なおこの日天気がよかったため 。

多数日撃した。

本 年 採 集 した シ ヤ

木 年 採集 したシャクガの内 ,手本に標本があ

り,同定のはっおりLた ものを発表する。

1 ウスオエダシヤク
「西大寺市河本橋  3.x.1965

2 ウラベニエダシヤク

西大寺市水源池 29.Ⅶ 。1965
3 トビカギバエダシヤク

西大寺市水源池  8.x.1965
4フ トスジエダシヤク

西大寺市水源池 11。 X.1965
5ク ロフシロエダシヤク

高梁市欧牛山  11・ Ⅷ 01965
も ヨツメエダシヤク

/ 高梁市臥牛山  1 1 0 1tJ.1965
7甚

美専勇落柔鵜
ク
23.x18。 x1965
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