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787 五鴨′Cro"α
"ι
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789 ∠θ′0′ αιιθ∫or,308α ″Jα EvERSL4ANN.  ギンスジエダシヤタ

785 ∠らrα
=α

● "ι J rα πごα BuTL゛
786 И′Cj8 rjι cα ια cLERCK.

790 助 Fι α√οιごαια WARR.
791 」3j8ι 07L C oTガ

`α
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795 B.     rづ ιcα ια cLERCK。
796 σα′JCu′ y″ ι
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`ι
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マツオオエダシヤク
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ピロウドナミシヤク   628

o792 おOCr物薦α α″ oOう ια″jα LEECH.    デ=ヨクじづス外」ソ″

793 β.     んCrら Jdα rJα GUENC.     ァ材ォエダシヤタ
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803 0y8ι jご jα θιrα ′oπ づcc BREM.     トンポエダシヤク
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813 P′αgad′ 8 Jο ′οbrarJα L.        ナカキエダシヤタ
814  Proι CoJι

`r"tal 
′ι ac71 B u T L.           シ■Ц34クロユフ電ン クヽ
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818 rん j■ oPι Cry"CrOCOpι erj8 KOLLAR.キ プ ラン シ″
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阿 哲 郡 東 部 の 蝶 相 調 査 報 告

岡山県の北郎 すな

わら姫新線以北の地域

は以前か ら昆虫相の豊

かなことは知られてい

ても、実際はほとんど

調査されていないとい

ってよい。比較的報告

の多い媒相もその例外

ではなく偏つた地域に

断片的な記録がぁるだ

けで、その再確認も出

来ぬま にゝ放置されて

いるのが現状である。

隣接の近畿地方よりは

むしろ中部地方と深い

関連を有するように見

える特異な中国地方の

蝶相の成 り立 らとその

由来を探る意味で、こ

の地域の空白は早 く埋

められることが望まれ

るが、一方、中国山脈

の処々に発達する草原

がこの地域にはかなり

見られるので、草原の

タイプとそこに成立す

る蝶相の構成、由来を

比較検討する上からもこの地域は多大の興味をひくのである。こうした興味から、私は、この地域

の内、阿哲郡の東部に注目し、特に草原の多い地域を選んで歩いてみようと傘て、昨夏 (■ 958
年)7月 ■5～ 24日 の 2日 間に亘つて筆者の弟と一諸に踏査した。しかし実際のコ・―スは後述の

のように、相当予定をはずれ日数も少かつたので余夕得ることのない駆け足に終つた次オである。

この文は後日の参考のために、採集コース内の各地区 (一応,植物相などから、またまつた環境

と思われるものをStationと して分けてみた)の概況を採集記風に綴り、且つその地区で採集

」ξは目撃した蝶の種類を記録したものである。

調査の日程とコーメは次のようであるが、コースの詳細については、以下の記述と地図 (附図,及

瀬広 13

通過困難と判明

したコース

太い実線で歩いた

コースを示す

森亀顎
ハ750

4
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び地理調査所五万分の一地図「 勝山」「
湯本 」)を参照されたい。

オ ■日 (7月 25日 )  小坂部4■ 夏日…,大津徳定― ンf亀清―)山奥落合

オ 2日 (7月 24日 )  出奥落合―→ 定藤 ―)坂路峠 ― ,茅見― >新庄

以下の記録て種名の後に附 した数字は採集頭数を表わ し、数字のないものはすべて目撃確認 した

ものである。

オ ■日

St.■ 小坂部駅から一寸歩 くとす ぐ水田地帯に入つた。道は水田を抜けてゃがて小さな谷問ヘ

と入つてゆく。左手に漢流右手にスギ林のゆるやかな勾配の道が しば らく続 く。この間蝶相 も平几。

ダイヨウセセ リ 2,ホ ソパセセ リ ■ 0キマグラセセ リ,カ ラスアゲハ ,モ ンシロチヨウ ,モ

ンキチヨウ ,キ チヨウ ,ベニシジミ ,ッ パメシジ゛ ,サカハチチヨウ ,ア カタテハ ,ヒ メウラナミ

ジヤノメ ,

St.2橋 を渡 り、漢流を右手にする頃からスギ林はつきて、スイカズラなどの灌木に変 り、こ

んなところておきまりの LaaOgaヵ :現われる。しかしアサマイチモ/ジだけのようであつたo道

は急に傾斜して一帯は荒廃 した感じ、乾操し切つたうす汚いナ酬lが露われゝ浜流は消えんとしてい

る。

ヤヾマチヤパネセセリ 2,カ ラスアゲハ ,キ チヨウ ,ツ マグロキチヨウ ■,ト ラフシジミ

■,ア サマイチモンジ ■,コ ミスジ ■ ,

St.3 やがて牧場の柵が現われ。これを越えて柵内に入ると、一面岩石の露出著しい荒涼とし

た緩傾斜地て、岩石の間をノイパラ、サル トリイパラなどの小灌木と饉かの芝生が埋めている。こ

こではジヤノメチヨウのかびただしい発生が見られ、あらこらの叢問や岩の間から盛んに飛び立つ

が、ほとんど雄で雌は稀である。この地区はジヤノメチヨウ■種の完全な優占に終つている。

モンキチヨウ ■,タ ロシジミ ■,ジヤノメチヨウ 5,
St。 4傾制がつきて、山合いを埋めた平担な広い草原地帯に出る。岩石はほとんど影をひそめ、

地表は芝生に覆われて、散在する濯木の中に低いヵシヮが混在するのが見られる。ヒヨウモン類の

極めて少いのは花の少いせいであろう。ジヤノメチヨウの姿は依然としてつきないが、数ははるか

に少い。進むにしたがつてカシワの頻度が増して来る。このあたリホシミスジが多く、中国地方の

山地草原にも本種の棲息は少くないことが確認出来たが、これがおそらく本種本来の棲息地と思わ

れる。大佐山の頂上を左に見ながら進むと、草原は少し湿気を帯びて来ると共にカヤ、スゲが多く

なり、ハンノキが混じる。道は再び多少登りとなつて、カシワが密度を増し、その茂みに、やつと

待望のハヤシミドリの♀を採集する。ウラナ アヾカシジミも採れるが非常に数が少く、ハ/ノ キを

た いヽても未だミドリシジ はヾ全く目にとまらず、樹相に比して,この地区のミドリシジミの種類

数は意外に貧弱である。やがて柵を抜けると,乾操した草原の中にカシワ、ハンノキが点在し、景

観から察せられるように、果してハヤシミドリのすばらしい棲息地が展開する。カシワをた けゝば、

いくらでもハヤシミドリが飛び出し、雌はすべて新鮮である。左手は大佐山の北部斜面で、同じよ

うなカシワが点在し,芝生に覆われた草原,右手はアペマキ林となり、このアペマキ林に達して、

St。 4を終り、道は二つに分れる。

ダイミヨウセセリ,オ オチヤパネセセリ,ア ゲハ ,ス ジグロシロチヨウ,ツ マタロキチヨウ,ベ
ニシジミ,ク ロシジミ 2,ト ラフシジ  ヾ ■,ウ ラナ アヾカシジ  ヾ2,ヾ ズイロォナガシジミ

2,ハヤシミドリシジミ ン ,ツ パメシジミ,ウ ラギンヒヨウモン ■,ミ ドリヒヨウモン ,コ

ミスシ,ホ シミスジ 4,ジヤノメチヨゥ,ヒ メヒカゲ ュ,キ マダテヒカゲ ,
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St,5ア ベマキ林に入るとウラナミアカシジミとミズイロオナガシジミばか りて,この林を抜

けると道は下 りとなり、薄暗いスギ林を経て夏日の部落に着く。

カラスアゲ′` ■,ク ロアゲハ ■.キチヨウ ,ウ ラナミアカシジヾ ,ミ ズイロオナガツジミ ,

ツパメンジヾ,メ スタロヒヨウモン ,アサマイチモンジ ,■ ,ジ ヤノメチヨウ ,ヒ メウラナミジヤ

ノメ=,

St.6夏 日の部落から途中漢畔の ヤヾマカラスアゲハの吸水群集などに出会いながら、水調に

沿うた単 i周な山道を山奥落合まで下る (山央落合からパスで大井野へ出て、大井野て一泊し、草原

を求めて大井野より新庄方面へ越える予定であつたが、土地の人か時、このコースは土地の人間も

迷 う程の難コースとl13き 、予定を変更、この日は山奥落合の中学校に宿泊、翌日、草頃は乏しいが

山奥落合より坂路峠を経て新庄へ出ることにする)。

ホノパセセリ,ヒ メキマダラセセリ ■,ア グハ
・カラスアゲハ,ミ ヤマカラスアゲハ,モ ンシ

ロチヨウ ,ス ジグロシロチヨウ・キチヨウ ,ベニシジミ,ア カタテハ ,ル リタテハ ,コ ミスジ,ア

サマイチモンジ ,ヒ メウラナミジヤノメ ,

ォ 2日

St.■ 山奥落合から定藤の部落を抜けると、まもなく水田の姿は消えて、漢流治いの道が続く。

両脇の山は主としてアベマキなどの潤葉樹林で時に杉を混じえる。 ヤヾマカラスアメハが次々と下

つて来る道を進むうちゝ 漱流の岩の上に■頭の新鮮なスミナガシを発見、採集する。またクロヒカ

ゲモ ドキ■頭を道傍で採集したが、これはや 注ゝ目すべき記録でぁろう。道傍の樹液にオオムラサ

キの9が来ていて、これも難なく採集した。

ホソバセセ リ ■,キ マダラセセリ,ヾ ヤマカラスアゲハ ■ ,ク ロアゲハ ,ス ジグロシロチヨ

ゥ 3,キ チヨウ ,ウ ラギンシジ  ヾ ■,ウ ラギンヒヨウモン ■,ミ ドリヒヨウモン 2,メ ス

タロヒヨウモン ,コ スヾジ ,アサマイチモンジ ■,サカハチチヨウ ,ア カタテハ ■,ス ヾナガ

シ ■,オ オムラサキ ■,ク ロヒカグモドキ ■ ,

St.2や がて道は薄暗いスギ林に入 り、現脚 r争 にかかると共に急、坂となつて樹相は次オに単
=1

になる。蝶も僅かにクロヒカグなどの姿を見るに過ぎない。峠の手前、地図にない■、 2の まぎら

わしい横道があるが常に右手にとつてゆくのがよい。また丁度、峠にあたるあた りの道■非常にわ

か りにくく、今迄の広い道路は突然林の中に行詰 りのような形になつていて、新庄側卜 下る細道を

捜すのは容易でない。しかし、やつと峠を下ると新庄側からもトラツク道路を建設途中であつたか

らb今はよくなつていよう。峠の前後は深いスギ林でこのまゝSto 2を終る。

スジグロンロチヨウ,キ チヨウ ,ミ ドリヒヨウモン ,コ ミスジ ,ヒ オドシチヨウ・ クロヒカゲ

4,

St.5新 庄側に少し下ると、まもなくスギ林はつきて、明るい山道となり、道傍の禾本科雑草

の叢てホツチヤパネセセ リ■頭を採集したほか、スジグロチヤパネセセ リも少からず見受けられる。

ほどなく水田が一方に現われはじめ、茅見の部落の前後からは、ますます水田地帯が広がつて山と

の距離を遠くし、注目すべきものも見ぬま にゝ新庄へ出る。

ホシチヤパネセセ リ ■,ス ジグ嗜月rパ 餃́ セ リ 2,ダ イミヨウセセ リ,モンキチヨウ エ ,

キチヨウ ,ウ ラギンシジヾ,ツ パメシジミ ,メ スタロヒヨウモン ,アサマイチモンジ ■,ア カタ

テハ ,キ タテハ ,■ ,ジヤノメチヨウ ,ヒ メヒカゲ ■,ヒ メウラナミジヤノメ ,
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か  と し ぶ み

和 気 町 で
ヒ メ ヒ カ ゲ

■959、 π_2ユ 和気町原附近でヒメヒカ

ゲユ♀を採集した。なか同日、原より関谷新田
に至る出中 (観音寺山附近)で渡木上に静止じ

た本種■頭を目撃した。   (友 野良―)

オジロ.サナエ の新産地 2

■ ■959、 ■-2■ 和気町福富附近の初瀬

川で羽化申の本種を多数見かけ内2♀を採集

した。なお同所でアオサナエ■舎も採集した。

2 ■959、 Ⅶ-26和 気郡伊塁町の著山か

ら寺山に至る大谷に於て本種舎♀ 各■頭を

採集した。

(友野良一)

木野山駅

(以上会員)小野義

収獲の少なかつたの

ヽ

6月 28日   (コ ース)高梁駅  臥牛山

(参加者).青野、小野洋、河辺、友野、若札

正、の諸氏。 好天ではあつたがコースにや 難ゝがぁり、.珍種にも恵まれず、
は残念でぁつた。

本号は投稿が暑さ負けしたのか非常に少く一寸サビツィものになりましたが広瀬氏のものは今迄

余り荒されていない未開拓地の紹介だけに大変参考になると思います。来号迄には是井春から溜つ

た記録等 ドンドシ寄せて頂きゝ 来号を楽白い充実した号にしたいと考えていますのでヨロツク。

編 集 後 記

採 集 用 具 .理 化 学 器 機

志 賀 昆 虫 製 品 特 約 店

平田光学器機店

岡 山 市 中 之 田
J・ 27

電 話  85475

本年オ 2号は暑い盛 りに誕生と云うことになりました。皆さんは

如何お過 してすか。

燿
量

憶

生 物

屁 虫

テレビ

地
′
学 標 本 模 型

採 集 用 具

.真空管

島津製作所岡山県代理店

サ カ 盟 商 会

新 刊 書 籍 .雑 誌 .文 具

愛 文 社 書 店

倉 敷 市・阿 知 町 TEL■ 26

昆 虫 .植 物 採 集 用 具

理  化 学 機 器

岡山市西中山下御川交叉点粛

永 瀬 教 育 堂

電 話 2 4725

倉敬市栄町 (赤木病院西)電話 9■ 3番
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