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4ウラナミシロチョウ
(α卿随側聞沈e月曜をn拐e )

西宮市甲山南麓の夙川上流で大西俊和氏(当時甲陽中

学校の生徒)によって採集されたことが東(1960)で報じ

られている。県内ではこれが唯一の記録である。

【採集甜軸
西宮市甲山南麓　　7-Ⅶ「19騰　大西俊和飾

5タイワンモンシロチョウ
(んt均質ね銘かIdね)

長崎県対馬に分布すること!調知のとおりであるが、

その他の地域では八重山諸島での記録が多く、迷蝶とし

ての記環は愛知県、島根県、福岡県、佐賀県、長崎県、

鹿児島県、東京都などがある。

県内で採集された場邦も神戸港の寸胴の
ようで足立(1980)に写真が掲載されているが、新鮮な

個体である。その他劃at町e Study 23巻11号の4一章-ジ

G茜巻124ペ」ジ‖こは岡場所で同人が1971年8月10日に1

♀を採集した記録が掲載されている。同じ語録かどうか

不明であるが、記録として表示している。

【採集茄堆軸

芦屋而田本1♀　2ナⅥ「1975　足立尚書甲

芦屋制岡本1♀ 1叶Ⅵ「1971足立尚計弧

6ウスキシロチョウ
(αt錆料1お〆勅勘略I東撤鵬)

本種は以前キンモンウスキチョウとムモンウスキチョ

ウの2種に分類されていたが、同種であることがわかり、

近年ではウスキシロチョウのキンモン型、ムモン型とな

っている。

県内で採集された個体で明石市のものはキンモン型とな

っており、その他の記録も、山本(1銃5)によればキンモ

ンウスキチョウとなっているので、 4例ともキンモン型と

思われる。

【採集蹴鞠

西宮市菊谷町1♀ 18一Ⅶ「19謡　仲谷勝鯵

II II l♂　3-Ⅷ1脚　仲谷　勝重

西宮市今津高潮町

甲陽学院中学校校舎内l♀ 1叶Ⅷ○○1鍬)浅酎諜障

明石制寺　1♀ 12」Ⅷ「1捌　用II進礁
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7ベニモンカラスシジミ

(傭櫛en孟†v㈱Is疎)

国外では中国大陸西部に分布し、国内では長野、静

岡以西の本州と四国に分布する

環境省のレッドリストでは準絶滅危惧に選定されて

いる。隣の岡山県では数多くの産地があるが、県内で

は宍粟市波賀町原と川副・若林(1976)の兵庫県西北部

という記録しかないその西北部の諦録も採集者が明

らかにされないため産地は不明である。

宍粟市波賀町原の記録は1979年2月6日に木村三郎氏

によって12卵が採集され、飼育の結果8頭が5月中順に

羽化している。

採卵した原の赤西渓谷の入り口付近一帯では少ない

なが食樹のコバノクロウメモドキはみられるが、その

後再三の調査にもかかわらず発見されていないまた、

スジボソヤマキチョウと食樹が同じであるので、その

分布域を調べ県内各地の調査もされているが産地はそ

の後見つかっていない

【採集曲調
宍粟市波賀町原12卵　2-Ⅱ-1g褐木村三郎随

兵庫県北西部濁

8ヤエヤマムラサキ

(励み元の棺S創0脇h露明証肥)

国外ではフィリピン、ボルネオ、スラウェシ、マレ
ー半島、スマトラ、ニューギニアなどに分布する。

国内では八重山で毎年採集され、越冬も確認されて

いるが、毎年越冬しているかどうかは不明である。

本州以南では迷蝶として採集されているが記録の多

いリュウキュウムラサキと比較すると、本種の採集記

録は極めて少ない

【採集融謝
相生市川原町1♂ 12-Ⅶ「1971石井満補柳

洲本市紙屋ダム1♂　-Ⅸ-1988-91菊池宏美l①

洲本市宇原　1♂ 1十Ⅶト調的　菊池宏美100
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∽轍　轡紺乙86トⅩ-拷　鞍翠を同山言草Il

(乙86十重X巾tへ均l隆　も8　く争準七二=巨〉と)

物離　習細乙86トⅩ-L冒　堕させ乙　上髭輩Il

三敵山草696トXト㍑∴pI巾とY-エ貧困準垂
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二、曹柴で∠有土、智裳孝三i/割雇鞄掌Og呼土の♀

官、 ↑エ1偲ぼう(罷4ふぐ)罷輯掌や′し鮭、時は乙耳「

躍動、湿官軍工適時は尊母軍報組曲尚つり土手叫二
〇9呼立的±割く雄奇、箪曾ヽ^ユ「

葉千や土山雷l( 、§q宮、へユ叫軍報姑雪土壁滑菅平善

聾、心等ユ坪幸叢貌ユ「キ諦謀土壁Y糾い解は坤国
o曾ヽ ↑上里匂廿決q罷

予の南輯導、罷/鼻有子∠ 、冠詞半、商銀早、〉「轟き鍍

吾輩的読聴手相も、「聖鴬〉珂ニ焼磁謀当事は帝国

( e岬[Oq S動閥や[Od釘)

七五三Y午亡土牛でh　6



12シータテハ

(乃1J卿Ia c・ぞ1b物掲)

国外では朝鮮半島、台湾、中国からヨーロッパにかけ

て広く分布する。国内では北海道、本州、四国、九州

に分布しているが、本州西部から四国、九州では生息

域が局限される。

県内での採集記録はすべてが半世紀前の古いもので、

近年の採集記録は無い。

本種は中国山地では昔はそれほどめずらしい種では

なかったようであるが、近年全く見られなくなった。

食餌植物であるハルニレ、オヒョウは今も健在である。

但馬に隣接しだ鳥取県智頭町芦津で1985年1 1月に採集

されたのが一番最近の記録のようである。

S　生息環境

県内の生息環境は不明であるが、他県では山地の落

葉広葉樹林や林縁の草地、渓流や林道などで見られる。

採集記録による垂直分布は1000m以上の高地から100

m以下の低地まで見られるが、記録が少ないこともあ

り、生息場所の垂直分布に特徴は見られない。

■　生態

【成虫の発生時期】

西日本の他県では6月中下旬へ8月上旬と8月中旬へ

10月上旬の年2回発生するが、県内で確認出来た発生時

期は7月だけである。

【食餌植物】

他県ではニレ科のハルニレが主要な食餌植物となっ

ているが県内では確認されていない。

S　採集記録

神戸市御影　　　　　　　　　　1001樽谷明吉1o

lI　鳥原貯水池付近　　　　　　　　　　田中靖也10

姫路市夢前町雪彦山1o

西播　　　　　　　　　　　　　1的9井口宗平1o

朝来市生野町栃原　　　　2exs 13-Ⅶ-1952西村公夫10

養父市大屋町　筏　　　　1♂　　Ⅶ-1956中尾淳三10

養父市(関宮町)氷ノ山福定1♂　　Ⅵト19邦吉阪道雄10

II II　能次　　　　　　　　　1955山本広一一10

II　〃　　春米　　　　1♀　　Ⅶ-1954吉阪道雄棚

II II　　地蔵堂　　1♂(目)　　II II

新温泉町(温泉町)扇/山10

氷上都下10

シータテハの県内分布

13ギンボシヒョウモン

田園図四四整理匪劃

国外では旧北区全域に広く分布し、国内では北海道、

と本州中部以北に分布する。

県内で繭申戸市の須磨付近(北柏滝部, 1935) 、同市岡

本(美川佐太郎, 1938),六甲山麓伽地早苗, 1940) ,氷

ノ山(遠藤勉, 1960)などが山本(1665)で報告されてい

るが詳しい記録はわからない。

最近の記録としてば六甲山上で1975年7月20日に得

た標本の中に2♂が含まれていたという記録伽藤、武

衛, 1981)がある。

本種の過去の記録が氷ノ山のl例以外は全て六甲山

周辺であるが、本来の分布域とは大きく離れ、また多

くの採集者が訪れる六甲山でその後に全く採集されて

いない。
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17スジグロカバマダラ

(鳥1a弛船g験nutIa g欝nutIの

アジア熱帯に広く分布している。わが国では八重山

諸島に分布し、迷蝶として各地でかなりの採集記録が

報告されている。

県内では1931年の記録以降長らく本種の記録はな

かったが、 1綿4年の夏ごろに加西市のフラワーセンタ

で、井口英雄氏によって撮影され、この写真がフラワ
ーセンターの写真コンテストに入賞して展示された。

兵庫県では63年ぶりの記録である。

【採集記録】

西宮市森具字木津山　1ex　26-Ⅷ-1931宮本裕三期

加西市費倉町カリセンター　撮影　　1004　井口英雄

加西市フラワーセンターで井口英雄氏によって撮影された

スジグロカバマタラ

18ウスコモンマダラ(I加の∂k lI伽Iace )

近畿、四国、九州と南西諸鳥に迷蝶として記録がある。

県内での記録は、若井博史氏が甲山町五ケ池付近で蝶

の分布調査中に松林の中を飛んでいるものを採集した

ことが朝日新聞の1978年7月29日の朝刊に記されてい

る。

また大阪昆虫同好会の連絡誌「のせ」 7(3) :451の情

報交換室というコラムに、西宮市でウスコモカゲラ!という

タイトルで、西宮市仁川で1978年7月に採集されている。

そしてそのことは朝日新聞にも載ったと記されている。

同一の記録の可能性もある。

306

2005年6月7日には朝来市山東町粟鹿麓で波多野哲

哉氏が1 ♀を採集した。 27年ぶりの記録である。

帽紫紺謝
西宮市甲山町五ケ池　1♀ 5一Ⅵ「1978　若井博史513

II　仁川　　　　　　　-Ⅶ-1978鵬

朝来市山東町粟鹿山麓1♀ 7-Ⅴ「2005　波多野哲哉

朝来市で採集されたウスコモンマダラ

撮影　山下　博

その他の記録

過去に県内で採集されたと報告のあった程で同定

の誤りと思われるもの、過失等で誤って他の地域のも

のを採集したとして報告されたと思われるもの、記録

の詳細がよくわからないものなどを列記しておく

☆　ヤマキチョウ

(働I7鈎te′γr地耽I必包癌脇)

山本・吉阪(1965)によれば井口(1907)の佐用郡産蝶類

目録の中でGonepteryxの名を上げているが、佐用郡に

は同属のスジボソヤマキチョウが産するので本種との

同定誤りではないかと思われる。

☆　ヒメシジミ(出動q加s a昭の

加地(1940)に“Lycaena a昭usinsularis Leech　シ

ジミテプとして六甲山麓(草原)にて福島氏に依り採

集されたとの報告がある。しかし本種の発生時期は早

くて6月中旬ごろからであること、その後の調査でもこ

の地域周辺から全く記録がないこと、また同時に記載
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(鳥1a弛船g験nutIa g欝nutIの

アジア熱帯に広く分布している。わが国では八重山

諸島に分布し、迷蝶として各地でかなりの採集記録が

報告されている。

県内では1931年の記録以降長らく本種の記録はな

かったが、 1綿4年の夏ごろに加西市のフラワーセンタ

で、井口英雄氏によって撮影され、この写真がフラワ
ーセンターの写真コンテストに入賞して展示された。

兵庫県では63年ぶりの記録である。

【採集記録】

西宮市森具字木津山　1ex　26-Ⅷ-1931宮本裕三期

加西市費倉町カリセンター　撮影　　1004　井口英雄

加西市フラワーセンターで井口英雄氏によって撮影された

スジグロカバマタラ

18ウスコモンマダラ(I加の∂k lI伽Iace )

近畿、四国、九州と南西諸鳥に迷蝶として記録がある。

県内での記録は、若井博史氏が甲山町五ケ池付近で蝶

の分布調査中に松林の中を飛んでいるものを採集した

ことが朝日新聞の1978年7月29日の朝刊に記されてい

る。

また大阪昆虫同好会の連絡誌「のせ」 7(3) :451の情

報交換室というコラムに、西宮市でウスコモカゲラ!という

タイトルで、西宮市仁川で1978年7月に採集されている。

そしてそのことは朝日新聞にも載ったと記されている。

同一の記録の可能性もある。

306

2005年6月7日には朝来市山東町粟鹿麓で波多野哲

哉氏が1 ♀を採集した。 27年ぶりの記録である。

帽紫紺謝
西宮市甲山町五ケ池　1♀ 5一Ⅵ「1978　若井博史513

II　仁川　　　　　　　-Ⅶ-1978鵬

朝来市山東町粟鹿山麓1♀ 7-Ⅴ「2005　波多野哲哉

朝来市で採集されたウスコモンマダラ

撮影　山下　博

その他の記録

過去に県内で採集されたと報告のあった程で同定

の誤りと思われるもの、過失等で誤って他の地域のも

のを採集したとして報告されたと思われるもの、記録

の詳細がよくわからないものなどを列記しておく

☆　ヤマキチョウ

(働I7鈎te′γr地耽I必包癌脇)

山本・吉阪(1965)によれば井口(1907)の佐用郡産蝶類

目録の中でGonepteryxの名を上げているが、佐用郡に

は同属のスジボソヤマキチョウが産するので本種との

同定誤りではないかと思われる。

☆　ヒメシジミ(出動q加s a昭の

加地(1940)に“Lycaena a昭usinsularis Leech　シ

ジミテプとして六甲山麓(草原)にて福島氏に依り採

集されたとの報告がある。しかし本種の発生時期は早

くて6月中旬ごろからであること、その後の調査でもこ

の地域周辺から全く記録がないこと、また同時に記載
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乙96丁、ヽへ啓二I華甲をコネ詳ヽ今上「孝男鞠ユキや⑦哲習

皐、′叫主導そ轍の鞠の莱抵館車掌、lユ「考閥、湿

尊くン智正百事将叫弓削つ博一珂平山匂、儲哲三蛮習皐の

若諸説、手性艶の二　〇合、へユ叫幸堤つ碓96丁)剖呈・平

山湿ネコ尊母幸諸説ミ鍍(宮上叢誹千古)垣丁エ(乾山習

半生毒薬の輔)軸拘置艦本業コI立合961 、諺の主
○曾招き隼曲譜事犯8丁百〇§⑦鷲堤

の巾自学の二、の呼〉多き体の♀g鞍ミq曲譜副費尊母幸
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