
43　カラスシジミ
(凡糊勅宏傭噌1bL田舟7tOnf )

○　分布の状況

国外では朝鮮半島、サハリン、国後、中国からヨ
ーロッパ中一西部、イギリスに分布

国内では北海道、本州、四国、九州に分布するが、
東北地方からやや局地的となり、近畿以西から中国、
四国にかけては産地がさらに局限され、四国では徳島
県、九州では南東部に分布する。
兵庫県版レッドデータープックではBランクに選定

されている。
県内では極めて希な種で、これまで氷ノ山の周辺で

産地が知られているにすぎなしヽ
食餌植物であるニレ科のハルニレ、オヒョウは但馬、
丹波、西播磨などの深山性の山地に希に分布している
だけで、香美町村同区(村岡同大笹、香美町中代区
(美方町)備付近にはハルニレが集中して分布する区
域があり、本種の分布はこの区域周辺に限られている。
西宮市に古い記録はあるが食餌植物の分布域外で疑

問が残る。

喜　生息環境
ハルニレやオヒョウが生育するのは海抜500へ800

皿付近の広葉樹林であるが、採集例は少ない毎年発
生していると思われる香美町村岡区(村岡町)大使は、
湿地草原を取り囲むように残されたトチノキ、ミズナ
ラ、ハルニレなどの大木を上層木とする落葉広葉樹林
である。この林では1991年に大発生したがその後大発
生した話は聞かな↓ ヽ
岡山県では内陸部において人里や耕作地周辺に残さ

れた独立樹、農地周辺や庭に植栽されたバラ科のスモ
モで本種の幼虫が確認されており、県内でも但馬や西
播磨のスモモを調査することで新産地が発見される可
能性がある。　　　カラスシジミの周年経過

■　生態　　　　　鍵生個体致

撞【成虫の発生時期】 〇

年1回、6月下句境　号
から成虫が発生し7月　　3
中旬まで見られ、花　　2
によく集まる。

’‾丁‾    臆ノ 書目・′寄 書甲市.--    　　凡∴倒 雌　●餐重態 

持田巾         ーl  △山(1o∞--床職) 京都府 020農o 
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鳥取県 　調合巾   一大重秀       :0   

)  タ書      

岡山,                  
)           一千 

「I・十三        

醒
0　　　　　　1　　　　　　2　　　　　　　3

箇所致

カラスシジミの垂直分布

【幼虫の食餌植物】
県内で卵、幼虫は確認されていないが、発生地には

ハルニレ、オヒョウが分布しており、これらの枝の分
岐部などに産付けられ、卵で冬を越し、翌春に締化し
た幼虫は蕾、花、新薬などを食べて成長するものと思
われる。岡山県では人里周辺のスモモからも発生して
しており、県内でもスモモを食草としている可能性も
ある。

S　採集記録

養父市大屋町若杉峠　　　1♂　　Vト19躯譲尾　勲3
II　〃　杉ケ沢　　　　　Icx　2㌻Ⅵ-1975足立義弘3

養父市(関宮町)氷ノ山布滝2exs 19-Ⅷ-1971辻　啓介3
〃 II　　鉢高原スキー場　　2♀ 5-Ⅶ-2001戸苅淳露

香美日動、代区(美方町)小代渓谷1♀ 6-Ⅶ一1982山本　勝
春美町村同区(村岡町)鉢北高原2exs 3ひ一Ⅵ-19飢福光丈嗣)
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キマタラルリツバメ

45キマダラルリツバメ
(め高屋sお　き轡虎的O〃云　ね虎肋の19

臆　分布の状況

国外では朝鮮半島、中国大陸西部に分布し、同属は
アフリカ、東南アジアなどに広く分布。日本が分布の
北東限となり、国内では本州の特産種で、岩手県から
広島、島根県にかけて局地的に分布するが、採集記録
のない県が多い。
環境省のレッドリストでは準絶滅観照兵庫県版レ
ッドデーダーブックではBランクに選定されている。
山本・吉阪(1959)によると本種は兵庫県で最初に発

見された種で、 1902年に福田卓氏が帰院郡竜野にて採
集されたことが報告されている。後にこの標本は高野
庸蔵氏によって松村博士に届けられ、この標本がタイ
フ標本になったと認識されている。
県内の分布域は広く、ほぼ全域に点在しているが、

キマダラルリツバメの県内分布

いずれの場所でも生息地は極めて局限され、個体数も　旬
少な↓ ヽ但馬地域と姫路市から加古川市にかけての播
磨地域南部に分布の集中する地蟻が見られ、宍粟市の
広い区域と神戸市周辺、淡路島では分布が確認されて
いない。

音　生息環境

本種の幼虫はシリアゲアリ類に餌を与えられて育つ
という特異な生態で、シリアゲアリ類(ハリブトシリア
ゲアリ)が巣を造る樹木のあることが、本種が生息する
ための必須条件である。サクラなどの老木がある社寺
の境内、公園、並木、果樹園、河川敷など人間の手が
加わっている場所、自衛隊演習場のような平坦地の松
林、集落周辺の里山や山麓部などでも発生する。
但馬では高地にあるカシワの疎林にも生息している。
垂直分布は表のように高地から低地まで分布するが、
海抜200皿以下の低山地に生息地が多い

獲　生態

【成虫の発生時期】

年1回発生, 6月中へ7月上旬に羽化するが、発生のピ
ークは6月下旬である。遅い記録として、金山峠(香美町、

豊岡市田高町境)で1977年8月3日に木下・谷角両氏によ
るl♂2♀の記録がある。
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キマダラルリツバメの垂直分布
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キマタラルリツバメ

【成虫の行動】
午前中はあまり飛び回ることはないが、クリ等の花
で吸蜜することもある。午後3時頃から猛烈なスピード
で飛び回るようになる。そのうち♂は見晴らしの良い
葉上にとまり占有行動をとるようになる。他の♂が近
づくと追飛し、これに教頭が加わりらせん状に飛びか
うこともしばしばである。この行動は日暮れまで続く。
足立義弘氏の観察例によると、但馬のカシワ林では、

午後1時ごろからあらわれ、日暮れまでススキ草原やカ
シワの樹冠を飛翔するのが見られ、カシワに近接した
ケアリが営巣するクリの枝上で　♀が腹端で枝の表面
をたたく仕草を繰り返しながら歩き回っているのを2
度目馨された。

【産卵】
産卵はシリアゲアリの巣がある木であれ開離陸に関

係ないようであるが、県内で確認された発生樹種は、
ソメイヨシノ等のサクラの古木やマツ類の例が多く、
他にクリ、コナラ、オオバヤシヤブシ、モモ、キリな
どの記録もある。
山崎哲郎(1986)によれば国内の本種の産地で確認

された上寵以外の樹種にクヌギ、アベマキ、アラカシ、
ウメ、カキノキ、サルスペソ、イヌマキなどが報告さ
れている。
県内においても調査を進めれば新しい発生樹が多
く発見されるものと思われる。

【幼虫〃蛸について】
卵は　9へ15日ぐらいで締化し、婿化した幼虫は自力
でアリの巣に入る。幼虫はシリアゲアリが口移しで与
える餌で成長する。 2へ3令でアリの巣の中で越冬。越
冬後の3令以降の幼虫には腹筋に蜜腺があらわれ、アリ
が触角で刺激すると分泌液を出し、アリはこの液を吸
うという。巣の開口部周辺で嫡化する。蝿期間は16へ
18日とのことである。

【成虫の吸蜜植物】
県内で観察された吸蜜植物は次のとおりである。
(ブナ科)クリ(クロウメモドキ科)イソノキ

キマダラルリツバメの周年経過
鍵生個体成

話語
喜　採集記録

川西市笹部　　1♂　5-Ⅵ「19秘川元　裕3
〃　一の鳥居3

西宮市山口町　2♂　　28-Ⅵ-2(朋鳩

加古I i i市志方町城山3
〃 II　大宗1♂18-Ⅵ-19統高嶋　明3

II II　氷室(長楽寺)2♂ 19-Ⅵ-重985　近藤伸-」

II　〃　七ツ池2幼虫2㌻Ⅴ-重98重宮田・森本3

II　　玉ノ諾地蔵)

三木市大村町金剛山3
〃　大村　　1♀　2-Ⅵ卜1977高橋久夫3

〃　上の丸公園1♂　20-Ⅴし1鎌瀧3

小野市来住町前山5♂ 19-Ⅴト19踊山本広一」
II　青野ヶ原　3♂　2叶Ⅴト1993松崎　隆3

II　下来往町　5♂ 19-Ⅵ-1955山本広-」

加西市秦原田　　3♂　2叶Ⅵ-1955岡田幸雄3

西脇市比延　　1♂　25-Ⅵ-1郭93

1I　和布　　　　　　　　　　　吉田　堂3

〃　高松町宝光院境内1♀ 8-Ⅶ-1騰2名越　寛3

多可町加美区の暖町) 4幼虫　㌻Ⅴ-1003山崎哲郎3
姫路市大野峠　8♂2♀ 19-Ⅴト19馳法西　浩3
〃　御立大池　　　19-Ⅴしl騰0法西定離3

〃　仁豊野小坂山1♂鮪-Wl綿4二谷正義)
〃 II　池ノ奥1♂　21-Ⅵ-1鎌連　II　3

Il　上砥堀　　2♂　28-Ⅵ置1972相坂耕作3

II　勝原区京見山2♂27-Ⅵ-1978稲田和久3

II　〃　天満向　　　　　　松本勝由3

1I　広峰山　1♂　26-Ⅵ-1襲嬢木村三重陣

〃　林田町八幡1♂　　Ⅶ-1綴避松本勝田3
〃　育山桜貯水池1♂ 2㌻汁重鍬〕大前　普3
II　井/口　　3♂ 18-Ⅵ-1983上田倫範暮
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46　コツバメ
(億11qp互咋允です衡)

■　分布の状況

国外では朝鮮半島、ロシア極東地域に分布し、国内
では北海道、本州、四国、九州の山地、平地に広く分
布する。
県内でも山地に広く分布し、地域によっては個体数
も多いが、淡路島では極めて少ない。

臆　生息環境

山麓部から山地に分布し、落葉広葉樹林とその林綾
部に多く見られる。集落に近い里山などでよく見かけ
る。

喜　生態

【成虫の発生回数】
3月下旬から5月中旬にかけて年1回発生する。成虫の
ピークは4月上旬である。

【県内で確認された食餌植物】
県内の報告はないが、県外からはヤマツツジ、アセ
ビ、シヤクナゲ、ガマズミ、リンゴなどがある。
旧蹟の吸蜜植物】
県内で観察された吸蛮植物は次のとおりである。

(ツツジ科)アセビ(キプシ科)キプシ, (カエデ科)カ工手(ゴマノ
ハグサ科)オオイヌノフグリ,

コツバメの周年経過
舞生個体級
000000700000的的20000
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ゴインシジミ

48　ゴイシシジミ
(7お出ね履物屋也狩出)

S　分布の状況

国外では朝鮮半島、台湾、中国からビルマ、タイ、
インド、スマトラなどに分布、国内では北海道、本州、
四国、九州の平地、山地に広く分布するが局地的であ
る。
兵庫県版レッドデークーブックでは地域限定貴重
種で淡路島で悌ランク、他の地域では要注目種に選定
されている。
県内の全域に広く分布するが、発生は局地的である。

淡路島ではそれまでゴイシシジミの採集記録はなかっ
たが、 1980年タケノアプラムシが淡路の各地で大発生
し、ゴイシシジミが多数採集された。
県南部では住宅地開発などで生息地が消滅した場

所も多い。ゴイシシジミの幼虫は肉食性でタケ・ササ
類等に寄生するアブラムシ類を食べるため、個体数は
アブラムシの発生の消長に大きな影響をうける。大発
生した同じ場所で次の年には姿を消したり、これまで
見られなかった場所で突然大発生することもある。
伴野英雄( 1987)は本種は移動性の強い習性がある
ことをマーキングによって確認している。不安定な食物
を利用している本種にとって成虫の移動習性は個体群
を維持するには欠かせない習性のようで、アブラムシ
類の発生場所を察知しなから生息場所を移動すること
で種を維持しているようである。

臆　生息環境

タケ・ササ類等が林床に茂る薄暗い山道や境内地な
どが-殻的な生月域であるが、香美町中代区(美方町)
石寺では林に接した農地周辺の明るい空間でも多数の
成虫が見られた。
垂直分布は南棟高地から低地まで見られるが標高が
下がるほど発生場所の数も多くなる傾向にあり、特に
300m以下に集中している。

ゴイシシジミの県内分布

聞
ゴイシシジミの垂直分布

閉
園
圏
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ゴイシシジミ

前蹄と嫡 臆　採集記録

前婦の体長は約8皿で、全体に透明な感じの白色で
ある背面の暗色斑は殆ど消失するが、腹部第I節と第6　川西市街部　　　　3叶V-1970仲田元亮9
節の斑紋は残っていた。　　　　　　　　　　　　　　　′′　西多田　　　　22-Ⅶ-1服用、坂利明9
蛸化は、自然状態ではメダケの葉裏で行われたが、　　′′　黒川　1♀　27-Ⅷ-19鎚品川　恭9

飼育した場合はメダケの葉上かシャーレーの壁面で行わ　　II　鼓ケ滝　1ex　8-Ⅸ-1鎌け浜田9
れた。尾端を糸につけて体を固定していた。
婦の概形は、体長に対して腹部の模幅が目立って広
いため、下ぶくれのだるま型で腹錦部は細くなって突
出していた。全体に淡褐色で、隆起した腹部の背面に
は褐色の輪の模様が見られた。
体長は7Ⅲ程度であるが、食餌の寛が少ないと小型の

蛾こなり、体長5皿程度のものがあった。

飼育経過の1例
飼育した中で、成長の最も早かったものの記録,

1980年8月10日卵を採集
8月11自　　　縛化(1令幼虫)
8月13日　　　1眠起(2令幼虫)
8月15日　　　2眠起(3令幼虫)
8月17日　　　3眠起(4令幼虫)
8月20目　　　前蛸
8月21日　　　賦化
8月泌日　　　羽化(♀)

成虫の活動
羽化した成虫は、1時間もするとかなり飛べるように
なる。野外での観察では、午前中はアプラムシの群生
するメダケの葉裏に静止していることが多く、驚いて
飛び立ってもすぐに近くの葉に止まる。 ♂は夕方活動
することが多いようである。淡路島ではまだ確認して
いないが、対馬での採集のおり、本種の♂が夕方樹林
内の空地で教頭が入り言いもて飛び回るのを目撃してい
る。
本種は年によって発生個体数の変動が苦しいと言わ

れるが、 1980年の夏は島内の各地にタケノアプラムシ
が多数発生し、それにともなって成虫の個体数も多く
なったようである。

脚
駿
微
細
細

倉
滋
∴
滋
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クロシジミ

49クロシジミ
(硬直aけゐ∠あ∽ )

喜　分布の状況

国外では朝鮮半島、中国に分布する。国内では青森
県南部を北限に、本州、四国、九州の低山地、平地に
局地的に分布する。四国では数カ所に記録があるだけ
の稀種となる。
環境省のレッドリストでは絶滅危惧I類、兵庫県版
レッドデーダーブックではBランクに選定されている。
県内には全域に広く分布するが発生場所は局限され、
分布の空白地域も多い。但馬の山地草原、西播磨南部
の低山地、神戸・阪神などに分布が集中している。淡路
島に古い記録がある。
本種は近年減少が著しく、例えば姫路市の広峰・増位
山系では1970年ごろまで多数見られたが、その後確認
されておらず、芦屋市では1984年を最後に記録はない
神戸市周辺でも最近はほとんど見られなくなった。

獲　生息環境

本種の幼虫の生態は特異で、クロオオアリに餌をも
らって育つため、生息環境はクロオオアリの生息する
低山地から山地の明るい広葉樹林の林間や林縁、草原
などである。近年は広葉樹林内の常緑樹が生長し、林
内が暗くなり生息場所は激減している。
発生する場所は局地的で例えば草原のごく狭い範
囲に多数の成虫が見られても、少し離れると全く見ら
れなくなる。
福崎町田口では1986年までは多産地であったが、開
発によって次ページの写真のように生虐地が破壊され、
本種は絶滅している。
垂直分布は表のように高地から低地までまんべんな
く分布するが、 500m以下付近と100m以下の低地に生
息地が多↓ ヽ

クロシジミの県内分布

聞
0　　　　　　5　　　　　10　　　　15　　　　　20

箇所赦

クロシジミの垂直分布
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50　ウラナミシジミ
(LaやIゐsゐetIeL膳)

"　分布の状況

国外ではアジア、アフリカなど熱帯地方、ヨーロッパ
南部、オーストラリアなど温暖な地域に広く分布する。
国内では北は北海道まで採集記録はあるが、越冬でき
るのは温暖な地域に限られ、千葉県房総半島以南の太
平洋側、四国、九州、南西諸島に分布する。
県内では夏から秋にかけては各地で普通に見られ
るが、晩秋から春にかけての気温と食草の確保という
ことがハードルになり、土着地となると温暖な地域に限
られている。
県内各地で見られる個体I越冬地から拡散して夏以

降にあらわれ。秋にかけて分布を広げた個体であり、
淡路島南部以外では、越冬できずに絶えるというパター
ンの繰り返しと考えられる。
越冬後どのように分布を拡散し、県内にどう広がっ
ていくのかその状況はまだ把握されていない。

看　生息環境

本種が越冬するためには、冬期にマメ科植物の花が絶
え間なく咲いていること、無霜地帯であることなどの
条件が満たされなければならない。
淡路島南部の南あわじ市(南淡町)灘地区は、特に
冬期の気温が温暖で、本種の食草の一つであるエンド
ウが冬にも開花し、実をつけ、真冬でも卵から終令幼
虫まで色々な状態で越冬しているのを観察することが
出来る。
この地域は、淡路島の最高峰、標高608mの諭鶴羽山

を主峰とする諭鶴羽山地の南面にあたり、急斜面が海
に崩れ込むようにせり出し、その山裾に点々と集落が
存在する。諭鶴羽山地によって冬期特有の北西季節風
がさえぎられ、冬の太陽光が南斜面に直角に差し込む
ためか冬期は温暖で、家々の畑や、段段畑には、エン
ドウ、ソラマメが栽培され、冬期にも途断えることな
く花と実をつけている。アプラナ、ムラサキカタバミ
などの花が見られ、越冬条件の一つである食草に関し
ての問題はなく、極端に冷え込むことがなければ十分
越冬できる環境でもある。
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i 「’’’‾    ・き十・・   臆　　　ノ    凡　例 

○○置)◆    域　　●　割勘彊 

全山(10∞0議連D △山(IOOOm末葉) 京都府 020k○ ○教職〃l書 ’・「“ 

鳥取 岡山県       叩∴車重  町  ∴理・    _l 莫     竃　:0 

波賀町  、.     i    塵 定       

:「套市          i 
( ト・’-・                   言 」 

:　基調          一・十一・   

→ 

:‾-十‾‾ ‾÷‾十号       ト音・-(・音 士          ・・・書-・・ ノ)l         ’士!   †・   

一一　一・十-　　・“      矩路市  I           

l○○            Il   
「∴‾∴二 i〇　二       神戸守一工-‾ 

戎 徳      置9●●○○  一一」,ふ      ●‾i 

・・取持後重職 ‾「 　大阪府 

l(、●. 百噂  ・●響而 

和歌山県 

スギタ二ルリシジミの県内分布

醒
スギタニルリシジミの垂直分布

【成虫の吸蜜植物】
県内で観察された吸蜜植物はほとんどなくトチノキ

だけである。渓流の露岩地で集団で吸水するのがよく
見られ、鳥の糞を吸汁しているのが観察されている。

スギタニルリシジミの周年経過
鍵生個体散

語董
上　中　下　上　中　下　上　中　下
4月　　　　　5月　　　　6月

太陽の熱を効率よく取るために、光の方向と麹が直角となるよ
うに体を倒して静止する　香美町村同区熊波　2003年4月15日

"　採集記録

姫路市夢前町営彦山　　1♂ 13-Ⅳ-1950中谷賀寿3
宍粟市波賀町戸倉峠　20exs　3-V場1952松井俊公3
II　〃　赤西渓谷　　1♂　5-Ⅴ-1981広畑政巳3

II II　音水渓谷　　4♂ 13-Ⅳ-1997大東瞭人3

II II　坂/谷林道　　2♂　鮪-Ⅳ-1985高島　昭

宍粟市一宮町深河谷1♀ 1トV-1974尾崎　男3
II II　福知　　　　　　　-V-1郭1高嶋　明3

1I II　濁谷　　　1♂　8-Ⅴ-1躯3佐々木薫

圏
圏
圏
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