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L6置

甘Oし　　　菖6　　　　甘8　　　　甘L∴∴∴∴甘9　　　　轡重
工∴申　丁　土　中　丁　土　中　丁　土　中　丁　⊥∴皐　丁　⊥∴申　丁
丁    t　漢　案　臆■ 

臆臆臆臆臆臆臆臆　漢　書音臆　案　」■ 
臆■臆■臆■■臆臆臆臆　臆臆臆漢書音　臆臆 

臆臆臆喜 

敬譲寧日のくく壬王子と岳∠

(ぱ調記-Ⅹ-1∴∴∴古1　茎佃把II

乙LL6トA-8乙もII夕暮曲龍平出田三一百孫II

乙8L6上皿-8I (自由出直一曲壁号室II

a6L6トⅢ-91　　　　甜4笥II

乙9L6上皿-§I　　　彰的甘弱II

乙的一室燦I岬9L6I-皿-O乙　tP丁　蛸艶聖暫琴

乙ウ飾ト　　　S意∂§　旬子亀[ ll

乙高　田呈I秘上皿」的　　　　　　鄭ワ要田三
乙§66上皿-乙乙　SX∂乙　　田曽　II

a866上皿-七丁　p置　　同封　Il

乙白帥淫かγウ務上皿-§乙　(揚半)珊　II

乙種鴫野、「′乙隣上皿-置置　　　　郊甜　II

2蛍些田切9L6ト払-L乙　　　箆蛍的　II

乙刷吾郎野ウ66上皿-§0　古置　帝国半　　〃

z劇事珊誓ウ節子肌-難　さII夕I　鴫コ　Il

雅擢管轄6騰上皿-9Z XeI　巾尭三　I1

さ刷雪間撃0鎚上皿-乙乙i夕I由蜂市勢　II
乙的二法哲ウ騰上皿-乙O p置　け怒半血iiI撮

乙966上皿-9I X∂I IiI営I1

3輩些田切9L6上皿○○O　　-　　　拓Il

雷単些日出OL6上皿-9乙　　　　　描鴇II

雄栂野中統場【-m-8乙　　〇　　四多田II

雄l「l鰭、I′ 996トÅ嶋I　　　　　寄市,‘

乙市靭　軍容L6ト重Aぺ【∴古I　製塩首弱Il
市覿　耳6騰上皿-80　tタ置　　　韓誘II

嘲L捕手肌-90　SXe8　　曲名II
2電甜京9敦買-皿-9乙　SX∂乙　　珂- 11

z壬単　調鎌脆ト虹-80　Xa置　皆鈷’⑦「生垣白I

親睦茸請　書

Og呼土工樽表を(樟石で)キき

く4 (枇〆べ/士で)鞠箇劃邁稲尊母宇叢問丸曲浦

【降臨硯】

白Zt∈I6尋6飾I　山勘雷図日里亘枇　〇号里子官立手

市略せ灘匂く単票若草相の二　聞手軍旗幕の全を修子と

og呼主項岩垂を

草子と(憶圭を年子と)手燭鞘暗む耳叫幸澄軸立国尚

【勝報同車】
Og

-印l」的⊃l乗を茸の叢の瞬脚- (専務)告合、「哲狙エ
ゝノ尊号襲撃峯靂○曾上を執心の五、の電照叢ユくン避
暑譲二l蝶胃の叢言合埠つり告C 、海事何曜の拙科の招暫

○⊂一寧日〉キ

ミ復の乾きや生鮮抑皐の砥郭帝の叢、僻耳〉、今上ゝ一尊王⊂
母国ニI蝉胃匂・準部背ユ「蟹考期中の叢、「了「盟主丁の
主上坪雷牽藁ニI舐帯の叢の幼乾田母乳軍略孝「フル弱

【中略】

零/士玉子五重∠
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76　キタテハ
(lわ1肋n元e-そり彫物)

■　分布の状況

国外では朝鮮半島、台湾、中国からインドシナ半島
北部に分布する。国内では北海道南西部から本州、四
国、九州に分布する。
県内のほぼ全域に分布し、いずれの地域でも個体数

は多い。

臆　生息環境

幼虫の食餌植物がクワ科のカナムグラでカナムグ
ラの群生するような明るく、人手の入らない荒れた空
き地が生息環境で、河)ii敷、鉄道や道路の土手、田畑
の畦畔、村落の空き地などでよく見られる。

○　生態

【成虫の発生時期】
6月上旬へ10月にかけて年3へ4回発生し、最後の世代

は成虫で越冬する。
越冬した成虫は3月下旬ごろからあらわれ、 5月まで
見られる。第l回目の成虫は5月下旬頃から発生し6月上
旬がピークとなる。第1化目の発生期間が長いため第2
回目の世代と重なり第2回目以降は発生のビクが明確
でなくなるが、 7月下旬と9月上旬に小さなピークがみ
られ2回目、 3回目のものと思われる。 10月中旬に最大
のピークがあり越冬する世代で、 3回目、 4回目の成虫が
重なっているものと思われる。

キタテハの周年経過

上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上
3月　　4月　　5月　　6月　　7月　　8月　　9月　10月　11月　12月



����

����
�

ŵmŞţ��� <"PZő" ¤°�:M�%�nNƑĊ�S
�%�������	�
�.��	Ļ�Å��
��-ec�
ñ��	� 7

��b�%�����ÝÞ�Ƃ���¹£ >�Ƥƶ
�Ć�C�
��� 7�ĕą�ź���%���
�� QĎž����� D�ƥ>�Ƅ�#���}��
ŏ_Ż|�9�Ô��
	���Ɩ�}�Ŋ�ħƈ
����_9�èG5@���Í� ��ż|�9�
1���Î�Ņ�ò@�3r����
Nƀ�Æ���Ƣ?� 9�5@	���Ĭt�nN

āt��Ã��7�Ē��
��JƦA�ċr�ƅ?
7��.�b>�{���	�

����

ƞĹ�ƳX���FHIj0�ƌƔ�[LCÏ(/
p ��E�� ��",P,R"~īƙķŃ��:į��
FHIj0�qƝ���X�(/q �
���Ž
B��
E� È�(L��Ɵ��(L
�A��
�
%��� Ėŀ�o$�Ŝ�Xf��	'ń�Ò!
FŁ�(/p ��

����
W2ÑB�	ĘƐş��S�`�����

W'%�RX��6�� �2HSXE>��HYW�M$F	�TX?%

>"ZWC���SX/�?C$[W�>'(HSXHM"-gQ�

9M�h\ �40HM"-�8M�h]W:�	'�SX;&+K

�ZW��TX���V^ Uh ��H���Ph_ 7G+I3

-` ���Da �M��"M<<b "M<=_ 7A�F�Mc

0��@^ �BI��M#M��[ ��"��L#$ 
` >

IN�OJ,f ��Md ��C�e 0���` ���M����

W-)��TX1>-)��ZW��H 	TX��*H0�� W�

ISX�IZW")SX 5` ?! 4ZW�>01��TX���.

0:�IZ

D�o�ÐlHh��T�Úì�gê0IßJŪ�ƹ
Ɖś� iåh��Tƺ gÛäî��TƁ�ęŧ�:M
Ɨ����

��¡ƻ

��	 �������
�¥¼²·]\«^ƻ»§´º]¶ª®\^Â¦¸µ³¬©¨+

� 	����

4u��ŘƷďx�ĔŲ�m4Ĩƨ��í�ïGéĐ
Ś�� kë0l�KO��Á 42��č��y�
ĝ4� ÷y�JO���
W2�eÕsģ$KO�À 
C��&Ĥ��ăÿQ

�ŢƚŹĦ
� ŮƘx������ļù$�)��	��
D�{�)���
�

� ���

Ƌ5ƍ���ı&�8Ŀġ����ŨŇ�ř
�ćfơu�þĭ&�c��V8��É���� 6
Ǝ�ƒ3ƃĠ�5#� [===±�;Ä�Ÿ&��ƬƊĚ
ƛ�ý&��)���ûƴ��ŭĵ�Ʈ�	�$�8
ľ��  ð��

� ��

��������

�R1ō��,Œ1�Ê×$a �z�ĞVŴ���V
8�k��i�,œóõ���<Ŕ��
E)���#�
���6��;ĥ�;ĉ�Ƈz!RôŎ�a�Ĉ.��
Ø��ŕ��)����

����������

üƵđ.ƫ�	ƸēW�` �ŦĺĜöŤ�:M
Ă�S�Ö��������
½ ňŰ�UYűũŶ*łæw'âGÜ'v�����-+
��A����6��ūČ��
�Ő������
�Ʃ�ĩø�!ŋ��ŠË	���ĄĀ�
	�
���¢�ĽŖ�"�!�~*
¾ ŉů�UYŬĢU*ƕƯwĲư��Z�-+�ěĪ�
���İ�K�� áãàÙÓŝƪ��?	'B�Ķ�
1�����ſ���Ɯ/�šƓÌ�úė dƭ�
��Ɔ�Qğƣ���Ç�3��#��	�����!
P <ŗ¯Ō*

¿ ņųĸYƧĮŷ*ťçĳ;�����-+Ơ'v2�
���Ʋd6Ə���� s#3����	� ĴƱ



�������

�@�L�Nï�İA������

�7ES�Dĳ.
² ťď0�#v0�ƚăJ"�ěŶT�Ř+�
żā�L�đű�Ýz]�őö�ńÀ�ƌ�
�ĞF����ů���l�ì�:�u��Ɠō
��¾��

�7 /eCE�B

� ŏ\QiƋ�c÷ƍ�Ee�D���=�.�
��l�RV�Ɓƀ�Ÿ�8�ê���Ī�Ç��
I�0vċŨ�ó���®¬ ~�QkëƇ�@�
L�RVIA���� ��

�7
��Ĵ.

� ĩ\��kÅźĂŦõŅŞ.�ÿd�?tÊĘk
�cø�Ű��ƖŷÄ�9��l�íĈ:��H
��îũ��½� ��

�7C�Ŀ�/ĵB

�&�$���

iúĻ:�N`��ş�ĽŃ������Y�N`�
A��	��ESMW�G	�ňŲ���b YG"�
Ŭ�@�F	RV�A	ŋÃ9#y�b �´ŭ�
h=Ƃ��Ō�I���	�

� ƙŗ�nƑĔT.Ő\ęi�b��ĦV�@�
��	��A�����

�7������ ���{.

±Żcğ�QŽƅ��Ĺ�ū�_�ƘŹ��	
I��ŤĮ��
/D7C�e��Ķ � ƒēB

�+!�� )$���

�

�ġ¢S��ķĲŕTnŒTBčQ�s:	��
�{Ŏ�h=���œĜ��9ıƔ��¼�rad�ĝ
��;Í22zß�ĕ����Ù°<^Óř� ��
Ǝ��ƕ�Ŗ"Ɔ[¿�Ą9|F�ùÆąug���
��� ,8���,�qü����� 1�@���S��H
��s"ľŧ+Ĩ��ýŜ��	JX��	�

� )�(��*��"-%����

ţĚ�ĐŉĖ�Ŋ���¯��r�ėŇ��	>+��
�
/ƛƜĥ�âLĺ�ƃų h=�g#��·	nƊ �

ŪŝC
/��1�>+��Ƅņł����U�ž���#
����û�Ɨ�¹Čñš��0����'�53&
($�K24;<�ÑÜ&($����¶
1�Ďħ�Ofg���	���è�Ú�53&(

$�K24;<��1��U�8��?ƐŢ Fx#:
�x����
'�53&($�Ofſ���	����?ad¸

���,���»��H���ĆU8�ĠŔ��'�53
&($� 1�>+�|��y	��,a��'��Ò��
Z�����[mĤ�ä�"�o�?ĀMW�Ô^%4
^×��Y�
��,���tË0�K24;<�Ś�	JX�G"�
�U8�é��mŵ�G"�Z�mģ�o�©���P��
��µ
��,���MW�K24;<�Of� É³��,��M

W'�4à�'�53&($���#� º ���

������	��#*��

pŀ/ĸ��q?���0���ļ�����=�J	��ć
á�'Ï53&($��%�wÈƈ��>+�Oĭ
�� ���8�>+��]%���P��� �}��PB��
%���Ċ�p� �}��P.��#���� 1�N`� Z�
Ə�]%�j��H��Ɖô�9�_��%�j�
ī���w�[ÁĒ�~Ů�_��%ÌjĬX��
Rþ��	�

������
���',
Šśòðį
�!Ɯ

¥!Ɯ

£!Ɯ

 !Ɯ

�!Ɯ

�!Ɯ�
ã 6 * ) æ * ) 6 * ) ç å ) 6 * ) 6 * ) 6 * ) 6 *

¡- ¤Ł ¦- §- ¨- ª- «- �!-

ÛÐØÕÖÞÎÂĉĢŴ

��DƜ



1�)�#@�

�����

dĻ�ÒącÂ/��T¯´�©�� ��b�K��
ĐôĴÏ�Ġ����w1N���aä��ĭ���4
��
M����&b���,��#>�/��Ô�
ĬĤ

�þ�aã�ĽRK���� ģß,��*	Áµ
�ļ�6¢
/��Ň	�ő /��*�!!ĶA¶�
ň�Ī�� ,��5���h÷�ŀ(�öO
Ğ#
�
�!��

��������

����î�Ā �
 ûjBÎĝ��ĺá���Bê�Ùù
��L
��7XUōé�'�ĊÆò ������įu�
�	
½`��4
3"� ĕo�ĩÀl�ñ�O
�4
gŉ�ń"
���MS�s�
���

����

$0��7XU� Z;8ğ�	
���

����
$ÉP�	�@ĳČ�č��3"� ��

S>�.�"OT�&�US0COT=5��CU<<V !:�B
�.VS��OT2B*D/+W ��6RXS+'��PT9�(
D+'��V
*�¿�-¬8�pqŐ §;<�pq�@ďĹà

�	
���

�	��

jëÝděİ�ĔĚ�ı��±¨<Z:�Y7
����HŒ �2�Œ�HŒ E�2��2�FĜę��ĥ

��� �����
E�����IŒ ��I��FŒ

� �
���

eÜ��Óē� ĆŌ� ¼×��T²�]� +=:W
;� +=:� ®¤�.�=� �<¥¦W�Q�ĉđĖì
�ËC)�� Ø0��ÐĒł� ćk� Õe� ¾k� Ñ
ķľè�ÌC)��
$0� ¡ÇÛ�ÍC�� ��	�Ú�5ÅÃú

�i�� í#��»Ņ#� åg�ü��ņ6*�
Ĉ`��óhø� �J æŁ��L�V]9�+
\�R(l��%���J m��ç#N���(ŏ
īA6Èf� ý��BĵA�Q�5%�	��

� ��

��������

�ā·��������
ï�1r�)�� t?��n
��'�_��S�� �£	� '�¸���%�	�
cÄoi(��� Ŀ?m��y�!�%�	��
Ħ&1D�n��G�>�Ŋ��r���GĂ¹���

{�>����
.��-����ħv1D�.�^-�|�~
��ðŃ�ÿÞ��"� Ĩ'ÖD�â��.�^-��ă
_��ĸ�	�� t?)�õ��&&Ą!�%�	��

������

$Ê�s�	�uŋė�[�ġ�V³ª�+Y
\�,«[�� °998�ŎfĮĢ� ��

����
$0P�	�@ĲċĘ�Ď��3"� ��

S?�.�"OT�&�YS&%�OT� 3ZS�F$A��PT7
&5"��G��2.�JMU 8�;JLU�45�JL[ �

+C�JLU�-��JL\ ,E�JLUI�QN
	�H
K����������

��������	

�����
��

���

	��

���

�
��������������������º������
x� �� z� �� �� }� �� ��� ���

����



アカタテハ

79　アカタテハ
(唯のeS瞥a売品ca高誼∞ )

看　分布の状況

国外では台湾、朝鮮半島、中国、ヨーロッパ、北アフ
リカ、インド、ヒマラヤ、フィリピン、スラウェシな
どに分布する。
国内では北海道、本州、四国、九州、南西諸島に分

布する。
県内のほぼ全域に分布し、いずれの地蛾でも個体数

は比較的多いが、淡路島では少なくあまり見られない。

臆　生息環境

幼虫の主な食餌植物であるイラクサ科の植物が茂る
山林や林の縁、伐採跡地、河)I激や土手、林道、耕作
地の畦畔やその周辺、都市近郊の荒れ地、公園、住宅
地内の空き地などにも生息する。また越冬個体は市街
地でもよく見られる。

鵜　生態

【成虫の発生時期】
5月下旬ごろから10月にかけて年3へ4回発生する。
冬季、淡路島では暖かい日になれば飛翔することは
あるが、他の地域では全く見られない
越冬した成虫は3月下旬頃から目に付くようになり、

5月頃まで見られる。

第l回目の成虫は5月下旬頃から発生するようである
が、個体数は少ないのと、越冬個体とも重なるため、
明確などークはみられない。
第2回目のピークは7月下旬ごろで、8月下旬から9月中

旬にかけて3回目のピークがある。
10月中旬に最大のピークがみられるが、これは越冬す
る成虫で、第4回目の個体群と3回目のものが重複して
いるものと思われる。
本種は通常成虫越冬とされているが、竹内尚徳
(2000)によると伊豆半島にて食草のカラムシ、イラク
サ、ヤプマオ、ラセイタソウで若令から終令に至る幼
虫を冬季に観察している。県内においても淡路島や県
南部の冬季温暖な地域では幼虫での越冬が考えられる。

【成虫の絹張り行動と時間的すみ分け】
ヒオドシチョウの欄でも紹介したように、豊岡市妙

薬寺の標高50へ60mの尾根にある広場で、 1980年事月上
中旬に観察が行われ(遠藤・石田1985) 、アカタテハの占
有行動が紹介されている。
この場所で占有行動をとるのは、主にヒオドシチョ
ウとアカタテハで、この2種の間には時間的なすみわけ
がみられた。アカタテハが占有するのは15時30分以降
でそれより早い時間帯はヒオドシチョウが占有し、こ
れら2種が入れ椿わる時間帯には、 2種間の争いが頻繁
になるが、 16時をすぎる頃からヒオドシチョウがあら
われなくなり、夕刻まではアカタテハの占有となった。
この広場を占有したのが同一のオスであったかどう

かは確認できていない。

アカタテハの周年経過

臆臆漢書8 
■■漢書音 
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【蝕の湖】　　　　　　以蒜謹言露語蒜諾意諾
近年まで本種は冬期、成虫で越冬するということに　では冬期も利用されている。
なっていたが、冬期の幼虫の観察、成虫の追跡調査等　　ゼニバアオイは県南部に分布が偏るが、冬期の重要
の結果、本種は基本的に非休眠であり、冬期の越冬は　な食餌植物になっている。
食餌植物のある暖かい地頃であるということがわかっ　　オオオナモミは数千株の調査をして、幼虫を発見
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　したのがわずかに2例で食餌植物とはなっているのか
但馬の神鍋スキー場などでは5月に多数の成虫が見ら　疑問がは残るが、オオオナモミで飼育したところ順調

れるが、但馬地域は幼虫の越冬が不可能な地域であり、　に成長して羽化した。
南部などの越冬地で羽化した成虫が移動してきたもの
と思われる。ただ、但馬の海岸線付近は温暖であり、　【成虫の奴蜜植物】
幼虫が越冬している可能性もある。　　　　　　　　　県内で観察された吸蛮植物は次のとおりである。

【細の幼虫】　　　　　　露語霊富崇窯業三富キ
神戸市西区岩岡町では、 1984年の冬期の調査では、　ナ, (キク科)キク<白・うすいピン夕波いビング赤・黄の5色の
空き地や道路脇のヨモギで越冬していたが、 1990年代　中で浅いピンクに吸蜜にくる回数が圧倒的に多かっだ>ビヤ
には外来種のゼニバアオイが分布を広は広い範囲で　クニチソウくどシター黄>,セイヨウタンポポコスモス,ルド
見られるようになった。　　　　　　　　　　　　　ベキア,キクイモ,アメリカセンダンクサ,キバナコスモス・
肥料を要求する植物なのか、畑の畦や水路の法面な　キンセンカ,ノコギリソウ,ブタナ,セイヨウタンポポデー
ど畑地に近接した場所を好み、特に南向きの珪畔では、　ジー,ヒヨドルサ,マリーゴールド(ゴマノハグサ科)オオイヌ
低い位置にある太陽の光を直角に受けるため、1月の厳　ノフグリ, (アプラナ科)ダイコン, (フウチョウソウ科)セイヨウ
冬期でも結構暖かく、青々と茂ったゼニバアオイの葉　フウチョウソウ, (シソ科)ホトケノザ, (マメ科)ムラサキツメタ
を綴った巣が沢山あり、若令から中令の幼虫が見られ　サ,シロツメタサ, (ナデシコ科)ハマナデシコ, (ヒユ科)センニ
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チコウ, (タデ科)ソペミゾソペ(ユリ科)ニラ,ネギその他で
3月末には幼虫は中令から終令となり、早いものでは　干し柵こ吸汁しているのが観察されている。

羽化第1回目の成虫も発生しているようである。

【冬期の記録】
【春の観察記録】　　　　　　　　　神戸晒鴎岡町2。XS　3十2脚近醐一

19約年神戸市西区岩岡町での春の詳録は次のとおり　神戸市西医書同町2exs 15-上2(朋　近甜申‾
である　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1月15日の1頭は1月3日の個体と同一個体であった)

1終令3中令幼虫　　泌-Ⅲ-1900　　　　　　　　神戸市西区岩岡町1exs　29-萱-2000　近藤伸一

1終令1亜終令幼虫　03-Ⅳ-1999　　　　　　　　(1月29日の個体は1月15日の個体と同一個体であった)
1 ♀ヨモギに産卵　1 1-Ⅳ-1999

謹言;言　霊器　　　【勤の醗】
成虫1 ex　　　　　5-V-1999　　　　　　　　　神戸市中央区諏訪山19-Ⅲ-朋8　山口福男

成虫2exs、終令幼虫1、 3令幼虫1 9- Ⅴ-1999　　　神戸市中央区諏訪山18-Ⅳ-峨6　山口福男
成虫1ex、終令幼虫2、 3令幼虫1 16-Ⅴ-1999
2令幼虫2、 3令幼虫2, 4令幼虫1 22-Ⅴ-1999
5月中はその後も成虫、幼虫は観察できた。

【食餌植物】
県内で確認できた食餌植物は次のとおりである。
(キク科)ヨモギ、ノ〉、コグサ、チチコグサモドキ、ゴボウ、オ
オオナモミ、 (アオイ科)ゼニパアオイ、 (イラクサ科)カラムシ
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冬季のヒメアカタテハ幼虫の巣(ヨモギ)

81イシガケチョウ
(α「estIsきんり依拠S励めe」lβ )

臆　分布の状況

【現在の分布の状況】

国外では台湾、中国南部からインドに至る地域及び
ニューギニア周辺に分布する。
国内では本州の紀伊半島、岡山、島根県付近以南、
四国、九州、南西諸島の平地、山地に分布し、関東以
南で散発的に発生する。
県内では過去には移動してきたと思われる個体また
は次世代の個体群が散発的に採集されていたが、現在
は採集場所が全域に及び、越冬個体も確認されている
ので、県内で越冬している可能性はきわめて高い。

【県内での分布の広がり】
本種の最初の記録は古く、 60年前の1936年神戸市一

の谷で加地早苗氏が採集されたものである。
その後も数年に1回のペースで採集され、 1975年まで
の39年間に10頭が採集されたが、ナガサキアゲハと同
様に1976年ごろから記録も増え、毎年のように採集さ
れるようになった。
1983年には姫路市井ノロの荒I間、学校校庭のイヌビ
ワで、 1へ3令幼虫と卵が確認された。 1989年を境とし
て採集数が急に増加している。
当初の採集記録はすべて夏以降のものであったが、
1992年ごろからは第1化の個体が見られる5月下旬一6
月の記録も増え、 1003年には越冬個体も確認され、分
布も県内金塊こ及んでいる。分布の拡大状況は次ペー
ジの図のとおりである。

【但馬地域の広がり】
但馬地域では1959年の養父市大屋町、 1962年の新温
泉町(浜坂町)の語録はあるが、その後1978年に豊岡市
日高町で採集されるまで記録はなかった。 1992年から
は永幡氏の調査によって、新温泉町(温泉町) 、新温泉
町(浜坂町)、香美町村同区(村岡町) 、香美町香住区
(香住町)など多くの地域で各ステージが確認されてお
り、越冬個体も発見されている。
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イシガケチョウ

【淡路島の状況】
淡路島においては採集された記録は新しく、 1984年

の洲本市の記録が最初のようである。 1994年には5月の
記録が2例報告されており、淡路島でも土着に近い状態
になったように思われる。

■　生息環境

県南部では集落に近いイヌビワの茂る雑木林内、
林縁、山道などいわゆる里山環境で見られる。県中北
部では集落内のイチジクからも幼虫や婦が採集されて
いるが、連続しての発生は確認できていない新温泉
町(浜坂町)で曲毎に面した斜面に生えるイヌビワで幼
虫が確認された。住宅地や市街地で採集された例も多
い。生息地の標高は100m以下の低地が中心である。

臆　生態

【成虫の発生時期】
成虫の採集時期は4月上旬から12月上旬に及び、採集

数が多いのは5月下旬から10月下旬の間である。
岡山県南部では5月下旬へ10月にかけて年4へ5回、北

部では2回程度発生しているので、兵庫県でもおなじ状
況と推定される。

【季節に伴う拡散】
難波通孝(1994)によると、岡山県南部の春の越冬個
体群が1化、 2化と世代をつなぎながら北に東に拡散す
る様子をつきとめている。

兵庫県内の調査でも、 7月に2化個体の発生を千種川、
揖保) I iの中一上流で確認、 2化個体群の発生の北限を養
父市大屋町から朝来市(朝来町)を結ぶ線と推定して
いる。

【県内での越冬】
県内で越冬しているかどうかについては、近年採集

例が特に増加し、また継続的に採集され、同じ地域で
も連続数年間採集されていることや、越冬成虫の採集
記録も1993年に新温泉町(浜坂同と姫路市、 1994年に
姫路市夢前町と4月の採集記録が3例あり、 5月にも神
戸市、相生市、南あわじ市鯨町)などの記録が3例あ
り、近年の冬期の温暖化や近接の岡山県で毎年越冬す
る地域があることなどを考慮すると、県内で越冬して
いる可能性はきわめて高い。

【食餌繍物】
暖地性の蝶でクワ科イヌビワ属(Ficus)を食餌植物
とし、これまで県内で幼虫等がイヌビワ、イチジク、
イタビカズラから確認されている。

【成虫の吸密腫物】
県内で観察された吸蜜植物は次のとおりである。
(キク科)セイタカアワダチソウ,ヒヨドリバナ,ヨメナ, (タデ
科)イタドリ,ソバ

【刃的
難波通孝(1994)によれば佐用町(南光町)河崎で確

認した1 1の蛸の中で寄生されていなかったのは1頭だ
けで他は寄生されていた。ミナミアオカメムシの5令幼
虫が婦から体液を吸っているのを確認しており、寄生
された蛸からキアシプトコバチが発生もしている。

イシガケチョウの周年経過

上　中　下　上　中　下上　中下上　中　下　上　中　下上　中　下上　中　下　上　中　下　上　中　下
4月　　　5月　　6月　　7月　　　8月　　9月　　10月　11月　12月
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82　スミナガシ
(D了c方o眺めa nes」敬a新修)

○　分布の状況

国外では朝鮮半島、台湾、中国、インドシナ、ビル
マ、ネパール、ジャワ、ボルネオ、フィリピンなどに広
く分布する。国内では本州、四国、九州の山地に広く
分布する。
県内では南は淡路島から北部日本海沿いにかけて全

域に広く点在している。しかし食餌植物の関係で分布
は偏在し、 「股に個体数は少ない。
播磨、阪神地域では比較的高い山地に分布し、低地
での個体数は少ない。但馬地域では平地林から高地に
かけて分布する。

音　生息環境

アワブキやミヤマハハソが分布する広葉樹林の林間
や林縁部、渓流沿いなどに生息しているが、播磨、阪
神地域ではこれらの植物がやや標高の高い山地こ分布
する。但馬地域では平地から山地、集落周辺や海岸で
も見られ、個体数も比較的多い。
淡路島では洲本市三熊山などのヤマビワが分布する
常緑広葉樹林の林間、林縁部を活動の場所としている
垂直分布を県内全域でみると、低地から標高が高く

なるのに比例して生息地が減少している。

臆　生態

【成虫の発生時期】
5月下旬ごろから8月にかけて年2回発生する。
第1回目の成虫は5月中句境から発生し、6月上旬がピ

ークとなる。第2回目は7月下旬ごろからあらわれ、 8月
上旬がピークで下旬ごろまで見られる。
淡路島では飼育下ではあるが、 10月に第3回目の羽化

例がある。
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スミナガシ

○　採集記録

川西市黒川妙見山l幼虫16-Ⅶ-1997 11
Il　笹部　　　2♂　30-Ⅷ-1971兎原英夫11

II　赤松　　　　16-Ⅴ-1970 ′」適諮り明11

1I　東谷　　1♀ 12-Ⅷ-19塊吉坂道雄11

II　学生　　　　　22-Ⅷ」979仲田元亮1章

II　一度　　2exs　26-Ⅷ-1騰6当麻信彦11

II　一の鳥居1ex　8-Ⅵ-1鎌胎喧　定子1I

′′　多田　　3exs　6-Ⅵ-1騰7鴻池義一11

三田市本庄　　1♀　17-Ⅷ-1鎌泊高橋邦明11
II　乙原　3幼虫　2㌻Ⅶ-1撮5 11

II　木器一猪倉峠　2叶Ⅵト1976 11

猪名川町槻並　　　14-Ⅷ-1読図小坂利明11
〃　内馬場　　　　22-Ⅷ-1976仲田元亮11

II　柏原(大野山)　8-Ⅵ-1関0小坂利明11

II　鎌倉(高岳)　14-Ⅷ-1鎌助、坂利明11

II　肝川lex目撃∴∴㌻Ⅸ-1撮5 11

宝塚市大原野　　　　28-Ⅴ-1襲畑11

芦屋市虻谷　　l♀　21-Ⅷ-1摸准西　隆広鮒

西宮市甲山鷲林寺　11

【神戸市】
六甲山　　　　1♂　27-Ⅷ-1951吉坂道雄11

淡区六甲学院前1♀　3-Ⅸ十9駁i杜　隆史Il
北区帝秋山　　　2♂　綿-Ⅴ-1脚5平尾栄治11
II道場町　1幼虫19-Ⅸ-1躯3浜田　静11

Il山田町山ノ街1♂1♀3-Ⅷ-1騰0尾崎　男11

〃泉台大山公園1♂下旬-Ⅶ-脱鴫山下剛史11
〃森林植物園2♂1♀ 13-Ⅷ-1975山下剛史11

西区押部谷町木津1ex　5-Ⅵ-1撮3青木陽一1し
II柱谷町寺谷1ex　-Ⅷ-重純増山下剛史11

三木市大村　　1ex 19-Ⅷ-1脇4永幡嘉之11

II　善祥寺　1ex　29-Ⅷ-騒嬉永幡嘉之11

発生個体数

加古月面上推町　　　　　　　数同省一郎11
西脇市住吉町　1ex目撃　　　　大島　孝11
II　八日山　　　1ex　　-Ⅴ-1958 11

多可町加美区(加美叩三国岳1♂ 30-Ⅴ-1959猪俣・岡-1
II　清水　　　1♂　3-Ⅵ-1959猪俣・岡11

姫路市伊伝居11
姫路市夢前町雪彦山1♂　6→V-腰嬢尾崎　勇1-
1I　菅生澗　　　　　　　　　　　谷川洋行11

姫路市安富町関　　1♀　21一Ⅷ-1982広畑政巳1I

市II同上牛尾塩谷　1♂ 13一Ⅷ-1期3広畑政巳11

福崎町山崎　　　　　　　　　　　森下泰治重1
神河町(神崎町)作畑新田2♂ 1ひ-Ⅷ-1981近藤伸一11
// //笠形山山頂付近2♂ 12-Ⅵ-1960大島　孝‘l

神河町(大河内叩砥蜂1♂　㌻Ⅷ-1981広畑政巳-1
宍粟市山崎町塩野　1♂　-Ⅷ-1950松井俊公11
II II　鴬沢　　　2♂　31-V-1鎌的岩村　巌11

II II　河原山林道1♂　21-V-1977岩村　控)

II II　西五十波　4♂　㌻Ⅵ-1978岩村　巌81

II II　筏　　　1♂ 16-Ⅷ-1979岩村　巌81

宍粟市一宮町福知　　2♂　5-Ⅷ-19親広畑政巳1I
II ll　小原　　1♀ 16-Ⅵ-1985近藤伸一11

II II　上野田　1♀ 16-Ⅴし1985近藤伸一11

宍粟市波賀町赤西渓谷1♂ 18-Ⅴ-1975広畑政巳-I
// II　音水　2♂1♀　26-Ⅶ-1984高島　昭Il

〃 II　平乗　　2exs 12-Ⅷ-1979近藤伸一11

宍粟市千徳町鷹巣　　重♀　2-Ⅵ-1985近藤伸一11

相生市矢野町三波山2exs l-Ⅷ-1957唐土洋一11

上郡町富浦　　　　1♂　27-Ⅷ-1粥7中浜春樹11

佐用町水根　　　　1♂　24-Ⅵ-1騰7米相和繁11

佐用町(南光町)船越　2♂ 12-Ⅷ-19腿米相和繁11

佐用町(三日月町) 11

佐用町(上月町)上秋型1♂　3叶V-1971相接耕作1-
II　西新宿　　　1♂　㌻Ⅵ-I的0高島　昭11

スミナガシの周年経過

上　中　下　上　中　下　上　中　下　上　中　下　上　中　下　上　中　下　上　中　下
4月　　　5月　　　6月　　　7月　　　8月　　　　9月　　1〇月
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ゴマダラチョウ

【食餌植物】
県内ではニレ科のエノキ、エゾェノキが確認されて

いる。

【吸蜜植物】
県内で観察された吸蜜植物は(ミカン科)カラスサン
ショウだけで、他にアベマキ樹液,クヌギの樹液,ア
キニレ樹液,スイカの実などで吸汁しているのが観察
されている。

【寄生】
西宮市山口町赤坂産のゴマダラチョウの幼虫からシ
ロコプアゲハヒメバチbsilomstax∴ Pyranidvlis)が

1999年5月25日に羽化している。

ゴマダラチョウの周年経過

84　コムラサキ
(,毎弛館切etIs sめst克uib

■　分布の状況

国外では朝鮮半島、中国、シべリヤ、東ヨーロッパに
分布する。国内では北海道、本州、四国、九州の平地
から山地にかけて広く分布する。
県内ではほぼ全域に分布している。丹波地域の分布

空白域は十分な調査がなされていない区域である。淡
路島では、 1992年に生息が確認され、その後毎年のよ
うに発生している。

喜　生息環境
本種は食餌植物であるヤナギ科植物が生育する河川、
渓流、湿地や池の周辺などの湿度が高い場所を生息地
とする。垂直分布は商標100m以下の低地に集中して
いるが、高地の湿原や渓流も生息地である。
人為的環境に対する適応力があり、食餌植物が生育
していれば大都市の公園や街路樹、河I I願でも生息し、
高砂市では市街地内の河) i iの並木で発生し、市街地に
取り囲まれた伊丹市の昆陽池周辺の公園内にも生息し
ている。

○　生態

【成虫の発生時期】
低山地や平地では5月下旬から9月にかけて年2回発
生するが一部は3回発生するものと思われる。山地で
は年1回の発生で6月下旬ごろから7月中旬にかけて発
生し、平地では第1回目の成虫は5月下旬頃から発生し6
月上旬がピークとなる。第2回目は8月上旬ごろがピーク
であるが、9月中旬にも小さなビクがあり3回目が発生
しているものと思われる。

【第3回目の成虫の産卵】
尾崎勇氏は明石市で、 1977年9月20日に採集した第3

化と思われる♀から22卵を採卵した。締化した15幼虫
のうちは6頭は婦になったが羽化しなかった。他の幼虫
は2へ3令で越冬に入った。
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II　志染中　　　　　-Ⅶ-1卯7小倉　滋2　　　　　　　　　′′　下徳井　　　　0トⅨ-1騰8足立義弘2

小野市下来住町1♂ 11-Ⅵ-1932山本広-」

西脇市鹿野　　　　24-V-1959猪俣・岡本2

コムラサキの周年経過
発生個体数

臆漢　音　看　看   

案　漢　書　漢　音漢書   
l書　看l題I   

上　中　下　上　中　下　上　中　下　上　中　下　上　中　下　上　中　下　上　中　下
4月　　　　5月　　　　6月　　　　7月　　　8月　　　9月　　1〇月
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オオムラサキの県内分布

間
0　　　1 0　　　20　　　30　　　40　　　50　　　60

箇所数

オオムラサキの垂直分布

【周年経過】
成虫は7月ごろ交尾し、数日後には産卵を始めるよう
で7月上旬から8月上旬にかけて産卵する。産卵位置
は食掛(エノキ)の薬や小枝などで、 1回に数十卵を産
みつける。
卵は1週間ほどで締化し、エノキの葉を食べて成長し、

4令で秋を迎え幼虫で越冬する。 11月へ12月、エノキ
の落葉が始まるころ、幹を伝って地面に下り、根元付
近の枯れ葉に潜り込んで落ち葉裏に張り付いて越冬す
る。
翌年3月下旬ごろから再びエノキに登り、枝の分岐部
などで新芽の出るのを待ち、新芽を食べて5令、 6令
(終令)と成長し、 6月に入るころには蠣化する。

【食餌植物】
県内で確認された食餌植物は、エノキとエゾェノキ

だけである。

【吸蜜植物】
県内で観察された吸蜜植物はないが、クヌギの樹液,
アベマキの樹液,コナラの樹液,ナラガシワの樹液な
どで吸汁しているのが観察されている。

臆　採集記録

尼崎市猪名寺付近1o
川西市大和　　　　　23-Ⅵ-1973仲田元亮1o
Il　山下　　　　　12葛Ⅷ臆1鎌紘岡田10

II　黒川l♂(目〉　30-Ⅵ-199710

II　妙見山山麓1幼虫11-量-199710

I/一の鳥居8幼虫　6-I-19911O

II　東畦野　20幼虫14-Ⅱ-1鏡)310

II　石道　4♂8♀　20-Ⅵ-1郭1山本　治1o

II　赤松　　　2♂　2-Ⅷ-1躯1山本　治10

II　笹部　2♂2♀ 10-Ⅶ-1躯1撲原俊嗣1o

II　多田神社5幼虫16-I-1978品川　恭10

II　西多田　7幼虫　3」I-宣甥4有田　斉10

II　虫生1o

II　柳谷1o

猪名川町税並　2幼虫　㌻I-1983近藤伸一10
II　　三軍巾24幼虫Z3-X Ⅱ-1990 10

II　　上阿古谷働虫㌻十1躯3近藤伸一10
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香美町中代区(美方町)秋岡　4幼虫23-Ⅱ葛1鰍)近藤伸一-O
II II　新屋6幼虫　23-Ⅱ-1兜0近藤伸一し0

1I II　神場　4幼虫　鮪-Ⅱ-1敵)近藤伸一Io

lI II　美方高原1ex(目) ㌻Ⅶ一1978広畑政巳IO

新温泉町(温泉町)上山1♂　26-Ⅵ臆1躯3黒井和之10
II II　美原高原1♀　-Ⅷ-1978広畑政巳10

II II　菅原1o

新温泉町(浜坂町)城山　2♂　㌃Ⅶ-1脚1永幡嘉之10
II II　居組1♂　2㌻Ⅵ-1襲)2永幡嘉之10

朝来市生野町栃原　2幼虫2- 1 -1脚0近藤伸一10

養父市八鹿町妙見山　　3-Ⅷ一1鎌か0

養父市大屋町天満3♂1 ♀㌻Ⅶ-1兜4小崎茂樹10
II II　明延10・筏10

II II　杉ケ沢高原18幼虫務-I-20017衝

養父市(関宮町)氷ノ山東尾1♂をⅧ-1987永幡嘉之1o
II II　福定　3♂　14-Ⅶ-1舗1水腫嘉之10

II II　鉢伏山1♂(目) 14-Ⅷ-19馳近藤伸一10

〃 II　八井谷峠　脚

丹波市春日町黒井Io
篠山市篠見1o
II　王子山1o

篠山市(西紀町)宮田3婦(3♂)23一Ⅵ-1純綿山口福男1o
II　今谷　8幼虫　3-上2003贈

スギタニ型(後麹肛角部の赤班が白色に変じた型)
の採集記録として次のものがある。
"佐用町　　1♂　30-Ⅵ-1977 (広利4膳)

・佐用町産越冬幼虫を50匹飼育したところ3♂2♀のス
ギタニ型が羽化した　汁1978　広禾I」衛
・上郡町野乗1♂　　19-Ⅷ-1郭1唐土洋一
・上郡町野桑l♀羽化　21-Ⅵ-1郭1唐土洋一
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