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小豆島におけるエゾスジグロシロチョウの
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の大半は他種が優占する混生地での比較研究で
は じ め に

あり，エゾスジグロ・ンロチョウが圧倒的に∴優占

ほ，ユ・一ラシア大陸北部，北米大陸北部に広く

する地域での詳細な研究は見あたらない。
本研究の調査地である小豆島寒霞漢でほ，こ

分布し，多くの亜種に分かれる。国内では，北

の種がほとんど単独で生息する。そこで以下で

海道産のものほssp．，neSisFRUHSTORFERと呼ば

ほ，小豆島寒霞渓におけるエゾスジグロトシ／ロチ

れ，平地にも多く見られる。本州以南のものは

ョウの産卵植物（幼虫の食草），吸蜜植物，光
に対する選好性およびこれらの分・布と成虫分布

エゾスジグロシロチョウPieris花dp￡L工NN丘

sspい′qpo7も￡cαSHIR6zuと呼ばれ，その分布ほ日
本列島を西南に進むにつれて局部的となり，数

との関連性を調べ，他種との混生地における結

も少なくなる。四国ではこれまで山地性の比較

果と比較検討を行うと共に，エゾスジグロ∵シ′ロ

的稀な種として知られ，香川県でも大滝山や大
川山などでわずかな記録（豊嶋ほか，1990）が

たい。

チョウが本調査地で優占している理由を考察し

あるのみであった。しかし最近，出嶋（1991a，

調 査 地

b）はエゾスジグロシロチョウが瀬戸内の島々に

比較的多く分布し，小豆島でほモソシ／ロチョウ

調査地ほ瀬戸内海に浮かぶ小豆島（香川県小
豆郡）の寒霞渓に設けた（図1）。寒霞渓は小

属の中でこの種が優占していることを報告した。
日浦（1968）は，食草条件がェゾスジグロシロ

豆島の最高峰，星ケ城山（816．7m）の西側に位

チョウにとって有利に働く地域では，他種（モ
ソシ／ロチョウP．．rdpαeLINN孟，スジグロシロチ

置し，花こう岩の上に．堆摂した集塊岩が長い年

ョウP．meZe紬M畠N丘TRI痘s）よりも優勢な個体

成っている。ロ・−プウェー紅雲亭駅左手の登山

群が保たれると述べている。

口から小豆島スカイラインに㌧至る登山道（約2

月の間に風化，漫食さわでできた奇岩奇峰から

ェゾスジグロシロチョウについての生態研究

km，標高280m〜568m，幅1．5m，コソクリ、一卜

ほこれまでに比較的多く報告されているが（桜

舗装）を調査ル・−トに選んだ。登山道に入ると，

井はか，1961；日精・桜井，1968；高橋，1975；

すでにこの辺りから集塊岩地帯であり，山頂に

OHSAKI，1979，1980，1982；YAMAMOTO＆OHTA− 近づくにつれ渓谷ほ狭まり，集塊岩崖地が目前
NI，1979；YAMAMOTO，1983a，1983b），それら に迫る。登山道は渓谷に沿って走っており，漢
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図1．調査地．
調査ル・一寸は産卵植物，吸蜜植物の分布状況，光条件の違い
によってA（ノⅠの9区間に区分した．

谷にほアラカシ，ウラジロガシ，アカガ・ンなど

月8日までの間，約1週間おきに，晴れた日を
選んで調査ル・−トに沿って行った。発見した成

の暖温帯性常緑樹疎林の中に，冷温帯性のカニ・
デ類，シダ炉が山頂にかけてしだいに・多くなる。
集塊岩の露岩ほ乾燥し，そこにほリュウノウギ

虫は描虫網で描獲し，種・性・括らえた地点お
よびその地点の状況を記録した。明らかにユゾ

ク，ヤマジノギク，ミセバヤのような耐乾性植

スジグロシロチョウとわかる個体は後麹の襲に．

物のほか，モソシ／ロチョウ属が産卵に利用可能

油性の黒マジックで印をつけ，その場で放した。

なアブラナ科スズシロソウが多く生育している。

種の判別に困る個体は標本として持ち帰り，発

この他，ユリワサビ，オ・オバタネッケバナ（両
種共にアブラナ科植物）も調査ル・−トに沿って

香鱗を調べて種を決定した。
−・方，キンシロチョウ属の雌成虫はアブラナ

比較的豊富に生育している。また，本調査ルー・

科植物に産卵することが知られているので（福

トは遊覧馬の観光コ1−スの・一い部に当たるため，

田はか，1982），調査ル、−ト沿いのアブラナ科

時折馬糞が落ちている。
なお，調査ル・−トほスズシロソウ，顕花植物

植物の生育地点を予備調査で確認し，その内の
代表的な10地点を観察地点として定めた。これ

の分布状況，光条件の違いによって図1のよう

らの地点を調査の度に−・通り観察し，卵が産み

にA〜Ⅰの9区間に区分した。

つけられている植物があればその植物を記録し，
卵の一L部を持ち帰って飼育し種を確認した。ま

調 査 方 法

た，産卵行動を示す雌個体を発見した時は，追

成虫の個体数調査ほ，1992年4月14日から11

跡し，産卵した植物を記録した。雌成虫から明
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旬から7月上旬にかレナてど・−クを迎え，その後

らかに種が判別できるものほその場で種を記録
し，判別困難なものほ卵の−・部を持ち帰り，飼

急激に減少した。第3世代は8月中旬頃から羽

育をして種を確認した。同時に，照度計（東京

化をほじめ，9月中旬にピ1・・・・・クを迎え，その後

光電，ANA−999）を用いて産付卵直上の照度も

徐々に減少した。各世代の存続期間は，第1世

記録した。また，蜜を吸っていた個体を発見し

代が約1カ月，第2・第3世代が約2カ月であ

た場合にほ，その植物を記録した。

り，第1世イモが最も短かった。個体群サイズほ，

第2世代が最も大きく，第1・第3世代の2倍
結

果

近くあった。
描獲された個体群の性比は雄が74％を占め，
雄の割合が圧倒的に高かった。

1．．発生消長ゝと発生量
今回の調査でモソシロチョウ属の成虫は合計
241個体が採集されたが，そのうち，エゾスジ
グロシロチョウが237個体（97％）と圧倒的多

2．産卵植物
表1の上欄ほ，調査ル・−ト沿いに生えるアブ

数を占め，他には・モソシロチョウが3個体，ス
ジグロシロチョウが4個体採集されたのみであ

ラナ科植物と，それにエゾスジグロシロチョウ

る。そこで，以下ではエゾスジグロシロチョウ

が産卵していた卵数を調査期間中を通しての合

のみについて扱う。
囲2に，エゾスジグロ∵シ／ロチョウの捕獲成虫

計で示しており，アブラナ科植物ほ上から生育
量が豊富な順に並べている。表からわかるよう

個体数の季節的推移を示した。図から，本調査
地のエゾスジグロシロチョウほ年3世代である

に．，本調査地のェゾスジグロ∵シ／ロチョウは，産
卵植物として主にスズシロソウを利用している。
オオバタネッケ■バナ，ユリワサビも比較的豊富

と推定される。第1世イ℃ほ4月中旬から羽化を
はじめ，個体数ほ4月下旬に」ご一クに達し，そ

に．生育して−いるが，ユ・リワサビで2個卵が確認

の後急激に個体数が減った後，徐々に減少した。

されたのみであった。タネッゲバナ，マルバコ

第2世代ほ6月上旬から羽化をはじめ，6月下

ソロソソウ，ナズナは生育畳が少なく，卵も確

図2い エゾスジグロシロチョウの捕獲成虫個体数の季節的推移り

［ニコ：堆成虫，謂㌍：雌成虫．
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表1。調査ル・−・ト沿いに生えるアブラナ科植物

とそれに産みつけられていたェゾスジグ
Pシロチョウの卵数（上欄）．アブラナ
科植物は上から生育畳が豊富な順に．並べ
ている．下欄ほアブラナ科以外の種でェ
ゾスジグロ∵シ′ロチョウに産卵されていた
植物とその卵数．

植物
（アブラナ科）

数

卵数
1．スズシロソウ

102

2．オオ・バタネッケバナ

0

ユ・リ ワサビ

0 2 4

2

4．タネッケバナ

照 度（lx）

0

5．マルバコソロソソウ 0
6．ナズナ

6 8 10 12×1000

図3．．産卵されていた場所の照度と産付卵数
0

との関係．

照度ほ約10秒間計測し，その場所にお

（ナデシ コ科）

ヤマハコべ

1

（セリ科）

チドメグサ

1

（ゴ・マノハグサ科） オ・オイヌノフグリ

ける最小値と最大値の平均値を用いた．

日向と日陰の境界線ほおおよその債を
示す．

1

表2．各区間の環境と産付卵数，描獲成虫個体数との関係．
榊：多い，≠：普通，十：少ない，−：なし．
0：日向，○：日陰．
区

間

A

21

産付卵数

雄

28

雌

13
スズシロソウが豊富に生育していた。

記されなかった。ちなみに，ユリワサビに産卵
されている卵は区間Bにおいて観察した。
−・方，表1の下欄はアブラナ科植物以外でェ

数との関係を示した。図からわるるように，卵

ゾスジグロミ／ロチョウに産卵されていた植物を

は80001ux以下の葉上で発見された。中でも，

示したものである。観察地点は，チドメグサが
区間A，ヤマハコべがG，オ・オイヌノフグリが

照度が低い場所により多く産卵されていたが，

図3に，産卵されていた場所の照度と産付卵

直射日光が当たらなければ6000〜80001uxのか

Ⅰである。ただし，これらの植物のすぐ側には

なり明るい場所でも発見された。
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オイヌノフグリ，オオバクネッケバナ，第2世

観察によると，雌成虫ほ全て茂みや草の陰に
なっているスズシロソウか，日陰に生育するス

代にいおけるドクダミ，第3世代におけるヌスビ
トハギ，モソミズヒキ，ヤプランほ生育畳が多

ズシ／ロソウに産卵した。そして，日向の区間に

いにもかかわらずあまり訪花されていない。と
りわけ，高橋（1975）ほェゾスジグp二／Pチョ

おけるわずかな草陰にも産卵し，日陰の区間で
あれば草陰に．なっていなくても産卵した。

ウが春，タチッボスミレを主要吸蜜植物とする

衰2から，各区間の環境と産付卵の分布との
関係を見ると，全体としては吸蜜植物・光条件
に関係なくスズシロソウの生育畳が多い区間で

ことを記載しているが，今回の調査でナガバノ

産付卵も多い傾向が認められる。しかし，区間
E・Gではスズシロソウの生育量が多いにもか

なかった。反対に，オカトラノオ，アキノキリ

かわらず産付卵数が少ない。

かわらず訪花された。また，第2世代でほ植物

タチッボスミレに訪花した個体は全く確認され
ンソウほ生育塞がほんのわずかであったにもか
以上に馬糞に訪れる個体が多く観察された。
表4は，各調査時に．吸蜜行動を観察した個体

3．吸蜜植物
表3に，調査ル・−ト沿いに生える顕花植物と

数を，吸蜜植物ごとに示t．たものである。各植

それらにエゾスジグロシロチョウが訪花した回

数を世代別に示した。顕花植物は上から生育量

物の花期も同時に表した。表から，吸蜜植物ほ
季節に．よって変化する傾向が明瞭に認められる。

が豊富な順に並．べている。世代を通して吸蜜植

すなわち，春に・はウマノアシガタ，夏にはヒメ

物として15種辞の植物が確認され，この他に馬

ジョオツ，秋にほアキノタムラソウが主要な吸

糞，腐葉土で吸汁している個体が観察された。
どの世代においても成虫ほ生育畳が豊富な顕花

蜜植物である。ただし，ウマノアシガタの花期

植物に多く訪花する傾向が認められる。しかし，

ウツボグサの花期や，馬糞が落ちている時にほ，

第1世代におけるナガバノタチッボスミレ，オ

ヒメジョオンよりもこれらを好んだ。しかし，

の終わりにはヒメジョオンの方に．多く訪花し，

表3い 調査ルート沿いに生える顕花植物とそれらにエブスジグロシロチ

ョウが訪花

した回数．顕花植物は上から生育量が豊富な順に並べている．

第1世代（4月中旬〜5月中旬）
植物

訪花回数 植物

訪花回数 植物

11

1アキノタムラソウ

6

】3 1ヒメジョオ■ソ

訪花回数
8

1ウマノアシガタ

第2世代（6月中旬〜8月中旬）第3世代（8月中旬〜10月中旬）

0

4オオバクネッケバナ

0

5．スズシロソウ

3

6．ジロボウェソゴサク

2 6ネズミモチ

7，ホタルカズラ

1 7ナガバノダチッボスミレ 0

ヤマルリソウ
9∴ツルジュウニヒトニ

0

ウツボグサ
5ウツギ？

7

−モ∴／ミズヒキ

7

ヤプラン

3

クルマバナ

0 9，ホタルカズラ

10，ヒトリシズカ

0 10．オカトラノオ

11．オドリコソウ

0

ゲソノショウコ
3ヌスビトハギ

6メハジキ
7‖キンミズヒキ

1

8ヤマハッカ

0

9ノコソギク

1 10クルマバナ
13 11アキノキリンソウ

馬糞

腐葉土
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7

2

0

0 3ウマノアシガタ

0

0 2．ドクダミ

3．オオイヌノフグリ

0

2∴デガバノタチッボスミレ
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表4．．吸蜜植物の季節変化．
表中の横線ほ各植物の花期を，数字は吸蜜行動を観察した個体数を示す．

吸菜摘物
−21−⊥→
スズシロソウ
ジロボウエンゴサク

サマノアシガタ

←6−2−4−1＋＋

ホタルカズラ

：

4−3−

1

ウツギ？

卜2−−3−2−−・・・・・−・→

ト2−2一ヰー2−1

ヒメジョオン

！

ウツボグサ
オカトラノオ
ネズミモチ
クルマバナ
アキノタムラソウ
ケンノショウコ
メハジキ
ノコンギク
アキノキリンソウ
罵宍
腐葉土

10

Pシ′ロチョウの顕花植物への訪花回数を示して

表5．光条件と各区周で観察されたエブス
ジグロ∵シ′ロチョウの顕花植物に対す

いる。衰から，成虫ほぼとんど日向の区間に生

る訪花回数．

光条件

育する顕花植物に訪花していることがわかる。
区間

日陰における2例ほウマノアシガタとウツボグ

訪花回数

サで観察された。両種ほ主に日向に．生える植物

0

2

A

7

で，この時も日向の区間との境界付近に生えて

5

C

3

E

7

いた。したがって，本調査地では吸蜜植物と日

G

向の区間ほはとんど一・致した。

I

日 向

3

3

4．成虫の分布
B D

つぎに，先に示した表2から，各区間の環境

F H

と描獲成虫個体数との関係を見てみたい。
まず，標高と成虫の分布との関係を見ると，
両者の間には一・定の傾向が認められず，雌雄と
もに山頂付近と300m付近で多く措獲された。

産卵植物であるスズシロソウと成虫の分布と
の関係については，全体としてはスズシPソウ

秋にも新しい馬糞がしばしば落ちていたにもか
かわらず，馬糞に訪れている個体は確認されな

の生育量が多い区間で成虫個体数も多い傾向が

かった。また，ゲソノショウコの最盛期にほア

認められる。しかしながら，区間Bではスズシ

キノタムラソウと同じくらいこれに訪花した。

Pソウが多く区間が長いにもかかわらず雌雄と
もに成虫個体数ほ少なく，区間Cでほスズシロ

衰5は，各区間に．おける光条件とェゾスジグ
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ソウが少なく区間が短いにもかかわらず雄成虫

がスズシ／ロソウの生育畳の割に産付卵数が少な

の個体数が多いなど，上記の傾向ほそれはど明

かったことほ，エゾスジグロ∵シ′ロチョウの成」虫

瞭でない。

はやや乾燥した環境に多いとされており（高橋，

1975），これらの区間が谷沿いの多湿な環境で

吸蜜植物・光条件と成虫の分布との関係につ

あることから説明できる。

いてほ，吸蜜植物が生育する日向の区間（A，
C，E，G，Ⅰ）では成虫個体数も多い傾向が認め

また，すでに㌧述べたようにユリワサビでも卵

られた。しかしながら，区間C，軋 Gで捕獲

が2個発見された。この卵から実験室内で層化

された雌成虫数は少なく，上記の傾向ほ雄の方

した幼虫ほユ・リワサビを食べて3齢幼虫まで成

が明瞭である。

長したことから，ユ・リワサビも産卵植物として

産卵植物・吸蜜植物・う巳条件と成虫分布との

利用されて−いる可能性がある。しかしながら，

ユ・リワサビの生育畳はスズシ′ロソウに比べてほ

関係を見ると，雌雄共に産卵植物・吸蜜植物が
豊富に生育する日向の区」司（A・Ⅰ）で集中し

るかに少ない。さらに，ユリワサビの生育期は

て捕獲された。しかしながら，区間EほA・Ⅰ

10月〜6月末であるが，エゾスジグロシ／ロチョ

と同様な環境であるが，雌の個体数が少ない。

ウの第1・2世イモが利用可能な4月〜6月ほユ

区間GもA・Ⅰとほぼ同様な環境であるが，E

リワサビの減少期である。また，第3世代にと

と同じく雌の個体数が少ない。また，雄成虫の

っても世イ℃の後半にユリワサビが生育しはじめ

96％が吸蜜植物が生育する日向の区間（A・C・

るにすぎない。これらのことから，ユリワサビ

E・G・Ⅰ）で捕獲されたのに対し，雌成虫ほ

ほ利用されるとしても，エブスジグロシロチョ

これらの区間で86％が描獲されたにとどまり雄

ウにとって安定した産卵植物であるとほ言えな

よりも日陰で描獲された割合が高かった。特に．，

い。

スズシロソウが多く生育する日陰の区間（B・

今回産卵されていたユリワサビのすくや側にほ
スズシロソウが豊富に生育しており，そのスズ

H）では雄よりも雌が多く捕獲された。

シロソウにも同じ雌が産卵したと思われる卵が
考

察

付いていた。したがって，今回ユリワサビに産
卵されていた卵ほ偶発的なものかもしれない。

1．産卵植物
すでにみ／たように本調査地におけるェゾスジ

一・方，アブラナ科以外の植物に産卵されてい

グロ∵シ′ロチョウの主要産卵植物ほスズシロソウ

た卵に関しては，すくや側にスズシ／ロソウが豊富

である。幼虫の食草ほ母蝶の産卵行動によって

に生育していたことから産卵誤認であると思わ

ほとんど完全に決定されることから，幼虫の主
要食草もまたスズシロソウであると考えられ，

れる。ちなみに，これまでにアブラナ科以外の
産卵植物ほ報告されていない。ヤマハコべに産

これほ出島（1991a）による報告と−・致する。ス

卵されていた卵を実験室で婿化させたところ，

ズシPソウは盛夏に生育塞が減少するものの一・

幼虫ほヤマハコべは食べずに後から付け加えた

年中生育しており，本調査地では常にアブラナ

スズシロソウを直ちに食べ始めた。今回，産付

科植物の中で優占していることからェゾスジグ

卵が観察されたヤマ／、コべ，チドメグサ，オ・オ

ロシロチョウにとって安定的な産卵植物である

イヌノフグリのいずれもスズシロソウと折り重

と言える

なって生育していたことから，これらの植物に

観察された雌成虫の産卵行動が，日陰や草陰

産卵された場合も貯化後スズシ／ロソウに移動す

のスズシ／ロソウに限られたことや，卵が全て直

ることによって生育ほ可能であると考えられる。

射日光の当たらない約80001ux以下の葉上で発
見されたことから，暗条件の場所で産卵が行わ

2．成虫の吸蜜植物に対する選好佐
一・般に，エブスジグロシロチョウは土着種を

れることは明らかである。これは日清（1973），

OHSAKI（1979）の報告と一・致する。区間E・G

選好する傾向にあり（日清・桜井，1968；高橋，
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1975；OHSAKI，1979）， ヒメジョオツのような

対して堆成虫は処女雌と出会う確率が高い羽化

帰化植物を主要吸蜜植物とする例は報告されて

場所に定着することがあげられ（OHSAKI，1980；

いない。しかしながら，本調査地でほヒメゾョ

鈴木，1980），それによって産卵植物・吸蜜植
物がともに豊富に生育する場所でほ雄の新たな

オ・ソほ夏期における主要吸蜜植物であった。上

羽化によってその個体数が累積的に増加し，性

記の研究が行われた地域ほ，帰化植物を好むと
されているモソシロチョウや（OHSAK工，1979は

比が雄に偏る傾向を示す。

か），ヒメジョオンにもよく訪花するとされる

エゾスジグロシロチョウもモソシロチョウ的

（福田ほか，1982）スジグロシロチョウが優占

な分散債向を示すが，−・般には，雌成虫の交尾
拒否行動の違いからキンシロチョウほど雌は分

する場所であるのに対して，今回の調査地ほェ
ゾスジグロシ ロチョウが圧倒的に優占する地域

散せず，性比の雄への偏りもそれほど顕著では

である。したがって−，他種との混生地でほ種問

ない（OHSAKI，1980；YAMAMOTO，1983a）。し

関係によって訪花植物が制限されている可能性

かしながら，本調査地でほ雄が74％を占め，強

がある。

い偏りを示した。この理由として次のことが考
えられる。本調査地において，スズシロソウは

また，本調査地でほユブスジグロシロチョウ
の吸蜜植物と日向の区間は−・致した。ただし，

調査′レー・ト周辺に広く生育しているが，顕花植

日向を好むため日向に生えている顕花植物を選

物ほ調査ル1−ト沿いに集中して生えている。し

好したのか，あるいほ好みの植物が日向に生え

たがって，産卵植物・吸蜜植物が共に生育する

ているだけなのかほ明瞭でない。しかしながら

安定的な場所は，調査ル・−ト沿いに集中するこ

今回の場合ほ，高橋（1975）が吸蜜植物として
挙げているタチッボスミレにきわめて近縁なナ

に集まり，雌成虫は産卵植物を求めて周辺に分

とになる。このため，雄成虫ほ調査′レート沿い

ガバノタチッボスミレが林中に多く生育してい

散していくと推測される。この結果，本調査地

たにもかかわらず，−イ国体も訪花が観察されな

ほ性比が雄に．大きく偏ったと考え．られる。

かったことから，本調査地でほ日陰よりも日向
に．生える顕花植物をェゾスジグロシロチ
ョウが

4．本調査地に．おけるェゾスジグロシロチョウ

選好している可能性が強い。

の優占理由
先に述べたように，エ・ゾスジグロシロチョウ
ほ乾燥した環境を好む。また，主要食草として

3．成虫の分布

本調査地におけるユゾスジグロシロチョウの
成虫の分布ほ産卵植物・吸蜜植物・光条件の3

主に／、タザオ属を利用する（高橋，1975）。本
調査地ほまさに乾燥した集塊岩の露岩地帯であ

要素と関連している。

る。これに対して，一・般に．キンシロチョウほ日

雌雄共に産卵植物・吸蜜植物が豊富に生育す

当たりのよい平地の開けた環境に，スジグロシ

る安定的な場所に依存する傾向が認められる。

Pチョウは森林周辺のやや湿った環境に多く生

その中でも，雄成虫は吸蜜植物に依存する傾向

息する（高橋，1975；福田ほか，1982）。また，
本調査地においては／、タザオ属のスズシロソウ

が雌よりも強く，雌成虫は産卵植物・暗条件に

が露岩地に豊富に生育している。・モソシロチョ

依存する傾向が強い。他の区間と比べて，区間
B・Hで雌の捕獲個体数の割合が多かったのは，

ウ，スジグロシロチョウが食草としてスズシ／ロ

この区間が産卵植物が生育する日陰の区間であ

ソウを利用するという報告はない上，これらの

るからだと思われる。

種が利用可能であるオオバクネッケバナ，クネ

性比の雄への偏りに関してほ，モソシ／ロチョ

ッケバナ，マルバコソロソソウなどのアブラナ

ウで同様な傾向が広く知られている（鈴木，1980；

科植物は生育畳がスズシロソウに比べて−かなり

OHSAKI，1980；YAMAMOTO，1983a）。 この理

少ない。以上のことから，本調査地の立地・食

由として，雌成虫は羽化後直ちに分散するのに

草条件は他のモソシロチョウ属にとってよりも
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ユヅスジグロ∵シ／ロチョウにとってより好適であ

．1991b．瀬戸内海の島唄の昆虫相（東
部のエゾスジグロシロチョウ，スジグロシロ

ると言える。このような環境がェゾスジグロシ

ロチョウの優勢な個体群を維持させているもの

チョウ）．昆虫と自然 26（8）：26−30．

福田晴夫・浜 栄一・・葛谷 健・高橋 昭・・・高

と考えられる。

橋真弓・田中 蕃・田中 洋・若林守男・渡
摘

要

辺康之．1982．原色日本蝶摂生愚図鑑（Ⅰ）．

こ亡．ゾスジグロシロチョウが・モソシロチョウ属

保育社，大阪．

の中で圧倒的に優占する小豆島寒霞渓（香川県

日滞 勇．1968．モソシ／ロチョウ属の歴史．昆
虫と自然，ニュ・−サイエソテイスト 3（5）：

小豆郡）に．おいて，この種の産卵植物（幼虫の
食草），吸蜜植物および光に・対する選好性につ

9−15．

−＋

いて調査し，合わせて−これらの分布と成虫分布

．1973．海を渡る蝶．蒼樹書房，東京．

との関連を調べた。
本調査地のエゾスジグロシロチョウほ年3世

おけるモソシロチョウ属（P￡er￡s）3種の生態，

代であり，主要産卵植物（主要食草）ほスズシ

とくに種間関係について（第2報：1961年の

ロソウであった。雌成虫は産卵時に暗条件を選

調査結果）．自然史研究（大阪市立自然科学

・桜井正臣．1968．大阪府能勢地方に

好し，直射日光の当たらない場所に産卵した。

博物館）1（1）：1−5．

吸蜜植物ほ日向に．生える顕花植物で，大半ほ土
着種であるがヒメジョオ・ソのような帰化植物に

OHSAKI，N．1979．Comparative population

も多く訪花した。雌雄ともに．産卵植物・吸蜜植

RmeleteandRnap乙，1ivlngin the same

物がともに生育する日向の場所に多く分布する

area．Ⅰ．EcologicalrequlrementSforhabitat

が，特に雄成虫ほ吸蜜植物に強く依存し，雌成

resourcesintheadults．Res．Popul．Ecol．

studieso董threePierisbutterfly，P．rqpae，

虫も吸蜜植物に依存するものの，堆よりも産卵

20：278−296．

植物・暗条件に依存する傾向が認められた。ま
た，本調査地における立地・食草条件が，エゾ

ies of three Pieris butterfly，R rqpae，P．

スジグp二／ロチョウの圧倒的に優勢な個体群を

meleteandRnqpi，1ivinginthesamearea．

維持させていることを考察した。

Ⅱ．Utilizationofpatchyhabitatsbyadutls

。1980．Comparativepopulationstud−

through mlgratOry and non−mlgTatOry
謝

辞

movements．Res．Popul．Ecol．22：163−183．
．1982．Comparative populationstud−

本研究を進めるに．当たり，終始懇切丁寧な御
指導，御助言をいただいた香川大学教育学部環

iesofthreePieris butterflies，P．rqpae，P．

境科学研究室の渡辺直教授に深くお礼申し上げ
る。また，常に適切な御助言と御指導をいただ

Ⅲ．Differencein the annualgeneration

いた高松兼高等学校の出嶋利明教諭，香川大学

numbersinrelationtohabitatselectionby

教育学部生物学教室の諸先生方，ならびに植物
の同定に当たり御指導いただいた片本毅先生，

adults．Res．Popul．Ecol．24：193−210．

meleteandP．nqpi，1ivlnginthesamearea．

桜井正臣・日滞 勇・溝口重夫．1961．大阪府

採集に御協力いただいた前田好弘氏に心から感

能勢地方におけるモソシロチョウ属（PZe′is）
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