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ＣＯＰ１０開催記念生物多様性リレー講演会 

静岡の里から考える生物多様性 

 

  「里 山 の 蝶 が 消 え て い く                       」 

 

                    日本鱗翅学会  諏 訪 哲 夫 氏          

 

 ただいま御紹介いただきました諏訪です。よろしくお願いします。 

 私のほうから少しだけ自己紹介をさせていただきたいと思いますけれども、実は私、昭和27年か

ら昆虫採集を始めまして、そのとき私、小学校４年生だったのですけれども、そのころから虫をと

り出して標本をつくってという感じで始めました。今でもそのころの標本が少しは残っております。 

 そのころ、静岡に、先ほどお話がありましたように昆虫同好会というのが、1953年にできて、ま

だ僕も小さかったのでちょっと入れてくれなくて、少し経ってからそこに入って、昆虫同好会の皆

さんと一緒にいろいろやってきました。そのときのテーマというか、１つの大きな目標として、静

岡県の蝶の、蝶だけじゃないのですけれども、分布調査をしていこうというのが皆さんの掛け声で

一生懸命、みんなでやったというわけであります。 

 長いこと、静岡県の昆虫の分布調査をやってきましたけれども、それから山梨県にも足が広がり、

それから北海道へ行ったり沖縄へ行ったりして、いろいろなところにも蝶の様子を見に、旅をした

わけです。 

 その後、日本というのはユーラシア大陸と深い関係があって、むしろ向こうが日本の蝶のルーツ

だものですから、そちらを知らないと話にならないということでありまして、モンゴルとかロシア

とか、そちらのほうにも何回か行ってルーツを見てまいりました。ときどき遊びがてらに熱帯アジ

アにも行っておりますけれども、そんなところでいろいろやっておりますが、最近、それこそ昆虫、

蝶が身近なところからいなくなっているということは確かで、再びちゃんと身近を見ておかないと

いけないということでありまして、外国ばかり行っているのではなくて、近くもしっかり見ようと

いう気持ちでやっております。 

 それでは本題に入りますが、蝶というのは皆さん、よく御存じだと思いますけれども、簡単に蝶

の概要をお話しますと、ここにありますように、蝶の種類はどのくらい世界にいるかという話であ

りまして、一般的に言われておりますのが、世界では１万6,000種くらいと言われておりますが、

もっともっと多くなる可能性というか、続々と新種が出てもおりますし、これから出る可能性も秘
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めておりまして、それ以上というわけであります。 

 それから、日本にはどのくらい蝶がいるかというわけでありますが、北海道から沖縄まで全部含

めて250種プラスアルファというわけで、250種以上間違いなくいるけれども、300種いることはあ

り得ない。そんなところです。というのは沖縄、あるいは台湾のほうからやはり北上というか、東

進というか、そういうことで蝶相がかなり今急速に変わっているということで、なかなか確定はで

きないということであります。 

 それから静岡県ではどうかということであります。 

 静岡県では159種と書いてありますが、これは今までに静岡県で見つかった蝶は159種全種とい

うことであります。このあいだ、ツマベニチョウだとか、いろいろな蝶が見つかったと言っていま

すけれども、そういうものを入れて、誰かがどこかで放したということも含めて159種というわけ

であります。土着というのは安定的に世代を繰り返しているということでありますが、土着してい

るのは139種だろうというふうに思います。これも年とともに、温暖化のために増えている傾向で

はありますけれども、現在139種であります。 

 これは全国から見ても、一番は恐らく長野県で、２番が山梨県くらいでしょうか。それから静岡

県ということで、静岡県、非常に蝶の種類が多いということであります。それは海岸線から南アル

プス、伊豆半島、それから富士山ということで、多種多様な地勢にも恵まれているので種類も多い

ということになります。 

 それから疑問種でありますけれども、長野県との境でたまたま１匹とれたとか、そういうものが

本当に静岡県に住んでいたのか、いるのか、わからないのが３種。それから迷蝶。南のほうから台

風などで飛んでくる蝶がいまして、また、誰かが放したものも含めて17種ということであります。 

 これは蝶がどんなところにすんでいるかという、環境から見てグラフにしたものでありますが、

青いのが森林内。それから赤いのが明るい森林。それから林縁というふうになっております。それ

でこれを見ますと、森林の中にはほとんど蝶がいないということです。それから、明るい森林とい

うのは非常にいい。さらに林縁というのがいい。草原まで合わせますと80％くらいがそういうとこ

ろに住んでいるということであります。それで、森林をつくってもなかなか蝶の種類が増えるとい

うわけではなくて、むしろ森林を明るくし、明るい林縁をつくるということがいいかなと思います。

それから農耕地、市街地は余り蝶がいませんし、特殊なところというのは、特殊な湿地とかそうい

うところだけですので、少ない種類ではありますけれども、何と言っても明るい森林、林縁、草原

が蝶がすむ、一番重要なところであります。 

 これは2004年に県が発表したレッドデータブックの内容になっております。この黒い丸がその当
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時のレッドデータの内容であります。左側に蝶の名前がずらずらと並んでおります。これが絶滅危

惧の対象の種類。それからこちらは、右のほうからだんだん左のほうに状況が厳しくなる、一番左

のこれが絶滅というわけであります。 

 これを見ますと、黒い丸は、絶滅種は１つだけであると。１Ａは４つありますね。以下こういう

状況になっておりましたが、現在、多少僕の主観も含めて、大体現在、この赤丸の状況になってい

るんだろうということであります。そうしますと、細かいところはともかくとしまして、ほとんど

が黒丸から左のほうへ行っているというわけで、この絶滅危惧対象の種類はどんどん左のほうに行

っているというわけであります。それで絶滅種。かつては１種類だったものが今では８種類に増え

てしまったというわけであります。 

 それで一番左のほうのこの青い丸ですね。これは何かというと、この蝶たちがどんなところに住

んでいるかということでありますが、草原的なところに住んでいる種類に丸をつけてあります。と

いうことはほとんどがこれ、草原の蝶であって、草原の蝶がどんどんいなくなってしまっていると

いうことになります。 

 それで、いなくなっている蝶のお話をするのですが、その前に、温暖化も手伝っているんでしょ

うか、南のほうからどんどん蝶の種類が増えております。これはこのあいだ、新聞やテレビでも出

ました、浜松市の三方原のカバマダラですね。カバマダラが大発生して、数えたら１万匹以上いた

とかといううわさもありましたけれども、それが大発生しております。もともと、ちょっと西のほ

うに少ないながらもすんでいたものが、これはフウセントウワタを切り花の栽培でつくっていると

ころにたまたま飛んできたものがもとで大発生をしたというわけであります。 

 これはよく皆様の庭などでも見かけるツマグロヒョウモンの雄ですね。花はキバナコスモスで、

この黄色い花が特に好きというわけです。それからこれは先端が黒い、つま黒になっているのがそ

の雌ですね。この蝶の幼虫が食べる食草なのですね。これは駐車場の脇に生えたスミレですけど、

これは恐らく、間違いなく外来種だと思うのです。ちょっと名前が、植物の先生に聞いてもなかな

か特定されませんが、一説にはアメリカスミレサイシンとかという話もありましたが、いずれにし

てもマスミレに非常に近いものです。こういうものがはびこっているのも増えている原因の１つだ

ろうというふうに思います。それから家庭の庭のパンジーですね。あれもよく食べて、そんなもの

があってどんどん増えてきております。 

 これはナガサキアゲハですね。これは地面に降りて吸水をしているところですけれども、どちら

も雄ですね。このナガサキアゲハ、2000年に突然増えまして、それがどんどん東進をしていったわ

けですね。幼虫が食べる餌というのはミカン類を食べるので、たくさんありますから、食樹、食草
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には困らなくて、温暖化も拍車をかけてどんどん増えております。 

 それから、これは標本で申しわけありませんが、ムラサキツバメという蝶で、これは2001年くら

いから増えましたですね、たしか。最初は何か新幹線の静岡駅のホームでとれてびっくりしたとか、

そんな話もありましたけれども、これも九州のほうにしかいなくて、四国にもいましたけれども、

だんだん東のほうに進んできました。静岡にはもう今、本当に普通種になってしまっています。た

だ我々がちょっと歩いていても目につく蝶じゃないので、成虫を見つけるのはなかなか大変なので

すけれども。 

 これは街路樹ですね。南幹線の街路樹のマテバシイですね。これが、マテバシイの新芽が出てい

まして、こういうところにひこばえがたくさん出るのですが、そういうのを餌にして増えていって、

マテバシイの街路樹はかなりどこにもたくさんあるので、それが餌になっております。これが幼虫

です。マテバシイの新芽の柔らかいのを食べています。幼虫の体から甘い汁を出すのでアリが来て、

それをなめているところですね。 

 それではこれから、絶滅をしたであろうという種類の蝶についてお話をしたいと思います。 

 これはオオウラギンヒョウモンであります。これは北海道にはいませんでしたけれども、本州、

九州には生息していたオオウラギンヒョウモンで、丈の低い草原、花の多い草原にすんでおりまし

た。静岡県でも箱根とか、その昔は富士山にもいたであろうということで、伊東の大室山が最後で

1967年だったと思いますけれども、絶滅してしまいました。 

 これはスジグロチャバネセセリで、全然きれいじゃなくて、写真は大きいのですけれども、実際

にはこれ２センチ足らずくらいの蝶で全然目立ちませんが、人知れず、この蝶も静岡県から消えて

いったようです。そこに水窪と書いてありますけれども、水窪にしかいませんでしたけれども、そ

こから消えています。 

 これはチャマダラセセリというものであります。これは中部ですね。それから遠州の水窪町など

に、それから富士山にすんでいました。中部では早々と、西部でもそのあとすぐに数年経って、富

士山には何とか残っていましたけれども、1994年くらいを最後に恐らく絶滅したのだろうというふ

うに思います。 

 これはどんなところにいるかというと伐採地ですね。富士山の針葉樹などを伐って、あるいは広

葉樹を伐って、要するにかなり攪乱されたところです。それから農耕地でも農道とか、それから畑

の周りの草刈り場みたいでかなり攪乱された、土の表面が出ているようなところに限られていまし

た。そういうところが少し草が大きくなったり、もちろん森林になったりすればいなくなってしま

い、静岡県からはどうも消えたようであります。 
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 これが今のチャマダラセセリの分布ですけれども、中部地方、それから水窪にはおりました。富

士山の西麓、それから富士山の北側などには分布していて、ここにはわずか残っているかもしれま

せんが、静岡県からは消えました。 

 これも富士山、ほぼ富士山だけに住んでいたホシチャバネセセリというものですけれども、やは

り草原にすんでいたこともあって、絶滅した可能性が非常に高いということです。非常に小さくて

ハエのようで、全然目につきません。我々も必死で探さないと見つからないということであります

けれども、だんだんこういうものがいなくなってしまっております。 

 これはヘリグロチャバネセセリであります。その前のホシチャバネセセリと同じようなところに

おりましたけれども、これも絶滅したであろうということであります。 

 これはアサマシジミですね。非常にきれいな蝶で、山梨県には少し残っているところがまだあり

ますけれども、富士山の北側では残っておりますが、静岡県からはどうも2000年くらいに消えまし

た。これはナンテンハギというマメ科の草本を食べるのですけれども、そういうものが少なくなっ

たり、あとで出てきますけれども、開発等で生息する場所がなくなってしまっております。 

 これはゴマシジミです。これは割とアリと共生関係にあったりして、夏、お盆のころ、富士山の

草原には昔は多かった蝶なのですけれども、ほぼ西麓からは絶滅したらしいのです。しかし、東富

士演習場ですね。あそこにはまだ残っている可能性は少しある。しかし演習場、最近、中に入れて

くれないものですから調査ができない状況になっています。というわけで実際というか、西麓のほ

うでは恐らく絶滅しております。 

 これは2000年、今から10年くらい前の朝霧高原の状況です。これはある蝶にとっては少し、こ

れでも茂り過ぎという状況ではありますけれども、一応まだまだ草原がいい状態のときの写真で、

これは咲いているのはノアザミですね。それからいろいろな植物がありまして、ユウスゲとか、マ

ツムシソウとか、いっぱいいろいろ咲いていました。本当にきれいなところだったのです。 

 それでほぼこれ、同じところで、半月くらい前に撮った写真なのですけれども、ほぼ同じところ

がこういうブッシュ（藪・茂み）の状況になっています。先ほどの草原というのは人が草刈りをし

て、その草をいろいろなことでもって利用していたという昔からの伝統というか経緯があって、そ

ういう人の手で草原が守られていたわけです。しかし、ある事情で、手をかけなくなるとこういう

状況になってしまうのです。灌木が生い茂って、こういうところに外来のいろいろイネ科の植物な

どが生えてくるというわけで、こういう草花もなくなって、草原性の蝶は住めなくなるという状況

になります。場所によっては、そこの今のところの少し右側ですけれども、こういう状況ですね。

かつては小さな模型飛行機の滑走場になったりして、それがさらに、草原の状況ではないというこ
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とであります。 

 それから一方、少し違うところですけれども、富士山麓で舗装道路とそれから牧草地の状況です

ね。この写真は、草原できれいだねという感じもしますけれども、これは自然ではないですね。そ

れこそ花もないし、もちろん蝶は飛んでおりません。というわけで草地造成するのはいろいろ、そ

れは畜産もやらなければいけないのですべてが悪いとは言えませんけれども、少しは自然草原を残

して、残っていればよかったのにと思います。今になっては富士山の状況は遅いです。結局、牧草

地で、モンキチョウしかいないという状況に今なっております。 

 これはオオブタクサだと思うのですけれども、牧草地も放棄したり、余り管理していなかったり

して、こういう外来の植物がどんどん入ってきてしまっています。向こう側はヒノキの森林で真っ

暗。道路は舗装道路というわけで、昆虫の期待は全くできない状況です。 

 それから、今まで見てきましたのはほぼ絶滅した種類についてごらんに入れましたけれども、ま

だまだ少しは残っている蝶もいます。そういうのにこれから期待をせざるを得ない状況になってお

りますが、これは皆さんよく御存じのギフチョウですね。３月の下旬から４月の中旬くらいまで発

生して、静岡でも少しはいたのですね。これが、富士川がこの辺を通っていますね。それから富士

川の要するに流域というか周辺。それから一番西が竜爪山。この北側にある竜爪山などが一番西の

分布域で、あと東は富士宮市の南のほうという感じだったんですね。それから一方、遠州のほうに

もこういう分布域があったわけです。残念ながら昔からもちろん南アルプス、それから大井川流域、

この辺には全然、生息は昔からしていなかったという状況です。それから伊豆半島、富士山にもい

ませんでした。こういう状況だったのですけれども、現在は芝川町のごく一部と、それからこの旧

天竜市。この辺ですね。これがほとんどもう絶滅していますね。この旧天竜市と旧引佐町との境の

金山というところにすんでいます。その２カ所と言っていいのでしょうか。 

 たしか1957年だったと思うのですけれども、竜爪山の東側に高山という山があります。850メー

トル程度の山です。昔はこんな状況で、向こう側は雑木林で、ここはそれを拡大造林をしたんでし

ょうか。ヒノキを植えて、４～５年くらいかな、経っているところですね。向こうにも点々と伐採

地が見えているわけです。こういうところがギフチョウの多産地だったのですね。こういうところ

が随所に、庵原郡などにもたくさんあって、それでギフチョウもいたわけです。 

 しかし、これがほぼ現在の状況で、これ、高山です。今見えませんけれども、うっそうとした森

林になっています。植林するのもいろいろな意味でしょうがないわけでありますけれども、結局、

間伐をしなかったり、あるいは部分的に皆伐をしてまとまって伐って、先ほどみたいな新植地、若

い苗木の明るいところがあれば、そういうところにギフチョウも移りすんで何とか生きながらえて
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いくのですけれども、一斉にこういう状況になってしまうと、やはりすむことはできなくなってし

まっています。 

 これは先ほど申しました旧天竜市と旧引佐町とのあいだの枯山のところの尾根筋ですね。ここも

いろいろ植物がすごく入り込んできて、ギフチョウが少なくなったというような感じだったのです。

そこで引佐町など、あるいは県の自然保護課も含めまして、ここをもう少し復活させようというこ

とで、昔の引佐町では30ヘクタールの森林を町で買い上げて整備を始めたのです。整備をするに当

たっては、少し時間が経って、さらに木も生えてきたんですけれども、この中にネザサなどがいっ

ぱいあって、あるいはちょっと常緑のものなども間引いて、イヌツゲとか、ネザサを切って、それ

からさらに、要するに遊歩道を広げて明るいところをつくったわけですね。そうするとスミレがた

くさん出てきたり、カタクリもいっぱい咲いています。 

 ギフチョウにとっても行動する空間ができて、さらに食草がヒメカンアオイという、いわゆるカ

ンアオイの仲間を食べるので、そういうものも林縁に増えてきているのですね。暗くなっちゃうと

カンアオイもだめ、もちろんスミレもだめということで、ギフチョウに影響を及ぼすのですが、こ

ういう明るく森林整備をすることによって、ギフチョウがものすごく増えています。今年もここへ

行ったら１日、20匹や30匹、あるいはそれ以上くらい観察することができるのですね。ここでは採

集はできないことになっておりますが、皆さん、写真を撮りに来ていらっしゃいます。こういうこ

ともやればある程度のことはできます。 

 これはウラナミジャノメという蝶であります。ちょっと何の変哲もないのですけれども、かつて

はこれは非常に特異な分布をしておりまして、残念ながら静岡市周辺には昔からすんでいませんが、

伊豆半島の北から富士の南麓にかけて、それから遠州地方にかけて生息しておりました。 

 この蝶というのは、このあたりにもたくさん見られるヒメウラナミジャノメというのがあって、

それとそっくりなのです。この紋が３つですよね、下のこの紋が５つの、蝶がそっくりなものがい

るのです。ヒメウラナミジャノメはいっぱい飛んでいるのですけれども、それとは違って、これは

非常に珍しいものであります。 

 ウラナミジャノメは言ってみれば、どんなところにすんでいるかというと里山の代表格というか、

代表選手の蝶でありまして、これもどんどん浜北あたりからは減っておりまして、現在は富士のこ

のあたりは全部絶滅したと言ってもいいかなと思います。ただし、この伊東のところに１カ所、す

んでいます。まだまだ細々といるところがあるのですけれども、ほとんどがいなくなってしまいま

した。つけ加えると、山梨県にまとまって産地がありましたけれども、これも山梨県から完全に消

えているという話であります。 
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 これはギンボシヒョウモンです。ヒョウモンチョウの仲間は幾つかいて、これは1,000メートル

以上の山地に住んでいる蝶です。これはこのように富士山の1,000メートル以上のところ、それか

ら南アルプスの周辺にすんでいたわけですけれども、これもここ20年くらい、ほとんどとれません

でした。それがどういうわけか、今年、２匹とれました。両方とも県民の森なのですけれども、中

部地方から20年近くとれませんでした。富士山ではほんのわずかとれておりますけれども、いずれ

にしても非常に少なくなっている蝶の１つであります。その原因はよくわかりません。 

 これは皆さん、よく御存じのようにオオムラサキですね。これは雄です。雌はこの紫色の斑紋が

ありません。全部茶色なのですね。このオオムラサキ、少しは記録があったのですけど、遠州のほ

うには余りいなくて、この中部地方に割合広く分布をしていて、小山町、御殿場市あたりにいたの

ですね。しかし、富士山、伊豆半島に全くいない蝶でありました。 

 昔から多い蝶ではありませんでしたけれども、僕もしょっちゅう山に行っていますけれども、最

近では、オオムラサキを野外で見たことはほとんどないという状況になっています。しかし、幼虫

で過ごすものですから、エノキを食べて、エノキの下の枯れ葉を探すと割合広い範囲で幼虫がとれ

るのですね。ということは、雌は飛び歩いていろいろな木に卵を産んで、少しはいるということで

すね。 

 それでオオムラサキですね、いろいろ飼われて放蝶する方がいらっしゃるわけですけれども、静

岡市近辺では、もう少し山間部でないとすめない蝶なのですね。それを静岡の例えば里山に放して

もちょっとなかなか厳しい、放しても無駄という感じですね。ここにすんでいるものをたくさん増

やして放すならまだいいけれども、例えば長野県とか、広島県とか、大阪府とかというところから

持ってきたものをごっちゃにして飼っていて静岡で放すというのは、これはやはりいろいろな面で、

遺伝子等攪乱とよく言いますけれども、そういう意味で非常によくないことであろうというふうに

思います。 

 ですから、もしオオムラサキを増やすには、どこまで期待できるかわからないけれども、やれる

ことは森林整備をやる。エノキを植えたり雑木林をつくることです。成虫はクヌギ、コナラの樹液

によく来るものですから、そういう雑木林をつくって樹液が出るような形にしていけば少しはいい

かなというふうに思っております。 

 これはミヤマシジミです。青いミヤマシジミで、美しいのですが、これは雄ですね。それから、

この表が黒いですね。青くないです。これが雌なのですね。これもこの分布図のように大きな河川、

東からいきますと富士山の火山荒原には部分的におりました。それから富士川ですね。それから興

津川、安倍川、藁科川、それから大井川、天竜川という大きな河川にいますので、堤防などにすん
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でいる蝶ですけれども、これもどんどん減っていて、富士山のこういうあたりのところはどうもい

なくなりました。東側にはまだ少しいます。富士川からは消えました。興津川には細々いるという

感じですね。安倍川も昔から比べると、いるところが本当に狭められました。藁科川にはもういな

いという感じで、大井川はまだまだ少しはいます。天竜川も、場所は狭くなったけれどもまだ少し

はいるという感じで、全体から見るとかなり減っていて、それなりのことをしないとやはり危ない

かなということです。 

 これは興津川の下片瀬というところで、食草のコマツナギの葉っぱを幼虫が食べて育つわけです

けれども、両河内小学校の生徒さんが、草が生い茂るとコマツナギが雑草にやられてしまうという

ことで、ミヤマシジミを守るために草刈りをしていただいております。 

 それからこれ、オオイチャバネセセリといいますけれども、このセセリチョウ。もう家の庭にい

っぱい来るイチモンジセセリというのにそっくりなのですけれども、もっと大きくて、ここのとこ

ろが段違いみたいになっていますよね。イチモンジセセリは、真っすぐなのですけれどもね。とい

うわけで、ちょっとの違いですが、この蝶は目立たないのですが、昔は日本平にも、結構近まわり

にもいたのですね。しかし、これはほとんど、残念ながらいなくなってしまいました。 

 これが昔の分布図です。ここら辺はいたのでしょうけれども、1969年以前なので調査不足という

ことがあります。こういうことで中部から東部にかけてはかなりいたということでありますが、今、

静岡県でこれを仮に探しに行ってみようといってもどこへ行ったらいいかわかりません。１つは愛

知県との県境が１つ、あるいは掛川に１カ所あるんですが、そこにまだいるかなあという感じです

ね。そのくらいいなくなってしまいました。それからもう１つ、最近、ちょっと見つかったのだけ

れども、沼津の近辺にいるところがあるみたいな話もあります。というわけで、いずれにしても非

常に厳しくなっております。 

 というわけで何種類か、まだまだ少しはいるけれども、それこそ手を施さないとだめかなという

感じであります。 

 静岡市は南アルプスを控えておりますので高山蝶がそこに、静岡市では７種くらいですか、いる

ものですから、これから高山蝶を見ていきたいと思いますが、高山蝶もそれこそ温暖化で非常に厳

しい状況になっております。 

 ちょっとこれ、小さいですね。ここに、石のところにとまっているわけですね。これ、南アルプ

スの千枚岳の直下ですけれども、こういうところで花へ来たり、それからこういうところでひなた

ぼっこをしたりするわけですけれども、このベニヒカゲ。まだまだ南アルプスにはいます。もちろ

んいるわけですけれども、どうもこのお花畑というのがシカの害にあって、お花畑そのものが厳し
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い状況になっている。その結果、ベニヒカゲにも影響があるのじゃないかというふうに今、ちょっ

と見ております。 

 それでこのベニヒカゲ、安倍川の最上流部に山伏という山がありますよね。あの山には、今から

10年ちょっと前くらいにはかなりいたのです。ほぼ静岡県の南限、ベニヒカゲの日本の南限ですね。

場合によっては世界の南限とも言えるに近いところなのです。それで、山伏にはいろいろ黄色いキ

オンとか、マルバダケブキとか、そういう花がいっぱいあって、昔はおびただしい数が山伏にはい

たのですね、山頂付近に。しかし、現在はササが生い茂って、ヤナギランもなくなって、この蝶も

いなくなってしまったというわけです。 

 南限に近い、こういう高山蝶というのはやはり温暖化の影響をもろに受けるであろうし、間接的

だと思うのですけれども、ササの進行というか、大きくなるのが、あるいは森林も含めて、灌木な

ども含めて、そういうものの植物の遷移が進む、それに拍車をかけているのだろうというふうにも

思いますし、今、いずれにしてもこのベニヒカゲは山伏からは恐らく消えた可能性が高いです。 

 これは似ている蝶ですけれども、クモマベニヒカゲです。ここら辺の紋とか、この外縁の白い点

々があったりとかして、裏もちょっと違うのですが、この蝶も南アルプスのお花畑の蝶というわけ

です。これもお花畑が衰退すると危ない状況になるかもしれません。今はまだ多いのです。 

 これはオオイチモンジという蝶で、雌なのですけれどもね。これは恐らく絶滅したと言ってもい

いと思います。このオオイチモンジは、これが1970年の７月の25日に最後に、恐らくちゃんとし

た標本が残っているのはこれでして、最後にとられた標本です。これは二軒小屋というのがありま

すね、大井川の奥のちょっと下の千石沢でとられた標本で、その１年前の同じ日にもこれは雌が１

匹とれているのですが、その２匹を県に寄贈してくださった方があって、非常に貴重な標本になり

ます。これはその後ずっと、1970年以降、全然とれてはいないし、見てもいないので、絶滅したの

だろうと思います。 

 これはドロノキというヤナギ科の植物ですけれども、葉っぱが丸くて、一見、カキの葉っぱに似

ているようなドロノキというのが、大井川の上流に行くとありますけれども、それを食べているん

です。しかし、なぜこれが絶滅したかはわかりません。 

 これはミヤマシロチョウといって、やはり渓流にすむ、渓流の灌木、林縁にすむ蝶でありますけ

れども、この蝶もかなり減っています。まだいますけれども、今年も行って１日に１匹、２匹見た

程度という感じで、昔はかなりいました。 

 これはクモマツマキチョウですね。きれいな蝶ですけれども、雌はこの赤いところがなくてとい

う感じですが、この蝶も、河原にミヤマハタザオというのが生えて、それを食べるわけですけれど
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も、どうも河原の状況が変わって、ミヤマハタザオも減ってきてということで、この蝶も厳しい状

況になっております。まだいると思いますけれども、私も今年３回くらい奥のほうに行きましたけ

れども、ちょっと難しいですね。かつては大谷崩の上のほうにもいたのです。ですが、大谷崩も危

ない状況です。 

 これはコヒオドシという、昔から静岡県では非常に珍しくて、それこそ3,000メートル以上の石

がごろごろしたところを飛んでいたということで、発生が静岡でも確認されてもいなかったんです

けれども、昔から珍しい蝶ではありました。でも昔、ぽつぽつとはとれていたのです。最近、ここ

30年くらい見られてもいません。 

 これはタカネキマダラセセリという蝶で、これも小さい蝶ですが、今から数年前かな。間ノ岳の

下のほうの草付きで２匹とれたという報告があるんです。その２匹だけで、最近静岡県でとれたも

ので、詳細はわかっておりません。 

 これは二軒小屋から西側のほうに延びる渓流で西俣ですね。西俣ですごくいい木が茂っておりま

すし、道路の周りを蝶が来そうな気配がありますけれども、どういうわけか、この西俣を歩いても

蝶が少なくなっております。昔はおびただしい数のいろいろな蝶がいたわけであります。その原因

はわかりません。 

 これは県民の森です。県民の森は森林が非常にうっそうと茂っています。一見、すごくいい感じ

ですよね。道路も舗装されて、ここに行くのは非常に快適になりました。でも一方、虫のほうから

見るとこれは決して快適ではなくて、不快な部分が多いようです。というのは、１つは舗装されて

いるということが非常に虫にとってはよくないということです。普通、舗装されていないと水たま

りができたりして、蝶が上から降りてきて吸水をします。ところが、日が当っているところは舗装

されていると非常に熱くなってしまって、ちょっと蝶は飛べるような状況ではなくなります。 

 それからもう１つは、昔はこういう法面にヒヨドリバナがいっぱいありまして、そこにアサギマ

ダラが来ました。南のほうに移動する、あるいは春は北に上ってくるアサギマダラです。あれが夏

のお盆のころいっぱい、このヒヨドリバナに来ていましたね。ほかの蝶もたくさん来ていました。

しかし、ヒヨドリバナすらなくなってしまったというのは、ヒヨドリバナというのはこういうとこ

ろにどうも生えないわけです。だんだん富栄養になってきたというか、肥沃になってきて、そうい

うところはヒヨドリバナは余り好きではありません。暗さも暗い。暗くなってしまったということ

で、ヒヨドリバナがなくなって、アサギマダラも来なくなりました。それから、ほかの蝶も来ない

ということで、かなり蝶がいなくなっています。 

 それから、これは畑薙第二ダムから上に来ますと林道東俣線ですね。それを登ってきますと赤石
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沢橋の南くらいですね。ここは舗装されていないのですね。ミズナラとかブナノキとか、あるいは

トネリコの仲間とか、カエデの仲間とかというのが非常にいい森林をつくっていて、先ほどの県民

の森と似たような感じなのですけれども、しかし、ここは舗装されていなくて、ここにはミドリシ

ジミの仲間のいろいろな種類がすんでいて、宝庫と言ってもいいようなところですね。交通量がか

なり少ないということで、暑い日にはこういうところにミドリシジミがいっぱい降りていて、大変

いいところという感じで残っているので、これはちょっと大切にしたいというふうに思っておりま

す。 

 それから、これは清水の黒川ですね。黒川の竜爪山を向こうから静岡市街へ越える道のところで

すけど、昔、アゲハチョウの仲間がこういう水たまりにたくさん来ていました。それから、こうい

うところにはいろいろな花が咲いていました。しかし現在、舗装がされて、さらにこういうところ

の法面の整備がどんどん進んで、法面の植物が少なくなって、さらに暗くなってという感じで、残

念ながらアゲハチョウがこういうところに降りる量がかなり減ってしまいましたですね。こういう

遷移を止めるというのはなかなか難しいことで、ちょっと不可能に近いという感じはしますけれど

も、状況だけ見ると厳しい状況のところが今増えているわけですね。ですから、場所によっては、

虫のためを思えば、あるいは植物のためを思えば部分的には舗装しないところもあってもいいのか

なというふうにも思います。 

 それからもう１つはこういう側溝ですね。ここ、たまたま水が流れているからいいんですけれど

も、こういう側溝を整備すると水は側溝に沿って流れるというわけでして、これが普通なら水はこ

ういうところに流れなくて、乾いた状況なので、それこそアゲハチョウは降りてこられません。こ

こがたまたま水が流れているからよかったのです。ですから、舗装もかなり植物や昆虫にとっては

余り快適なところではないということが言えるかなと思います。 

 これはミヤマシジミの生息地のところですけれども、ここにはわずかにミヤマシジミはおりまし

た。これは先ほど出てきたコマツナギですね。しかし、いろいろな植物が入り込んでいます。おも

にクズとか、そういうものが入ってきて、あるいは灌木などが入ってきて、どんどん生息地は変わ

っています。だから、こういうところこそ、先ほど、両河内小学校の生徒さんたちがやってくださ

っているので部分的にはいいのですけれども、やはり手をかけないとどうもよくありません。手を

かければある程度のところは守れるかもしれないという感じです。 

 ささやかながら、これは安倍川なのですけれども、市でアドプトプログラムということで、市と、

いろいろな団体とうちの昆虫同好会などで、いわゆる協働でここを守っていきましょうというよう

な話がありまして、草刈りをやったり、観察会をやったりしております。放っておくと、ススキと
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か、クズが生い茂って、コマツナギはだめになってミヤマシジミはいなくなるということを避ける

ために、ここはミヤマシジミがまだいるものですから、今のうちに少しでも草刈りをやろうという

ことで、この２人、頑張っています。 

 ということで雑駁な話でありましたけれども、以上であります。 

 

○質問 大変興味深い話で、諏訪先生としては、最終的にどういうところを目指していけばいいん

しょうか。 

○講師 難しい問題だとは思います。 

 結局今まで、そうですね。いろいろ生物がいたというのは、かなり農業とか、林業などの方法

がたまたま、やり方がよかったので、結果的に虫が守られていたと。人の手でもって結果的に守

られていたということだったのですけれども、それが手をかけないと今のような状況になってし

まうということで、それを昔のようにやれというのは不可能な話だと思うのですね。ですから、

ある意味ではもう部分的にはあきらめるしかないということですね。 

 それであと、しかし、ミヤマシジミの例、それからオオムラサキなんかもいいかなと思うので

すけど、ギフチョウもやっています。ということで部分的に手を加えれば守られるような種類、

対象の種というか、そういうのも幾つかあると思うのですね。ですから、そういうものをやるし

かないかなというふうに。 

○質問 個別にでしょうか。 

○講師 個別にです。全国的にも、例えばある草原にはヒョウモンモドキとか、名前はそういうこ

となのですけど、いろいろな種類があって、かなり集中的に守ろうとしてやっているところがあ

るのですね。ギフチョウなんかも県外でかなりやっているところがあります。かなり成果を上げ

ているところもあるのですね。ですから、個別にはそういうことでやればいいかなと思いますけ

れども、全体的な多様性を今のものを維持しようとなるとなかなか難しい。生物自体もどうも衰

退の方向に行く種類も中にはあるだろうということで、それを現状維持にすべてしようというの

は、これは難しい問題だなというふうに考えています。 

○質問 特に植物との依存性が高いじゃないですか、静岡の蝶の場合は。 

○講師 そうです。 

○質問 それで今みたいなほとんどのものが外来植物ばかり、その辺の野っ原の植物、そういう状

態で多様性と言われても一体どうしていったらいいのか、昆虫の場合はどうでしょうか。 

○講師 確かにそうですね。富士山などでは昔、火入れをしたり、それこそ草刈りをすごくやった
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りしていたのですね。最近、やらなくなったので多様性が失われてきつつあるので、あそこに火

入れをしようとかというような動きもありますね。ですから、そういう行政も含めて、それから

我々市民というか、ある意味、ボランティア的なこういった活動の中でやっていくしかないかな

というふうに思います。 

○質問 南方系の蝶、例えば増沢先生の話にもナガサキアゲハの例が出たのですけれども、それか

ら先生のお話の中で、ツマグロヒョウモンなんかも南方系の蝶であったと。そういう南方系の蝶

が徐々に東進、ないしは北進してきているというのは、いわゆる地球の温暖化という要因なのか、

あるいは、その種自体の分布域が自然の移動のような形になってきているのか、あるいは、それ

らが総合的に関係し合って移動してきているのか、その辺がどうもすっきりしないのです。先ほ

ど県民の森の話が出ましたが、県民の森のあの管理棟があるところが標高が大体1,400ないし

1,500mあります。あそこに、かつてはいなかったツマグロヒョウモンがいるのですね。あんな

ところにどうしているかということも温暖化の問題だけで考えるとあれは理解できないというふ

うに思ったのですけれども、その辺、いかがでしょうか。 

○講師 そうですね。確かに本当の１つの原因でもってこうなっているとはちょっと思いにくいん

ですね。少なくとも南の蝶が上がってきて、県民の森みたいに高い寒冷なところまで来るという

のは、温暖化というか、それが拍車をかけているというか、それが手伝っているということは間

違いないと思うのですね。だけど、その下地がないとやはりある程度、生息するわけにはいかな

いわけで、県民の森にもスミレがたくさん、昔がどのくらいあったかちょっとわかりませんが、

スミレがいっぱいありますよね。それからマテバシイも昔から植えてはいたわけだけれども、そ

れが何かの具合、温暖化の具合、理由で来て、その下地がもともとあったということも言えます

よね。それから蝶というか、生物自体も多少何か変わっているんじゃないかと、変わりつつある

というかね。という感じもしますし、だから１つの原因でもって言うわけにはいかなくて、やは

りいろいろかかわっているのだなというふうに思っております。 


