
はじめに

シジミチョウ科は日本では5亜科が知られ，そのうちの

ミドリシジミ亜科は20属36種，ゼフィルスと呼ばれるミド

リシジミ類は25種が生息する.群馬県赤城山にはミドリシ

ジミ類が20種生息するとされているが（福田ほか，1983；

布施，1972；群馬県高等学校教育研究会生物部会，1985；

栗田，1993；白水，2006），いずれも最近の状況について

は記されていない．そこで現地調査を行なった結果，12種

のミドリシジミ類の生息を確認することができたので報告

する．

調査方法等

調査は2006年から2009年にかけて群馬県桐生市黒保根町

と同市新里町で，卵・幼虫・成虫の採取により実施した

（なお，調査地域は，黒保根町をA地点，新里町をB地点と

しておく）．卵や成虫の写真と採卵した個体の飼育状況に

ついてはオリンパスデジタルカメラIR-500により撮影し

た．

調査結果

1．各地点の生息確認データ

（1）A地点

・卵による生息確認（2009年3～4月）

ウラミスジシジミ，アイノミドリシジミ，メスアカミド

リシジミ，ジョウザンミドリシジミの4種を確認した．（図

1参照）

・幼虫による生息確認（2006年～2007年）

数回に亘る調査により，上記の卵確認の4種の他にミズ

イロオナガシジミ，ウスイロオナガシジミ，アカシジミ，

ミドリシジミ，ハヤシミドリシジミの5種を確認した．

・成虫による生息確認（2006年）

2006年の調査により上記9種の他にウラゴマダラシジミ

を確認した．

（2）B地点

・卵による生息確認（2006年～2007年）

2006～2007年の調査により，ミズイロオナガシジミ，ミ

ドリシジミ，オオミドリシジミの3種を確認した．（図2参

照；写真は2009年に撮影）

・成虫による生息確認（2008年）

卵確認の3種の他にウラナミアカシジミを確認した．さ

らにアカシジミの蛹も確認した．

採集・飼育の記録データ

調査は幼虫確認から開始したが，2006年にはA地点でミ

ズイロオナガシジミ，アカシジミ，ミドリシジミ，メスア

カミドリシジミ，ジョウザンミドリシジミ，ハヤシミドリ

シジミの6種を採取した（飼育時にミズイロオナガシジミ

とメスアカミドリシジミは他の昆虫による寄生が発生した

ため成虫にはならなかった）．また，2006年夏にはウラゴ

マダラシジミの成虫も採集し，B地点のオオミドリシジミ

の卵と合わせ計8種を確認した．

2007年にはA地点の幼虫調査でそれまで確認できた6種

に加えて，ウスイロオナガシジミを確認した．さらに2008
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年夏にはB地点でウラナミアカシジミの成虫を確認した．

2009年の早春に卵確認による調査を試み，新たにウラミ

スジシジミとアイノミドリシジミの2種（の卵）を採集し，

この時点で生息が確認できたのは12種となった．

このほか，ミズイロオナガシジミ（2007年），ウラナミ

アカシジミとメスアカミドリシジミ（2009年）の飼育によ

るデータや写真を確保した．

飼育時には，孵化や羽化の様子を撮影し，その一部を図

版にまとめた．その過程において，蛹の外観の変化につい

ての観察により，以下の知見を得た．

羽化間近になると蛹全体が黒味を帯び，次第に翅の色が

透けて見えることまでは知られている．しかし種によって

は羽化の1時間ほど前には翅の色が見えにくくなり，蛹の

殻の乾いた色が目立つようになる．この変化については，

ウラミスジシジミについて図版に写真を掲載した．ただし，

アイノミドリシジミのオスの観察1例においてはこの状態

が不明確であった．種によってこの変化が表われにくい可

能性があり，さらに確認を必要とする．

まとめ

2006年から2009年の調査により，赤城山東部地域で生息

を確認した種は，以下の通り計12種である．これらの成虫

写真（主に標本）については，図版にそのデータとともに

掲載した．

考　察

過去を含めての生息種の記録がみられるが（福田ほか，

1983；布施，1972；群馬県高等学校教育研究会生物部会，

1985；栗田，1993；白水，2006），今回は最近の状況を把

握しようとした試みの中間報告としてまとめた．

今回の調査を開始するにあたっては，調査地域の多くの

面積にスギが植林されているため，生息種は10種に及ばな

いことも想定していた．しかし，2009年の時点で，特に生

息の可能性が低いと思えたウスイロオナガシジミ，ウラミ

スジシジミ，アイノミドリシジミやハヤシミドリシジミに

ついても確認され，12種を記録することができた．このこ

とは，赤城山において，地域が限定されてはいるものの，

まだ樹種や自然環境が豊かであることを物語っていると考

えられる．

なお，調査を継続すれば，記録のある未確認の数種につ

いても生息が確認できる可能性がある（福田ほか，1983；

布施，1972；群馬県高等学校教育研究会生物部会，1985；

栗田，1993；白水，2006）.特に確認が困難と思われるム

モンアカシジミ，クロミドリシジミ，ウラジロミドリシジ

ミ，フジミドリシジミなどは，今後も情報を収集しながら

調査を継続したいと考えている．
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図2 B地点にて採集したミドリシジミ類の卵
左からミズイロオナガシジミ，ミドリシジミ，オオミドリシジミ

図1 A地点にて採集したミドリシジミ類の卵
左からウラミスジシジミ，アイノミドリシジミ，メスアカミドリシジミ，ジョウザンミドリシジミ



155赤城山東部におけるミドリシジミ類の生息調査と飼育結果

引用文献

福田晴夫・浜　栄一・葛谷　健・高橋　昭・高橋真弓・田中　蕃・田

中　洋・若林守男・渡辺康之（1983）：原色日本蝶類生態図鑑（Ⅲ）．

保育社，p.87-176.

布施英明（1972）：群馬の蝶．煥乎堂，p.218-219.

群馬県高等学校教育研究会生物部会「群馬県動物誌」編集委員会

（1985）：群馬県動物誌，群馬県：295-296.

栗田貞多男（1993）：ゼフィルスの森．クレオ，p.135-147.

白水　隆（2006）：日本産蝶類標準図鑑．学習研究社，p.91-124.

表1 赤城山東部のA・B地点にて確認したミドリシジミ類（欄内表記は確認時の形態）；最初に確認した時期を記載

場所 2006年 2007年 2008年 2009年
 ウラゴマダラシジミ

A地点 成虫
 

Artopoetes pryeri MURRAY

ミズイロオナガシジミ A地点 幼虫 
Antigius attilia BREMER B地点 卵
 ウスイロオナガシジミ

A地点 幼虫 
Antigius butleri FENTON

 ウラミスジシジミ
A地点 卵 

Wagimo signata BUTLER

 アカシジミ A地点 幼虫 
Japonica lutea HEWITSON B地点 蛹
 ウラナミアカシジミ 

Japonica saepestriata HEWITSON
B地点 成虫

 ミドリシジミ A地点 幼虫 
Neozephyus taxila japonicus MARRAY B地点 卵
 アイノミドリシジミ

A地点 卵 
Chrysozephyrus aurorinus OBERTHUR

 メスアカミドリシジミ
A地点 幼虫 

Chrysozephyrus smaragdinus BREMER

 オオミドリシジミ 
Favonius orientalis MARRAY

B地点 卵

 ジョウザンミドリシジミ
A地点 幼虫 

Favonius cognatus STAUDINGER

 ハヤシミドリシジミ
A地点 幼虫

 
Favonius ultramarinus hayashii SHIROZU
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図版1 卵採取後，室温飼育したウラミスジシジミの若令幼虫から羽化の詳細

孵化後　約10日の若令幼虫 3令幼虫 終令幼虫

蛹化場所に落ち着いた
成熟終令幼虫

蛹化前日の前蛹 蛹化直後
（孵化後室温飼育約1カ月）

蛹化後約1週間 羽化の約10時間前
羽の色が見える

羽化の約80分前
蛹殻の色が強くなる

9時05分00秒
背が割れ羽化開始

9時05分12秒
脚が出る

9時05分20秒
翅が出る

9時05分24秒
殻から完全に脱出

9時06分14秒
足場を求め歩き回る

9時06分22秒
なお歩き続ける

9時10分18秒
歩き回るうちに翅が伸びだす

9時11分
羽を伸ばす場所を決め静止

11時03分
翅が固まりほぼ飛べる状態
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図版2 卵採取飼育した他の3種

孵化

1 メスアカミドリシジミ

2 アイノミドリシジミ

3 ジョウザンミドリシジミ

15日目　3令幼虫 15日目　終令前幼虫

24日目　♂蛹化直後 ♀蛹 蛹化17日後♂羽化

4日目　若令幼虫 8日目　3令幼虫 15日目　終令幼虫

17日目　蛹化直後 ♂蛹 蛹化17日後♀羽化

孵化の瞬間 11日目　3幼虫 19日目　終令幼虫

24日目　蛹化直後 ♀蛹 蛹化20日後♀羽化
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図版3 赤城山東部で確認した12種の成虫写真とデータ

ウラゴマダラシジミ
2006年7月22日　A地点にて成虫採取

ミズイロオナガシジミ
2007年5月5日　A地点にて幼虫採取

ウスイロオナガシジミ
2007年5月12日　A地点にて幼虫採取

ウラミスジシジミ
2009年3月21日　A地点にて卵採取

アカシジミ
2007年5月12日　A地点にて幼虫採取

ウラナミアカシジミ
2009年6月7日　B地点にて野外撮影

ミドリシジミ♀
2008年5月18日　B地点にて幼虫採取

ミドリシジミ♂
2006年6月25日　A地点にて幼虫採取

アイノミドリシジミ♀
2009年4月28日　A地点にて卵採取

アイノミドリシジミ♂
2009年4月28日　A地点にて卵採取

メスアカミドリシジミ♀
2009年3月13日　A地点傍にて卵採取

メスアカミドリシジミ♂
2009年7月4日　A地点にて成虫採取

オオミドリシジミ♀
2007年11月　B地点にて卵採取

オオミドリシジミ♂
2007年11月　B地点にて卵採取

ジョウザンミドリシジミ♀
2009年4月28日　A地点にて幼虫採取

ジョウザンミドリシジミ♀
2006年7月22日　A地点にて成虫採取

ハヤシミドリシジミ♀
2007年4月29日　A地点にて幼虫採取

ハヤシミドリシジミ♂
2006年５月20日　A地点にて幼虫採取


