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茨城県自然博物館第�次総合調査報告書

はじめに

　阿武隈山地南部，久慈郡里美村岡見の三鈷室山を源

とする大北川の上流は高萩市に流れ花園山栄蔵室から

の水量を山腹の柳沢で合せて南下する．一方，高萩市

上君田の根岸川や滝の倉川を集めた宿川は下君田集落

辺りで北から大北川に合流する．この大北川は曲折を

繰り返しながら東進し，小山では小山川，横川では横

川川を合せ北茨城市の山間を走りながら四季変化に富

んだ渓谷美を見せる．やがて清流は平地に流れ，下流

域で花園川等を合して太平洋に注ぐ（ふるさといばら

きの山　編集委員会，������　山本，����）．

　こうした阿武隈準平原の残丘とされる花園山（����

�），栄蔵室（�������），三鈷室山（�������）等の東斜

面を源流域とする水系の源流周辺には，亀谷地湿原，

岡見湿原，それに滝の倉湿原と呼ばれる，それぞれの

面積が数ヘクタール程度の湿原が散在している．ま

た，残丘の間には分水嶺からの水を集め東進，または

南下して深い谷を刻む渓流や山間の小河川が流れ潤す

盆地がいくつも存在している．

　北茨城市，高萩市，里美村に関わる山地の昆虫類の

研究史は半世紀以上の歴史があり，高萩市，里美村で

はそれぞれ行政体による調査結果を収録した自然誌が

発行されている．（広瀬，����，�����，�������　沼田ほ

か，������　高萩市，������　日置・広瀬，������　大津，

������　茨城県環境局，������　高萩市教育委員会，�������

山本，������　里美村教育委員会，������　茨城生物の

会，������　茨城県生活環境部，������　茨城県，������　

茨城県，������　浜島ほか，����）

　今回の調査地，高萩市上君田滝の倉湿原は，東経

���°��′��″，北緯��°��′��″の上君田集落の凡そ����

北西に位置し，標高は���～�����の中間湿原であ

る．

　この地の植生についての調査は����年代に開始さ

れ，総合的な報告書，「高萩の植物」は，「上君田から

里美村方面に入った大北川の源流に約���の広がりを

もつ湿地が開け，そこにサギスゲやミツガシワのかな

り大きな群落が見られる」と解説し，����年�月の調

査で，ノハナショウブ等��種の湿地性の植物名を挙

げ，湿地に侵入してきている樹木としては，ヤマハン

ノキ，ノリウツギ，アカマツ，リョウブ，スギ，ヒノ

キ，ミズキ，クマシデを指摘し，湿地内に小高い場所

もあることを記録している（高萩市，����）．また，地

元の植物研究者の大津直光は，湿地に小さな流れが

あって，沿岸の流れにはサギスゲ，ミズチドリ，トキ

ソウ，ミツガシワなどの植物を見てる（大津，����）．

　滝の倉湿原を含む高萩市，それに北茨城市と里美村

といった福島県境に座する県北山地の昆虫相の究明，

なかでもトンボ類の調査研究は����年代後半から廣

瀬によって開始され，終戦間もない北茨城市花園山の

亀谷地湿原のハッチョウトンボ（広瀬，����），やがて

����年代には里美村岡見湿原一帯でもハッチョウト

ンボ等（沼田ほか，����）の記録が続いた．高萩市で

は����年から�年間，総合的な動物調査が実現し，報

告書「高萩の動物」において，トンボ目昆虫は��科

��種が記録された（高萩市，����）．その資料の中で

は，トンボ類の記録地として大字名で上君田と記され

た種数は��種であった．

　����年代後半から広く県北山地の森林伐採は進行

し，山間には整備された林道が走り，木材搬出用の周

辺道路は舗装され，水源地や沢は荒れ果ててしまっ

た．森林伐採に伴う源流域の水の枯渇が問題になり，

それは直接的に山間の湿原の乾燥化をもたらし，湿地

性植物の減少という面で問題化し，同時に動物相も急

速に攪乱され，単純化の方向を示した．花園山亀谷地

湿原の大半は林道が横断して乾燥化の結果，その地の

一部に他の地から水生植物が移植されて公園化されて

しまった．周囲三方の森林が伐採されてしまった岡見

湿原は，全体的にガマ等の大型植物の繁茂する場所と

なり，水域は林縁に僅かに残る状態である．この両地

においては，水生動物であるトンボ類の生息は湿原乾

燥化の影響を受けて貧弱化してしまった．

　亀谷地湿原や岡見湿原と異なり湿原植生の安定度が

高いと評価されている滝の倉湿原の動物相の現状はど

うか，����年�月から����年�月まで，高萩市上君

田滝の倉湿原，それに北茨城市，里美村の山間の湿原

や水系のトンボ類を調査した．

阿武隈山地高萩市上君田
滝の倉湿原のトンボ

茨城県北東地域の昆虫類

茨城動物研究会



調査地および記録の方法

　����年春から����年早春までの�年間の調査期間

中，延べ��日を調査に当てた．調査地点は，北茨城市

では花園山周辺，花園川，和尚山麓を流れる四時川沿

岸，高萩市では上君田地区と花貫川沿岸，それに里美

村の里川流域であったが，主力は上君田滝の倉湿原に

向けた（図���）．

　主として調査区域の森林，路上，河川，池沼，湿原，

休耕田，市街地等を歩き，聞き込みによる情報を確認

する作業も続けた．野外にあっては，目視によってト

ンボ目昆虫の種の同定を行い，個体数を数え，生態的

な観察内容を記録し，同時に写真記録も残した．目視

による調査でも小型種においては，可能な限りにおい

て，幼虫・成虫ともに採取しての同定を行い，調査の

正確さを期したが，確認後は一部を除いて，その場で

解放した．

　滝の倉湿原においては，春，夏，秋の各季節毎に�

回の調査を実施し，成虫は原則として湿原内のルート

センサスにより，調査時間は�時間に限定した．幼虫

は経�����の丸網を用い，停水域，流れ，湿原周囲を

流れる渓流にあっては幼虫の生息に適したと思われる

水域を探り，種名，個体数を集計した．さらに，岸辺

等では羽化殻の採集も行った．

調査結果

　過去の文献上の記録や今回の実地調査の成果を基に

集計すると亀谷地湿原，岡見湿原，それに滝の倉湿原

で確認できたトンボ目昆虫の種は表�のようになる．

動 物
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図��．�滝の倉湿原内の流れ．伸び上った
ミツガシワの茎，水温１０度．２００２
年４月２２日撮影．

図��．�滝の倉川．ヒガシカワトンボの幼
虫が生息し，ムカシトンボが探雌
飛翔する細流．２００２年４月２２日撮
影．

図��．滝の倉湿原盛夏．湿原内の流れは繁茂する草で覆われ
てしまう．２００２年８月１日撮影．

図��．�滝の倉湿原初冬．枯れ草の中に流れが再現する．ここ
にハッチョウトンボやオゼイトトンボの幼虫が生息す
る．２００１年１１月２３日撮影．
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茨城県北東地域の昆虫類

�表 ��．　阿武隈山地湿原のトンボ類目録．

調査地
学名　　　和名

岡見亀谷地滝の倉

�������　トンボ目

���������	　イトトンボ科

●●○���������	��
����	��　モートンイトトンボ

○�������	
	��	���	　アジアイトトンボ

●○○�������	��
�����　オゼイトトンボ

��������　アオイトトンボ科

●○○��������	���
����　オツネントンボ

○●�������	��
���������　ホソミオツネントンボ

●○����������	�
　アオイトトンボ

●�����������	
���　オオアオイトトンボ

�������	
����　カワトンボ科

○●�������	
���	�����　ミヤマカワトンボ

●●○�������	
�������������　ヒガシカワトンボ

�����������	
�　ムカシトンボ科

●○○��������	�
　���������　ムカシトンボ

�������	
　サナエトンボ科

●●��������	
�������　ミヤマサナエ

●●○��������	
������	
������　モイワサナエ

●●○��������	
�
��　ダビドサナエ

●○��������	
������　クロサナエ

●●○�������	
������　ヒメクロサナエ

●��������	
������������
�　ヒメサナエ

�������	��　ヤンマ科

●●○��������	��
������　ミルンヤンマ

●����������	
������　カトリヤンマ

●○○�������	
�����　ルリボシヤンマ

●●�������	�
�������　オオルリボシヤンマ

�������	
�����
�　オニヤンマ科

○○○���������	
���	�����　オニヤンマ

���������	
　エゾトンボ科

●●○��������	�
���
���������
��
���　オオエゾトンボ

●●��������	�
�������　タカネトンボ

������������　トンボ科

○●○���������	
��������	��������　シオカラトンボ

●○○���������	
�������	
�������　シオヤトンボ

○○○���������	��
�������	�����
�　オオシオカラトンボ

●○○���������	��
����　ハッチョウトンボ

○●�������	�
��������	�
����	�　ミヤマアカネ

○●○�������	�
��������	�　ナツアカネ

○○○�������	�
����	��　アキアカネ

○�������	�
����		�　ヒメアカネ

●○�������	�
�����	�
�����	�　マユタテアカネ

○○○�������	�
��	����	�　ノシメトンボ

○�������	�
������	�
������	�　ネキトンボ

●●○�����������	
��
��　ウスバキトンボ

������種合計数

����年までの記録種で，調査期間中確認できた種　○，確認できなかった種　●．



　亀谷地湿原においては，過去に確認され記録のある

種��の中で��種が確認でき，渓流性のサナエトンボ

類はすっかり姿を消し，オゼイトトンボ，ハッチョウ

トンボ等は湿原の西南部に残る水域に生息が限定さ

れ，ムカシトンボにしても湿原上を飛翔することはな

くなってしまった．また，調査期間中に確認できた種

の全ての個体数が減少しているという印象をうけた．

岡見湿原においても同様な減少傾向を示し過去の記録

種��種の中で�種確認という結果であった．岡見一

帯の渓流を伴う水域を特徴づけたサナエトンボ科，ヤ

ンマ科の全ては消えてしまった．

　滝の倉湿原においてはトンボ目�科��種が記録で

きた．この種数は，同時に調査した亀谷地湿原，岡見

湿原の過去の記録種数には及ばないにしても，現存の

種類数では両地を遥かに凌駕しており，両地より湿原

の水環境が比較的良好であることを示す種数であろう．

滝の倉湿原のトンボ

　調査期間中に確認できた全種についての解説は，採

集または観察の記録例とこの湿原での生態的な特色の

記述，その他の順である．

イトトンボ科　���������	

�（�）�モートンイトトンボ　���������	��
����	��

������������	♂�♀

　体長��～�����，後翅長��～�����，小型のイト

トンボで湿地にできた小面積の池や水溜りの水面上に

�月下旬から�月上旬まで見られる．雌の体色は成熟

に伴い橙色から汚れた緑色に変化する．午前中に交尾

後，雌は単独で水中の植物体組織に産卵する．亀谷地

湿原，岡見湿原共に湿原の乾燥で姿を消した．茨城県

では広く山間の湿地に生息しているが個体数は多くな

い．

�（�）�アジアイトトンボ　�������	
	��	���	

��������		���♂�♀

　体長��～�����，後翅長��～�����，低地の池沼

においては普通種で，春�月から姿を見せるが，標高

�����のこの湿原では�月上旬，浅い池の水辺で羽化

直後の個体を見る．現在まで，茨城県において，本種

の生息が確認できた最高標高地である．湿原内，個体

数は少なく，成虫は茂った草の間を弱々しく飛び，落

下するようにしてスゲ類などの草の蔭に姿を消してし

まう．交尾，産卵ともに確認していない．雌は未熟な

期間，体色は朱色を帯び，成熟すると緑色に変る．雄

には体色の変化は見られない．年�回の発生であろう．

�（�）�オゼイトトンボ　�������	��
�����（図�）

���������		��
♂�������������		��
♂�♀

　体長��～�����，後翅長��～�����，本州東北部

から北海道に分布する我が国固有種で，尾瀬ヶ原産の

個体を基に記録された．北関東地方では山間の湿原に

生息し，出現期間は短く個体数も多くない．県内では

広く低地から山間の湿原に生じた湧水や滲出水を集め

た浅い止水域に生息している．日当りの良い湿原内の

水域，水面から突き出すように伸びたスゲの茎先など

に静止して餌を待つ雄は，時には水面上を低く飛んで

雌を探す．成熟時には水面上に雄雌複数の個体が見ら

れる．交尾は晴れた日の午前中に済み，すぐさま，連

結した状態で，水中に浸る植物体の組織内に産卵を開

始する．幼虫は浅い水中に住む．スゲ類の根や茎に掴

まる成熟した個体を観察できた．本県においては，阿

武隈山地，鶏足山塊，さらに平野部では東茨城台地，

那珂台地，海岸線では日立市，ひたちなか市等の小さ

な池沼，湿原，休耕田跡と広範囲の記録があり，筑波

山塊の山麓部の湿原にも生息が確認でき，この筑波山

一帯，八郷町の生息記録地が東日本，太平洋岸の南限

地となっている（図��）．

アオイトトンボ科　��������

�（�）�オツネントンボ　��������	���
����

　��������		���♂

　体長�����，後翅長�����，我が国に生息する成虫

で越冬するトンボ�種の中では越年トンボとして周知

されている種であるが，����年代以降，北関東の本県

においては暖地性の越冬トンボであるホソミオツネン

トンボの北上に伴う生息地の拡大によってか，本種の

動 物
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図��．�オゼイトトンボ．連結して植物組織内に産卵する様
子．直立して警戒中の雄は産卵行動を妨害する雄の接
近を許さない．２００２年６月２２日撮影．



生息域は全県的に縮小してしまった．亀谷地湿原，岡

見湿原共にホソミオツネントンボと共存していたかに

見えたが，現在は亀谷地では本種，岡見ではホソミオ

ツネントンボが見られ，越年性トンボは単一種のみが

見られるようになった．滝の倉湿原においては夏を越

した未熟な成虫を林縁で記録しただけで，越冬生態や

春の出現期の行動等は観察していない．池沼性の幼虫

であり，高地の記録としては阿武隈山地の生息地とし

ては最高地点と見ている．

�（�）�アオイトトンボ　����������	�


　�������������♀

　体長�����，後翅長�����，�月中旬に浅い止水域

で羽化し，すぐさま湿原から周辺の森林に移動して摂

食，成熟を待ち，夏期，�月，夏草の繁茂する水辺に

戻る．アオイトトンボ科の代表種で成熟すると雄は体

に白い粉を付けるが，雌は目立たない．雌雄連結して

水辺の植物の組織内に産卵する．関東地方以北の山地

の池沼に広く分布するが，関東以南では低地にも出現

する．

カワトンボ科　�������	
����

�（�）�ヒガシカワトンボ　�������	
��������������（図�）

　�����������	�
♂�♀���������	

	��♂

　体長��～�����，後翅長��～�����，カワトンボ

科の代表種であるが，阿武隈山地ばかりか，県内，全

ての既知の生息地で個体数の減少傾向を示している．

滝の倉湿原においては，西南の周縁部を流れる滝の倉

川支流の流れは清澄，底は砂泥質，岸辺にシダ類，カ

ヤツリグサ類．距離にして，�����，川幅���の流路は

曲折し，川底に潜む幼虫の観察は可能である．成虫

は，阿武隈山地の南部，日立市小木津山における羽化

時期より２ヶ月ほど遅れて�月下旬に羽化し，�月上

旬に没姿する．雄は全て透明翅型で，体型は平地産の

個体に比していくぶんか小型である．阿武隈山地の生

息地では標高�����のこの流域が生息高度の限界値で

あろう．

ムカシトンボ科　�����������	
�

�（�）�ムカシトンボ　��������	�
���������

　��������	
���♂����������		��
♂�����������		��
♀

　体長��～�����，後翅長��～�����，幼虫は湿原

からの水量を集めて流れる渓流の源流域の川底の落枝

や落葉，石の下などに生息する．幼虫期間は長く�～

�年であろうと推定されているが，本県での正確な期

間は明らかでない．東茨城郡御前山付近より遅れるこ

と�ヶ月，�月中旬に羽化し，�月下旬には姿を消す．

通常，湿原上に飛来することなく，日中，湿原周辺の

森林の下，薄暗い流れの周辺を低く飛ぶ．時には湿原

周辺の林道上を高く飛び，複数個体が活発な摂食行動

を見せる．滝の倉川では標高�����辺りの流域でも相

当数の個体の観察は可能である．

サナエトンボ科　�������	


�（�）�モイワサナエ　��������	
������	
������	（図�）

　��������	

���♂�����������		��
♂

　体 長��～�����，後 翅 長��～�����，小 型 な

��������属の渓流性の種で，梅雨期，湿原周縁部の林

のリョウブ等の葉に静止している未熟個体が見付か

る．幼虫は渓流に生息し，成虫は羽化後，湿原を取り

巻く林内で成熟を待つが，時には湿原にも飛来する．

湿原内の細流が水量豊富であった����年�月�日の

記録では，羽化直後の雄を湿原に立つヤマハンノキの

葉で見ているので，そうした流域の生息もあろう．北

方系の種で，東北地方，北海道に分布，茨城県では北

部山地のみに生息し，高萩市，里美村，大子町を結ぶ

－　���　－

茨城県北東地域の昆虫類

図��．�ヒガシカワトンボの雄．２００１年７月２２日撮影． 図７�．�２０年前，１９８３年５月２２日撮影のモイワサナエ雄．



地域は分布の南限帯に当る．

�（�）�ダビドサナエ　��������	
�
��

　����������	��♂�♀

　体長��～�����，後翅長��～�����，本県では低

地から山地に掛けて河川の上流域に生息する渓流性の

種で，この属の中では個体数は多い．滝の倉湿原周辺

の渓流では�月下旬から羽化が始まり，未熟個体は雌

雄とも流れ附近の石の上や周辺の植物体に静止してお

り，風やその他の刺激で飛翔して存在が明らかにな

る．成熟した成虫は流れ付近で，流れの一部分を占有

する習性があって，日中，良く飛翔するが，雌にはそ

うした行動は見られない．��������属では最も遅く，

通常�月上旬まで見られる．

�（��）�クロサナエ　��������	
������

　��������	

���♂

　体長��～�����，後翅長��～�����，山間の渓流

の源流域に生息し，幼虫は河床の砂や小石の下に潜

む．�月下旬に羽化直後の個体を湿原の周辺の林で見

るが，数時間後には流れから離れ林間で暮し，時には

林道や湿原内の裸地に静止している．成熟すると流れ

に戻り，ムカシトンボと生息場所を同じにする．この

属のトンボは同一場所に多産することはなく，湿原一

帯で�日に観察できた個体数は皆一桁で少ないが，ダ

ビドサナエ，クロサナエ，モイワサナエの順になった．

�（��）�ヒメクロサナエ　�������	
������

　������������	♂

　体長��～�����，後翅長��～�����，河川の源流

域からそれに続く流れ周辺に見られるサナエトンボの

�種で形態的にダビドサナエ属に類似するが胸側の黒

条の形で容易に区別できる．�月下旬から�月上旬ま

で湿原を囲む森林内，薄暗い渓流付近の樹木の小枝や

葉の上に静止しているが，時には太陽の当る流れの中

ほどに突き出た岩石上にも見られる．個体数は多くな

く�日に�～�頭を数えるくらいで，配偶行動や産卵

行動は観察していない．

　滝の倉湿原で観察記録できたサナエトンボ科の�種

は全て我が国固有種であって，山地渓流性，年�回，

梅雨期前後に発生の小型種である．過去，ヒメサナエ

を除いては亀谷地湿原や岡見湿原にも生息し，滝の倉

湿原では未発見のミヤマサナエ初め�種が梅雨期を挟

んで発生し，山間の源流域でムカシトンボと共にその

姿を見せていた．こうした固有種の減少の原因の一つ

は，湿原周辺の森林の皆伐ばかりか森林経営状態が悪

化し，手入れがよくなく荒れ果てた林床が生じた結果

として源流域の乾燥化が流れ全体の流量の減少をもた

らし，成長に従って瀬を流下し，淵に滞在して捕食を

繰り返すであろうサナエトンボ類幼虫の生活様式を完

成させなくなってしまったようだ．

ヤンマ科　�������	��

�（��）�ミルンヤンマ　��������	��
������（図�）

　��������		���♂�♀

　体長��～�����，後翅長��～�����，胸部に続く

腹部が著しくくびれ，体型が細型のヤンマである．茨

城県では晩夏から晩秋まで森林が発達している低山地

から標高�����を超す山地まで広く山間の流れ周辺に

発生する．滝の倉湿原においては，日中は薄暗い流れ

の周辺を低く飛んだりするが，すぐに小枝等に静止し

たりして目立たないが，夕刻，地上���ほどの空間を

旋回飛翔したりする．秋期には成熟し森林内で暮す．

雌は流れの上に倒れ水中に浸る朽ちた樹木の表皮等に

単独で産卵する．幼虫は�年中，成長が各段階の個体

が同所から見出されることもある．本種も日本特産種

である．

�（��）�ルリボシヤンマ　�������	
�����

　��������		���♂

　体長��～�����，後翅長��～�����，最終氷期の

後の温暖化によって山間の高地の湿原に残された北方

系のヤンマの�種．幼虫は湿原内に生じた浅い池や水

溜りに生息し，成虫は�月下旬に羽化後，付近の林内

に移動し，ミズナラ等の小枝や葉に静止していること

が多い．日中，周辺を飛ぶ小型昆虫類を摂食，�月上

旬，成熟後は，湿原に戻り，雄は低空飛翔を続け，雌

を求める．交尾後，雌は湿地や岸辺の軟弱な土，また

はコケ類，水中の植物組織内に産卵する．茨城県では

動 物

－　���　－

図��．�ミルンヤンマの羽化殻．２００１年８月１日撮影．



近似種のオオルリボシヤンマよりは記録地が少なく，

高標高の湿原等に見られる．

オニヤンマ科　��������	
�����	�

�（��）�オニヤンマ　���������	
���	�����（図�）

　�����������	��♂���������		���♂�♀

　体長��～������，後翅長��～�����，我が国産

のトンボでは最大級の種．特に雌は大型で腹部は肥大

する．雌の四翅の基部が黄色化する個体もある．����

年には，�月中旬に羽化直後，流れから林内に移動の

姿を見たが，日立市等の平地よりは�ヶ月の遅れであ

る．�月下旬には姿を消してしまう．調査地では，主

として湿原に至る峠の林道上を往復飛翔して活発に摂

食するが，時には湿原上を低く飛ぶ．交尾は晴れた日

の午前中，樹上で行われる．その後，雌は単独で，体

を水面に垂直に立てる特異な姿勢で砂泥質の浅い川底

に腹部先端部を突き刺すようにして産卵を繰り返す．

幼虫は�年中，成長の各段階のものが川底の砂の中か

ら見出される．阿武隈山地に広く生息し，周知の大型

トンボの代表である．

エゾトンボ科　���������	


�（��）�オオエゾトンボ　

��������	�
���
���������
��
���（図��）

　�����������	�	♂�♀

　体長��～�����，後翅長��～�����，濃い金緑色

の地肌に黄色の帯が入る色彩が美しい中型トンボで，

雌雄とも�月上旬から�月下旬まで湿原を囲む森林内

を流れる河川周辺を飛ぶ．林内で���位の空間を舞い

ながら摂食する．晩夏，成熟した雌雄は明るい湿原の

流れ周辺の草地付近に戻り，交尾．雌は浅い水面を腹

部先端で打ちつけるようにして産卵する．成熟前の幼

虫は水草の間に潜み発見は至難である．羽化は早朝，

日の出前後，風の静かな時間帯に行われる．茨城県の

低地では同属のハネビロエゾトンボと混生した場所も

あったが，現在，本種は八溝山系や阿武隈山地では，

より高度な湿原周辺で記録されている．����年代，亀

谷地湿原，岡見湿原，共にエゾトンボ属の安定した生

息地として注目されたが，環境変化で姿は消えた．滝

の倉湿原周辺の記録はいつまで続くであろうか．

トンボ科　������������

�（��）�シオカラトンボ　���������	
��������	��������

　�����������	��♂���������	

	��♂�♀

　体長��～�����，後翅長��～�����，中型のトン

ボで，日立市等の平地では年�回の発生を見るが，滝

の倉湿原では年�回のようで�・�月以外には成虫を

見ていない．羽化後，未熟な成虫は直ちに周辺の林内

に移動し，湿原に戻るのは凡そ�月経った成熟後であ

る．本県においては低地の温暖な池沼から山間の湿原

にある厳冬期は凍結する浅い水溜りにまで，高度差に

して�����もある水系に安定した生息状況を見せるト

ンボの種数は少なく，本種はその代表種である．どう

した生存の戦略がそうした生態を見せるのか，普通種

であっても解明されていない．

�（��）�シオヤトンボ　���������	
�������	
�������

　���　��．����　�♂�♀

　体長��～�����，後翅長��～�����，腹部が太く

短かで，未熟時，雌雄共にムギワラトンボ型の色彩を

示す．シオカラトンボ属にあってはやや小型の種だ．

－　���　－

茨城県北東地域の昆虫類

図���．�羽化直後のオオエゾトンボの雌．����年�月��日
撮影．

図��．�オニヤンマの羽化殻．２００１年８月
１日撮影．



北関東においては，����年代までは普通種であった

が，近年，急速に姿を減じてしまった．低地において

は春�月下旬から�月中旬まで見られる湿地性のトン

ボである．県内では，高地の記録になるであろう滝の

倉湿原では出現が遅く，�月になって未熟な個体を草

地や周辺の林道上で見る．個体数は少なく，幼虫は見

ていない．

�（��）�オオシオカラトンボ

���������	��
�������	�����
�

　�����������	�	♀�����������		��
♂

　体長��～�����，後翅長��～�����，シオカラト

ンボ属にあっては大型種．県内，広く低地から山間の

湿原の細流，水田とその用水路，池沼，溝等に生息し，

幾分か腐水であっても生活史を完成させる．羽化後，

未熟な個体は湿原から離れ，林内で暮し，成熟後は湿

原内の木立，ヤマハンノキやアカマツの枝に静止し

て，縄張りを形成する．交尾後，湿原にできた開放的

な水面に雌単独で産卵を続け，雄はその上空にあって

産卵を警護する．

�（��）�ハッチョウトンボ　���������	��
����（図��）

　�����������	�		♂�♀�����������		���♂���������	

	�

�♂

　体長��～�����，後翅長��～�����，世界最小型

種の一つ．我が国においてはトンボ科の種では最小で

ある．体の地色は，雄では成熟するにつれて橙黄色か

ら前胸部の一部を黒く残して全体が赤化し，雌は淡黄

色で，腹部に明瞭な縞模様がある．茨城県では，一般

的には，�月下旬から羽化が見られ，�月まで姿を見せ

る．本県の生息環境は，低地から山地に掛けて太陽の

直射する亀谷地のようなミズゴケ湿原を典型としなが

らも，友部丘陵周辺のように湧水によって生じた小面

積の湿地，水戸市周辺に残るため池を伴う草丈の低い

湿原の水溜り，筑波山麓の休耕田や数年放棄された水

田の水溜り，笠間市から真壁町・つくば市に掛けての

採石場跡にできた浅い水溜り，それに，東海村に見る

海浜近くの湧水を伴う細流の岸の湿地等，多様な水環

境下に本種は生息していた．このように，生息環境に

安定した水の補給があった各地，県央部から県北部の

各地では生息が確認できたが，ここ��年間，人為的な

生息地の水環境の変化によって生息地の多くが失われ

てしまった．阿武隈山地においても湿原の乾燥化の進

捗によって亀谷地湿原，岡見湿原ともに，本種は絶滅

寸前である（図��）．現在，安定した生息環境が保証さ

れている滝の倉湿原においてはトンボ目昆虫の代表種

であり，�月上旬から湿地性植物ミツガシワの蔭を軽

快に飛翔したり，サギソウの細い葉先に止っている．

�（��）�ナツアカネ　�������	�
��������	�（図��）

　�����������	�
♂�♀��������	��

���♂�♀���������

������♂�♀

　体長��～�����，後翅長��～�����，中型のアカ

ネ属のトンボで，�月から�月まで湿原に見られるが，

この地は幼虫の生息環境ではなく，夏期，草原で他の

アカネ属トンボと共に摂食活動で過ごし，成熟を待

つ．秋，山麓等の低地に戻る種であろう．草地よりは

樹木の蔭など半日陰の部分に多く見られ，湿原では成

熟して，全身が真っ赤になった個体を見ていない．

動 物

－　���　－

図���．�成熟したハッチョウトンボの雄．
２００２年６月２２日撮影．

図���．�ナツアカネの雄．２００１年９月２５日撮影．



�（��）�アキアカネ　�������	�
����	��

　���������		���♂�♀��������	��

���♂�♀��������	�

������♂���������	

	��♂�♀���������	

	�	♂�♀

　体長��～�����，後翅長��～�����，中型のアカ

ネ属トンボの代表種．県内では最も普通に見られる種

である．滝の倉湿原で記録できた成虫は全て羽化後，

数日かそれ以上経過し，橙色の体全体は強固になって

はいるが性的には未熟個体であった．調査期間中，晴

れた夏の日には，午前中は湿原の植物体上に静止して

いるが，正午前後に飛翔を始め，湿原の���ほど上空

を群れて飛ぶが，午後�時過ぎには，また，低空を飛

び，夕闇の時刻に湿原の植物体に止る．����年��月，

残存する個体を見た．これらの個体が，通説のよう

に，山麓の水田，池沼等の止水系から森林を上り最高

地点の湿原まで往復するという生態に関しては確認で

きていない．ただ，山に上っても山麓に下れない個体

があることなどは阿武隈山地の湿地等で何例も見てい

る．季節的な移動をしない本種がいるかどうか，それ

に山上の池や水溜りに産卵，翌年，次世代の発生は予

想できるだろうが，実証されていない．これらは普通

種であっても未解決の生態上の問題であろう．

�（��）�ヒメアカネ　�������	�
����		�

　���������		
��♂�♀

　体長��～�����，後翅長��～�����，アカネ属ト

ンボにあっては小型種である．滝の倉湿原の最南部で

秋季にのみ成熟個体を見たが，その後の生態的な観察

知見はない．亀谷地湿原，岡見湿原からも記録はな

かった．茨城県では県央部から県北部に掛けて低山地

の明るい湿原各所に生息が記録されている．日立市小

木津山の観察例では，羽化後，その水辺から離れて湿

原や林間の草地に移動，そこで暮し�月下旬の成熟を

待つ．

�（��）�マユタテアカネ　�������	�
�����	�
�����	�

　��������		
�
♂�♀

　体長��～�����，後翅長��～�����，成熟すると

雄の体色は赤化するが，雌は橙色のままである．真正

面から見ると，雌雄ともに頭部に眉斑がある．雌の翅

端部に黒褐色斑のあるものと付けないものがあるが，

滝の倉湿原では有斑であった．やや薄暗い林縁のコア

ジサイの小枝や草の上に止る習性がある．幼虫は止水

にも緩やかな流れにも生活でき，水底に潜む．茨城県

では産地の記録数が減少気味である．

�（��）�ノシメトンボ　�������	�
��	����	�

　�����������	�
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　体長��～�����，後翅長��～�����，翅端に黒褐

色の斑紋がある．アカネ属にあっては大型種．本県で

は，����年代後半から急速に数を増し，個体数の増加

は山間部から低地，市街地にまでに向かった．現在，

低地，山地を問わず，夏から秋に掛けて通称赤トンボ

は本種を指すようである．ノシメとは，アカネの翅端

の紋様を縞と見立てた者がいた．それは，武士の衣服

に用いた生地は無地であったが，袖，腰の辺りだけに

縞模様があった．その衣服の縞模様をアカネの翅に見

ての命名であろう．

�（��）�ネキトンボ　�������	�
������	�
������	�

　���������		���♀

　体長�����，後翅長�����，翅基部は広く橙黄色で

胸側には明瞭な黒条がある．太平洋岸では福島県以西

に分布し，茨城県は分布の東北限帯に位置する．過去

に記録は，水戸市全隈町の溜め池，久慈郡大子町久慈

川沿岸の河跡沼，貝沼の�産地のみであった．丘陵地

帯で樹木の多い池沼に見られるが，水戸市の例は開放

的な水面上を縄張り飛翔などをしていて発見できた．

�月下旬に羽化し，水域から離れ，前生殖期は短く，�

月中旬には成熟する．幼虫で越冬は文献上分かってい

るが，本県での確認はない．成虫が低地から山間部へ

移動するかどうかも，今後の課題となろう．既知の産

地では，年によって発生数に変動があり，突然，姿を

消してしまった例もある．他のアカネ属の数種に混

じって確認できた滝の倉湿原の個体は本県における最

北，最高地点での記録となる．

�（��）�ウスバキトンボ　�����������	
��
��（図��）

　���������		
��♂

　体長��～�����，後翅長��～�����，翅の面積が

大きく，体色橙黄の普通種で，毎年，南方から渡来す

る．茨城県の低地では�月中下旬に姿を見せ（第�世

代），池沼，水田，学校のプール等に産卵．卵期間は�

週間と短く，幼虫期間も�週間程度で�月中旬には第

�世代のトンボが水田上や海岸線などを群れて飛ぶ．

これらは北上し東北地方にまで移動するようだが，そ

の片道の渡りの生態は明らかにされていない．第�世

代からの第�世代は少数ではあるが，例年，��月中下

旬に羽化する．しかしながら，夏期，阿武隈山地で観

察できる個体が何世代のものかの判定は困難である．

－　���　－
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亀谷地湿原や岡見湿原でも記録があり，今回の滝の倉

湿原の記録は長距離移動中の個体が山中の湿原に飛来

した一時的な生活者と見てはどうであろう．

考　察

　阿武隈山地内の湿原，亀谷地湿原，岡見湿原を取り

巻く森林環境，水環境ともに大きく変動した．����年

までに亀谷地湿原，岡見湿原ともに周辺のスギ・ヒノ

キ林は皆伐された．亀谷地湿原においてはミズゴケ類

が繁茂していた湿原を二分する林道が走り，岡見湿原

は周辺の森林伐採に伴い湿原は乾燥化した．両湿原と

もに，乾燥化が進み，ヨシ・ガマ類やハンノキ類，ヤ

ナギ類，マツ類等の若木の侵入が目立つ．こうした開

放水面の面積減少はヤンマ類の幼虫の生息域を減少さ

せた．わずかに残る湿原内の浅い水溜りにはイトトン

ボ類や小型のトンボ類の生息環境となったが，そうし

た水域も乾燥化の進行で湿原には少数残るだけになっ

てしまった．

　他の湿原や水田とは隔離されている亀谷地湿原で

は，低地などからのトンボ類の渡来は見られなかっ

た．ただ，湿原の周辺を流れる渓流域に暮すムカシト

ンボやサナエトンボ科の数種は，湿原の周辺の森林で

餌を摂り成熟まで生活し，時には湿原を低く飛んだ．

こうした湿原の乾燥化への遷移を想定する時，亀谷地

湿原においては総数種は大きく減少したが，湿原の上

部の湧水源の存在がオゼイトトンボ，ルリボシヤン

マ，オニヤンマ，ハッチョウトンボといったこの地を

代表する種を残していた．しかし，流水量の減少はカ

ワトンボ科，サナエトンボ科のトンボの生存を不可能

にした．

　岡見湿原では，大型植物の侵入による群落の出現で

水域面積は狭少化し，亀谷地湿原に残ったオゼイトト

ンボ，ハッチョウトンボといった種すら見ることな

く，夏から秋に掛けて周辺の水田や河川からの侵入種

であろうトンボ科アカトンボ属の多くの個体をみる．

　亀谷地湿原と岡見湿原の環境変化を考慮しながら滝

の倉湿原の現状を見る．

　この湿原においても，開放水面の面積の縮少，湿地

性植物の水域内への侵入，細流の水量減少，数種の樹

木の侵入等で，亀谷地湿原，岡見湿原同様にトンボ相

の貧弱化を招く恐れがある．

　湿原内に各種の湿地性植物の繁茂は，訪花性昆虫に

とっては貴重な蜜源となり，花上にチョウ・ハチ・ア

ブ・ハエ・ガガンボ・甲虫類と多くの昆虫類を観察で

きる．このことは肉食性であるトンボ類にとっても食

糧資源の保証であり，湿原に侵入してきた各種の動物

の生存を保証する．特徴的な事項は，トンボ類におい

て，随時，この湿原に侵入する中型または大型種ばか

りか，湿原を囲むように流れる滝の倉川支流は渓流と

しての河川形状を変えておらず，その流域で羽化した

カワトンボ科，ムカシトンボ科，サナエトンボ科，エ

ゾトンボ科の全ての種にとってこの湿原は成熟までの

摂食の地となっている．

　ここで茨城県におけるオゼイトトンボとハッチョウ

トンボの分布記録地を見てみる（図��）．

　ハッチョウトンボの生息地の報告は本県産トンボ類

のなかにあって最古の記録であり，����年夏に現在の

日立市久慈浜北方，森山町甕の原辺りで舟橋衡氏が記

録した．その後，��年経って，福田敏夫氏が岩瀬と友

部の産地を報じている．����年代には当時，茨城大学

生であった水戸市の飯村靖夫氏の友部町を中心にした

県央部の調査で，いくつもの産地が明らかになり，そ

れらを基にした県全体の廣瀬の調査は現在も進行中で

ある．

　オゼイトトンボは����年夏，廣瀬の初記録は亀谷

地湿原，次いで岡見湿原で採集した．県内では高標高

地ばかりか筑波山塊の東方の台地，水戸市周辺の低地

からも記録され，ひたちなか市沢田の湧水が流れる湿

原内の小さな池にもその姿を見ている．そうした資料

を並べてみると，ハッチョウトンボの生息地にはオゼ

イトトンボが，出現時期は若干早いがほぼ同時期に出

現する．県内の�種の記録地を並べてみると，オゼイ

トトンボの記録地数は��，ハッチョウトンボのそれは

��であり，�種が同時に観察できた場所は��箇所に

なる．オゼイトトンボの記録地は標高�����から下っ

て海辺近い標高����程の地まで広域に記録されてい

る．ハッチョウトンボの場合は，標高�����以上の山

間の湿地と�����以下の原野の湿地に分けることがで

動 物
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きる（図��）．

　山地性のトンボにもかかわらず低地にも見られ，し

かもその生息地は安定，個体数が豊富である，という

本県の動物相の特徴の一つを示す具体例としても，こ

のトンボ�種が生息する湿地，湿原と呼ばれる水環境

は貴重となる．
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はじめに

　調査地域である茨城県北東地域は，図�に示したよ

うに，福島県境北茨城市平潟港ー日立市久慈川河口ー

常陸太田市里川・久慈川合流点ー福島県境里美村明神

峠を結ぶ�����平方キロメートルに及ぶ面積を持つ広

大な地域である．

　与えられた�年間（����年～����年）の調査だけ

で，そこに生息するチョウの全容を知ることは不可能

に近い．よって，執筆者の過去の調査記録�）�）と

いくつかの文献も取り入れてこの報告を作成した．

���）�塩田　正寛（����）　茨城県蝶類誌（�）　茨城県

蝶類調査会

���）�塩田　正寛（����）　茨城県蝶類誌（�）　茨城県

蝶類調査会

使用用語

　文中に使用した用語は下記のような内容である．

���）�地形

低　　地：標高�����以下の平坦地．

低－山地：標高�����～�����の山地と里川添いの

標高�����以上の平坦地．

中－山地：標高�����～�������の山地．調査地域

の最高地点は標高�����（栄蔵室）．

高－山地：標高�������～亜高山帯までの山地．調

査地域には存在しない．

山　　地：標高�����～�����，低－山地と中－山

地を含めたもの．

���）�植生

照葉樹林地域：スダジイを優占種とし，タブが混生

する森林が成立する地域．標高�����以下の地

域に成立する（シラカシを含めると標高�����，

低－山地上限まで範囲が広がる）．

夏緑樹林地域：ブナを優占種とする森林が成立する

－　���　－
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茨城県北東地域のチョウ

図��．調査地域（茨城県北東部）図．



地域．ミズナラを混生する林が存在する．標高

�����以上の地域に成立する．

���）�個体数

　その種を観察した地点での個体数を，目安として以

下のように表現した．

多　産：数��個体．� 多　い：��個体以上

中　位：��～�個体．�少ない：�～�個体．

　希　：�個体

��）生態

土　着：その地域に長年住み着いていること．

北上個体群：茨城県より温暖な地域に生息地を持

ち，春～秋の高温期に茨城県で世代交代しなが

ら北上し，低温期の冬季に全ステージが死滅す

る個体群（種）．

高－山地個体群：標高�������～亜高山帯までの山

地に生息する個体群（種）．茨城県での最高地点

は�������なので高－山地は存在しない．

採集記録

　種別解説の中で調査期間中に採集したものを下記の

ように表した．

���������� �日立・笹目牧場� ��♂� �（確認）

（�）　　（�）　（�）　　　（�）　　�（�）�

（ �）採集年月日　　����年�月�日

（�）市町村名

（�）大字・小字・地点名：その採集地点に最も近い�

万分の�の地形図の地名．

（�）採集した個体数と性別．

（�）観察による確認．

茨城県レッドデータブックカテゴリー

　下記の文献によって，種別解説の中で該当する種に

ついては，そのカテゴリーを記した．

・茨城県希少野生生物（動物部門）保護対策検討委員

会（����）茨城における絶滅のおそれのある野生生

物＜動物編＞　茨城県版レッドデータブック　茨城

県

標　本

　調査期間中の標本は，ミュージアムパーク茨城県自

然博物館で保管されている．

茨城県北東地域のチョウ類リスト（付表�）

　学名は，環境庁自然保護局野生生物課（����）日本

野生生物目録によった．

　種の配列は，科別にアイウエオ順によった．

　種名の前に附された番号は，種別解説の番号に対応

する．

種別解説

セセリチョウ科

���．�アオバセセリ

分布

山地に広く分布する．

生息状況

渓谷や河川の林縁に生息する．

個体数は少ない～中位．中－山地に比べて低－山地

に個体数が多い．

年�回の成虫出現．

採集記録

������　高萩・内の草　　　�♂

������　日立・笹目牧場　　�♀

������　里美・永戸　　　　�♀

���．�イチモンジセセリ

分布

調査地全域に分布する．

生息状況

人家周辺の水田や耕地に個体数が多い．

夏季に少数姿を見せ，秋季に急増し多産する．

成虫の出現は年�～�回までは確認できる．

調査地域では，北上個体群と思われる．

採集記録

������　高萩・中戸川　　　�♂

������　日立・北の沢　　　�♂

������　北茨城・関本下　　�♂

������　常陸太田・長谷　　�♂�♀

���．�オオチャバネセセリ

分布　

山地に広く分布する．

生息状況

林道の林縁や草地に生息する．

個体数は中位～多い．

年�回の成虫出現．

採集記録

������　高萩・土岳　　　　�♂

動 物

－　���　－



������　常陸太田・真弓　　�♂

������　里美・生田入　　　�♂

���．�キバネセセリ

分布

夏緑樹林地域に極めて局所的に分布する．�）�）

生息状況

茨城県希少種．

林内及び林縁に生息する．

個体数は希．

年�回の成虫出現と思われる．

採集記録

調査期間中に確認できなかった．

文献

����）�高橋　潔（����）キバネセセリを採集する　　

茨城蝶類������　�～�

����）�井上大成（����）北茨城市におけるキバネセセ

リの記録�例　るりぼし　����　��　

���．�キマダラセセリ

分布

調査地全域に広く分布する．

生息状況

草地や林縁に生息する．

個体数は少ない～多い．

茨城県の暖地では年�回の成虫出現であるが，調査

地域では年�回の可能性が高い．

採集記録

������　里美・里美牧場　　�♂

������　常陸太田・真弓　　�♀

���．�ギンイチモンジセセリ

分布

調査地全域に分布するが，局所的である．

生息状況

森林の伐採跡地や河川敷，休耕地などの草地などに

生息する．

個体数は少ない～多い．

成虫出現は年�回．

採集記録

������　里美・苗の平　　�♂

������　里美・苗の平　　�♂

�

���．�コキマダラセセリ

分布

夏緑樹林地域に局所的に分布する．

生息状況

茨城県希少種．

牧場・耕地・湿地などの草地に生息する．

個体数は少ない

年�回の成虫出現．

採集記録

������　北茨城・小川　　�♀

���．�コチャバネセセリ

分布

調査地全域に広く分布する．

生息状況

林縁やそれに接続する草地に生息する．

個体数は中位～多い・

低地では年�回，中－山地では年�回の成虫出現．

採集記録

������　高萩・土岳　　　　�♂

������　里美・生田入　　　�♂

������　日立・笹目牧場　　�♀

���．�スジグロチャバネセリ

分布

中－山地に広く分布する．

生息状況

林縁の草地や渓谷の草地に生息する．

個体数は少ない～多い．

年�回の成虫出現．

採集記録

������　里美・里美牧場　　�♂

������　北茨城・和尚山　　�♂

���．�ダイミョウセセリ

分布

調査地全域に広く分布する．

生息状況

林縁に生息する．

個体数は少ない～中位．

成虫出現は年�回．

採集記録

������　常陸太田・真弓山　　�♂

������　日立・笹目　　　　　�♂

������　里美・生田　　　　　�♂

－　���　－
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���．�チャバネセセリ

分布

低地から低－山地に分布する．

生息状況

夏季に少数姿を見せ，秋季に個体数が増加する．

調査地域では土着できない北上個体群と考えられる．

個体数は少ない．

採集記録

������　常陸太田・真弓　　�♂

������　北茨城・臼場　　　�♂

������　里美・里川宿　　　�♂

������　常陸太田・長谷　　�♀

������　日立・森山　　　　�♀

���．�チャマダラセセリ

分布

夏緑樹林地域に局所的に分布する．

生息状況

茨城県希少種．

森林伐採後の荒れ地・林道脇の草地・牧場の草地な

どに生息する．

生息地環境は不安定で，森林化すると生息しなくなる．

個体数は少ない～中位．

年�回の成虫出現．

採集記録

������　高萩・柳沢　　�♂

���．�ヒメキマダラセセリ

分布

山地全域に分布する．

生息状況

草地に生息する．

個体数は少ない～中位．

年�回の成虫出現．

採集記録

������　常陸太田・田渡　　�♂

������　日立・笹目牧場　　�♂

������　北茨城・小川　　　�♂�♀

������　里美・永戸　　　　�♂

���．�ヘリグロチャバネセセリ

分布

現在の所，里美村里美牧場だけで記録されている．

�）

�

生息状況

標高�����の牧場脇の草地で採集された．

成虫出現は年�回と思われる．

採集記録

調査期間中に確認できなかった．

����）�関根陽一（����）茨城県におけるヘリグロチャ

バネセセリの記録　るりぼし　����　��．

���．�ホシチャバネセセリ

分布

中－山地に局所的に分布する．

生息状況

茨城県希少種

林道脇や牧場などの草地に生息する．

個体数は少ない．

年�回の成虫出現．

採集記録

������　北茨城・小川　　�♂�♀

���．�ホソバセセリ

分布

低－山地に広く分布する．中－山地では局所的にな

る．

生息状況

林縁の草地・林道脇の草地などに生息する．

所によっては，個体数が多い．

年�回の成虫出現．

採集記録

������　里美・苗の平　　�♂

���．�ミヤマセセリ

分布

山地に広く分布する．

生息状況

食餌植物であるクヌギ・コナラの周辺に生息する．

個体数は中位．

年�回の成虫出現．

採集記録

������　常陸太田・真弓　　　�♂

������　十王・鬼越　　　　　�♂

������　北茨城・冨士ヶ丘　　�♂

������　里美・生田入　　　　�♀

�

動 物

－　���　－



���．�ミヤマチャバネセセリ

分布

山地に分布するが，低－山地が分布の中心と思われ

る．

生息状況

草地で見られるが，個体数が少なく不明な点が多

い．

年�回の成虫出現．

採集記録

������　北茨城・柳沢　　�♂

アゲハチョウ科

����．�アオスジアゲハ

分布

低地に広く分布する．

生息状況

タブの混生する照葉樹林の林縁や林冠に生息する．

個体数は少ない～中位．

年�回の成虫出現．

採集記録

������　常陸太田・田渡　　�♂

������　日立・成沢　　　　�♂�♀

���．�アゲハ

分布

低地～低－山地の下部に分布する．

中－山地でも姿を見ることがあるが土着は疑わしい．

生息状況

人里の柑橘類や林縁のサンショウなどの周辺に生息

する．

個体数は中位である．

年�回の成虫出現

採集記録

������　常陸太田・真弓山　　�♂

������　北茨城・下小津田　　�♀

���．�オナガアゲハ

分布

山地に広く分布する．

生息状況

山地の谷間に生息する．

個体数は中位．

年�回の成虫出現であるが，第�化を見ることがあ

る．この場合は第�化と混生する．

�

採集記録

������　常陸太田・真弓山　　�♂

������　日立・東河内　　　　�♂

������　北茨城・花園　　　　�♂

������　里美・折橋　　　　　�♂

���．�カラスアゲハ

分布

調査地全域に広く分布する．

生息状況

低地の林縁，山地の谷間が生息地である．

個体数は中位．

成虫の出現は年�～�回．第�化は第�化と混生す

る．　　

採集記録

������　高萩・内の草　　　　�♂

������　常陸太田・真弓山　　�♂

������　里美・大中宿　　　　�♂

���．�キアゲハ

分布

調査地全域に広く分布する．

生息状況

食餌植物のセリが生育する湿地や休耕田に生息する．

個体数は中位．

年�～�回の成虫出現．第�化の可能性がある．

採集記録

������　日立・滑川　　　　�♂

������　北茨城・小川　　　�♂

������　里美・苗の平　　　�♀

������　常陸太田・茅根　　�♀

���．�クロアゲハ

分布

低地～低－山地の下部に分布する．

標高の高い地域でも姿を見ることがあるが土着は疑

わしい．

生息状況

人里の柑橘類や林縁のサンショウの周辺に生息する．

個体数は少ない～中位．

成虫の出現は年�回～�回．

採集記録

������　常陸太田・田渡　　　�♂

������　日立・小木津山　　　�♂

������　北茨城・冨士ヶ丘　　�♂

－　���　－
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������　里美・里川宿　　　　�♂

　

���．�ジャコウアゲハ

分布

低地～低－山地下部に分布．

生息状況

河川敷や林間の荒れ地に生息する．

個体数は少ない．

成虫の出現は年�回．

採集記録

������　常陸太田・真弓　　�♂

������　常陸太田・町屋　　�♂

���．�モンキアゲハ

分布

低地に分布する．

山地で姿を見ることがあるが，土着は疑わしい．

生息状況

照葉樹林地域に生息する．

個体数は少ない．

成虫の出現は年�回．第�化が出現することがあ

る．

採集記録

������　常陸太田・田渡　　�♂

������　日立・北の沢　　　�♂

������　北茨城・湯の前　　�♀

���．�ミヤマカラスアゲハ

分布

山地に分布する．

生息状況

山地の谷間に生息する．

中－山地では普遍的で，個体数は中位．低－山地で

は局所的になり，個体数もまれ．

成虫の出現は年�回．

採集記録

������　北茨城・小川　　�♀

������　里美・生田入　　�♂

　　　　　　　　　

シロチョウ科

���．�エゾスジグロシロチョウ

分布

山地に分布する．

�

生息状況

渓谷や林道などの林縁周辺に生息する．

中－山地では普遍的で，個体数は中位であるが，低

－山地では局所的で個体数は少ない～希になる．

成虫出現は年�～�回．

採集記録

������　高萩・大金田　　�♂

������　里美・七反　　　�♂

������　北茨城・小川　　�♂

���．�キチョウ

分布

調査地全域に分布．

生息状況

山地の林縁や人家の周辺などに生息する．

個体数は中位～多い．特に秋季に個体数が増加す

る．多産する地点も多い．

成虫の出現は年�～�回．成虫越冬する．

採集記録

������　常陸太田・真弓　　　�♂

������　北茨城・冨士ヶ丘　　�♀

������　十王・小幡　　　　　�♂

������　里美・永田　　　　　�♂�♀

���．�スジグロシロチョウ

分布

調査地全域に分布する．

生息状況

林縁やそれに続く草地に生息する．

個体数は多い～多産．

成虫の出現は，年�～�回．

採集記録

������　常陸太田・真弓　　　　�♂

������　日立・北の沢　　　　　�♂

������　高萩・大能　　　　　　�♂

������　里美・三ツ目　　　　　�♀

���．�スジボソヤマキチョウ

分布

夏緑樹林地域に局所的に分布する．

生息状況

茨城県希少種．

湿地や渓谷周辺に生息する．

個体数は希で，姿を見ることが困難になった．

成虫の出現は年�回．成虫越冬する

動 物

－　���　－



採集記録

調査期間に記録できなかった．

���．�ツマキチョウ

分布

調査地全域に広く分布する．

生息状況

耕地の周辺や開けた場所の林縁に生息する．

個体数は中位．

年�回の成虫出現．

採集記録

������　常陸太田・真弓　　�♂

������　日立・東河内　　　�♂

������　高萩・秋山　　　　�♂�♀

������　北茨城・小川　　　�♂

������　里美・苗の平　　　�♂

���．�ツマグロキチョウ

分布

低地に分布する．

低－山地でも姿を見ることがあるが土着は疑わしい．

生息状況

カワラケツメイの生育する河川敷や休耕地，山間の

荒れ地などに生息する．

最近個体数が減少し，確実な生息地が把握できなく

なった．

成虫越冬し，春季に姿を見せる．

北上個体群と思われる．

採集記録

調査期間中に確認できなかった．

���．�モンキチョウ

分布

調査地全域に分布する．

生息状況

河川敷や休耕地・牧場などの草地に生息する．

個体数は多く，特に牧場では多産する．

成虫の出現は年�回．

採集記録

������　日立・大沼　　　�♂

������　里美・折橋　　　�♂�♀

������　高萩・高萩　　　�♂

������　北茨城・小川　　�♂�♀

�

���．�モンシロチョウ

分布

調査地全域に分布する．

生息状況

人里の耕地が生息地．耕地の無い山地には生息しな

い．

個体数は，多い～多産．

成虫の出現は，年�～�回．

採集記録

������　日立・大沼　　　　　�♂

������　北茨城・上小津田　　�♂

������　里美・苗の平　　　　�♂

シジミチョウ科

���．�アイノミドリシジミ

分布

夏緑樹林地域に局所的に分布する．

生息状況

茨城県希少種．

ミズナラが混生する落葉広葉樹林に生息する．

個体数は希．

成虫の出現は，年�回．

採集記録

������　北茨城・小川　　�♂

������　里美・三鈷室　　�♂

���．�アカシジミ

分布

調査地全域に分布する．

生息状況

コナラ林やコナラの混生する落葉広葉樹林に生息す

る．

個体数は，少ない～中位．

成虫出現は年�回．

採集記録

������　常陸太田・真弓　　�♂

������　日立・笹目牧場　　�♀

������　北茨城・小川　　　�♀

���．�ウスイロオナガシジミ

分布

夏緑樹林地域に局所的に分布する．

生息状況

茨城県希少種．

ミズナラの混生する落葉広葉樹林に生息する．

－　���　－
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個体数は希．

成虫出現は年�回．

採集記録

������　里美・里美牧場　　�♀

���．�ウラキンシジミ

分布

北茨城市和尚山周辺で記録されている．�）�）

生息状況

種々の樹種が混生する落葉広葉樹林に生息する．

個体数は希．

成虫の出現は年�回．

採集記録

調査期間中に確認できなかった．

����）�高橋　潔（����）和尚山のゼフィルス　茨城蝶

類　������　�～�

����）�西原幸雄（����）茨城県・栃木県東部のウラキン

シジミの分布について　おとしぶみ　����　�～�

���．�ウラクロシジミ

分布

山地に局所的に分布する．

生息状況

種々の樹木が混生する落葉広葉樹林に生息する．

個体数は少ない．

成虫出現は年�回．

採集記録

������　高萩・柳沢　　　�♂�♀

������　北茨城・小川　　�♂

���．�ウラゴマダラシジミ

分布

調査地全域に分布する．

生息状況

湿地や河川沿いの林縁や沖積低地の人家の屋敷林な

どに生息する．

個体数は，少ない～多い．

成虫の出現は年�回．

採集記録

������　常陸太田・真弓　　�♂

������　日立・笹目牧場　　�♂

������　高萩・中戸川　　　�♂

������　里美・苗の平　　　�♂

�

���．�ウラジロミドリシジミ　　　　　　　　　　

分布

調査地域で現在知られているのは里美村の一カ所の

みである．

日立市での記録があるので，過去には，山地に広く

分布していたと考えられる．

生息状況

茨城県危急種．　　　　　　　　　　　　　　　　

カシワ林およびカシワの混生林に生息する．

カシワを含む落葉広葉樹林の伐採によって生息環境

が破壊されて絶滅した地点が多いと考えられる．

日立市の生息地はその例である．今後の調査に

よって，生息地が発見される可能性は残されてい

る．

個体数は少ない．

成虫の出現は年�回．

採集記録

������　里美・里美牧場　　�♀

���．�ウラナミアカシジミ

分布

調査地全域に分布する．

生息状況

クヌギ林およびクヌギの混生する落葉広葉樹林に生

息する．

個体数は少ない～多い．中山地には少ない．

成虫の出現は年�回．

採集記録

������　常陸太田・真弓　　�♂

������　十王・小幡　　　　�♂

������　日立・笹目牧場　　�♀

������　北茨城・小川　　　�♀

���．�ウラナミシジミ

分布

低地～低－山地に分布する．

生息状況

夏季にも姿を見せるが局所的で，個体数は希．

秋季になると開花中のササゲ畑に姿を見せる．個体

数は少ない～中位．

北上個体群と考えられる．

成虫の出現回数は不明．

採集記録

������　日立・諏訪　　　　　���．（確認）

������　常陸太田・真弓　　　�♂�♀

動 物
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������　北茨城・冨士ヶ丘　　�♂

������　高萩・赤浜　　　　　�♂

������　十王・伊師本郷　　　�♂

������　里美・里川宿　　　　�♂

������　里美・守金　　　　　�♂

������　日立・成沢　　　　　�♂

���．�ウラミスジシジミ

分布

山地に局所的に分布する．

生息状況

コナラ林およびコナラが混生する落葉広葉樹林に生

息する．

個体数は少ない．

成虫の出現は年�回．

採集記録

������　北茨城・小川　　　�♂

������　里美・里美牧場　　�♂

���．�エゾミドリシジミ

分布

中－山地に分布する．

生息状況

茨城県希少種．

ミズナラを混生する落葉広葉樹林に生息する．

個体数は少ない．

成虫出現は年�回．

採集記録

������　北茨城・小川　　�♀

���．�オオミドリシジミ

分布

調査地全域に広く分布する．

生息状況

クヌギ・コナラの混生する落葉広葉樹林に生息する．

個体数は少ない．

成虫出現は年�回．

採集記録

������　常陸太田・真弓　　�♂

������　日立・成沢　　　　�♀

���．�オナガシジミ

分布

中－山地に局所的に分布する．

�

生息状況

谷間に生育するクルミに生息する．

個体数は，少ない～中位．

成虫出現は年�回

採集記録

������　里美・七反　　　�♀

������　北茨城・小川　　�♂

���．�カラスシジミ

分布

現在知られているのは，北茨城市定波の一カ所の

み．�）

生息状況

夏緑樹林地域で記録された．

採集記録

調査期間中に確認できなかった．

����）���������	
���	���	�����	�����
�������������

��������	
���	��������（���������	
���
����
�）

�������	
�
��　蝶と蛾��（�）��　���～���

���．�クロシジミ

分布

山地に極めて局所的に分布する．

生息状況

茨城県希少種．

下草の少ない土の露出する疎林に生息する．

森林化によって生息環境が失われ，生息しなくな

る．

個体数は，少ない～多い．

成虫出現は年�回．

採集記録

調査期間中に確認できなかった．

���．�クロミドリシジミ

分布

調査地全域に分布する．

生息状況

古いクヌギに生息する．

個体数は少ない．

成虫出現は年�回．

採集記録

������　常陸太田・真弓　　�♂

������　十王・小幡　　　　�♀

������　日立・笹目牧場　　�♀

－　���　－
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���．�ゴイシシジミ

分布

調査地全域に広く分布する．

生息状況

ササ類の生育する林縁に生息する．

個体数は少ない～多産．

成虫出現は年�回くらいと思われる．

採集記録

������　日立・河原子　　　�♂

������　北茨城・小川　　　�♂

������　常陸太田・真弓　　�♂

���．�コツバメ

分布

山地に広く分布する．

生息状況

アセビの生育する林縁に生息する．

個体数は少ない～中位．

成虫の出現は年�回．

採集記録

������　日立・東河内　　�♂

������　里美・七反　　　�♂

������　高萩・高萩　　　�♀

���．�ジョウザンミドリシジミ

分布

夏緑樹林地域に局所的に分布する．

生息状況

茨城県希少種．

ミズナラが混生する落葉広葉樹林に生息する．

個体数は少ない．

成虫の出現は年�回．

採集記録

������　高萩・土岳　　　�♂

������　里美・猿喰　　　�♂

������　北茨城・小川　　�♂

���．�スギタニルリシジミ

分布

夏緑樹林地域の一部に分布する．

生息状況

茨城県希少種．

トチノキが混生する落葉広葉樹林に生息する．

個体数は少ない～多産．

成虫の出現は年�回．

採集記録

������　北茨城・小川　　�♂�♀

���．�ツバメシジミ

分布

調査地全域に広く分布する．

生息状況

草地に生息する．

個体数は少ない～中位．

採集記録

������　常陸太田・真弓　　�♂

������　北茨城・石岡　　　�♀

������　里美・生田入　　　�♂

������　高萩・上君田　　　�♀

���．�トラフシジミ

分布

山地に広く分布する．

生息状況

山地の林縁に生息する．

個体数は少ない．

成虫出現は年�回．

採集記録

������　常陸太田・真弓　　�♂

������　高萩・上君田　　　�♂

������　北茨城・小川　　　�♂

������　里美・三鈷室　　　�♂

���．�ハヤシミドリシジミ

分布

現在知られているのは里美村一カ所のみ．

生息状況

茨城県危急種．

カシワ林またはカシワの混生林に生息する．

カシワは山地に広く分布していたが伐採が進み希少

になった．

最近個体数が急減し，絶滅が心配されている．

成虫の出現は年�回．

採集記録

調査期間中に確認できなかった．

���．�ヒメシジミ

分布

夏緑樹林地域に，局所的に分布する．

�

動 物
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生息状況

茨城県希少種．

牧場や耕地周辺の草地・伐採跡地の草地に生息する．

個体数は少ない～中位．

成虫の出現は年�回．

採集記録

������　里美・岡見　　�♂�♀

���．�フジミドリシジミ

中－山地に局所的に分布する．�）

生息状況

茨城県希少種

ブナ林やイヌブナの混生林に生息する．

個体数は，希～少ない．

成虫の出現は年�回．

採集記録

調査期間中に確認できなかった．

����）�佐藤友良（����）フジミドリシジミを採集する

　　茨城蝶類�������　�

　

���．�ベニシジミ

分布

調査地全域に広く分布する．

生息状況

河川敷の草地や堤防・耕地の周辺・牧場などの草地

に生息する．

個体数は，中位～多産．

成虫の出現は，年�～�回．

採集記録

������　日立・大沼　　　　　�♂

������　常陸太田・土木内　　�����．（確認）

������　北茨城・秋山　　　　�♂

������　里美・苗の平　　　　�♂

���．�ミズイロオナガシジミ

分布

調査地全域に広く分布する．

生息状況

コナラおよびコナラを混生する落葉広葉樹林に生息

する．

個体数は少ない～中位．

成虫の出現は年�回．

採集記録

������　常陸太田・真弓　　�♂

������　日立・小木津山　　�♂

������　北茨城・小川　　　�♀

���．�ミドリシジミ

分布

調査地全域に局所的に分布する．

生息状況

湿地に生育するハンノキに生息する．

個体数は，少ない～多い．多産することもある．

成虫の出現は年�回．

採集記録

������　日立・茂宮　　�♂�♀

���．�ミヤマカラスシジミ

分布

夏緑樹林地域に局所的に分布する．

生息状況

茨城県希少種．

湿地や渓谷沿いに生息する．

個体数は少ない．

成虫の出現は年�回．

採集記録

������　北茨城・和尚山　　�♂

���．�ミヤマシジミ

分布

現在知られているのは，北茨城市定波の一カ所だけ

である．�）

生息状況

夏緑樹林地域の草地で採集された．

採集記録

調査期間中に確認できなかった．

����）�高橋　潔（����）北茨城市でのミヤマシジミの

記録　るりぼし　����　��～��

���．�ムモンアカシジミ

分布

山地に局所的に分布．

生息状況

茨城県希少種．

クヌギ林やコナラ林に生息する．

個体数は少ないが，多産した例もある．

成虫の出現は年一回．

採集記録

調査期間中に確認できなかった．

－　���　－
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���．�ムラサキシジミ

分布

調査地全域に分布する．

生息状況

低地では照葉樹林，山地ではコナラを混生する落葉

広葉樹林に生息する．

低地では個体数は少ない～中位，山地では希～少な

い．

成虫の出現は年�回．成虫越冬．

採集記録

������　日立・東河内　　�♀

������　高萩・文添　　　�♀

������　北茨城・小川　　�♀

������　里美・生田入　　�♀

���．�ムラサキツバメ

分布

太平洋岸の低地に分布する．

生息状況

数年前から茨城県に侵入した個体群．

植裁されたマテバシイに生息する．

個体数は少ない～多い．

成虫の出現は年�回以上�回の可能性がある．成虫

越冬．

採集記録

������　高萩・石滝　　　�♀

������　北茨城・磯原　　�♀

������　日立・東多賀　　�♂�♀

���．�ヤマトシジミ

分布

調査地全域に広く分布する．

生息状況

人里の耕地の周辺や人家の庭先の草地に生息する．

個体数は中位～多産．

成虫の出現は年�～�回．

採集記録

������　常陸太田・真弓　　�♂

������　高萩・秋山　　　　�♀

������　北茨城・松井　　　�♂

������　里美・里川宿　　　�♂

���．�ルリシジミ

分布

調査地全域に広く分布する．

生息状況

林縁や荒れ地，人家の庭先などにも生息する．

個体数は少ない～多い．

成虫の出現は年�回～�回．

採集記録

������　日立・大沼　　　�♂

������　里美・鬼越　　　�♂

������　北茨城・小川　　�♂�♀

������　常陸太田・田渡　�♀

ウラギンシジミチョウ科

���．�ウラギンシジミ

分布

低地から低－山地に分布する．

生息状況

人里や渓谷沿いに生息する．

個体数は少ない～中位．

成虫出現は年�回．成虫越冬する．

採集記録

������　十王・伊吹台　　　�♂

������　常陸太田・長谷　　�♂�♀

������　日立・折笠　　　　�♂

������　里美・三つ目　　　�♂

テングチョウ科

���．�テングチョウ

分布

調査地全域に分布する．

生息状況

エノキを混生する林の周辺が生息地．

個体数は少ない．

成虫出現は年�回．成虫越冬する．

採集記録

������　常陸太田・真弓山　　���．（確認）

������　里美・苗の平　　　　���．（確認）

マダラチョウ科

���．�アサギマダラ

分布

山地に局所的に分布．

生息状況

茨城県では，北上個体群と考えられているが，調査

地域では土着地点が照葉樹林地域で一カ所知られ

ている．山地で姿を見ることが多いが，高温期の

みの生息地と考えられる．

動 物
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個体数は少ない．

年数回の成虫出現と考えられる．

採集記録

������　高萩・小滝沢　　　　　�♂

������　常陸太田・真弓山　　　�♀

������　北茨城・小川　　　　　�♂

������　常陸太田・真弓山　　　�♂

タテハチョウ科

���．�アカタテハ

分布

調査地全域に広く分布する．

生息状況

いたるところで姿を見ることができる．

個体数は少ない．

多化性で成虫は不定期に出現する．成虫越冬する．

採集記録

������　北茨城・石岡　　　�♀

������　日立・笹目牧場　　�♂

������　里美・生田入　　　�♀

������　常陸太田・真弓　　�♀

���．�アサマイチモンジ

分布

調査地全域に広く分布するが，局所的である．

生息状況

林縁や荒れ地などに生息する．

個体数は少ない．

成虫の出現は年�回．

採集記録

������　日立・笹目牧場　　�♂

������　高萩・中戸川　　　�♂

������　里美・苗の平　　　�♂

������　北茨城・小川　　　�♂

���．�イチモンジチョウ

分布

調査地全域に広く分布する．

生息状況

林縁や人里，河川敷などの荒れ地に生息する．

個体数は少ない～中位．

成虫の出現は年�回．

採集記録

������　常陸太田・真弓　　�♂

������　北茨城・小川　　　�♂

������　里美・三鈷室　　　�♂

���．�ウラギンスジヒョウモン

分布

中－山地に分布する．

生息状況

明るい草地に生息する．

個体数は少ない．

年一回の成虫出現．

採集記録

������　里美・岡見　　　�♂

������　北茨城・小川　　�♂

������　里美・生田入　　�♀

���．�ウラギンヒョウモン

分布

山地に分布する．

生息状況

草地に生息する．

個体数は少ない．

成虫出現は年�回．

採集記録

������　日立・笹目牧場　　�♂

������　里美・苗の平　　　�♂

������　北茨城・小川　　　�♂�♀

���．�エルタテハ

分布

北茨城市花園の記録があるのみ．�）

生息状況

不明

�月に記録され，食餌植物（ハルニレ・シラカンバ）

の存在から考えれば，土着種の可能性がある．本

来は高－山地に生息する個体群．

採集記録

調査期間中には確認できなかった．

����）�茨城昆虫同好会事務局（����）��年度新種採集

記録　おけら第��号��　�

���．�オオウラギンスジヒョウモン

分布

山地に分布する．

生息状況

草地に生息する．

個体数は少ない．
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成虫出現は年�回．

採集記録

������　里美・岡見　　　　�♂

������　北茨城・和尚山　　�♂　

������　日立・西上淵　　　�♀

���．�オオウラギンヒョウモン

分布

過去に若干の採集記録があるのみ．�）

生息状況

全国・茨城県絶滅危惧種

明るい草原．

採集記録

調査期間中に確認できなかった．

����）�塩田　正寛（����）茨城県蝶類誌（�）採集記

録　茨城県蝶類調査会

　

���．�オオミスジ

分布

山地に分布する．

生息状況

人里のウメ林に生息する．

個体数は少ない～中位．

成虫の出現は年�回．

採集記録

������　北茨城・小川　　�♂�♀

������　里美・生田入　　�♂

���．�オオムラサキ

分布

調査地全域に局所的に分布する．

生息状況

茨城県希少種．

エノキが混生する落葉広葉樹林に生息する．

個体数は少ない～中位．低地では個体数の多い地点

が知られているが，山地では知られていない．

成虫の出現は年�回．

採集記録

������　常陸太田・瑞龍　　�♂

������　常陸太田・茅根　　�♀

���．�キタテハ

分布

調査地全域に広く分布．

�

生息状況

明るい荒れ地に生息する．

個体数は中位～多い．

成虫出現は年�回．成虫越冬する．

採集記録

������　常陸太田・真弓　　�♀

������　日立・東河内　　　�♂

������　北茨城・松井　　　�♂

������　里美・生田　　　　�♂

���．�キベリタテハ

分布

過去に北茨城市花園で若干の記録があるのみ．�）

生息状況

越冬個体が記録されている．

食餌植物（シラカンバ）の存在から考えて土着種の

可能性があるが，本来は，高－山地に生息する個

体群である．

採集記録

調査期間中に確認できなかった．

����）�塩田　正寛（����）茨城県蝶類誌（�）採集記

録　茨城県蝶類調査会

���．�ギンボシヒョウモン

分布

北茨城市花園山系で一つの記録があるのみ．�）

生息状況

文献には，採集記録を伴っていないので詳しい状況

が分からないが，�月に��回の調査（�年間）を

行っているのでそのときの記録と思われる．

本来は高－山地に生息する個体群であるが，食餌植

物（スミレ類）の存在から考えて，個体数の極めて

少ない土着種である可能性が高い．

採集記録

調査期間中に確認できなかった．

����）�茨城県立水戸第一高等学校生物同好会（����）花

園山系植物目録及蝶目録　（第�報）��　�　

���．�クジャクチョウ

分布

夏緑樹林地域に分布するが，低－山地にも局所的に

分布する．

生息状況

明るい草地や谷間に生息する．

個体数は夏緑樹林地域では少ない～中位，低－山地

動 物
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では希．

成虫出現は年�回．成虫越冬．

採集記録

������　高萩・下君田　　�♂

������　里美・苗の平　　�♂

������　北茨城・小川　　�♂

���．�クモガタヒョウモン

分布

山地に分布する．

生息状況

明るい草地にや谷間に生息する．

個体数は少ない～中位．

成虫出現は年�回．

採集記録

������　日立・東河内　　　�♂�♀

������　十王・高原牧場　　�♂

������　里美・生田入　　　�♂�♀

������　北茨城・小川　　　�♀

���．�ゴマダラチョウ

分布

調査地全域に広く分布するが，中－山地では局所的．

生息状況

エノキを混生する落葉広葉樹林に生息する．

個体数は山地では少なく，低地では少ない～中位．

成虫の出現は年�回．

採集記録

������　日立・大沼　　　　�♂

������　常陸太田・真弓　　�♂

������　里美・苗の平　　　���．（確認）

���．�コミスジ

分布

調査地全域に広く分布する．

生息状況

林縁や荒れ地に生息する．

個体数は中位．

成虫の出現は年�～�回．

採集記録

������　里美・七反　　　　�♂

������　高萩・上君田　　　�♂

������　常陸太田・真弓　　�♂�♀

������　日立・笹目牧場　　�♂

���．�コムラサキ

分布

調査地全域に分布する．

生息状況

渓谷や湿地などの水辺周辺に生息する．

個体数は少ない～中位．

成虫の出現は年�～�回と思われる．

採集記録

������　北茨城・冨士ヶ丘　　�♂

������　高萩・柳沢　　　　　�♂

������　里美・苗の平　　　　�♂�♀

���．�サカハチチョウ

分布

山地に分布する．

生息状況

渓谷沿いや林に生息する．

中－山地では普遍的に生息するが，低－山地は局所

的になる．

個体数は少ない～中位．

成虫出現は年�回．

採集記録

������　里美・生田入　　　�♂

������　高萩・上君田　　　�♂

������　十王・高原牧場　　�♀

������　北茨城・小川　　　�♂

������　里美・永戸　　　　�♂�♀

���．�シータテハ

分布

山地に分布する．

生息状況

渓谷周辺に生息する．

夏緑樹林地域では普遍的であるが，低－山地では局

所的である．

個体数は希れ～少ない．

成虫出現は年�回．成虫越冬．

採集記録

������　日立・笹目　　　�♀

������　里美・生田入　　�♂

������　高萩・大金田　　�♂

������　北茨城・小川　　�♂

�
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���．�スミナガシ

分布

山地に分布．

生息状況

渓谷周辺に生息する．

個体数は少ない．

成虫出現は年�回

採集記録

調査期間中に確認できなかった．

�

��．�ツマグロヒョウモン

分布

日立市大沼で�個体確認された．

生息状況

筑波山塊周辺では時々確認されるが連続した記録は

ない．調査地域では現在の所，北上個体群よりも

偶産種（迷蝶）の性質が強いと考えられる．

耕地の周辺に栽植されたクジャクソウに飛来した．

採集記録

������　日立・大沼　　�♀（確認）

���．�ヒオドシチョウ

分布

調査地全域に分布する．

生息状況

エノキが混生する落葉広葉樹林周辺に生息する．

個体数は少ない～中位．

成虫の出現は年�回．成虫越冬．

採集記録

������　常陸太田・真弓　　�♂

������　十王・小幡　　　　�♂

������　高萩・文添　　　　�♂

������　北茨城・小川　　　�♀

���．�ヒメアカタテハ

分布

調査地全域に広く分布するが，北上個体群と考えら

れる．

生息状況

明るい草地や耕地周辺が生息地．

春～夏には散発的に姿を見せるが，秋季には普遍的

に見られる．

個体数は，秋季は中位～多い．

成虫は越冬するが，調査地域での越冬は疑問であ

る．

採集記録

������　里美・生田入　　　�♀

������　日立・東河内　　　�♀

������　北茨城・小川　　　�♂

������　常陸太田・真弓　　�♂�♀

���．�フタスジチョウ

分布

北茨城市花園での�個体の記録のみ．�）

生息状況

標高�����地点の人家の庭先のユキヤナギ（食餌植

物の一つ）で採集された．

食餌植物であるシモツケ・ユキヤナギ・コデマリの

存在から，高－山地個体群の生き残りの可能性が

あるが，栽培種であるユキヤナギやコデマリに付

いた卵が運ばれた可能性も否定できない．近隣で

は栃木県戦場ヶ原が唯一の生息地である�）．

採集記録

調査期間中に確認できなかった．

����）�加藤一紀（����）フタスジチョウ・リュウキュ

ウムラサキ採集記　おけら�������　��～��

����）�昆虫愛好会（����）新栃木県の蝶　���～���

���．�ミスジチョウ

分布

山地に分布する．

生息状況

カエデ類が混生する林の周辺に生息する．

個体数は少ない．

成虫出現は年�回．

採集記録

������　高萩・鳥曽根　　�♂

������　十王・竪割山　　�♂

������　里美・漆平　　　�♀

���．ミドリヒョウモン

分布

調査地全域に分布する．

生息状況

明るい草地に生息する．

個体数は少ない～中位．

成虫出現は年�回．

採集記録

������　北茨城・小川　　　�♂�♀

������　里美・三鈷室　　　�♂

動 物
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������　常陸太田・長谷　　�♂

���．メスグロヒョウモン

分布

調査地全域に分布する．

生息状況

明るい草地に生息する．

個体数は少ない．

成虫出現は年�回．

採集記録

������　北茨城・小川　　　�♂

������　里美・永戸　　　　�♂

������　常陸太田・茅根　　�♂

���．ルリタテハ

分布

調査地全域に分布する．

生息状況

林縁や荒れ地に生息する．

個体数は少ない．

成虫の出現は年�～�回．成虫越冬する．

採集記録

������　日立・笹目　　　�♂

������　十王・小幡　　　�♂

������　北茨城・小川　　�♂

������　里美・生田　　　�♂

ジャノメチョウ科

���．オオヒカゲ

分布

中－山地に分布する．

生息状況

林縁や林縁に近い林床に生息する．

個体数は少ない～中位．

年�回の成虫出現．

採集記録

������　里美・里美牧場　　�♂

������　里美・生田入　　　�♂�♀

���．クロコノマチョウ

分布

低地に局所的に分布する．山地にも記録があるが土

着は疑わしい．

����年代に入って茨城県に侵入し，土着したと思わ

れる個体群．

生息状況

暗い林縁や林床など，最も暗い環境に生息する．

個体数は少ない．

成虫の出現は年�回．成虫越冬する．

採集記録

������　日立・成沢　　　　�♂（夏型）

������　常陸太田・真弓　　�♂（夏型）

������　常陸太田・田渡　　�♂（夏型）

�

���．クロヒカゲ

分布

山地に分布する．

生息状況

暗い林縁や林床に生息する．

個体数は中位～多い．

成虫の出現は年�回．

採集記録

������　北茨城・湯の前　　�♀

������　日立・笹目牧場　　�♂

������　里美・生田入　　　�♂

������　常陸太田・真弓　　�♂

���．コジャノメ

分布

低地～低－山地の下部に分布する．

中山地にも局所的に姿を見せるが，土着は疑問視さ

れる．

生息状況

照葉樹林などの最も暗い林床に生息する．

個体数は少ない．

成虫の出現は年�回．

採集記録

������　日立・東河内　　　　�♀

������　北茨城・冨士ヶ丘　　�♂

������　常陸太田・真弓　　　�♀

������　高萩・文添　　　　　�♂

������　里美・大中宿　　　　�♀

���．サトキマダラヒカゲ

分布

低地～低－山地に分布する．

生息状況

林縁や林床に生息する．

個体数は中位～多産．
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成虫の出現は年�回．

採集記録

������　常陸太田・田渡　　�♂

������　日立・笹目牧場　　�♂

������　里美・生田　　　　�♂�♀

���．ジャノメチョウ

分布

調査地全域に分布する．

生息状況

牧場や耕地の周辺・河川敷・林間などの明るい草地

に生息する．

個体数は中位～多い．牧場では多産することが多

い．

成虫出現は年�回．

採集記録

������　里美・里美牧場　　�♂

������　北茨城・小川　　　�♂�♀

������　日立・笹目牧場　　�♂

������　里美・永戸　　　　�♀

���．ヒカゲチョウ

分布

低地～低－山地に分布する．

生息状況

林縁や林床に生息する．

個体数は中位～多い．

成虫の出現は年�回．

採集記録

������　常陸太田・真弓　　�♂�♀

������　高萩・文添　　　　�♂

������　里美・大中宿　　　�♀

���．ヒメウラナミジャノメ

分布

調査地全域に広く分布する．

生息状況

河川敷や牧場・林道の縁・耕地の周辺などの草地に

生息する．

個体数は中位～多産．

成虫の出現は年�～�回．

採集記録

������　里美・七反　　　　�♂

������　十王・高原牧場　　�♂

������　北茨城・小川　　　�♂

������　里美・守金　　　　�♂

���．ヒメキマダラヒカゲ

分布

夏緑樹林地域に分布する．

生息状況

茨城県希少種．

安定した夏緑樹林の林床や林縁に生息する．

個体数は少ない～中位．

成虫出現は年�回．

調査地域の個体群は，�月中旬から成虫が出現する．

栃木県での�月中旬に比べて遅い特徴を持つ．

�）

採集記録

������　北茨城・和尚山　　�♂

����）�昆虫愛好会（����）新・栃木県の蝶　���～���

���．ヒメジャノメ

分布

調査地全域に広く分布する．

生息状況

林縁に生息する．

個体数は中位～多産．

成虫出現は年�回．

採集記録

������　常陸太田・真弓　　�♂

������　里美・生田　　　　�♂�♀

������　里美・守金　　　　�♂

���．ヤマキマダラヒカゲ

分布

山地に分布する．

生息状況

林縁や林床に生息する．

個体数は多いから多産．

成虫の出現は年�回．

採集記録

������　里美・生田入　　　�♂

������　高萩・上君田　　　�♂

������　日立・笹目牧場　　�♂�♀

������　里美・森久保　　　�♂�♀

分布・生息状況のまとめ

���）�分布・生息状況の区分（表�）

　調査地域のチョウ類の分布・生息状況を，大まかに

動 物
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準 土 着 種
中 － 山 地
（���������）

山　　　地
（���������）

低地～低－山地
（�������）

全　　　域
（�������）

ムラサキツバメ
クロコノマチョウ

スジグロチャバネセセリ
チャマダラセセリ＊
ホシチャバネセセリ＊
スジボソヤマキチョウ＊
ウラジロミドリシジミ＊＊
オナガシジミ
ハヤシミドリシジミ＊＊
ミヤマカラスシジミ＊
クジャクチョウ
シータテハ
ヒメキマダラヒカゲ＊
オオヒカゲ
ヘリグロチャバネセセリ
カラスシジミ
ミヤマシジミ

アオバセセリ
ヒメキマダラセセリ
ホソバセセリ
ミヤマチャバネセセリ
オナガアゲハ
ミヤマカラスアゲハ
エゾスジグロシロチョウ
ウラクロシジミ
ウラキンシジミ
ウラミスジシジミ
コツバメ
トラフシジミ
ムモンアカシジミ＊
ウラギンスジヒョウモン
ウラギンヒョウモン
オオウラギンスジヒョウモン
オオミスジ
クモガタヒョウモン
サカハチチョウ
スミナガシ
ミスジチョウ
クロヒカゲ
ヤマキマダラヒカゲ

アゲハ
クロアゲハ
ジャコウアゲハ
モンキアゲハ
コジャノメ
サトキマダラヒカゲ
ヒカゲチョウ

ミドリシジミ
ムラサキシジミ
ヤマトシジミ
ルリシジミ
ウラギンシジミ
テングチョウ
アカタテハ
アサマイチモンジ
イチモンジチョウ
オオムラサキ＊
キタテハ
ゴマダラチョウ
コミスジ
コムラサキ
ヒオドシチョウ
ミドリヒョウモン
メスグロヒョウモン
ルリタテハ
ジャノメチョウ
ヒメウラナミジャノメ
ヒメジャノメ

オオチャバネセセリ
キマダラセセリ
ギンイチモンジセセリ
コチャバネセセリ
ダイミョウセセリ
ミヤマセセリ
カラスアゲハ
キアゲハ
キチョウ
スジグロシロチョウ
ツマキチョウ
モンキチョウ
モンシロチョウ
アカシジミ
ウラゴマダラシジミ
ウラナミアカシジミ
オオミドリシジミ
クロシジミ＊
クロミドリシジミ
ゴイシシジミ
ツバメシジミ
ベニシジミ
ミズイロオナガシジミ

偶 産 種北上個体群高－山地個体群絶滅危惧種
夏 緑 樹 林

（ミズナラーブナ）
照 葉 樹 林
（スダシイ）

ツマグロヒョウモンイチモンジセセリ
チャバネセセリ
ツマグロキチョウ
ウラナミシジミ
アサギマダラ
ヒメアカタテハ

エルタテハ
キベリタテハ
ギンボシヒョウモン
フタスジチョウ

オオウラギンヒョモンキバネセセリ＊
コキマダラセセリ＊
アイノミドリシジミ＊
ウスイロオナガシジミ＊
エゾミドリシジミ＊
ジョウザンミドリシジミ＊
スギタニルリシジミ＊
ヒメシジミ＊
フジミドリシジミ＊

アオスジアゲハ

表��．�茨城県北東地域のチョウの分布・生息状況概要（図�参照）．

　＊：茨城県希少種
＊＊：茨城県危急種　　計　１１３種

図��．�茨城県北東地域のチョウ類の分布・生息状況概略（表�参照）．



次のようにまとめた．もとより，種によってその性質

は異なるので，少ないカテゴリーに押し込めるのは無

理がないわけではないが，チョウ相全体を把握するに

は有効であると考えられる．

　

�　土着種

�　全域に分布する．　　　　　　　　

�　低地～低－山地に分布する．　　　

�　山地に分布する．　　　　　　　　　　　　　

�　中－山地に分布する．　　　　　　　　　　

�　照葉樹林（タブ・スダシイ林）地域に分布する．

�　夏緑樹林（ブナ・ミズナラ林）地域に分布する．

�　絶滅危惧種．

�　高－山地個体群（種）

�　準土着種

　近年，調査地域に侵入し，成虫・蛹・幼虫・卵のど

れかで越冬し，ここ数年間土着が確認できている個体

群（種）．

�　土着疑問種

�　北上個体群（種）

�　偶産種（迷蝶）

　　　　　　

・土着の判定

　長年にわたり，その地域で生活史を繰り返してい

る個体群を，土着または土着しているというが，こ

の見極めは困難を伴う場合がある．飛翔力のある

チョウは，その個体を確認した地点が即，土着して

いる地点とは限らない．成虫以外の卵・幼虫・蛹を

確認すれば解決かというとこれも全てではない．成

虫も含めて，低温期の冬季を過ごすことができるか

否かが土着を決定づける不可欠条件になってくる．

成虫の調査からこの問題を解決する方法として，成

虫の出現時期と個体数および新鮮度の変化を年間を

通して追跡する方法がある．これを，北茨城市小川

（����），里美村岡見（����），日立市小木津山（����），

久慈川沖積低地（����）で実施した．この結果及び

過去��年間の記録に基づいて土着を判定した．

���）�チョウの生息環境である植生

　土着の判定で示したように，気温の状態が変温動物

であるチョウの生息に大きな影響を与えている．この

温度分布は目で見えるものとして森林植生の違いと

なって現れ，そこに生息するチョウを特徴づけている．

・照葉樹林（タブ・スダシイ林）

　調査地域の標高�����未満の地域には，タブを混

生するスダシイ林が成立する．この植生環境は，調

査地域では最も温暖な環境で，暖地性の強いチョウ

のグループが依存している．　

・照葉樹林（シラカシ林）

　スダシイ林の上にはシラカシ林が成立しその上限

は標高�����に達する．この植生環境には，暖地性

の弱いチョウが依存している．

・夏緑樹林（ブナ林・ミズナラを混生する二次林）

　調査地域の，標高�����以上の地域にはブナ林が

成立し，茨城県では最も寒冷な環境を形成してい

る．ここには寒地性の強いチョウのグループが依存

している．

　この地域の二次林としてミズナラを混生する落葉

広葉樹林が成立する．規模は小さいが，山地性ゼ

フィルスの生息環境になっている．

・二次林と里山

　温暖な低地～低－山地ではクヌギ林が，寒冷な低

－山地～中－山地にはコナラ林が二次林として成立

し，これに隣接する人里（人家・屋敷林・耕地など）

を含めていわゆる里山を形成している．この環境は

栽培種も含めて多種の植物が生育し，これに依存す

るチョウは多い．

　　

���）�調査地域の茨城県における蝶相の特徴

　ひとつのまとまりを持った地域で照葉樹林～夏緑樹

林まで連続する植生環境を持った地域は茨城県では他

に例をみない．この多様な環境が調査地域の蝶相の特

徴をつくりだす基になっている．

（�）種類数の多さ

　過去��年間で茨城県で記録されたチョウは土着疑

問種も含めて，���種になる．

　そのうち，調査地で記録されたチョウは，���種

��％に達する．調査地で未記録の種を検討し土着が確

実な種のみに限れば，未記録種はヒメシロチョウ一種

のみになる．

茨城県　調査地　　未記録種　　

セセリチョウ科� ��種���種�

アゲハチョウ科� ��種��種�ウスバシロチョウ

ナガサキアゲハ

シロチョウ科� �種��種�ヒメシロチョウ

シジミチョウ科� ��種���種�シルビアシジミ

動 物
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マダラチョウ科� �種��種

テングチョウ科� �種��種

ウラギンシジミチョウ科� �種��種

タテハチョウ科� ��種���種�ヒョウモンモドキ

リュウキュウムラサキ

ジャノメチョウ科� ��種���種

ウスイロコノマチョウ

�計� ���種����種（��％）�

未記録種の内容　　

� 土着� ヒメシロチョウ

� 絶滅危惧種� ウスバシロチョウ

� 絶滅の可能性� ヒョウモンモドキ

� 北上個体群� ウスイロコノマチョウ

� 偶産種� リュウキュウムラサキ

� 記録が一つのみ� ナガサキアゲハ（幼

虫），シルビヤシジミ

　ギフチョウ（人為的放蝶）・コヒオドシ（誤同定）・

イシガキチョウ（記録地・千葉県）の�種は，（　）の

理由で除外した．

（�）暖地性蝶類の北上回廊

　茨城県より温暖な地域に分布の中心をもつ暖地性蝶

類は，千葉県から茨城県南部に侵入し，調査地域の山

地と太平洋岸に挟まれた帯状低地（標高�����未満・

東西幅����未満・南北�����のスダシイを優先種とす

る照葉樹林地域）を北上して福島県浜通り地方に侵入

する．土着種としてはモンキアゲハ・アオスジアゲハ・

クロアゲハ・アゲハなどが通過し，最近ではクロコノ

マチョウ・ムラサキツバメが北上していった．この帯

状地帯を�暖地性蝶類北上回廊�と仮に名付けたい．

（�）茨城県希少種の生息地

　シジミチョウ科の中にその生態から，ゼフィルスと

呼ばれるグループがある．茨城県では��種が記録さ

れているが，調査地域にはその全てが生息する．さら

に，標高�����以上の山地に生育するミズナラ・ブナ

には，山地性ゼフィルスが生息する．しかもその全て

が茨城県レッドデータブックにおいて希少種に位置づ

けされている．

　さらに，カシワに依存するウラジロミドリシジミ・

ハヤシミドリシジミの�種は茨城県危急種に指定され

ている．その内のハヤシミドリシジミは，絶滅の可能

性が大きくなっている．

山地性ゼフィルス

　茨城県希少種

　アイノミドリシジミ，ウスイロオナガシジミ，

エゾミドリシジミ，ジョウザンミドリシジミ，フ

ジミドリシジミ

　茨城県危急種

　ウラジロミドリシジミ，ハヤシミドリシジミ

　たしかに，調査地は茨城県希少種ゼフィルスの全て

の生息地である．しかし，裏を返せば山地の開発にと

もなって夏緑樹林の伐採が進み，わずかに残されたブ

ナ林・カシワ・二次林内のミズナラにかろうじて命脈

を保っているのが現状である．生息環境の規模があま

りにも小さいのである．これが希少種にならざるを得

ない理由である．

　ゼフィルス以外にも調査地域には茨城県希少種が生

息する．以下の種である．

　茨城県希少種

　キバネセセリ，コキマダラセセリ，チャマダラ

セセリ，ホシチャバネセセリ

　スジボソヤマキチョウ

　スギタニルリシジミ，ミヤマカラスシジミ，ヒ

メシジミ

　ヒメキマダラヒカゲ

　これらのチョウも夏緑樹林と無縁ではない．この環

境に生育する植物を食餌植物とし，無機的環境に適応

している．しかし，茨城県内で夏緑樹林が成立する標

高�����以上の山地面積の大部分を占める北茨城市・

里美村・高萩市の夏緑樹林と二次林はそのほとんどが

針葉樹林化され，本来の植生環境が破壊されてしまっ

た．針葉樹林化の歴史は古く現在も進められている．

針葉樹林化が，希少種を生み出したもう一つの理由で

ある．

　　　　　　

その他の希少種

調査地域

　茨城県希少種

　クロシジミ，ムモンアカシジミ

　オオムラサキ（全県に分布．低地に生息地が多

い）

　茨城県絶滅危惧種

　オオウラギンヒョウモン（全県の低地～低－山

地に分布）

－　���　－
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調査地以外

　茨城県絶滅危惧種

　ウスバシロチョウ

　茨城県希少種

　ヒメシロチョウ

茨城県希少種・危急種・絶滅危惧種総計　��種

調査地域総計� ��種

（��％）

（�）高－山地個体群の生息

　標高�������～亜高山帯までの山地に生息するもの

を，高－山地個体群と名付けた．茨城県では�������

が最高地点であるため，高－山地の環境は存在しな

い．しかし過去の記録を追ってみると，この環境に生

息する個体群（種）の次のような記録がみられる．

� 採集年月�食餌植物

� 他所での記録

エルタテハ

� ����．�� ハルニレ，シラカンバ，ダケカンバ

� なし

キベリタテハ

� ����．�� シラカンバ，ダケカンバ

� 筑波山（����）八溝山（����）

ギンボシヒョウモン

� ����� スミレ類

� 男体山（����）八溝山（����）

フタスジチョウ

� ����．�� シモツケ，ユキヤナギ，コデマリ

� 御前山（����）

食餌植物の状態

ハ ル ニ レ：花園山・高萩花貫渓谷・袋田・大子・御

前山

ややまれ�）

シラカンバ：花園山・三鈷室山・八溝山・大子

茨城県希少種�）�）

ダケカンバ：高萩君田・八溝山

茨城県希少種�）�）

ス ミ レ 類：花園山で普通に産する種は��種を数え

る．�）

シ モ ツ ケ：山地にやや普通．�）

ユキヤナギ・コデマリ：人家に普遍的に植栽されてい

る．

　食餌植物から考察すれば，�種が生息できない理由

はないが，気温等の環境要因は最適であるとは言い難

い．推察すれば，シラカンバやダケカンバと同じよう

に遺存的な生息状況であったと思われる．個体数も少

なく，採集即絶滅という状態にあったと考えられる．

　記録の多い����年代は，花園山地に調査の手が多

く入り始まった時期と一致する．また，����年代に

も，花園山地の夏緑樹林の伐採が行われていたことを

目撃している．

���）�鈴木昌友ら（����）茨城県植物誌　茨城県植物誌

刊行会

���）�茨城県希少野生生物（植物部門）保護対策検討委

員会（����）茨城における絶滅のおそれのある野生

生物（植物編）茨城県版レッドデータブック　茨城

県

まとめ

���）�����年～����年の�年間の調査記録と過去の自

己の記録に基づき調査地域のチョウをまとめた．　

���）�文献に記録されている種も含めて，�科���種を

報告した．

���）��科���種を，土着種・土着疑問種に区分し，さ

らに細分して調査地域に生息するチョウ分布・生息

状況をまとめた．

���）�調査地域の特徴として，以下の�点を取り上げ

た．

（�）種類数の多さ．���種は，茨城県で記録された

種の��％を占める．

（�）暖地性蝶類の北上回廊が存在する．

（�）ヒメシロチョウ・ウスバシロチョウを除く，茨

城県の希少種・危急種・絶滅危惧種の全ての生息

地である．

（�）高－山地個体群が遺存的に生息している．

調査研究および執筆

塩田正寛

動 物
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�付表���．�茨城県北東地域のチョウ類リスト．

チョウ目チョウ類

　セセリチョウ科　���������	�

� ���．�アオバセセリ　

��������	
��������	���������（������）

� ���．�イチモンジセセリ

����������		�	����		�	��（�������������	）

� ���．�オオチャバネセセリ

�������	
�������
��������
���（������）

� ���．�キバネセセリ

����������	�

�����������
���（������）

� ���．�キマダラセセリ

��������	
����	
����	�（������）

� ���．�ギンイチモンジセセリ

�������	
���
	����（�������������	）

� ���．�コキマダラセセリ

�������	
�����	
�����	�（�������������	）

� ���．�コチャバネセセリ　

��������	��
��（������）

� ���．�スジグロチャバネセセリ　

�������	
�������
�������
��（������）

� ����．�ダイミョウセセリ

��������	�
����	�
���（���������）

� ���．�チャバネセセリ

��������	
����	
���������
�����

� ���．�チャマダラセセリ

�������	
���
���	
���
���（�������������	）

� ���．�ヒメキマダラセセリ　

�������	
���������（������）

� ���．�ヘリグロチャバネセセリ

�������	
��������	
��������	
��（������）

� ���．�ホシチャバネセセリ

�������	
�����	
�����	
��（���������）

� ���．�ホソバセセリ

���������	
������
��	
������
������������

������

� ���．�ミヤマセセリ　

��������	
��
����（������）

� ���．�ミヤマチャバネセセリ

�������	
��	
��	�（������）

アゲハチョウ科　�����������	

� ���．�アオスジアゲハ

�������	
�������
��������	�（��������	
�）

� ���．�アゲハ　

��������	
��
���������

� ���．�オナガアゲハ　

��������	�
�������������

� ���．�カラスアゲハ　

�����������	
������	��������������	
��

� ���．�キアゲハ　

��������	�
����������
����������������	
��

� ���．�クロアゲハ　

���������	�
���	����
	���������

� ���．�ジャコウアゲハ　

���������	
�������	
����（����）

� ���．�ミヤマカラスアゲハ　

��������	��
�������������

� ���．�モンキアゲハ

��������	
�
�������������
��������

シロチョウ科　��������

� ���．�エゾスジグロシロチョウ　

��������	
���	
���	��������

� ���．�キチョウ　

�������	�
����	�
������������

� ���．�スジグロシロチョウ　

���������	�
����	�
�����������

� ���．�スジボソヤマキチョウ

��������	
�����������������������

� ���．�ツマキチョウ　

��������	
����������������

� ���．�ツマグロキチョウ　

�������	��
����
�������（������）

� ���．�モンキチョウ　

�������	
��	������
�������������	�
�

� ���．�モンシロチョウ

���������	���
��
������������	


　

シジミチョウ科　�������	��

� ���．�アイノミドリシジミ　

�������	
������������������（�������	
�）

� ���．�アカシジミ　

��������	
����（�������	）

� ���．�ウスイロオナガシジミ　

�������	
������（������）

�



動 物

－　���　－

� ���．�ウラキンシジミ　

���������	�
�������（������）

� ���．�ウラクロシジミ　

�������	
���	���
���	����（������）

� ���．�ウラゴマダラシジミ　

����������	��
����（������）

� ���．�ウラジロミドリシジミ　

�������	
	�������	�（�������	
�）

� ���．�ウラナミアカシジミ　

��������	
����
�����	
����
������（�������	）

� ���．�ウラナミシジミ　

�������	
������	�（��������）

� ���．�ウラミスジシジミ　

�������	��
����（������）

� ���．�エゾミドリシジミ　

�������	
�����	�	�（���������）

� ���．�オオミドリシジミ　

�������	
��������	�（������）

� ���．�オナガシジミ　

���������	
�����	
����（������）

� ���．�カラスシジミ　

�������	�
��
�������������（������）

� ���．�クロシジミ　

�������	
���	�（�������������	）

� ���．�クロミドリシジミ　

�������	
���	��
�������

� ���．�ゴイシシジミ　

�����������	������	��（�．�����）

� ���．�コツバメ　

��������	
������（������）

� ���．�ジョウザンミドリシジミ　

�������	
�������	�（������）

� ���．�スギタニルリシジミ　

�������	
����	��
		���	��
		�（���������）

� ���．�ツバメシジミ　

���������	
���������
��（���������）

� ���．�トラフシジミ　

�������������（������）

� ���．�ハヤシミドリシジミ　

��������	�
����������（������）

� ���．�ヒメシジミ　

��������	
����	���
�����（������）

� ���．�フジミドリシジミ　

���������	
����������������（���������）

�

� ���．�ベニシジミ　

��������	
������������（���������）

� ���．�ミズイロオナガシジミ　

��������	
�����
	
�����
�（������）

� ���．�ミドリシジミ　

��������	
��������
��（������）

� ���．�ミヤマカラスシジミ　

�������	
���
�（������）

� ���．�ミヤマシジミ　

���������	�
��
����	������
�����
���（������）

� ���．�ムモンアカシジミ　

�������	
���	��（������）

� ���．�ムラサキシジミ　

����������	�
�����	�
�����（������）

� ���．ムラサキツバメ　

����������	�
��������	����（������）

� ���．�ヤマトシジミ　

���������	�
��������（���������	）

� ���．�ルリシジミ　

�������	
�����	�������
	����（�������	
）

ウラギンシジミチョウ科　�������	�

� ���．�ウラギンシジミ　

�������	
���
	�
�
���
	�	���������

テングチョウ科　��������	


� ���．�テングチョウ　

�������	
�����
��������
����������

マダラチョウ科　��������

� ���．�アサギマダラ　

���������	
���	��������（�����）

タテハチョウ科　��������	�
　　

� ���．�アカタテハ　

����������	�
����	�
��（������）

� ���．�アサマイチモンジ　

����������	
�
���（��������	
�）

� ���．�イチモンジチョウ　

���������	
��������
���（���������）

� ���．�ウラギンスジヒョウモン

��������	
���	��
���������（���������）

� ���．�ウラギンヒョウモン　

����������	�
����	���������（�������）

�
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� ���．�エルタテハ　

�������	
��������
����	�（���������	
�）

� ���．�オオウラギンヒョウモン　

����������	�
����
�（�����������	
��）

� ���．�オオウラギンスジヒョウモン

���������	
������
�����	�（������）

� ���．�オオミスジ�

�������	
���	�（�������������	）

� ���．�オオムラサキ　

���������	�
������	�
�����（������）

� ���．�キタテハ　

��������	
��	����（��������）

� ���．�キベリタテハ　

�������	
���	�����
���
�（��������	
�）

� ���．�ギンボシヒョウモン　

��������	
��

	������
�（������）

� ���．�クジャクチョウ　

�������	
�	�
����（�������）

� ���．�クモガタヒョウモン　

�������	

���
��	���
������（������）

� ���．�ゴマダラチョウ　

�������	
�������（�����������	
��）

� ���．�コミスジ　

��������	��
����������	����������	�

� ����．�コムラサキ　

��������	
��������������������

� ���．�サカハチチョウ　

�������	�
�������
������

� ���．�シータテハ　

��������	
��	���
�	�����	�（������）

� ���．�スミナガシ　

��������	��
��������
������
��������	
�

� ���．�ツマグロヒョウモン　

��������	
�������	
�������（��������）

� ���．�ヒオドシチョウ　

�������	
����������
�����	���（�������）

� ���．�ヒメアカタテハ　

�������	
�����（��������）

� ���．�フタスジチョウ　

�������	�
��	���（�������）

� ���．�ミスジチョウ　

��������	�
�������

����������

� ���．�ミドリヒョウモン　

��������	
�
���	���������	��������	
�

� ���．�メスグロヒョウモン　

���������	�
�����
��（��������	
�）

� ���．�ルリタテハ

��������	���	���
���
��	��（�������	�
�）

　　　　　

ジャノメチョウ科　��������	

� ���．�オオヒカゲ　

�������	
���������（���������）

� ���．�クロコノマチョウ　

��������	
������
�����	�	
���������

� ���．�クロヒカゲ　

��������	
	���	
	（������）

� ���．�コジャノメ　

�������	�
�����	���
���	����
�������	

� ���．�サトキマダラヒカゲ　

���������	
�����	
�（���������）

� ���．�ジャノメチョウ　

��������	
�������������（�������	�
�）

� ���．�ヒカゲチョウ　

��������	�
���（�������	）

� ���．�ヒメウラナミジャノメ　

�������	�
��	������

� ���．�ヒメキマダラヒカゲ　

���������	
���������	（������）

� ���．�ヒメジャノメ　

�������	�
�����
����	�	�
��������	
�

� ���．�ヤマキマダラヒカゲ　

���������	���
�����	���
��������

�科　���種



はじめに

　茨城県東北部に分布するバッタ類の特徴を挙げる

と，太平洋岸の北限もしくは北限に近い種が比較的多

く見られることである．北限にあたる種はカヤキリ，

オオクサキリ，クロツヤコオロギで，比較的北限に近

い種はシブイロカヤキリ，クツワムシ（今回は確認で

きなかった），マツムシなどが挙げられる．

　これらの種類の中にはシブイロカヤキリのように，

近年の地球温暖化による影響のためか分布域を北上さ

せている種が見られる．中には単に調査が不足してい

るだけで実際はもっと北に分布している種が含まれて

いる可能性もあるが，今回の調査の重要な点は現時点

での生息状況をできる限り正確に記録し，将来再び同

様の調査を実施した際に過去と比較できる資料をつ

くっておくことであると考える．

　調査はバッタ目だけでなく，　ナナフシ目，ゴキブ

リ目，カマキリ目についても若干実施したが，この仲

間は種類が少ないこととバッタ目と一緒に扱うことが

多いので，ここでもまとめて扱った．また現地調査の

他に文献の記録や過去の標本の記録も含めた．

　なお採集や目撃，鳴き声の確認記録で氏名のないも

のは筆者によるものである．

　本文に入るに先立ち，標本を提供された久保田正

秀，写真を提供された塩田正寛の両氏に厚くお礼申し

上げる．

調査の概要

①　調査範囲：茨城県東北部

　阿武隈山地の多賀山地とその周辺久慈川以北の低地

②　調査期間

　����年�月～����年�月

③　現地調査の日

　����年

�月�日，�月��日，�月�，��日，��日�日

　����年

�月��，��日，�月�，��日，�月��日，�月��，

��，��日，��月��日，��月��，��日

　����年

�月 ��日，�月 ��日，�月 ��，��，��日，�月

�，��，��，��日，��月�日，��，��日

　�

　����年

�月��日，�月�，�，�日，�月�日，�月��，

��，��，��，��，��日

調査結果

　以下のように�目，��科，��種を記録した．目録の

和名および学名は主に市川（����）によった．

　また井上（����）が高萩市から記録したクロスジコ

バネササキリモドキはトゲヌキコバネササキリモドキ

の誤りであったので，訂正してこの目録に含めた．

確認した種の目録

バッタ目　����������

コロギス科　���������	�


���．�コロギス　

����������		
�����������	��（���������	
�	�����）

���．�ハネナシコロギス

���������	
��
������������（���������	
�	�����）

カマドウマ科　�����������	���


���．�マダラカマドウマ　

������������	
��������������	


���．�コノシタウマ　��������	
�	�	����

����（��������）

���．�クラズミウマ　��������	
��
������
�（�������）

キリギリス科　����������	
�

���．�ヤブキリ　���������	
������	���������

���．�ヤマヤブキリ　���������	
�	�	���������　　

���．�ヒガシキリギリス　�������	
�������������

���．�ヒメギス

���������������	
������	������（���������	）

����．�コバネヒメギス　����������	
��������（�������）

����．�ハヤシノウマオイ　

��������	
����������	���������

����．�カヤキリ　�������	
��	�������������������

����．�クサキリ　�������	
������	�（������）

����．�ヒメクサキリ　

�������	��������	��（���������	
�	�����）　

����．�オオクサキリ　�������	����

����．�シブイロカヤキリ（シブイロカヤキリモドキ）

�������	
���������	
��������	
���

����．�クビキリギス　���������	
����
�����（������）

����．�ホシササキリ　

��������	
�����������	�（��������	�）

�
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茨城県東北部のバッタ�ナナフシ�
ゴキブリ�カマキリ類



����．�オナガササキリ　

��������	
����������	
�（��������	
��）

����．�ウスイロササキリ　

��������	
�������������（��������	
��）　

����．�コバネササキリ　

��������	
���������	
��（��������	
��）

ササキリモドキ科　��������	
���

����．�トゲヌキコバネササキリモドキ　

�������	
��������	�	���������

����．�ヒメヤブキリモドキ　

����������	
�
���������	��
����������

ツユムシ科　�������	
������

����．�ツユムシ　�������	
��������
��（����）

����．�アシグロツユムシ　

�������	
�����������	
���	�����������	���������	


����．�セスジツユムシ　�������	
�������（�������	）

����．�エゾツユムシ　

������������������	�
���������	��
����	��

����．�ホソクビツユムシ　

��������	
����������	��（���������	
�	�����）

����．�サトクダマキモドキ　

�����������������	�����������	��
�������

コオロギ科　��������	

����．�クロツヤコオロギ　

�������		
��������	��（��������）

����．�タンボコオロギ　��������	

������������������	

����．�クマコオロギ　���������	
��（�������）　　

����．�ヒメコオロギ　

��������	

��������������（�������）

����．�モリオカメコオロギ　

���������	
��������	
���������	�

����．�ハラオカメコオロギ　

���������	
�������	
�����������　　

����．�タンボオカメコオロギ　

���������	
��������	
�
���������

����．�ミツカドコオロギ　���������	
��������������

����．�ツヅレサセコオロギ　

��������	
�����������（��������）

����．�エンマコオロギ　

����������	
������（��������	
���
���）�

����．�クマスズムシ　

��������	��
����������	�（���������	��
�������）��

マツムシ科　��������	
��

����．�マツムシ　

�������		
�����������	����������	�（�������）

����．�アオマツムシ　���������	
��������（��������）

����．�スズムシ　��������	
���	������（�������）

����．�カンタン　�������	
�������	����������	�

����．�ヒロバネカンタン　�������	
��	�������������	�

ヒバリモドキ科　������������	


����．�クサヒバリ　��������	
���	��	����（�������）

����．�キンヒバリ　����������	��
���������	�

����．�ヤマトヒバリ　���������	
�������
�
�（�������）

����．�キアシヒバリモドキ　

���������	
�������	
��������	�

����．�ヤチスズ　���������	
��������

�（�������）

����．�エゾスズ　���������	
���������
��（�������）

����．�シバスズ　���������	�
��������（�������）

����．�マダラスズ　

�������	�
��������	
��	�
�（���������）

����．�カワラスズ　

�������	�
���������	
��	��（��������	
��������）

ケラ科　���������	
���

����．�ケラ　���������	�
����������������	
��

カネタタキ科　��������	�
��

����．�カネタタキ　�������	
���������（���������）

ノミバッタ科　�������	
����

����．�ノミバッタ　��������	
���（�������）

　

ヒシバッタ科　��������	�

����．�トゲヒシバッタ　����������	
��������（�������）

����．�ハネナガヒシバッタ　

����������	
�������	�����������	


����．�コバネヒシバッタ

��������	��
���������	���������	


����．�ハラヒシバッタ　�������	
����
�（�������）

����．�アズマモリヒシバッタ　

��������������	
	��������	
	��������	
��������

オンブバッタ科　���������	
��

����．�オンブバッタ　����������	
�������（�������	�
�）

�
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イナゴ科　���������	�


����．�ハネナガイナゴ　��������	
����（�������	）

����．�コバネイナゴ　��������	�
�����������

����．�ツチイナゴ　����������	
�����（�������）

����．�ヤマトフキバッタ　

��������	
��������	
���
�������

����．�アオフキバッタ　��������	
��	��������（������）

����．�ハネナガフキバッタ　

��������������	���
�（�������）

バッタ科　���������　

����．�ショウリョウバッタ　���������	
�
��（�������	）

����．�ツマグロバッタ　���������	
�	
������（����）

����．�ヤマトマダラバッタ　

�������	
��������	
��（�������）

����．�トノサマバッタ　�������	
��������（��������）

����．�クルマバッタ　

���������	
�����������	�（�������	）

����．�クルマバッタモドキ　��������	
������
����������

����．�イボバッタ　��������	�
��
����
���������

����．�ナキイナゴ　�����������	
�����	����（�������）

����．�ヒロバネヒナバッタ　���������	
��
���
���������

����．�ヒナバッタ　

���������	
�����������	���������	�（����������）

　　ナナフシ目　��������	
�

ナナフシ科　��������	�


���．�エダナナフシ　

��������	���������	�（���������	��
�������）

���．�ヤスマツトビナナフシ　

������������������	��������

���．�シラキトビナナフシ　������������　　

　　ゴキブリ目　���������

ゴキブリ科　���������

���．�クロゴキブリ　

�������	�
���������	
��（�������	
�����）

���．�ヤマトゴキブリ　�������	�
�����	���������

���．�オオゴキブリ　

�������	��������	
���	���
��	��（�������）

　　カマキリ目　���������　

カマキリ科　���������（��������）

���．�オオカマキリ　��������	��
�
���
��（�����）

�

���．�チョウセンカマキリ（カマキリ）　

���������������	
���	����������

���．�コカマキリ　

������������������（�������	
���
������）

���．�ウスバカマキリ　�������	
�������（��������）

注目すべき種の解説

①　ヤブキリ���������	
������	���������とヤマヤブキ

リ���������	
�	�	���������　　　

　ヤマヤブキリ�������について市川（����）は，本

種を独立種（群）としている．ヤブキリ�������	
���は

「チキチキチキチ」と長く伸ばして鳴き「長鳴き型」�

または「長鳴型」と呼ばれるが，本地域の低地の個体

は「ジー」という感じである．北茨城市花園山周辺の

個体は「チキチキチキ」で，テンポが遅い感じがする．

ヤマヤブキリ�������の方は切って鳴く型で「切り鳴

き」または「短鳴型」と呼ばれるものである．両種は

県北部山地において同所的に分布するが，前者は比較

的高木の上に生息し，後者はかん木（ブッシュ）のよ

うな所に生息するので，すみわけていると言える．ヤ

マヤブキリは本県の平野部に生息しないが，日立市な

どでは海岸の崖の樹上にも生息する．

②　カヤキリ　�������	
��	�������������������

　本種はススキ群落に生息する種で，県版レッドリス

トにおいて希少種（�）にランクされている（茨城県

生活環境部　����）．従来茨城県ひたちなか市が太平

洋岸の北限であったが，今回の調査で以下の地点で確

認された．実際の分布は福島県いわき市まで伸びてい

る可能性がある．��年前にシーズン期間中に調査を

実施した高萩市内からは確認されなかった．シブイロ

カヤキリと同様に，分布を北へ広げている可能性が大

きい．日本海側の北限は新潟県である．

　北茨城市磯原町磯原・磯原工業団地土手，�����

����，�♂採集��　日立市東大沼町，　���������，�♂

（鳴き声）��　常陸太田市白羽町，���������，�♂（鳴

き声）��　常陸太田市大森町，���������，�♂採集，�

♂（鳴き声）

③　オオクサキリ　�������	����（図���）

　本種は日本固有種で，遺存的な分布を示す種であ

る．県版レッドリストにおいて絶滅危惧種（�）にラ

ンクされている（茨城県生活環境部����）．茨城，栃

木，群馬，千葉，東京，新潟，福岡，大分の各都県か

ら発見されており，太平洋側では茨城県北部が北限で

動 物
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ある．県内からは北から高萩市，日立市，東海村，ひ

たちなか市，大洗町，旭村，東町，桜川村，龍ヶ崎市，

鹿嶋市，神栖町，波崎町などに局地的に生息している．

東京都（多摩川）からの記録は現在生息が確認されて

おらず，絶滅した可能性が大きい．筆者が調査した地

域のうち現在国内で生息面積が広いのは，霞ヶ浦沿岸

（東町，桜川村），鹿行地区沿岸（鹿嶋市，神栖町，波

崎町），渡良瀬遊水池，新潟平野海岸周辺である．この

ように国内に点々と隔離分布しているのは，おそらく

古い時代に広く分布していたものが，何らかの理由で

絶滅しつつあるのではないかと考えられる．

　今回の調査地域では高萩市高浜町（井上，����）と

日立市みなと町（茨城県生活環境部，����）から生息

記録があったが，高萩市では����年以後ほぼ毎年

シーズンに調査しているが確認されていない．近年で

は����年�月�日，����年�月��日，����年�月

��日に実施したが確認できなかった．日立市みなと

町（久慈町の記録は，みなと町の誤り）の生息地は����

年�月��日に�頭の雄が鳴いているのを発見した．

しかし����年から毎年�回は発生シーズンに見てい

るが確認されていない．特に����年からは筆者の通

勤の途中コースになったため一層注意していたが確認

されず，絶滅した可能性がある．

①　シブイロカヤキリ（シブイロカヤキリモドキ）

　　�������	
�����������������	
���

　本種もカヤキリ同様，植物群落の遷移初期にあたる

ススキ群落に生息する習性がある．そのためか飛翔に

よって移動する習性が強いように思われる．従来茨城

県が北限とされていたが，最近福島県いわき市からも

発見され，北上していることが指摘された（井上，

����）．地球温暖化が一因ではないかと思われる．��

年程前に実施した高萩市の調査（井上，����）では確

認できなかったが，今回の調査区域では既に報告した

高萩市や北茨城市（井上，����）だけでなく，十王町，

日立市，里美村，水府村のいくつかの地区から確認さ

れた．乗用車を運転中に鳴き声を聴いた場合は野帳に

記録できなかったことも多いので，一部のデータしか

示せないが鳴き声の数から見て，たとえ移動性がある

にしても県北地域に定着していることは確実である．

しばしば同所的にクビキリギス���������	
����
����

（������）が鳴いているが，声の大きさや音質から区別

できる．声の数から見た限り，シブイロカヤキリの生

息地ではクビキリギスよりも多い印象を受けている．

　久慈郡里美村小菅篠手，��������，�♂（鳴き声）；

里美村上深荻河原野，��������，�♂（鳴き声）；多

賀郡十王町高原，��������，�♂採集，�♂（鳴き声）�

�　十王町友部・十王ダム付近，��������，�♂（鳴き

声）��　日立市助川町助川市民の森・ススキ群落，�����

����，�♂（目撃）��　日立市多賀町よかっぺ通り空き

地，��������，�♂（鳴き声）��　日立市東大沼町，���

������，�♂（鳴き声）��　日立市大みか町日立製作所大

みか工場前，��������，�♂（鳴き声）��　日立市茂宮

町，��������，�♂（鳴き声）��　常陸太田市小目町，

��������，�♂（鳴き声）

②　クロツヤコオロギ　　

　�������		
����������（��������）（図���）

　国内分布が限定される種で，県版レッドリストにお

いて絶滅危惧種（�）にランクされている（茨城県生

活環境部����）．県内唯一の記録地が高萩市上手綱で

－　���　－
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�図 ��．�オオクサキリ♂．
日立市みなと町，����年�月��日

�図 ��．�クロツヤコオロギ♂．
高萩市上手綱の標本



あり，ここが北限となっている（井上，����）．隔離分

布することから遺存種と考えられる．しかし����年

から生息が確認できず，絶滅した可能性がある．近年

では����年�月�日，����年�月��日，����年�月

��日に調査したが，シーズン中の鳴く時間帯であるに

もかかわらず声を確認できなかった．

　生息環境は山沿いの畑の土手であり，草刈など常に

人為的な手が加えられている．成虫，幼虫とも土手な

どに穴を掘って生活する習性がある．他県の生息地

も，やはり畑周辺であり（静岡県の茶畑など），毎年

草刈をするなど，人為による環境への関わりが本種の

生存に関わっていると考えられる．

③　マツムシ　

　　�������		
��������
��������
��（�������）

　本種は有名な鳴く虫であるが，北限の福島県に近い

ためか高萩市石滝の海岸に唯�ヵ所しか生息地が見つ

かっていない．県版レッドリストにおいて希少種（�）

にランクされている（茨城県生活環境部����）．阿武

隈山地の茨城県側では，かつて生息していたという情

報もあるが標本が残っていないので不明である．高萩

市の生息地は毎年発生しているが個体数が少なく，北

限に近い分布地として貴重である．

⑦　アオマツムシ　���������	
�������（��������）（図��）

　本種の県北部における記録は����年に高萩市下大

能の山中で初めて鳴き声が聴かれたが（井上，����），

その後徐々に増え現在では県北部に広く分布し，特に

市街地に多い．北限は岩手県にまで達している（市川，

����）．高萩市の山中は例外的な記録で，通常は公園

や街路樹など人工的な環境に多い．

�

⑧　スズムシ　��������	
���	������（�������）

　本種は鳴く虫としてペットショップでも売られ珍し

くないが，本地域における自然分布は比較的北限に近

いためか少ない．野外で鳴き声を確認できたのは以下

の地区のみである．　　　　　

　日立市水木町�丁目・日立電鉄線路土手，�����

����，数個体（鳴き声）��　常陸太田市町屋町（�♂）・

常福地町・茅根町（�♂）・白羽町（�♂），���������，

（かっこ内は鳴き声を聴いた個体数）

　日立市水木町の例は�度のみで，その後シーズンに

何度か訪れているが鳴き声が聴かれず，放たれた飼育

個体の可能性がある．水府村や金砂郷町あたりでは南

向きの畑の土手などに点々と生息地があるが，不思議

なことに日立市から北茨城市までの太平洋沿岸では，

上記以外の生息地が見つかっていない．日立市内は筆

者の勤務地があるので，夜間市内を車で走る機会が多

いが，上記以外の場所では一度も鳴き声を聴いていない．

⑨　ヒロバネカンタン　�������	
��	�������������	�

　本県では海岸付近に点々と生息地が発見されている

が，本調査地域では高萩市石滝に�ヵ所のみ生息地が

あり毎年発生している．しかし生息地周辺が資材置き

場にされたりして環境の改変が激しい．

　本来自然度の高い海岸に生息する種と考えられる

が，以前より関西では市街地にも生息し注目されてい

た．ところが近年では千葉県北西部の松戸市や市川

市，船橋市などでも市街地に進出するようになった．

本県ではまだそのような現象は見つかっていないが，

上記のような現象は個体群の一部が都市化された環境

に適応して習性を変化させた一例ではないかと考えら

れる．

④　アズマモリヒシバッタ

　　�������	
�������	
��������������	
��������

　����年に記載された種で（�������	�
�������），筆者

によって採集された北茨城市関本町産の標本が副模式

標本となっている．また記載論文に使われた標本とし

ては，この茨城県産が最も早く採集された記録であ

る．県外の分布は福島県，新潟県，茨城県，栃木県，

群馬県，埼玉県，山梨県，長野県北部であるが（市川，

����），県北部山地に広く分布するであろう．

⑤　ヤマトマダラバッタ　

　　�������	
������	�
��（�������）（図��）

　本種は自然度の高い海浜に生息し県内でも生息地が

限られているが，本調査区域では高萩市石滝のみから

動 物
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�図 ��．�鳴くアオマツムシ♂．　
����年��月，塩田正寛撮影



記録がある．県版レッドリストにおいて危急種（�）に

ランクされている（茨城県生活環境部����）．生息環

境は資材置き場にされ非常に厳しい状況にあるが，毎

年細々と発生している．

⑥　ヤスマツトビナナフシ

　　���������	�
���
����������　　

　県全体のナナフシ目の調査は不十分である．次種と

ともに本種は井上（����）が報告した茨城県のナナフ

シ目のリストになかったので，以下に採集記録を示し

ておく．

　北茨城市定波，���．�����，���������，�♀（久保

田正秀）��　北茨城市和尚山，���．�����，���������，

�♀（久保田正秀）

⑬　シラキトビナナフシ　������������

　上記の種を含め，これで県産のナナフシ目は�種類

となる．

　北茨城市和尚山，���．�����，���������，�♀（久

保田正秀）

⑦　オオゴキブリ　

　　�������	�
������	���	�
���	���（�������）

　本地域のゴキブリ類の調査は不十分で，衛生害虫で

あるチャバネゴキブリも生息が予想されるが，まだ確

実な記録を知らない．オオゴキブリは茨城県から既に

記録があるが（井上，����），本調査地域からは記録が

なかったので採集記録を示しておく．野外にのみ生息

し，住居には侵入しない種なので普段目に触れにくい

が，おそらく阿武隈山地に広く分布するであろう．

　常陸太田市大森町・風神山，��������，����．
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