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　三浦半島で記録されたチョウ類84種の主に30年間の変化について，「三浦半島」の詳細な境界・区
分を再設定し，チョウ類各種の動態を5タイプ19サブグループに分類した上で，種別の動態を著した。
グループ別の動態では，アゲハチョウ科・シロチョウ科・ジャノメチョウ亜科の多くの在来種が健在で
あった一方，セセリチョウ科・タテハチョウ科 (ジャノメチョウ亜科以外)・シジミチョウ科で半数以上の
在来種が減少もしくは絶滅であった。北部と中部では多くの在来種の生息状況が安定し大きな違い
は見られなかったが，南部のチョウ類相は種数も生息密度も低く，北部や中部との地形や土地利用の
違いを反映した。絶滅種や未記録種のうち三浦半島の隣接地域に生息する種が11種あり，三浦半島
と隣接地域との断続性が示唆された。今後の三浦半島のチョウ類相において消長や生息実態に注目
すべき種として7種を挙げた。

　To describe each change in 84 species of recorded butterflies in the Miura Peninsula 
(Kanagawa Prefecture, Japan) as the dynamics for about 30 years, the boundaries and the 
division of “the Miura Peninsula” and borders were reconfigured and each change of the 
butterflies were classified into five types 19 subtypes. While the population of the most of the 
native species in Papilionidae, Pieridae and Satyrinae were steady or have increased, more 
than half of the native species in Lycanidae, non-satyrid Nymphalidae and Hesperiidae have 
declined or have become extinct. In the northern and the central part of the Miura Peninsula, 
most of the native species were stable and there was no difference in the member of native 
species between these two parts. In the southern part of the peninsula, however, the native 
species were lower both in number and population density than the other parts, reflecting 
the difference in topography and land usage between the southern and the other parts. There 
were 11 species which have become extinct or non-recorded in the Miura Peninsula and lives 
in the area that bounds the peninsula, which suggests the intermittency between the Miura 
Peninsula and its circumscribed area. Seven species of butterfly are proposed as the species 
whose inhabit, rise and fall should be observed in future butterflies in the Miura Peninsula.
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第1図　「三浦半島」の範囲と3区分．
破線は三浦半島昆虫研究会 (1978)による北限．

第1表　「三浦半島」の範囲と3区分に対応する行政地区．

はじめに

　三浦半島全域のチョウ類相に関する最初の報告 (三
浦半島昆虫研究会, 1978)は，1950～70年代の観察記
録や横須賀市博物館 (当時) の収蔵標本に基づいてま
とめられ，63種のチョウ類がそれぞれの分布型 (分布地
域と生息密度によって表示) とともに記録された。その
後も同研究会や同博物館による調査は継続され，個々
の種に関する追加記録が蓄積されたが，横須賀市自然
博物館編 (1984) における三浦半島産チョウ類の分布
型の一部見直しがなされたにすぎない。
　横須賀市自然・人文博物館は，三浦半島昆虫研究会
の協力のもと2012年度企画展示「三浦半島のチョウ」を
開催した。三浦半島のチョウ類相をテーマとした展示は
1984年の同博物館特別展示「三浦半島の蝶」以来であ
り，約30年ぶりとなる三浦半島全域のチョウ類相の見直
しを目指し，担当学芸員と三浦半島昆虫研究会の有志
による「蝶展実行委員会」が組織された。本研究は同委
員会における検討のなかで発案されたものである。
　三浦半島では，この約30年間だけをみても気候の変
動，土地利用の変化やそれに起因する雑木林や水辺の
減少，交通網や物流の発達による土壌や生物の移入な
ど，チョウ類相に影響を与えると思われる変化が起こっ
ている。三浦半島全域のチョウ類相を約30年ぶりに見
直し，その間のチョウ類各種の動態を把握することで，
三浦半島の環境変化に言及するのが本研究のねらいで
ある。

方　法

1．三浦半島のチョウ類相に関する情報収集
　三浦半島のチョウ類相に関する文献の収集に加え，
蝶展実行委員会の石渡裕之・飯田博茂・刈屋　修・坂
本繁夫および三浦半島昆虫研究会の小畑 裕・真島 一・
長島 清 (敬称略，五十音順) によって三浦半島各地の
チョウ類相の観察記録が提供され，同委員会において
チョウ類各種の動態に関する検討を行った。調査対象
となる期間は1970年代～2011年，地域は次項を参照の
こと。

2．三浦半島の境界(北限)と3区分の再定義
　三浦半島の範囲について，先行研究 (三浦半島昆虫
研究会, 1978) は北限を「江ノ島と円海山を通る直線」
としたが，本研究が参照した観察記録や標本ラベルは
多くの場合，観察・採集地が行政地区で記載されてお
り，上記の定義では境界付近の記録の取捨基準が曖昧
となってしまう。この問題に対し，三浦半島に隣接する
地域のチョウ類相 (中村, 2001, 2003) を参考にしなが
ら，①先行研究の境界線との違いがなるべく小さく，②
大型の道路など連続性が少しでも弱くなる環境を境界
として選んだ。また，南北に長い三浦半島における分布
の偏在性を表現する北部・中部・南部という3区分につ
いても，行政地区で判別できるよう定義し直した。これ
ら再定義した三浦半島の境界線と3区分，それらに該当
する行政地区を第1図および第1表に示す。

上記「三浦半島」の近隣で同地域に含まれない行政区画は次の通り：藤沢
市，鎌倉市中部および北西部（鎌倉地域の長谷，坂ノ下，佐助，笹目町，山ノ
内，扇ガ谷，極楽寺，稲村ガ崎ならびに腰越地域，深沢地域，大船地域，玉縄
地域），横浜市金沢区北部以北（金沢区幸浦，鳥浜町，白帆，富岡東，富岡西，
昭和町，能見台通；横浜市磯子区，港南区，栄区，戸塚区以北）．

市・区・町 下位の行政区画 3区分

鎌倉市

(南東部)

横浜市金沢区

 (南部)

逗子市

横須賀市

三浦郡葉山町

三浦市

十二所，浄明寺，二階堂，西御門，雪ノ下，小町，大町，材木

座，由比ガ浜，御成町

長浜，堀口，片吹，西柴，谷津町，泥亀，大川，柴町，金沢町，

寺前，町屋町，洲崎町，平潟町，乙舳町，野島町，六浦町，六

浦，六浦東，六浦南，瀬戸，朝比奈町，釜利谷町，柳町，並木，

大道，高舟台，東朝比奈，福浦，能見台，能見台東，能見台森，

海の公園，八景島，みず木町，釜利谷東，釜利谷西，釜利谷南

全域

浦郷町，追浜東町，追浜本町，追浜南町，追浜町，湘南鷹取，

鷹取町，夏島町，浜見台

上記以外の地区すべて (猿島を含む)

全域

全域

北部

北部

北部

北部

中部

中部

南部
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第2表　三浦半島で記録されたチョウ類84種の動態型による分類．

A：健在種 [34]

A-1：広域分布種 (26)
A-1a：広域健在種

ジャコウアゲハ・アオスジアゲハ・アゲハ・モンキアゲハ・

クロアゲハ・カラスアゲハ・モンシロチョウ・スジグロシロ

チョウ・キタキチョウ・モンキチョウ・ベニシジミ・ヤマト

シジミ・ツバメシジミ・ルリシジミ・アカタテハ・ルリタテ

ハ・ゴマダラチョウ・ヒカゲチョウ・サトキマダラヒカゲ・

チャバネセセリ・イチモンジセセリ

A-1b：時々増減を繰り返してきた広域健在種

ツマキチョウ・ウラナミアカシジミ・ウラナミシジミ・コ

ジャノメ・ヒメジャノメ

A-2：準広域健在種 (5)
アカシジミ・キタテハ・コミスジ・ヒメウラナミジャノメ・ダイ

ミョウセセリ

A-3：局地的分布種 (3)（＞稀少種）

A-3a：局地的健在種

オナガアゲハ・アサギマダラ

A-3b：少数健在種（＝狭義の稀少種）

ミヤマカラスアゲハ

B：減少種 [27]

B -1：生息環境の減少とともに減少した種 (10)
B -1a：減少が認められた種

キアゲハ・ウラゴマダラシジミ・ミズイロオナガシジミ・オ

オミドリシジミ・イチモンジチョウ・ジャノメチョウ・コチャ

バネセセリ・キマダラセセリ

B -1b：著しく減少した種（ 絶滅危惧種）

ミドリシジミ・アオバセセリ

B -2：減少の原因が不明な種 (3)
ゴイシシジミ・トラフシジミ・ヒオドシチョウ

B -3：減少し近年記録がないかごくわずかな種 (10)（ 絶滅

種）

ツマグロキチョウ・シルビアシジミ・メスグロヒョウモン・ス

ミナガシ・アサマイチモンジ・オオムラサキ・ミヤマセセリ・

ギンイチモンジセセリ・ホソバセセリ・オオチャバネセセリ

B -4：35年前に既に絶滅していたと考えられる種 (4)
コツバメ・ウラギンスジヒョウモン・クモガタヒョウモン・ウ

ラギンヒョウモン

C：増加種 [7]

C -1：温暖化による北上種 (3)
ナガサキアゲハ・ツマグロヒョウモン・クロコノマチョウ

C -2：過去の何らかの減少から回復した種 (2)
ウラギンシジミ・ムラサキシジミ

C -3：増加の原因が不明な種 (2)
テングチョウ・ヒメアカタテハ

D：偶産種 [8]

D -1：単発的に記録された種（＝「迷蝶」，無効分散）(6)
ウスキシロチョウ・クジャクチョウ・メスアカムラサキ・リュ

ウキュウムラサキ・オオウラギンスジヒョウモン・スジグロ

カバマダラ

D -2：隣接地域を含め一時的な発生が記録された種（定着な

し）(2)
ミドリヒョウモン・ウスイロコノマチョウ

E：外来種 [8]

E-1：侵入に際して人間活動の関与が明らかな種（＝狭義の

「外来種」）(5)
E-1a：侵入後定着が確認された種

アカボシゴマダラ

E-1b：侵入後定着が確認されていない種

シロオビアゲハ・メスグロトラフアゲハ・クロヒカゲ・クビ

ワチョウ

E-2：侵入に際して人間活動の関与が疑われ，帰化・植栽植物

にのみ依存している種 (3)
E-2a：侵入後定着が確認された種

ムラサキツバメ

E-2b：侵入後定着が確認されていない種

クロマダラソテツシジミ・カバマダラ

結果と考察

1．三浦半島で記録されたチョウ類の動態
　本研究が動態の検討対象とした三浦半島で記録さ
れたチョウ類は84種に上った (第2表を参照)。三浦半
島ではこの他にツマムラサキマダラ・キベリタテハ・キ
マダラモドキの3種 (渡辺, 1942) とミカドアゲハ (酒井, 
1969) の記録があり，前3種は当時も現在も土着もしく
は隅産の可能性は考え難いため除外し，後1種も目撃
記録であり疑問視されている (例えば平野 [1970])。ま

た，ヤマトスジグロシロチョウとされた2個体の標本 (森
下ほか, 2008) は，1つがスジグロシロチョウである可能
性が高く，もう1つは採集ラベルが不明瞭で三浦半島産
であることの確証が低い。したがって，本研究ではこれ
ら5種を記録に疑義があることを理由に除外した。第2
表には三浦半島で記録されたチョウ類の動態による区
分を示す。以下，第2表に挙げられている各動態型につ
いて詳述し，チョウ類各種でそれぞれ異なる動態の詳
細については次項で述べる。
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　三浦半島で記録されたチョウ類の動態型を下記の通
り5つに大別し，それぞれの下位にサブグループを設け
た。見出しのA～Eおよび[ ]内の記号は第2表に対応す
る。
A：健在種
　1970年代 (三浦半島昆虫研究会, 1978) 以降，現在
も分布域や分布密度に大きな変化が見られない種とし
た。5つのサブグループをもち，三浦半島の3区分全てで
安定して生息する広域健在種 [A-1a]，全域に分布するも
のの時々増減を繰り返してきた広域健在種 [A-1b]，以
前から一部の地域を除いて安定して生息する準広域健
在種 [A-2]，元々限られた生息環境が現在も安定してい
る局地的健在種 [A-3a]，小さな個体群ではあるが長年
にわたる生息が確認されている少数健在種 [A-3b] に分
けた。尚，局地的健在種や少数健在種は高桑 (2006) に
おける「希少種」に相当する区分けとして設定した。
B：減少種 
　 現在までに減少が認められた種や追加記録がごく僅
かな (もしくは無い) 種とした。これも5つのサブグルー
プからなり，生息環境の減少に伴って減少傾向が認め
られた種 [B-1a]，同様な背景のもと著しく減少した種 
[B-1b]，原因が不明なまま減少が認められた種 [B-2]，
近年の追加記録がほとんどなく絶滅したと考えられる
種 [B-3]，三浦半島昆虫研究会 (1978) の時点で既に
絶滅していたと考えられる種 [B-4]となった。尚，サブグ
ループB-3は高桑 (2006) における「絶滅」の分類に準
拠させた。
C：増加種
　分布域や分布密度が増大した種や，新たに三浦半島
産チョウ相に加わった種のうち後述する偶産種や外来
種に当てはまらない種とした。サブグループは3つで，冬
期平均気温などの温暖化に伴う北上種 [C-1]，三浦半島
昆虫研究会 (1978) 以前に生じたと考えられる減少から
の「回復期」にあった種 [C-2]，原因が不明なまま増加
が認められた種 [C-3] であった。
D：偶産種
　「(無効) 分散」した種と同義 (高桑, 2012) で，三浦半
島における継続的な生息 (= 定着) はなかったが，一時
的な飛来もしくは飛来地域における一時的な繁殖・発
生が確認された種とした。偶発的な飛来 (いわゆる「迷
蝶」) による単発的な記録種 [D-1]，飛来地域や隣接地
域で食草を食べる幼虫など一時的な発生が確認された
種 [D-2] の2つのサブグループに分けた。
E：外来種
　新たに三浦半島で記録された種のうち，その侵入過

程で人間活動が関与した種 [E-1] と，元々三浦半島に
自生していなかった帰化・植栽植物にのみ依存する (食
草・食樹とする) 種で，分散だけでなく人間活動の関与
も疑われている種 [E-2] とに分けた。国内／国外を問
わず一般的な「外来種」のイメージは前者 [E-1] が強
いが，本研究ではこれを狭義の外来種ととらえ，より広
い定義として後者 [E-2] も外来種と位置づけた。それぞ
れ2つのサブグループ，すなわち定着が確認された種 [a: 
E-1a, E-2a] と，定着せず一時的な記録となった種 [b: 
E-1b, E-2b] に分けた。

2．三浦半島のチョウ類各種の動態
　第2表に挙げた三浦半島のチョウ類各種の動態につ
いて以下に詳述する (健在種の一部など特筆すべき記
述のないものもある)。掲載順序や学名は白水 (2006b) 
に拠ったが，チャバネセセリの学名は猪又 (1990)，メス
グロトラフアゲハの学名は五十嵐 (1979) に従った。学
名の後の大カッコ“[ ]”内の記号は動態型を示し，第2
表および前項の解説に対応する。本稿で初めて公表さ
れる採集データについては，「個体数・性／ステージ」
「日・月・年」「採集者」で表記した．

アゲハチョウ科 Papilionidae
2-1．ジャコウアゲハ Byasa alcinous alcinous (Klug, 
1836)　[A-1a]
　食草はウマノスズクサ類。三浦半島にはオオバウマク
スズクサのみが自生し，安定して利用されているウマノ
スズクサは植栽に由来するものが庭先等で野生化して
いるとされる (よこすか植物会, 私信)。
2-2．アオスジアゲハ Graphium sarpedon nipponum, 
(Fruhstorfer, 1903)　 [A-1a]
　以前と比較しても生息状況に大きな変化はないが，市
街地や公園でよく見かけるようになったのは，本種の食
樹であるクス，タブが植栽されたことによる。
2-3．アゲハ Papilio xuthus xuthus Linnaeus, 1767　
[A-1a]
　カラスザンショウなど自生のミカン類のほか植栽のミ
カン類なども食し安定して発生。
2-4．キアゲハ Papilio machaon hippocrates C. & R. 
Felder, 1864　[B-1a]
　海浜のセリ科植物を利用できる場所では安定してい
るものの，セリが生育する湿地の減少やニンジンなどセ
リ類作物の耕作地への農薬散布などに伴い，内陸部で
分布密度が減少。
2-5．ナガサキアゲハ Papilio memnon Linnaeus, 1758
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　[C-1]
　三浦半島内では1999年7月の三浦市の目撃 (鈴木, 
2000) に続き，2001年までに三浦半島各地で記録さ
れ(森下, 2000; 刈屋, 2001; 高桑2001b; 柳本, 2003)，
現在は関東北部にまで分布が報告されている (青木, 
2010)。暖冬傾向を背景として植栽のミカン類を食樹に
分布を広げたと考えられる一方，侵入に際して放蝶など
人の関与が疑われ (高桑, 2001b; 吉尾・八木, 2005)，
外来種とする見解が完全には否定できない。
2-6．モンキアゲハ Papilio helenus nicconicolens 
Butler, 1881　[A-1a] 
　かつては，三浦半島に多産することが注目され，三
浦半島を代表する種であったが，近年の温暖化などの
環境変化で関東地方の各地に生息域が広がった (日本
チョウ類保全協会, 2012)。
2-7．シロオビアゲハ Papilio polytes Linnaeus, 1758　
[E-1b]
　 中部より1件の記録のみ (西尾, 1983)。奄美諸島以
南に自然分布しており，関東地方での偶産記録は上記
以外に群馬県，埼玉県 (白水, 2006a) の2例のみしかな
く，人為的な移動が強く疑われる。
2-8．クロアゲハ Papilio protenor demetrius Stoll, 
1782　[A-1a]
　アゲハと同様，自生するカラスザンショウのほか植栽
のミカン類なども食し，安定して発生している。
2-9．オナガアゲハ Papilio macilentus macilentus 
Janson, 1877　[A-3a]
　食樹であるコクサギの生育する丘陵地の沢沿いに生
息するため，分布が北部・中部の一部に偏在するものの
生息環境が安定しており健在。
2-10．カラスアゲハ Paoilio dehaanii dehaanii C. & 
R. Felder, 1864　[A-1a]
　以前と比べても生息状況に変化はない。市街地など
で姿を見ることは少ない。
2-11．ミヤマカラスアゲハ Paoilio maackii maackii 
Ménétriès, 1858　[A-3b]
　観察される個体数は少ない。しかし，横浜市南部の
三浦半島に隣接する地域 (磯子区氷取沢町など [中村, 
2001]) まで含めればほぼ継続して成虫が確認されて
いる。
2-12．メスグロトラフアゲハ Papilio glaucus Linnaeus, 
1758　[E-1b]
　中部より1件の記録のみ (榎戸, 1981)。本種は北米原
産で自力移動の可能性が皆無である。尚，榎戸 (1981) 
では本種の和名に「オオトラフアゲハ」が用いられた

が，本研究では五十嵐 (1979) に従ってこれをP. rutulus 
Lucasに対する和名とみなし，本種には上記の和名を採
用した。

シロチョウ科 Pieridae
2-13．ツマキチョウ Anthocharis scolymus scolymus 
Butler, 1866　[A-1b]
　1970年代に増加傾向がみられ，以前は少なかった北
部 (特に横浜市金沢区) でもよく見かけられた。食草と
されるタネツケバナ・イヌガラシが水田や湿地とともに
減少したが，外来種のオオアラセイトウ (ムラサキハナ
ナ) や栽培種のチンゲンサイを利用している観察があ
り，本種の動態に対する環境変化の影響は小さかった
と思われる。
2-14．モンシロチョウ Pieris rapae crucivora 
(Boisduval, 1836)　[A-1a] 
　アブラナ科作物の栽培地を中心に旺盛な勢力を維持
しており，南部では農薬散布のない場所・時期に特に多
く発生する。近年ではクレソンも利用している。
2-15．スジグロシロチョウ Pieris melete melete 
(Menetries, 1857)　[A-1a]
　モンシロチョウの生息環境に加え，やや暗い環境など
にも適応し，安定して発生。
2-16．ツマグロキチョウ Eurema laeta betheseba 
(Janson, 1878)　[B-3]
　1970年頃までは北部・中部で少数が記録されていた
が (三浦半島昆虫研究会, 1978)，1980年頃までに食草
であるカワラケツメイが生育する環境の減少とともに絶
滅したと考えられる。近年の記録2件は，他の地域から
の飛来と人の関与した移入の両方の可能性がある (野
崎, 1995; 鈴木, 2006)。
2-17．キタキチョウ Eurema mandarina (de lOrza, 
1869)　[A-1a]
　1970年代以前は三浦市の記録が乏しかったが (三
浦半島昆虫研究会, 1978)，現在では全域で安定して発
生。
2-18．モンキチョウ Colias erate poliographus 
Motschulsky, 1860　[A-1a]
　ミヤコグサやシロツメクサなどマメ科食草の生育する
丘陵斜面や草地，海岸周辺の緑地でよく見られ，個体数
は多い。
2-19．ウスキシロチョウ Catopsilia pomona 
(Fabricius), 1775　[D-1]
　南部 (城ヶ島) で1件の目撃記録があるのみ (飯田・刈
屋, 2011)。近隣では藤沢市江の島 (菅井, 2009) の記録
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がある。
シジミチョウ科 Lycaenidae

2-20．ウラギンシジミ Curetis acuta paracuta de 
Niceville, 1901　[C-2]
　かつて一時的に減少したが，1970年中ごろより増加
し始め (三浦半島昆虫研究会, 1978)，現在では安定し
ている。温暖化により越冬が可能になったことと，食草
のクズが放置林や荒れ地で繁茂したことが増加要因と
される。
2-21．ゴイシシジミ Taraka hamada hamada (H. 
Druce, 1875)　[B-2]
　幼虫がタケノアブラムシを餌とする変わった食性で，
市街地でも発生したが，1980年代を境に激減した。近
年，中部のごく限られた場所で2件の記録 (石渡, 2006; 
2008) があるものの，他の地域では観察されていない。
2-22．ムラサキシジミ Narathura japonica japonica 
(Murray, 1875)　[C-2]
　三浦半島昆虫研究会 (1978) では「少なくなり遺存的
で稀」とされたが，直後より増加し始め，現在では安定し
ている。温暖化により越冬が可能になったことに加え，
街路樹や公園に植栽されたシラカシやウバメガシなどカ
シ類を食樹として利用したことも一因と考えられる。
2-23．ムラサキツバメ Narathura bazalus (Hewitson, 
1862)　[E-2a]
　植栽に由来するものの三浦半島に広く生育する (神
奈川県植物誌調査会, 2001) マテバシイを食樹とする
が，三浦半島への侵入は1990年代後半と考えられる。
三浦半島の周辺では，1980年前後より人為的移入と推
定される散発的な発生記録がある (高桑, 2001a)。
2-24．ウラゴマダラシジミ Artopoetes pryeri pryeri 
(Murray, 1873)　[B-1a] 
　食樹のイボタノキが生育する北部・中部の谷戸などに
分布するが，現在では少なくなった。
2-25．アカシジミ Japonica lutea lutea (Hewitson, 
1865)　[A-2]
　食樹であるコナラがもともと乏しい南部では少ない。
北部・中部では山林の手入れ不足によって環境が変化し
ているものの，観察される個体数は少なくない。
2-26．ウラナミアカシジミ Japonica saepestriata 
(Hewitson, 1865)　[A-1b]
　1970年代まではごく稀だったが (三浦半島昆虫研究
会, 1978)，1980年代より確認例が増え，時には多数の
発生も見られた (芦澤, 1996)。山林の手入れ不足など，
クヌギの若木を好む本種の生育に適さない環境が増え
ている。

2-27．ミズイロオナガシジミ Antigius attilia attilia 
(Bremer, 1861)　[B-1a]
　1980年代までよく見られたが，近年は北部・中部で毎
年確認されるものの，明らかに減少傾向にある。山林の
手入れ不足に関係があると思われる。
2-28．オオミドリシジミ Favonius orientalis orientalis 
(Murray, 1875)　[B-1a]
　三浦半島昆虫研究会 (1978) では成虫の記録が少な
かったが，これは成虫の活動時間が早朝，夕刻であるた
め観察例が少なかったためで，観察技術の向上により，
もともと生息環境の少ない南部を除き1980年代から記
録が増えた。1990年代までは少なくなかったが，現在ま
でに雑木林の減少や山林の手入れ不足とともに減少し
たと思われる。
2-29．ミドリシジミ Neozephyrus japonicus (Murray, 
1875)　[B-1b]
　1980年代は局地的に分布する食樹のハンノキ林に少
ないながら安定していたが，食樹の減少に伴って衰退し
ている。
2-30．コツバメ Collophrys ferrea (Butler, 1866)　
[B-4]
　三浦半島昆虫研究会 (1978) には記録がなく，横浜
市金沢区の古い記録 (早野ほか, 1951) のみ。既に絶滅
して久しい。
2-31．トラフシジミ Rapala arata arata (Bremer, 
1861)　[B-2]
　三浦半島昆虫研究会 (1978) でも稀な種とされ，その
後わずかな増減があったが，現在ではほとんど見られな
い。南部では1件の目撃記録 (鈴木, 2007) のみ。ウツギ
類やフジ類などを利用しているのが観察されている。
2-32．ベニシジミ Lycaena phlaeas daimio 
(Matsumura, 1919)　[A-1a] 
　以前と比較しても生息状況に変わりはない。
2-33．シルビアシジミ Zizina otis (Fabricius, 1787)　
[B-3]
　かつて葉山町一色から三浦市城ケ島・毘沙門まで相
模湾岸沿いに局地的に生息し，東京湾側には戦前の浦
賀の標本が存在するなど (中村, 1999)，かつて沿岸部
に広く分布していたと考えられる。食草のミヤコグサが
生育する沿岸部の芝草地とともに減少，絶滅したと考え
られる。
2-34．ヤマトシジミ Zizeeria maha argia (Menetries, 
1857)　[A-1a] 
　以前と比較しても生息状況に変化はない。半島内で
は最普通種で，どこでも見られる。
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2-35．ツバメシジミ Everes argiades argiades (Pallas, 
1771)　[A-1a]
　ヤマトシジミやルリシジミのように全域で多産してい
るわけではないが，海岸部の草地を中心に現在も安定
して発生。
2-36．ルリシジミ Celastrina argiolus ladonides (de 
lOrza, 1869)　[A-1a]
　ハギ類やウツキ類などを食草としている。
2-37．ウラナミシジミ Lampides boeticus (Fabricius, 
1798)　[A-1b]
　千葉県南房総地域で栽培マメ類を食草に越冬するこ
とが知られており，毎年関東各地へ分散するが，分散先
の地域では越冬できずに死滅する。三浦半島でも確認
数や確認場所の年変動が大きいものの，盛夏から初冬
にかけて毎年確認される。近年，平塚市で冬期に栽培
マメ類から幼虫が見つかり (美ノ谷, 2010)，今後三浦半
島でも越冬個体が確認される可能性がある。
2-38．クロマダラソテツシジミ Chilades pandava 
(Horsfield, 1829)　[E-2b]
　元 1々992年に沖縄で記録され，2008年に近畿・中
国・四国から愛知県まで急速に発生地を拡大し，翌
2009年夏より東京都・千葉県・静岡県とともに逗子
市で発生が確認され，同年12月に姿を消した (柳本, 
2010; 芦澤, 2010)。その後，2011年にも再び三浦半島
に姿を現した (芦澤, 2012; 柳本, 2012)。食樹であるソ
テツの植栽と温暖化を背景に各地へ分散していった一
方，広域での急速な分布拡大に人為的移動の関与も
疑われる。

タテハチョウ科　Nymphalidae
テングチョウ亜科　Libytheinae

2-39．テングチョウ Libythea lepita Moore, 1858　
[C-3]
　かつては北部の横浜市金沢区の記録 (早野ほか, 
1951) のみであったが，1981年に横浜市金沢区で再び
採集されたのを皮切りに，1982年から記録数の爆発的
な増加とともに記録地域が南へ拡大していった (中村, 
2010)。現在までに個体数は増加当初よりやや減少し
た状態で安定しているが，南部ではいまだ2件の記録
しかない (橋本, 1986; 芦澤, 2000b)。

タテハチョウ亜科　Nymphalinae
2-40．ヒメアカタテハ Vanessa cardui cardui 
(Linnaeus, 1758)　[C-3]
　1970年代中頃には少なかったが，その後次第に増加

していった。増加要因として温暖化により越冬が可能に
なったことが挙げられるが，ウサギアオイなど外来種を
利用した可能性もある。後者については，食草の生育に
依存して増減した可能性を示す例として，半世紀以上前
の東京都において食草のゴボウ畑で本種が多産してい
たが，畑の消失とともに姿を消したという話がある。
2-41．アカタテハ Vanessa indica indica (Herbst, 
1794)　[A-1a]
　かつて越冬は成虫のみと思われていたが，真冬にお
いても蛹や幼虫が確認されている。生息状況は以前と
変わりがない。
2-42．キタテハ Polygonia c-aureum c-aureum 
(Linnaeus, 1758)　[A-2] 
　かつてに比べると食草であるカナムグラの減少にとも
なって生息密度は低くなりつつあるが，食草の周囲では
普通に見られる。
2-43．ヒオドシチョウ Nymphalis xanthomelas 
japonica (Stichel, 1902)　[B-2] 
　以前より細 と々発生していたと思われる。時々越冬個
体が観察されるものの，近年では新成虫の観察例が稀
になった。食樹は各地に分布するエノキなどであるが，
減少の理由や南部で極めて少ない理由はよく分かって
ない。
2-44．クジャクチョウ Inachis io (Linnaeus, 1758)　
[D-1]
　北部から1件の記録のみ (横井, 1987)。
2-45．ルリタテハ Kaniska canace nojaponicum (von 
Siebold, 1824)　[A-1a]
　安定して発生しているが一度に多くは見られない。食
草であるサルトリイバラ，シオデ，栽培種を含めたホトト
ギス類やユリ類で安定して発生がみられる。
2-46．メスアカムラサキ Hypolimnas misippus 
(Linnaeus, 1764)　[D-1]
　北部と中部から3件の記録がある (大場・永嶋, 1987; 
飯田, 2000; 鈴木, 2001)。
2-47．リュウキュウムラサキ Hypolimnas bolina 
(Linnaeus, 1758)　[D-1]
　中部と南部から3件の記録がある (伊藤, 1958; 岡部, 
1988; 鈴木, 1991)。うち伊藤 (1958) は，他2件とは亜種
が異なり，前者はサモア型もしくはジャワ型で後者はい
ずれもフィリピン型と考えられる。尚，伊藤 (1958) と赤
穂 (1958) は同一個体の記録である。
2-48．ウラギンスジヒョウモン Argyronome laodice 
japonica (Ménétriès, 1857)　[B-4]
　1946～1951年の横須賀市周辺の蝶類リストへの掲載
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が唯一の記録 (真島, 1951) であり，三浦半島昆虫研究
会 (1978) にも記録がないので，1960年代には絶滅した
ものと思われる。
2-49．オオウラギンスジヒョウモン Argyronome 
ruslana (Motschulsky, 1866)　[D-1]
　北部から1件の記録のみ (平井, 1983)。横浜市青葉
区では6月に複数個体が確認された例があり (中村, 
2003)，隣接地域での一時的な発生の可能性もある。
2-50．クモガタヒョウモン Nephargynnis anadyomene 
midas (Butler, 1866)　[B-4]
　横須賀市周辺の蝶類記録 (真島, 1951) や横須賀市武
山に多産するとの記述 (青木, 1957)，逗子市神武寺での
採集記録 (金子, 1958) しかない。1950年代後半には絶
滅したと思われる。
2-51．メスグロヒョウモン Damora sagana liane 
(Fruhstorfer, 1907)　[B-3]
　1970年代まで北部でわずかに記録されていたが，そ
の後まったく追加記録がなく，絶滅したと思われる。
2-52．ミドリヒョウモン Argynnis paphia tsushimana 
Fruhstorfer, 1906　[D-2]
　1984年9月に多数の飛来個体の記録があり (西村ほ
か,1985)，そのほか新成虫時期の記録 (飯田, 2003) も
あるが，いずれも単発的な記録であり，秋に山間部から
平地へ飛来 (いわゆる「里降り」) した飛来個体と考え
られる。
2-53．ウラギンヒョウモン Fabriciana adippe 
pallescens (Butler,1873)　[B-4]
　1950年代に逗子市神武寺で目撃されたとの記録 (金
子, 1958) のみで，隣接地域でも鎌倉市玉縄(大須賀,
1972) や横浜市中区 (桃井, 1965) のみ。
2-54．ツマグロヒョウモン Argyreus hyperbius 
hyperbius (Linnaeus, 1763)　[C-1]
　以前から一時的な飛来や発生の記録があり，三浦半
島昆虫研究会 (1978) でも偶産種とされていた。1999
年10月に多くの発生記録 (岡部, 2000) が出て以降，北
部より定着・増加し，現在では市街地でもよく見られる
種となった。増加の背景には温暖化や栽培スミレ類の
普及が後押しとなったと考えられる。一方，自生するス
ミレ類への食草適応も報告されている (岡部, 2000)。

イチモンジチョウ亜科　Limenitidinae
2-55．スミナガシ Dichorragia nesimachus nesiotes 
Fruhstorfer, 1898　[B-3]
　食樹であるアワブキが自生していた北部を中心に
北部・中部で少数の記録がある (三浦半島昆虫研究

会, 1978)。近年も偶産と思われる記録しかなく (久保, 
1984; 中村ほか, 2004)，現在では絶滅と判断される。
2-56．コミスジ Neptis sappho intermedia W. B. 
Pryer, 1877　[A-2]
　北部・中部で安定して発生しているが，三浦市では局
地的で少ない。
2-57．イチモンジチョウ Ladoga camilla japonica 
(Menetries, 1857)　[B-1a]
　現在では分布域が北部・中部にのみ限られ，減少傾
向にある。南部では1件の記録のみ (芦澤, 2000b)。
2-58．アサマイチモンジ Ladoga glorifica glofifica 
(Fruhstorfer, 1909)　[B-3]
　1970年代に北部で少数の記録があった (大須賀, 
1972; 三浦半島昆虫研究会, 1978; 柳川, 1998) が，現
在は見られない。神奈川県内や近隣都県の調査では本
種の水辺環境での発生が確認されており (岸, 2011; 福
田, 2009)，水辺環境の減少とともに衰退したと考えら
れる。

コムラサキ亜科　Apaturinae
2-59．ゴマダラチョウ Hestina japonica japonica (C. 
& R. Felder, 1862)　[A-1a]
　現在も安定して発生しており，食樹のエノキがあれば
樹林地だけでなく住宅街にも飛来する。
2-60．アカボシゴマダラ Hestina assimilis assimilis 
(Linnaeus, 1758)　[E-1a]
　1998年藤沢市で初確認され，2002年逗子市，2005
年葉山町と分布を拡げその頃から急激に増加，三浦市
には2006年に侵入し，現在では全域での分布が確認さ
れている (芦澤, 2007)。これらの個体群は中国大陸産
亜種 (本種の名義タイプ亜種)の特徴を示し，前述の経
過から人為的な侵入が第一に考えられる。
2-61．オオムラサキ Sasakia charonda charonda 
(Hewitson, 1863)　[B-3]
　1965年鷹取山や1972年逗子市神武寺など北部に限
られ (三浦半島昆虫研究会, 1978)，既に1960年代には
ほとんど記録がなく，1970年代前半に絶滅したと考え
られる。

ジャノメチョウ亜科　Satyrinae
2-62．ヒメウラナミジャノメ Ypthima argus argus 
Butler, 1866　[A-2]
　南部では局地的でやや少ないものの，北部・中部で
安定して発生している。
2-63．コジャノメ Mycalesis francisca perdiccas 
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Hewitson, 1862　[A-1b]
　日陰になる樹林内に発生するため，暗い照葉樹林の
繁栄に伴って本種も増加した。樹林の少ない南部では
局地的である。
2-64．ヒメジャノメ Mycalesis gotama fulginia 
Fruhstorfer, 1911　[A-1b]
　前種とは対照的で林縁など明るい環境で発生してお
り，暗い照葉樹林の繁栄とともに近年では減少の可能
性がある。南部ではもともと少ない。
2-65．ジャノメチョウ MInois dryas bipunctata 
(Motschulsky, 1860)　[B-1a]
　1960年代～1970年代には局地的で稀な種であり，
1980年代頃から造成地のススキ原などを中心に多発し
たものの，草地の減少にしたがって発生地・個体数とも
減少しており，北部と中部の限られた草原では発生が
確認されている。南部では確実な記録がない。
2-66．ウスイロコノマチョウ Melanitis leda leda 
(Linnaeus, 1758)　[D-2]
　1988年の横須賀市の記録 (岡部, 1988) 以降，各地で
不定期・散発的な記録が報告されている (小室, 1991; 
戸崎・芦澤, 1992; 中村・新堀, 1998; 芦澤, 2000aな
ど)。近隣地域を含む一時的な発生が考えられる。
2-67．クロコノマチョウ Melanitis phedima Cramer, 
1780　[C-1]
　1980年代から散発的な記録があり，1994年に幼虫・
蛹などが多数確認された (岡部, 1995)。分布密度は高く
ないが南部 (芦澤, 2011) を含め全域に定着している。
2-68．クロヒカゲ Lethe diana (Butler, 1866)　[E-1b]
　北部より2件の記録のみ (須田, 1986; 鈴木, 2007a)。
本来の生息域は横浜市以北。偶産の可能性もあるが，
須田 (1986) は人為的な移動個体の可能性を示唆して
いる。また，生息域がほぼ隣接するにも関わらず記録
数が乏しいのは分散力が低いためと考えられ，人為的
な移動の可能性が高い。
2-69．ヒカゲチョウ Lethe sicelis sicelis (Hewitson, 
1862)　[A-1a]
　ジャノメチョウ類の中では最も個体密度が高く，安定
して発生している。
2-70．サトキマダラヒカゲ Neope goschkevitschii 
goschkevitschii Ménétriès, 1857　[A-1a]
　ジャノメチョウ類の中では個体密度が高い。季節型が
顕著で，それぞれの発生期には特に個体密度が高い。

クビワチョウ亜科　Calinaginae
2-71．クビワチョウ Calinaga buddha Moore, 1857　

[E-1b]
　中部より1件の記録のみ (竹下, 1990)。本来の生息域
は台湾である。

マダラチョウ亜科　Danainae
2-72．アサギマダラ Parantica sita niphonica (Moore, 
1883)　[A-3a]
　以前より成虫の散発的な記録があったが，1980年代
に中部の一部地域や猿島での発生が確認された (岡部, 
1984; 橋本・岡部, 1985; 橋本ほか, 1985)。
2-73．カバマダラ Donaus chrysippus (Linnaeus, 
1758)　[E-2b]
　以前から少数の飛来記録 (杉本, 1970) があり，2010
年に中部と南部の西岸部を中心に外来種であるフウセ
ントウワタやトウワタでの発生が記録されたが，翌春の
確実な記録はなく一時的なものであった (榎戸, 2011)。
静岡県の発生地からの飛来という説がある一方，フウセ
ントウワタに付随した移入や，飼育個体の逃亡や放蝶の
可能性も否定できない。
2-74．スジグロカバマダラ Danaus genutia (Cramer, 
1779)　[D-1]
　北部より1件の記録のみ (小畑, 1992)。本来の生息域
は八重山以南。関東地方では神奈川県の他地域，東京
都 (本土部と島嶼部両方)，千葉県でも記録がある。偶産
としたが，本種の移動に際して人為の関与を完全に否
定できたわけではない。

セセリチョウ科 Hesperiidae
2-75．アオバセセリ Choaspes benjaminii 
(Guérin-Ménéville, 1843)　[B-1b]
　食樹のアワブキが生育する北部に記録が集中し，中
部・南部の記録は少ない。1980年頃より減少し，近年で
は鎌倉市・逗子市などに限られる。
2-76．ダイミョウセセリ Daimio tethys tethys 
(Menetries, 1857)　[A-2] 
　樹林の少ない南部ではもともと局地的で少ない。北
部・中部の丘陵地や林縁ではやや少なくなったと感じ
る場所もあるが，全体的にはかつてと変わらない。
2-77．ミヤマセセリ Erynnis montanus montanus 
(Bremer, 1861)　[B-3] 
　かつて早春に普通に見られた種であったが，1980年
代中頃の記録を最後に絶滅したと考えられ，北部の採
集記録 (佐野, 2010) は偶産と考えられる。
2-78．ギンイチモンジセセリ Leptalina unicolor 
unicolor (Bremer & Grey, 1852)　[B-3]
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　 かつての生息域は北部に限られ，絶滅した可能性が
高い。三浦半島における発生状況について参考となる
報告はなく，著者の一人，中村による北部の横浜市金沢
区 (旧釜利谷町：釜利谷西・釜利谷東) における下記の
記録から年3回発生だったと推測される。
<春型 [第1化]>
　2♂1♀, 29.IV.1979. 横浜市金沢区釜利谷東. 中村採集
<夏型 [第2化]>
　1♂, 9.VII.1978. 横浜市金沢区釜利谷西. 中村採集
　2♀, 23.VII.1978. 横浜市金沢区釜利谷西. 中村採集
<秋型 [第3化]>
　1♂1♀, 31.VIII.1979. 横浜市金沢区釜利谷西. 中村採集
　1♂, 8.IX.1979. 横浜市金沢区釜利谷東. 中村採集
2-79．ホソバセセリ Isoteinon lamprospilus 
lamprospilus C. & R. Felder, 1862　[B-3]
　記録は北部に限られ，1980年代前半から激減，絶滅
に至っていると考えられる。最も近年における北部での
記録が，著者の一人，柳本による下記の幼虫の確認例で
ある。
　2幼虫, 15.VI.2003. 鎌倉市十二所 柳本 採集
2-80．コチャバネセセリ Thoressa varia varia 
(Murray, 1875)　[B-1a]
　湿性の谷戸など発生地が少なくなり，見かける機会が
減った。南部では元々少ない。
2-81．キマダラセセリ Potanthus flavus flavus 
(Murray, 1875)　[B-1a]
　北部や中部などの林縁の草地に生息し，南部では少
ない。近年は一か所で複数個体を見ることが少なくなっ
ている。
2-82．オオチャバネセセリ Polytremis pellucida 
pellucida (Murray, 1875)　[B-3]
　1980年代前半までは北部と中部で普通に見られた
が，1999年の記録を最後に絶滅した可能性が高い (飯
田, 2005)。食草はタケ類やイネ類といった普通種であ
るが，衰退の原因は不明。
2-83．チャバネセセリ Pelopidas mathias oberthuri 
Evans, 1937　[A-1a]
　晩夏から個体数を増し，晩秋までみられる。
2-84．イチモンジセセリ Parnara guttata guttata 
(Bremer & Grey, 1852)　[A-1a]
　春季には姿を見ることは稀だか，前種同様，晩秋まで
みられる。年によって発生個体数に変動がある。

3．三浦半島のチョウ類相の動態
　前項1および2について以下の通り4点に分けて論じ

る。前項2で挙げた動態型は[ ]で，チョウ類は( )でそれ
ぞれ記号や番号を振った。
3-1．科および亜科に見られる動態の傾向
　第2表の通り，三浦半島で記録されたチョウ類84種の
うち，偶産種と外来種の計16種を除く68種が三浦半島
における在来種である。以下にこれらのチョウ類の動態
を検証する。
　アゲハチョウ科は在来種数10に対して8種が健全，1
種が増加で，シロチョウ科も在来種数6に対して5種が
健全，タテハチョウ科ジャノメチョウ亜科も在来種数7
に対して6種が健全，1種が増加であった。これらの科も
しくは亜科は健全種としての割合が高く，かつてと比較
して変動がなかったことが読み取れる。これらのグルー
プのチョウには，大きく変化した環境に直接的に依存
せず，影響があまり受けなかった種が多かったと思わ
れる。
　減少・絶滅種で顕著なのはセセリチョウ科で，在来
種数10に対して7種が減少 (うち4種が絶滅) であった。
前述のジャノメチョウ亜科を除くタテハチョウ科 (テン
グチョウ，タテハチョウ，イチモンジチョウ，コムラサキ，
マダラチョウの各亜科) も在来種数18に対して10種が
減少 (うち7種が絶滅)，シジミチョウ科も在来種数16に
対して8種が減少 (うち2種が絶滅) で，それぞれ半数以
上が衰退した。衰退したセセリチョウ科の多くは，やや
暗い山林の湿度の保たれた林縁に生育するイネ類，タ
ケ類など単子葉植物を食草としていたが，近年の山林
の縮小や乾燥化によって生息環境が悪化したと思われ
る。また，衰退したシジミチョウ科は手入れされた明る
い雑木林に生育する樹木を利用する種が多く，タテハ
チョウ科の減少した種では草地を生息域の中心として
いるものが多く，それぞれ生息環境の減少の影響を受
けたと考えられる。
3-2．三浦半島の3区分間に見られる違い
　北部と中部は北から伸びる三浦丘陵により連続性を
もつため，いわゆる「多摩丘陵型 (高桑, 1999)」の生
物分布型がこれらの地域に及んでいると考えられる。
しかし，北部ではかつて小規模な里山環境が中部より
多かったこと，また，アサギマダラの食草であるキジョ
ランが北部と猿島にのみ多く自生し，横浜市金沢区を
含む横浜市域では確認されていない (神奈川県植物誌
調査会, 2001) ことから，北部と中部の間にもアサギマ
ダラの発生地に代表されるような地域差が存在してい
る。一方，南部は宮田台地をはじめとする台地が広が
り，海浜植物の自生する海岸が多く点在するものの山
林は少ない。
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　三浦半島全域で安定して生息している在来種として
は，広域健在種 [A] に増加種 [C] を加えた41種 (アゲハ
チョウ科9種，シロチョウ科5種，シジミチョウ科9種，タ
テハチョウ科15種，セセリチョウ科3種) が挙げられる。
これらのチョウ類の多くは北部と中部で健在であり，一
部 [A-3a, A-3b] が局所的もしくは少数ながら安定して
いる。一方，南部のチョウ類相は記録種数が少なく，オ
ナガアゲハ，アカシジミ，ミズイロオナガシジミ，テング
チョウ，コミスジ，ヒメウラナミジャノメ，コジャノメ，ダイ
ミョウセセリの8種のように健在種 [A] とされているも
のの生息密度が低いことで特徴的づけられる。また，
減少種 [B] のオオミドリシジミ，ミドリシジミ，イチモン
ジチョウ，ジャノメチョウ，アオバセセリ，キマダラセセリ
の6種も南部で特に少ない。さらに，絶滅種 [B-3,4] に
注目すると，かつての分布域が北側に偏っていたケース
が多い。例えば，コツバメ，ウラギンヒョウモン，メスグ
ロヒョウモン，アサマイチモンジ，オオムラサキ，ギンイ
チモンジセセリの6種は北部を南限としており，ウラギ
ンスジヒョウモン，クモガタヒョウモン，スミナガシ，ミヤ
マセセリ，ホソバセセリの5種は中部を南限としていた。
一方，シルビアシジミのように沿岸部で生息域を狭めて
いった結果，中部と南部での記録を最後に絶滅した種
もいた。
　このような北部・中部のチョウ類相と南部のチョウ
類相の間の大きな違いとして，北部・中部のチョウ類相
の豊かさは前述の「多摩丘陵型」の南限として，神奈川
県東部のチョウ類相を反映した種数を擁する山林や里
地などが残っていることが要因として挙げられ，南部の
チョウ類相の乏しさは，半島先端部であることや南風
が多く吹くことなどによる北方からの個体群補充の困
難さ，山林の乏しさ，広大な台地が耕作地となることに
よる食草・食樹の低い多様性などが要因として挙げら
れる。
3-3．周辺地域との関係
　隣接地域 (横浜市や鎌倉市で三浦半島に含まれな
い地域：第1表参照) に記録があるものの，三浦半島に
は生息の記録がない種に，ヒメキマダラセセリ，ミヤマ
チャバネセセリ，ヒメシロチョウ，クロシジミ，オオウラ
ギンヒョウモン､ミスジチョウ，コムラサキ，クロヒカゲ
の 8 種がある。このうちクロヒカゲのみ一時的な侵入
記録 [E-1b] があるに過ぎず，ミスジチョウ (小野崎ほ
か, 1968)､コムラサキ (大須賀, 1972) の2種は，北部と
隣接した地であるにもかかわらず生息記録がない。こ
れは三浦半島と隣接地域間の環境の何らかの断続性
を示唆すると考えられ，チョウ類の分布拡大における

三浦半島への南下に何らかの障害を示唆している点で
も興味深い。
　前項3-2で挙げた絶滅種のうち，コツバメ，メスグロ
ヒョウモン，オオムラサキ，ミヤマセセリ，ギンイチモン
ジセセリ，ホソバセセリの6種は，近隣の横浜市北部で
も現在も生息が確認されている。前述の三浦半島未記
録種の分布状況を考えると，三浦半島に絶滅種がかつ
て生息していた環境を再び整備しても，絶滅種が分布
の断続性を越えて三浦半島へ南下し，再記録が望める
可能性は低いと思われる。
3-4．今後の動態を注目すべきチョウ類
①ヒメジャノメ (2-64) とコジャノメ (2-63)：両種はとも
に雑木林の林床や林縁に生息するチョウ類で，コジャ
ノメの方がより暗い雑木林にも適応している。かつて 
(1965～80年頃) は両種の生息域や生息密度にあまり
違いが見られなかったが，近年は明らかにコジャノメの
方が優勢である。これは山林の手入れ不足や照葉樹林
の繁栄で林内が暗くなったことと関わりが深いと考えら
れ，両種の生息域や生息密度に注目することが山林環
境の質を測る指標になると期待される。
②ジャノメチョウ (2-65)：本種は草地に生息し，かつて
各地で土地開発に伴う造成が行われた際，自然発生し
た草地を中心に繁栄していた。近年，土地開発が下火と
なったことで草地が失われつつあり，徐々に生息域を減
少させていることから，草地の現存量を測る指標になる
と考えられる。
③ゴイシシジミ (2-21) とホソバセセリ (2-79)：両種と
も減少種 [B] に分類され，現在，ゴイシシジミは非常に
限られた生息域・生息密度で分布し，ホソバセセリは絶
滅したと考えられている。しかし，ゴイシシジミは植物
食ではなくタケノアブラムシを食餌としており，このアブ
ラムシの発生に依存した動態をとると考えられることか
ら，タケ・ササ類の生育地を中心に多数発生が観察さ
れる可能性がある。また，ホソバセセリは隣接地だけで
なく三浦半島の北縁部でも稀に確認がある (2-79の説
明を参照) ため，前項2-3でも述べたとおり再南下があ
るかもしれない。したがって，両種は同じ減少種 [B] に
分類された他のチョウ類に比べ再発見や生息域拡大の
可能性が高く，今後の動態が注目される。
④アカボシゴマダラ (2-60) とゴマダラチョウ (2-59)：
2005年のアカボシゴマダラの分布拡大以降，両種の競
合が懸念されていたが，その一方で当初より食樹エノキ
における両種の棲み分け，すなわちアカボシゴマダラが
小木，ゴマダラチョウが高木をそれぞれ利用すると言わ
れていた。ところが，両種の幼虫が小木を利用するとい
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う調査結果 (宇式, 2011) により，アカボシゴマダラとゴ
マダラチョウの生息圏が重複している可能性が強まっ
た。また，飼育下ではあるものの，人工交配なしでアカ
ボシゴマダラの♀とゴマダラチョウの♂から交雑個体が
得られた (石垣, 2009) ことから，今後の両種の動態や
交雑個体に注意する必要がある。
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