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【資 料】 

むなかたの蝶の食草・食樹 
 

西田 迪雄 

 

1．はじめに 

宗像市は福岡市と北九州市のほぼ中間に位置し、北は玄海灘に面し、沖ノ島、大島、地島、

勝島（無人）を含む。東は湯川山（471m）、孔大寺山（499m）、金山（317m）、城山（369m）でもっ

て岡垣町と接する。南側の宮若市との境界に新立山（326m）を含む低山地が位置し、さらに西

側の福津市との境界は許斐山（271m）を含む丘陵地である。宗像市の島嶼を省いた概略図を図

１に示す。このように山と丘陵で囲まれ、その内部は釣川とその支流がつくる平野部と中央部の

丘陵地からなる。 

 

図１ 宗像市概略図 

 

このような環境の宗像にはどんな蝶が生息しているのだろうか。結論から言えば、希少種（レッ

ドデータブック絶滅危惧Ⅰ類に指定された種）は生息していないが、これまで筆者が確認した宗

像の蝶は、アゲハチョウ科 9 種、シロチョウ科 5 種、タテハチョウ科 23 種、シジミチョウ科 14 種、
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セセリチョウ科 8 種の計 59 種である。これ以外に過去 5 年間に筆者以外の昆虫研究家により確

認された蝶は土着種 2 種、飛来種（迷蝶）2 種である（Refs. 1-7）。これらの蝶のうち、土着種 30

種について、その食草・食樹（幼虫が食べる草及び樹木の葉）を紹介し、宗像の自然を考える資

料としたい。宗像に生息する蝶の種類は意外と少ない。これは谷川（渓流）のある深い山がなく、

城山を除いて、ほとんど人工林の山のため食草・食樹が貧弱であるためと考えられる。 

蝶の幼虫は種毎に決められた植物を食べて育ち、決められたもの以外は決して食べない。そ

れゆえ、蝶が生息しているかどうかは、食草・食樹が自生しているかどうかに依る。 

本編では蝶の生態写真（一部標本写真）、及び幼虫、蛹、食草・食樹の写真を撮影場所、年

月日とともに示すが、食草・食樹の撮影場所は必ずしもそれを食べる蝶の幼虫の生息場所とは

関係ない。 

 

２．アオスジアゲハ（アゲハチョウ科） 

図 2に小川のクレソンの花の上を飛ぶアオスジアゲハを示す。この蝶の食樹はクスノキ（図 3）、

タブノキ（図 4）、シロダモ（図 5、６）等で、いずれもクスノキ科の樹木である。このうちクスノキは街

路樹として植えられており、また公園にも植栽されている馴染みのある樹木である。タブノキは宗

像市内では、宗像大社(図 1 参照)に見られるほか、城山(図 1 参照)にも 4 本ある。そのうちの 1

本は登山路の山頂近くに、別の 1本は中腹にあり、いずれも名札が掛けられている。他の 2本は

山頂にある。シロダモには雄株と雌株があり、両株は城山登山路の山頂近くにある（名札が掛け

られている）。また宗像大社と八所宮（吉留）(図 1 参照)に各 1 本あり、葉裏が白いのでこのような

名前がつけられた。 

アオスジアゲハは普通に見られるが飛び方は速い。5 月中旬、新立山山麓でアザミの花に来

たり、名残ではネズミモチの花に来て吸蜜する光景が観察できる。また、城山山頂で占有飛行す

る光景が見られるが、このアオスジアゲハは山頂のタブノキを食樹にしていると推測される。 

 

  

   

 

図 2 アオスジアゲハ 

2011－５－６ 朝町 

 

図３ クスノキ 
 2012－6－20 山田 
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図５ シロダモ（表）                      図６ シロダモ（裏） 

 

３．アゲハ（アゲハチョウ科） 

アゲハチョウ（正式和名はアゲハ）（図 7）は最もなじみ深いチョウの一つであり、そのためナミア

ゲハと呼ばれることがある。山間部で見かけることはなく、平野部で普通に見られ、4 月中旬より

10 月中旬まで 3～4 回発生する。アザミ、オニユリ、ヒガンバナ、アベリア等や庭の花壇の花に来

て吸蜜する。食樹がカボス（図 8）、サンショウ（図 9）、レモン、夏ミカン、カラタチ等の栽培ミカン科

であるので、庭にこのような木があるといつの間にか卵を産みつけ、幼虫が発生していることがあ

る。筆者の庭のレモンの若木の葉に産卵するアゲハの写真を図 10 に、同じくレモンに産み付け

られたアゲハの卵を図 11に示す。また、カボスで見つけた若齢幼虫を図 12に示す。若齢幼虫の

色、形は鳥の糞に似るが、これは鳥などに見つからないようにカムフラージュしていると考えられ

る。終齢幼虫になると緑色へ変わる。図 13にサンショウについた終齢幼虫を示す。若齢、終齢に

関わらず幼虫を驚かすと頭部から黄色の角を出して威嚇する。幼虫から蛹に変身するのが近づ

くと、食樹から離れて蛹化する。レモンの近くで見つけたアゲハの蛹を図 14 に示す。 

 

  

 図７ アゲハ 
２０１１－７－22 さつき松原（田野） 

図８ カボス 
    ２０１2－６－2７ 自由ヶ丘南 

図４  タブノキ 



むなかたの蝶の食草・食樹                             西田 迪雄 

84 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

図９ 山椒 
    ２０１2－６－2７ 自由ヶ丘南 

 

図１２ カボスで見つけたアゲハの若齢幼虫 
    ２０１２－６－2８ 自由ヶ丘南 

 

図１０  レモンに産卵するアゲハ 
     ２０１３－４－２２ 自由ヶ丘南 

図１１ レモンに産み付けられたアゲハの卵 

     ２０１３－５－１ 自由ヶ丘南 
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４．カラスアゲハ（アゲハチョウ科） 

カラス（黒）のイメージとは程遠く、青緑色の美しい翅を持つ大型のアゲハチョウであり、年 2 回

（4 月～5 月、6 月～7 月）発生する。5 月連休を過ぎた頃、新立山登山道脇に咲くアザミに来る

のが観察できる（図 15）。宗像大社境内や湯川山山麓でも確認している。また 8 月上旬に城山、

許斐山山頂(図 1 参照)で縄張りを主張して占有飛行する光景が見られる（図 16）。食樹は野生ミ

カン科のカラスザンショウ（図 17, 18）、イヌザンショウ（図 19）、コカラスザンショウ（図 20）、フユザ

ンショウ（図 22）、コクサギ（図 23, 24）、キハダ等である。カラスザンショウは、山林の伐採跡に真

っ先に入り込むので普通に見られ、明天寺公園（冨地原）に自生しているのを確認している。幹

に棘やその跡のイボ状の突起があるのが特徴である（図 17）。樹高が高いので、下から見上げて

撮った画像を図 18 に示す。また、城山山頂から岡垣側への登山路を下ると、名札が付いたカラ

スザンショウがある。イヌザンショウはサンショウに似ているが、葉を揉んで嗅いてもサンショウのよ

うなよい香りがしない。さらに、明天寺公園には珍しいコカラスザンショウ（カラスザンショウとイヌザ

ンショウの自然交配種）もあり、これも食樹になっていると考えられる。 これら 3 種のサンショウの

葉の比較を図 21 に示す。またフユザンショウは西村光雄氏（宗像市日の里）によりさつき松原で

確認されている(Ref. 8)。コクサギは石灰岩の土地（近隣では福智山、平尾台）では普通であるが、

宗像市内の自生地の一つは赤木峠下（冨地原）で、そこで水上 守氏の指導により、4 本を確認

している*（図 23, 24）。 コクサギの特徴は図 24 に示すように葉のつき方が左左、右右、左左とい

うふうに枝の左右に 2 枚ずつつく。なお、キハダは宗像市内には存在しない。 

 

＊ カラスザンショウ、イヌザンショウ、コカラスザンショウ、コクサギの自生地は水上 守氏（宗

像市日の里、宗像植物友の会会長）から教わった。 

 

 

図１３ サンショウで見つけたアゲハの終齢幼虫 
     ２０１２－１０－５ 自由ヶ丘南 

 

図１４ アゲハの蛹 

     ２０１１－１１－２０ 自由ヶ丘南 
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図１５ カラスアゲハ（オス） 
    ２０１2－５－20 新立山登山道 

図１６ 占有飛行するカラスアゲハ（オス） 
     ２０１１－８－７ 許斐山山頂 

図１７ カラスザンショウの幹 

     ２０１２－９－１８ 明天寺公園（冨地原） 
図１８ カラスザンショウ 

    ２０１２－９－１８ 明天寺公園（冨地原） 

 

図１９ イヌザンショウ 

    ２０１２－９－１８ 明天寺公園（冨地原） 

 

図２０ コカラスザンショウ 

    ２０１２－９－１８ 明天寺公園（冨地原） 
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５．キアゲハ（アゲハチョウ科） 

平地から山地かけて広く見られ、成虫は桜、アザミ、コスモス等を訪れる。4 月上旬、城山山頂

の桜が満開になると、桜の花で吸蜜する光景が観察できる（図 25）。また、オスは山頂部で占有

行動をする性質があり、城山、許斐山、新立山、湯川山などの山頂で縄張りを主張して占有飛

行する光景が見られる。本種は前述のアゲハに似るが、名前の通り翅表は黄色で、翅の模様が

異なる。食草はセリ科のパセリ、ミツバ、ニンジン等である。筆者自宅の庭に植えておいたパセリ

（図 26）、ミツバ（図 27）に産卵し幼虫が発生した。2013 年 7 月にはパセリで成長した幼虫が 3ｍ

先の玄関ドアで蛹になった（写真なし）。また、正助ふるさと村貸農園（武丸）の人参にも幼虫が

ついているのが見つかった（図 28）。 

 

図２２ フユザンショウ 
2009-11-7 さつき松原（上八） 
西村光雄氏（宗像市日の里）提供 

図２１ 3 種のサンショウの葉の比較 

   ２０１２－９－18 明天寺公園（冨士原） 

図２３ コクサギ 

    ２０１２－９－２１ 冨地原 

図２４ コクサギの葉のつきかた 

    ２０１２－９－２１ 冨地原 
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６．ジャコウアゲハ（アゲハチョウ科） 

ジャコウアゲハは福岡県内では年 3 回発生すると考えられている。5 月中旬新立山登山道脇

のアザミに来るのが観察できる（図 29）。また、黙想の家の構内（名残）(図 1 参照)や冨地原でも

確認している。名前の由来は、オスの腹端からジャコウのような匂いを出すことと書かれているが、

筆者はまだ確認したことがない。本種を除く大型黒色系アゲハチョウ（カラスアゲハ、クロアゲハ、

ナガサキアゲハ、ミヤマカラスアゲハ、モンキアゲハ、オナガアゲハ）は全て栽培又は野生のミカ

ン科を食樹とするが、ジャコウアゲハだけがミカン科ではなく、宿根草の有毒のウマノスズクサ（図

30, 31）を食草とする。葉はハート型で 6月～7月にサクソフォーンに似た小さい花（図 32）をつけ

る。ウマノスズクサは以前、福岡教育大学職員宿舎の道路面にあったが刈り取られてなくなった。

また冨地原の個人宅の庭に自生しており、毎年多数のジャコウアゲハが発生している。さらに大

島の沖ノ島遥拝所付近にも自生しているのが水上守氏（宗像植物友の会会長）により確認され、

筆者も同地へ行き確認している（図 31）ている。 

図２５ 城山山頂の桜の花に来たキアゲハ 
     20１１－４－６ 城山山頂 

図２６ パセリを食べるキアゲハ幼虫 
     20１１－９－１ 自由ヶ丘南 

図２７ ミツバを食べるキアゲハ幼虫 

     ２０１２－６－１９ 自由ヶ丘南 
図２８ 人参を食べるキアゲハ幼虫 

     ２０１２－７－１５ 武丸 
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ジャコウアゲハの終齢幼虫を図 33 に、蛹を図 34 に示す。いずれも冨地原の個人宅の庭で撮影

したものである。 

   

  

 

   

 

 

図２９ ジャコウアゲハ（オス） 

     ２０１１－５－１３ 新立山登山道 
図３０ ウマノスズクサ（野生） 

     ２０１３－５－2５ 冨地原 

図３２ ウマノスズクサの花（栽培） 

     ２０１2－７－８ 自由ヶ丘南 

図３３ ジャコウアゲハの幼虫 

     ２０１３－６－３ 冨地原 

図３４ ジャコウアゲハの蛹 

     ２０１３－６－３ 冨地原 

図３１ ウマノスズクサ（野生） 

     ２０１３－８－１１ 大島 
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７．ナガサキアゲハ（アゲハチョウ科） 

黒色系大型アゲハのうち、唯一尾状突起を持たない（図 35）。年 3 回発生し、成虫はアザミを

訪れるほか人家の庭の花にも来る。ナガサキアゲハの名前はシーボルトが長崎で最初に採集し

たことに由来する。元々南方系の蝶であったが次第に北上してきた。60 年前の図鑑のナガサキ

アゲハの項では、九州では全域に産するが南半に多いと説明されている。しかし現在では福岡

県内では広く分布し、普通種になっている。食樹は栽培ミカン科で、カボス、レモン、夏ミカン、キ

ンカン等を庭に植えると卵を産みに来る。図 36 は蛹になる直前の終齢幼虫で、食樹のレモンを

離れて蛹になる場所を探している。通常食樹の樹木から離れた場所で蛹になるが、図 37 では、

筆者自宅庭のカボスの枝で見つけた蛹である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

図３５ ナガサキアゲハ（オス） 

     ２０１０－５－１４ 新立山登山道 

図３７ カボスについたナガサキアゲハ蛹 

     ２０１１－１２－１４ 自由ヶ丘南 

図３６ ナガサキアゲハの終齢幼虫 
２０１２－１０－２８ 自由ヶ丘南 
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８．ミカドアゲハ（アゲハチョウ科） 

田中隆義氏（福津市）が 2012 年 5 月地島で採集した個体(Ref. 5)の写真を図 38 に示す。本

種は暖地性の蝶で、高知市の 3 ヶ所の生息地は国の特別天然記念物に指定されている。しかし

福岡県内では広く分布しており、特別な指定は受けていない。ミカドアゲハの食樹はモクレン科

のオガタマノキとタイサンボクである。オガタマノキ（招霊木）はしばしば神社に神木として植栽さ

れており、宗像大社（図 39）で見ることができ、その木に産卵している光景も確認している（図 40）。

鐘崎・織幡神社（図 41）(図 1参照)、吉留・八所宮（図 42）(図 1参照)にも植栽されている。池浦・

山王宮(図 1 参照)にもあるが筆者はまだ確認していない。また、城山山頂から岡垣側へ下ると名

札のついたオガタマノキがある。さらに地島泊地区・厳島宮にオガタマノキがあるのを高島千洋

氏（福岡市東区、博多昆虫同好会会会長）により確認されているので、先述の田中隆義氏が採

集したミカドアゲハは厳島宮のオガタマノキで生育したと推定される。しかし、2013 年 5 月厳島宮

のオガタマノキが神木であるにも関わらず伐採されていることが高島千洋氏により確認された。こ

れにより地島のミカドアゲハが絶滅したのではないかと危惧される。鐘崎・織幡神社のオガタマノ

キから過去に幼虫の採集報告があるので（Ref. 9）、現在でも生息していると推測されるが、筆者

は成虫の確認をしていない。また、八所宮のオガタマノキでは、幼虫、成虫とも未確認である。も

う一つの食樹タイサンボクはしばしば屋敷内にも植えられている（武丸、陵厳寺、池田にて確認）。

また、メイトム宗像（久原）構内に 2 本（図 43）、宗像浄化センター（曲）の敷地内に数本のタイサ

ンボクが見られる。オガタマノキがない福岡市西公園でミカドアゲハが見られるが、これはタイサン

ボクで発生していると考えられている。また、福岡県粕屋町及び大分県中津市の個人宅の庭の

タイサンボクに毎年ミカドアゲハが産卵し、成虫になるのが見られる。宗像市内ではタイサンボク

からの発生は未確認である。 

   

 

図３８ ミカドアゲハ 

     ２０１２－５－２２ 地島にて採集 

     田中隆義氏（福津市）提供 
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図４１ 織幡神社（鐘崎）のオガタマノキ ２０１２－８－８  

図３９ 宗像大社のオガタマノキ 

     ２０１３－５－２６  

図４０ オガタマノキに産卵するミカドアゲハ 

     ２０１３－５－２６ 宗像大社 
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９．キタキチョウ（シロチョウ科） 

 一般にキチョウと呼ばれて親しまれているが正式和名はキタキチョウである（南西諸島から南に

生息するキチョウはミナミキチョウという）。早春から晩秋まで見られるが、成虫のまま越冬するの

で早春のキタキチョウは越冬した個体である。オス（図 44）は黄色であるが、メス（図 45）は淡い黄

色である。食草はネムノキ（図 46）、コマツナギ（図 47）、メドハギ（図 48, 49）等のマメ科植物であ

る。ネムノキは市内の丘陵地の至る所で見られ、6 月にピンクの綿毛のような花をつける。コマツ

ナギは新立山、さつき松原、大島砲台跡で確認している。メドハギは荒れ地に見られ、9月に小さ

い花をつける（図 49）。図 45 ではメスがメドハギに産卵している。 

 

  
 

 

 

図４３ タイサンボク 

     ２０１２－９－１１ メイトム宗像（久原） 

図４４ キタキチョウ（オス） 

     ２０１２－４－２２ 名残 

図４５ メドハギに産卵するキタキチョウのメス      
２０１２－９－６ 名残 

 

図４２ オガタマノキの花 

     ２０１３－３－１７ 八所宮（吉留） 
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１０．スジグロシロチョウ（シロチョウ科） 

開けた場所で見ることはなく、むしろ林縁で多く見かけられる。モンシロチョウに似ているが通

常の飛び方はモンシロチョウよりやや緩慢である。オス（図 50）の翅の先端が黒いがメスは翅脈の

黒い線が発達する（図 51）。年 4 回、4 月～10 月に発生し、食草は野生種や栽培種のアブラナ

科である。図 52 は宗生寺境内（大穂）(図 1 参照)でアブラナ科イヌガラシに腹部を大きく曲げて

産卵しているところである。 

 

図４６ ネムノキ 

２０１２－６－２８ 自由ヶ丘南 

図４７ コマツナギ 

     ２０１２－６－２９ さつき松原（上八） 

図４８  メドハギ 

     ２０１２－６－２８ 名残 

図４９ メドハギの花拡大 

     ２０１２－９－６ 名残 
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１１．ツマキチョウ（シロチョウ科） 

1 年に 1 回、4 月中旬～5 月上旬のみに出現する春の女神と言えるような可憐な蝶である。オ

スの前翅先端は黄色であるが（図 53）、メスのそれは白い（図 54）。地島で特に多く見られ、他に

朝町、名残、鐘崎で確認しているが、飛んでいるときは、白い蝶が飛んでいるようで、モンシロチョ

ウと間違われる。それ故、実際はもっと多くの場所で生息していると考えられる。食草はアブラナ

科のイヌガラシ等（図 55）である。図 54 ではメスが腹部を丸めてイヌガラシに産卵しようとしてい

る。 

図５１ スジグロシロチョウ（メス） 

     ２０１１－４－2６ 武丸 

図５２ イヌガラシに産卵するスジグロシロチョウ 

     ２０１０－５－４ 宗生寺（大穂） 

図５０ スジグロシロチョウ（オス） 

     ２０１２－４－８ 武丸 
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１２．モンキチョウ（シロチョウ科） 

平地の草地に広く分布している普通種で、発生時は 4 月～10 月。図 56 はオス（黄色）がメス

（白色）に求愛している光景である。オスが飛んでいるときは黄色の蝶として認識されるのでキタ

キチョウと見誤れる。食草はシロツメクサ（図 57）、レンゲ（図 58）、コマツナギ（図 59）、セイヨウミヤ

コグサ（図 60, 61）等のマメ科植物である。セイヨウミヤコグサの茎、葉に毛があるので、それらがな

いミヤコグサと見分けられる。筆者は宗像市内でミヤコグサをまだ確認していないが、セイヨウミヤコグ

サは名残で多く見られるほか、メイトム構内（久原）、大島の灯台構内、沖ノ島遥拝所、地島・泊地区、

野坂で確認している。 

図５３ ツマキチョウ（オス） 

     ２０１１－５－４ 地島 

図５４ イヌガラシに産卵するツマキチョウ 

２０１２－５－１ 朝町 

図５５ イヌガラシ 

     ２０１２－５－４ 朝町 
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図５６ モンキチョウの求愛飛行  

オス（黄色） メス（白色） 

２０１２－７－３ 朝町 

図５７ シロツメクサ 

     ２０１３－５－３０ 名残 

図６０ セイヨウミヤコグサ 

     ２０１２－９－７ 名残 

 

図５８ レンゲ 

     ２０１３－３－１９ 朝町 

 

図５９ コマツナギ 

     ２０１２－８－１９ 新立山（武丸） 
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１３．アカタテハ（タテハチョウ科） 

至る所で見られる普通種である（図 62）が、飛翔速度は敏捷で、しかも裏面が地味な色なので

飛んでいるときは黒っぽい蝶が飛んでいるように見える。それ故、一般には認知度は低い。タテ

ハチョウ科のチョウは成虫で越冬するが、本種も同様で、3 月～4 月に見られる個体は越冬個体

である。年 3～4 回発生し、花を訪れるほかクヌギなどの樹液にも来る。また地面に止まり、翅を開

く性質がある。食草はイラクサ科カラムシ（図 63）、イラクサ等である。カラムシは田畑の脇や空き

地の至る所にあり、繁殖力が強いので、減少していくことはないと考えられる。幼虫はカラムシの

葉の表を内側にして丸めた袋状の巣を作る（図 64）。その巣を開くと中に幼虫がいるのが観察で

きる（図 65）。幼虫に棘があるが触っても大丈夫である。 

 

  

 

 

 

図６２ アカタテハ 

     ２０１２－８－１５ ホタルの里（山田） 

図６３ カラムシ 

    ２０１２－６－２０ ホタルの里（山田） 

図６１ セイヨウミヤコグサ 

     ２０１３－８－１１ 大島 
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１４．ヒメアカタテハ（タテハチョウ科） 

 春から秋遅くまで明るい草地や畑の脇などで見られる普通種である（図 66）。アカタテハに似る

が、後翅は本種のほうが赤い。成虫のまま越冬するので、早春に見かける本種は越冬した個体

である。図鑑では食草としてキク科ヨモギ（図 68）、ハハコグサ及びイラクサ科カラムシが挙げられ

ているが、筆者はそのうちのヨモギに産卵する光景を見た（図 67）。 

 

  

 

 

 

図６４ アカタテハの幼虫の巣 

    ２０１２－６－２０ ホタルの里（山田） 

図６５ アカタテハの幼虫 

     ２０１２－６－２０ ホタルの里（山田） 

図６６ ヒメアカタテハ 

     ２０１３－６－２４ 野坂 

図６７ ヒメアカタテハがヨモギに産卵 

     ２０１３－６－１３ 名残 
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１５．ルリタテハ（タテハチョウ科） 

クヌギ等の樹液に来る普通種であるが（図 69）、敏捷に飛ぶので、一般にはあまり見かけない

蝶だと思われている。成虫で越冬するので、春に見られる個体は越冬した成虫である。食草はユ

リ科の園芸用ホトトギス（図 70）や野生のヤマジノホトトギス（図 71）、さらにサルトリイバラ（図 72）

等である。サルトリイバラは明るい林縁等で生育し、市内では至る所で目にすることができる。また

柏餅を包む葉として用いられる。図 73 は筆者自宅の庭のホトトギスで見つけた蛹、図 74 はヤマ

ジノホトトギスについた蛹（西村光雄氏（宗像市日の里）提供画像）である。 

 

  

 

 

 

図６９ ルリタテハ 

     ２０１２－８－１５ ホタルの里（山田） 

図７０ ホトトギス 

     ２０１１－１１－１１ 自由ヶ丘南 

図６８ ヨモギ 

     ２０１３－６－３０ 名残 
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１６．ツマグロヒョウモン（タテハチョウ科）  

元々南方系の蝶であったが、環境適応能力が高いせいか、生息範囲を北上させ、現在では

関東北部まで拡大していると考えられる。幼虫はスミレ類を食べるので、庭にしばしば飛来して、

パンジーやビオラに卵を産みつける。庭の花壇にこれらの花を植えることが広まったので、この蝶

が分布を北へ拡張していった原因の一つとして考えられている。図 75 は本種のオス、図 76 はメ

スであり、雌雄の違いが著しい。オスは山頂でテリトリーを主張して占有飛行する。2013 年 7 月

湯川山山頂で、おびただしい数の本種オスが占有飛行し、時々割って入ってくるキアゲハを追

い払う光景が見られた。図 77 の幼虫は筆者自宅庭の花壇に植えたビオラで見つけた。毒々しい

色彩で棘があるが刺すことはない。また、図 78 では筆者自宅花壇のパンジーで生育した幼虫が

蛹になった。 

 

図７２ サルトリイバラ 

     ２０１２－７－５ 名残 
図７１ ヤマジノホトトギス 

     ２００３－９－１７ 河東 

     西村光雄氏（宗像市日の里）提供 

図７３ ホトトギスについたルリタテハの蛹 

     ２０１１－１１－１１ 自由ヶ丘南 

図７４ ヤマジノホトトギスについたルリタテハの蛹 

     ２００８－９－２９ 日の里 

     西村光雄氏（宗像市日の里）提供 
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１７．ミドリヒョウモン、メスグロヒョウモン（タテハチョウ科） 

ミドリヒョウモンは宗像市内では珍しい蝶である。2012年 8月、新立山で筆者が初めて発見し、

その生息を確認した（図 79）。1 年に 1 回 6 月に発生するが、暑い夏の期間は夏眠し、9 月から

再び活動を始める。新立山で発見した 8月 19日は本来ならばまだ夏眠中なので、この時期に見

られたのには少々驚きである。 

メスグロヒョウモン（福岡県レッドデータブック絶滅危惧Ⅱ類）は大島に生息していることは昆虫

研究家の調査により分かっていたが、2012年 10月筆者が正助ふるさと村の花壇のキバナコスモ

スで吸蜜するメスを撮影して、初めて本土側の宗像市で生息するのが確認された。また翌日名

残でセイタカアワダチソウの花で吸蜜するメスも撮影した。その後、2013年 6月、武丸のクリ（栽培

種）の花で吸蜜したり、クリの木の周りを占有飛行する光景が観察され、武丸地区に生息すること

が重ねて確認された。本種の雌雄の違いは著しく（図 80、81）、オスとメスは別種のように見える。

図７５ ツマグロヒョウモン（オス） 

     ２０１２－７－３ 朝町 

図７７ ビオラの葉を食べるツマグロヒョウモン
幼虫 

２０１２－６－２１ 自由ヶ丘南 

図７６ ツマグロヒョウモン（メス） 

     ２０１３－６－２６ 自由ヶ丘南 

図７８ ツマグロヒョウモンウモンの蛹 

     ２０１３－６－２０ 自由ヶ丘南 



 

103 

 

本種も年 1 回 6 月に発生するが、ミドリヒョウモンと同様、夏の暑い時期は夏眠し、秋に再び活動

する。 

一般にヒョウモン類は野生のスミレ科を食草とするが、これら両種の食草もタチツボスミレ等の

野生のスミレ科の植物である（図 82）が、ミドリヒョウモンは飼育下では園芸種のビオラも食べるこ

とが報告されている。 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７９ ミドリヒョウモン 

２０１２－８－１９ 新立山登山道 

図８２ タチツボスミレ 

     ２０１１－４－１0 新立山登山道（武丸） 

図８０ メスグロヒョウモン（オス） 

     ２０１３－６－１３ 武丸 

図８１ メスグロヒョウモン（メス） 

     ２０１２－１０－１３ 名残 
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１８．アサギマダラ（タテハチョウ科） 

旅する蝶として知られており、秋日本本土から南西諸島、台湾へ飛行し、世代を重ねて 5月に

は逆のルートで旅することが、翅にマーキングしたアサギマダラの捕獲により確認されている。さ

つき松原（田野）(図 1参照)にはアサギマダラの好物スナビキソウの群落があるので、5月 20日頃

から 6 月上旬にかけて南方より集団飛来し、スナビキソウで吸蜜する光景が見られる（図 83）。宗

像市で唯一の飛来地であるので、今後もスナビキソウを含む海浜植物の環境保全に努めなけれ

ばならない。アサギマダラの食草は有毒成分を含むガガイモ科キジョラン（図 84）である。越冬態

は幼虫であるので、冬でも青々しているキジョランを見つけて、その葉裏や茎を調べると幼虫（図

85）を見つけることができる。若齢幼虫がキジョランの葉を食べた跡（食痕）は円形である（図 86）。

市内では城山の登山道沿いにキジョランが見られる。特に自然道周回登山道沿いに多数のキジ

ョランが自生している。また許斐山山頂直下でもキジョランが自生し、アサギマダラの幼虫が見ら

れる（図 85）。このように宗像で観察されるアサギマダラには南方から飛来した個体と地元産の個

体がいる。 

 

   
 

 

 

   

  

 

図８４ キジョラン 

    ２０１２－１０－２１ 許斐山 

図８６ キジョランの食痕とアサギマダラの
若齢幼虫  ２０１２－２－５ 城山 

図８５ アサギマダラ幼虫 

     ２０１２－４－９ 許斐山 

図８３ スナビキソウで吸蜜するアサギマダラ 

２０１２－５－２６ さつき松原（田野） 
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１９．イチモンジチョウ（タテハチョウ科） 

5 月連休の頃から見られる。図 87 では、手前のオスが奥のメス（茶色の翅裏が見えている）に

求愛している光景である。食草はスイカズラ（図 88）である。5月に特徴的な花が見られるので、そ

の時期に探すと容易に見つかる。また庭木として利用されることもある。 

 

   

 

 

 

２０．イシガケチョウ（タテハチョウ科） 

50 年ほど前までは、奄美、沖縄の蝶というイメージが強かったが、その後生息地を北へ伸ばし、

現在では九州内では普通種になり、本州でも三重県、大阪府で見いだされるようになった。宗像

市内では、城山、新立山、許斐山、鐘崎、名残、湯川山等で見かけられる。名残ではしばしば砂

利の道路上でミネラルを摂取している光景が見られる（図 89）。滑空するように飛ぶが、一旦驚か

すとスピードをあげて飛び去っていく。また葉裏にピタリと張り付いたように隠れることもあるので、

蛾と間違われることがある。モンシロチョウより一回り大きい白い蝶が飛んでいると、本種の可能性

が高い。九州では年 4～5回発生する。食樹はクワ科のイヌビワ（図 90, 91）で、6月に小さい実を

付ける（図 92）。イヌビワは名残、さつき松原、新立山山麓、許斐山山麓、自由ヶ丘自然遊歩道

等で確認している。 

 

図８７ イチモンジチョウ 

２０１２－５－２０ 新立山登山道 

図８８ スイカズラ 

２０１３－５－２３ 名残 
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２１．スミナガシ（タテハチョウ科） 

2012 年 8 月、新立山(図 1 参照)の山頂直下のクヌギ林で樹液を吸っているスミナガシを発見

した（図 93）。市内では 1986 年、田中隆義氏（福津市）による八所宮（吉留）での 2 頭の採集記

録（Ref. 6）以来 26年振りの生息確認となった。また、2013年 5月、3度にわたり城山(図 1参照)

へ登り、毎回本種の春型を撮影し、城山にもスミナガシが生息していることを確認した。食樹はア

ワブキ科のアワブキ、ミヤマハハソ、ヤマビワであるが、アワブキとミヤマハハソは渓流沿いに見ら

れるものなので、谷川のない宗像の山々には存在しない。ヤマビワは城山の自然道周回登山道

脇に見られる。また、八所宮（吉留）境内にもヤマビワがある。スミナガシを発見した新立山ではヤ

マビワは未確認である。ヤマビワの葉を図 94に、その表裏を図 95に示す。葉の縁には鋭い鋸歯

があり、裏面には褐色の毛がある。葉の形がビワに似ているのでヤマビワと名付けられた。 

 

図８９ イシガケチョウ 

２０１２－６－２８ 名残 

図９０ イヌビワ 

２０１２－６－２４ 名残 

図９１ イヌビワの葉 

２０１２－７－５ 名残 
図９２ イヌビワの実 

２０１２－７－５ 名残 
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２２．ゴマダラチョウ（タテハチョウ科） 

福岡県では年 3 回 5 月～6 月、7 月～8 月及び 9 月～10 月に発生する普通種であるが、クヌ

ギ等の樹液に来ている時以外はその姿を目にすることはない。樹液が出ていない時期は、腐果

や獣糞、動物の死骸等にも集まる。目が橙色、口吻が黄色であるのが特徴である。名残、ホタル

の里（山田）、新立山（武丸）のクヌギの樹液に来るのを撮影して生息確認を行った（図 96）。また

上八で産卵中のゴマダラチョウを運よく観察ができた（図 97）。食樹はニレ科エノキ（図 98）で、市

内のあちこちで見られる。織幡神社（鐘崎）境内(図 1 参照)にはクワノハエノキ（別名リュウキュウ

エノキ）（図 99）があり、9 月この木の梢上を複数のゴマダラチョウが飛んでいるのを確認したので、

このリュウキュウエノキも食樹にしていると考えられる。冬期、幼虫はエノキの根元の落ち葉の中で

越冬する。 

図９３  スミナガシ ２０１２－８－１９ 新立山（武丸） 

図９５  ヤマビワの葉（上：表、下：裏） 

     ２０１３－６－３０ 八所宮（吉留） 

 

図９４ ヤマビワの葉 

     ２０１２－９－２１ 八所宮（吉留） 
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２３．コムラサキ（タテハチョウ科） <福岡県レッドデータブック絶滅危惧Ⅱ類> 

本種のオスはルリ色に輝くきれいな翅を持つ（図 100）。食樹はヤナギ類（シダレヤナギ、ネコヤ

ナギ等）で、最近では市内で見かけることができなくなった。しかし、ホタルの里（山田）(図 1参照)

の川の縁にネコヤナギ（図 101, 102）とタチヤナギ（図 103）の植栽群落があり、非常に大きく成長

している。コムラサキの夏型の成虫は花の蜜を吸わないで、クヌギ等の樹液に来るので、ヤナギ

の近くにクヌギがあることがコムラサキの生息条件として必要である。幸いにもホタルの里に樹液

の出る数本のクヌギがあるので、コムラサキの生息には最適の環境である。2012年 8月現地調査

を行なったところ、予想通りコムラサキのオスが樹液に来ているのを発見した。市内における過去

の公式記録（1983年)以来 30年振りに生息が確認できた。ホタルの里（山田）は市内で唯一の本

種の生育地である。 

 

図９６ ゴマダラチョウ 

２０１２－７－２３ 名残 

図９８ エノキ 

     ２０１３－６－５ ユリックス（久原） 

図９９  クワノハエノキ（リュウキュウエノキ） 

      ２０１２－８－８ 織幡神社（鐘崎） 

図９７ エノキに産卵するゴマダラチョウ 

     ２０１３－７－１５ 上八 
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２４．ウラナミシジミ（シジミチョウ科） 

尾状突起があり、翅表はブルーで翅裏は波模様になっているので、このような名前がつけられ

た（図 104）。9月から 11月にかけて食草のマメ科クズ（図 105）の葉上やその付近でよく目にする。

筆者の庭にも飛来して、花壇の花で吸蜜する。 

図１００ コムラサキ 

２０１２－８－８ ホタルの里（山田） 

図１０１ ネコヤナギ 

２０１２－８－８ ホタルの里（山田） 

図１０２ ネコヤナギの葉と花穂 

２０１３－３－２９ ホタルの里（山田） 
図１０３ タチヤナギの葉 

２０１２－８－１５ ホタルの里（山田） 
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２５．クロツバメシジミ（シジミチョウ科）<福岡県レッドデータブック絶滅危惧Ⅱ類> 

本種には沿岸型と内陸型があるが、沿岸型の食草は海岸の荒れ地や岩場に生えるベンケイ

ソウ科の多肉植物タイトゴメである。宗像市では大島、地島及び本土側の海岸でこの食草が見ら

れ、本種の生息が確認されている（図 106）。なお、タイトゴメの自生地が限られていることに伴っ

て、本種の生息地も限られるので福岡県レッドデータブックに絶滅危惧Ⅱ類として登録されてい

る。図 107 はタイトゴメに産卵しているところである。一方、内陸型の本種の食草はベンケイソウ科

ツメレンゲであるが、市内での現在の自生地は確認されていないので、恐らく内陸型の本種は市

内に生息していないと考えられる。 

  

 

 

 

２６．クロマダラソテツシジミ（シジミチョウ科） 

本種（図 108）は元々フィリピン等の熱帯産の蝶であったが、2007年頃から九州に侵入し、あち

こちで確認されるようになった。幼虫はソテツ（図 109）の新芽を食べるので、害虫のレッテルが張

図１０７  タイトゴメに産卵するクロツバメシジミ 

２０１１－１０－１９ 地島 

図１０４ ウラナミシジミ 

２０１１－１１－１４ 名残 

図１０５ クズ 

２０１２－９－６ 名残 

図１０６  クロツバメシジミ 

     ２０１２－５－１８ 鐘崎 
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られている。市内では 9 月中旬頃からソテツが植栽されている寺社などで見られ、西光寺（地島）、

織幡神社（鐘崎）で確認している。この外にソテツは宗像大社、承福寺（上八）(図 1 参照)、黙想

の家（名残）にも植栽されているが、この 3 箇所では本種の確認はされていない。また、ソテツが

無いにも関らず筆者自宅の庭にも飛来する。幼虫は気温 15℃以下では成長できないので、九

州での越冬は不可能であるので、完全に土着はしていないと考えられる。 

 

  
 

 

 

２７．ベニシジミ（シジミチョウ科） 

畑の路傍のどこでも、また庭の花壇でも見られる普通種（図 110）である。食草はタデ科の多年

草スイバ（図 111）で、冬季、他の草が枯れてもこのスイバは枯れないで、田畑の畔の脇では至る

所で見かけられる。ベニシジミの越冬態は幼虫であり、スイバの葉裏に潜み、暖かい日には、スイ

バの葉をレース状にかじりとる。このレース状の食痕を探すと幼虫を見つけることができる（図

112）。非常に小さい幼虫なので、よく注意して見なければならない。 

 

   

 

 

図１０８ クロマダラソテツシジミ（オス） 

２０１１－９－２６ 地島 
図１０９ ソテツ 

２０１１－１１－４  

織幡神社（鐘崎） 

図１１０ ベニシジミ 

２０１３－４－２２ 名残 

図１１１ スイバ 

２０１２－２－１ 朝町 
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２８．ミズイロオナガシジミ（シジミチョウ科）<福岡県レッドデータブック絶滅危惧Ⅱ類> 

本種はゼフィルスと呼ばれるシジミチョウ 25 種の一つで、福岡県レッドデータブック絶滅危惧

Ⅱ類に登録されている。毎年名残のクヌギ林で確認している（図 113）。5月下旬より 6月 10日頃

まで毎日現地へ通っても、その間に 1 度しか出会えないほど数が少ない。図鑑などでは食樹とし

てブナ科クヌギ、コナラ、カシワ等が挙げられているが、正助ふるさと村（武丸）、白水池（自由ヶ

丘）、黙想の家構内（名残）のコナラ林を調査したが、本種の生息は確認できなかった。食樹のク

ヌギを図 114 に、その葉を図 115 に、さらにクヌギのドングリを図 116 に示す。 

 

  

 

 

 

 

図１１２ ベニシジミ幼虫 

２０１２－２－１ 朝町４ 

図１１３ ミズイロオナガシジミ 

２０１２－６－６ 名残 

図１１４  クヌギ 

２０１２－８－１５ ホタルの里（山田） 
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２９．ムラサキシジミ（シジミチョウ科） 

雑木林の周辺で普通に見られる。翅表は名前の紫よりブルーに近い（図 117）が、裏面は地味

な色である（図 118）。通常は翅を閉じて草葉に止まるので翅表のブルーがなかなか見ることがで

きないが、冬を越した成虫は春になって活動を始めると、草葉の上で翅を開いて日光浴する光

景が見られる。図 117は食樹アラカシで日光浴するメスである。また図 119にアラカシのドングリを

示す。 

 

 

  

 

 

 

図１１７ ムラサキシジミ（メス） 

２０１３－３－１９ 朝町 
図１１８ ムラサキシジミ裏面 

２０１２－６－６ ホタルの里（山田） 

図１１６ クヌギのドングリ 

     ２０１２－１０－２５ 名残 
図１１５  クヌギの葉 

      ２０１２－８－１５ ホタルの里（山田） 
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３０．ムラサキツバメ（シジミチョウ科） 

 本種のメスは図 120に示すように翅表はブルーの美しい色を持つが、オスのそれは暗紫色であ

り、前種のムラサキシジミに似るが本種には尾状突起がある。年 3～4回発生し、夏以降に見かけ

る数が多くなる。宗像市内では名残、城山で生息を確認している。食樹はマテバシイ（図 122）で、

宗像市内では大島の各所でマテバシイ林が見られる。またユリックス（久原）の芝生公園の周囲

に植栽されている。さらに垂見峠から湯川山への登山路にマテバシイの群落があるという報告

(Ref. 10)があるが筆者はまだ確認していない。ユリックスのマテバシイで見つけたムラサキツバメ

の幼虫を図 121 に示す。蟻が幼虫の出す体液を舐めにきている。マテバシイの実（ドングリ）（図

123）はかなり大きく（長さ 2.5cm 程度）、苦味がないので炒って食べることができる。 

 

 

  
 

 

 

図１１９  アラカシのドングリ 

       ２０１２－１０－２９ 朝町 

図１２０ ムラサキツバメ 

     ２０１２－３－２８ 名残 

図１２１ ムラサキツバメの幼虫 

      ２０１２－９－２７ ユリックス（久原） 
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３１．ヤマトシジミ（シジミチョウ科） 

田畑の脇、空き地等至る所で見かける普

通種である。オスの翅表は美しいブルーであ

るが（図 124）、メスは黒色である（図 125）。食

草がカタバミ科カタバミ（図 126）であるので、

庭の雑草として生えてくると、どこからともなく

やって来る。 

    

 

 

図１２４ ヤマトシジミ（オス） 

２０１０－５－１ 武丸 

図１２５ ヤマトシジミ（メス） 

２０１１－６－22 武丸 

図１２６ カタバミ 

２０１１－６－2１ 自由ヶ丘南 

図１２２  マテバシイの葉と花 

      ２０１３－６－５ ユリックス（久原） 

図１２３ マテバシイのドングリ 

      ２０１２－９－３０  

御嶽山（大島）で採取 
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３２．クロセセリ（セセリチョウ科） 

本来九州の固有種だったが、近年中国、四国へ生息を拡大させつつある。この蝶は 5 月中旬、

新立山登山道でアザミに吸蜜に来るのが見られる（図 127, 128）。幼虫はミョウガ科のハナミョウガ

（図 129）や栽培種ミョウガ（図 130）の葉を丸めてそのなかにいる。図 131の幼虫は筆者自宅庭の

ミョウガで見つけた 5齢幼虫である。庭に飛来した姿を見たことがないのに、いつの間にかミョウガ

に産卵していたとは驚きである。その後、蛹（図 132）になり羽化して飛び立った。 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

図１２７  クロセセリ 

２０１２－５－２０ 新立山登山道 

図１２８ クロセセリ 

２０１２－５－２０ 新立山登山道 

図１２９ ハナミョウガ 

２０１３－６－５ 新立山（武丸） 
図１３０ ミョウガ 

２０１２－６－2７ 自由ヶ丘南 
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図１３１ クロセセリ幼虫 

２０１２－６－２１ 自由ヶ丘南 

図１３２ クロセセリ蛹 

２０１２－７－１ 自由ヶ丘南 
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