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３．蝶の保全 

（１）宗像市に生息する 2014年福岡県レッドデータブックの蝶 

土着種のうち 2014年福岡県レッドデータブック（Ref.54）に登録されている種を下表に示す。 

表 8-5 2014年福岡県レッドデータブックの登録種 

 

 

（２）寄主植物（食草・食樹） 

表 8-6 寄主植物（食草・食樹）（1/2） 

寄主植物 蝶 

クスノキ、タブノキ、シロダモ、 

ヤブニッケイ（クスノキ科） 
アオスジアゲハ 

パセリ、ニンジン、ミツバ、セリ、 

ハナウド（セリ科） 
キアゲハ 

オガタマノキ、タイサンボク（モクレン科） ミカドアゲハ 

栽培種ミカン科 アゲハ、ナガサキアゲハ 

カラスザンショウ、イヌザンショウ、 

フユザンショウ（ミカン科） 

アゲハ、カラスアゲハ、クロアゲハ、 

ミヤマカラスアゲハ（カラスザンショウのみ）、 

モンキアゲハ 

コクサギ（ミカン科） カラスアゲハ 

ウマノスズクサ（ウマノスズクサ科） ジャコウアゲハ 

キジョラン（キョウチクトウ科） アサギマダラ 

ヤマビワ（アワブキ科） スミナガシ、アオバセセリ 

ヤナギ類 コムラサキ 

エノキ、クワノハエノキ（ニレ科） ゴマダラチョウ、ヒオドシチョウ、テングチョウ 

クヌギ（ブナ科） ミズイロオナガシジミ、アカシジミ 

コナラ（ブナ科） ミズイロオナガシジミ、アカシジミ 

イヌビワ（クワ科） イシガケチョウ 

カワラケツメイ（マメ科） ツマグロキチョウ 

イヌガラシ（アブラナ科） ツマキチョウ、スジグロシロチョウ 

アブラナ（アブラナ科） 
ツマキチョウ、スジグロシロチョウ、 

モンシロチョウ 

ハマダイコン、オランダガラシ（アブラナ科） スジグロシロチョウ、モンシロチョウ 

野生種スミレ ミドリヒョウモン、メスグロヒョウモン 

ハナミョウガ、ミョウガ（ショウガ科） クロセセリ 

  

絶滅危惧Ⅱ類（2種） ウラナミジャノメ、ツマグロキチョウ 

準絶滅危惧（7種） 
ジャノメチョウ、メスグロヒョウモン、ヒオドシチョウ、アカシジミ、 

クロツバメシジミ、ミズイロオナガシジミ、ヒメキマダラセセリ 
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表 8-6 寄主植物（食草・食樹）（2/2） 

寄主植物 蝶 

マテバシイ（ブナ科） ムラサキツバメ 

アラカシ（ブナ科） ムラサキシジミ 

コマツナギ（マメ科） ルリシジミ、キタキチョウ、モンキチョウ 

ヤハズソウ、ネムノキ、メドハギ（マメ科） キタキチョウ 

ミヤコグサ、ハマエンドウ、シロツメクサ、 

アカツメクサ、カラスノエンドウ、 

フジ（マメ科） 

ツバメシジミ 

クズ、ツクシハギ、イタチハギ（マメ科） ウラギンシジミ、ルリシジミ 

イラクサ、カラムシ、ニオウヤブマオ 

（イラクサ科） 
アカタテハ 

カナムグラ（アサ科） キタテハ 

サルトリイバラ、オニユリ、カノコユリ、 

ウバユリ、ホトトギス（ユリ科） 
ルリタテハ 

ヨモギ（キク科） ヒメアカタテハ 

ノイバラ、園芸種バラ（バラ科） ヤクシマルリシジミ 

スイバ（タデ科） ベニシジミ 

チガヤ（イネ科） セセリチョウ類、ジャノメチョウ類 

オギノツメ（キツネノマゴ科） タテハモドキ 

スズメノトウガラシ（ゴマノハグサ科） タテハモドキ 

ジュズダマ、ススキ、エノコログサ、 

アブラススキ、メヒシバ（イネ科） 
クロコノマチョウ 

 

（３）蜜源 

１）花 

表 8-7 宗像市の蜜源植物（花）と訪花確認種（1/4） 

 花 訪花する蝶 

３月 

アセビ アカタテハ 

アブラナ（菜の花） アカタテハ 

オオイヌノフグリ モンシロチョウ 

クサイチゴ キタキチョウ、アカタテハ、ルリシジミ 

ナンバンキブシ アカタテハ 

ニワトコ モンシロチョウ 

ヒサカキ テングチョウ 
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表 8-7 宗像市の蜜源植物（花）と訪花確認種（2/4） 

 花 訪花する蝶 

４月 

アザミ スジグロシロチョウ、モンシロチョウ、ツマグロヒョウモン、ベニシジミ、クロアゲハ 

アセビ アカタテハ 

ウマノアシガタ ベニシジミ、ヒメウラナミジャノメ 

カキドウシ ツマグロヒョウモン 

クサイチゴ 
スジグロシロチョウ、ベニシジミ、ミヤマカラスアゲハ、モンキチョウ、キアゲハ、 

ヒメアカタテハ 

コウゾリナ スジグロシロチョウ 

サクラ キアゲハ、ミヤマカラスアゲハ、アカタテハ 

タンポポ ミヤマカラスアゲハ、スジグロシロチョウ、ベニシジミ 

ツツジ（ヒラド） アゲハ、クロアゲハ、ジャコウアゲハ、ナガサキアゲハ、ミヤマカラスアゲハ 

アブラナ（菜の花） アゲハ、スジグロシロチョウ、ツマキチョウ 

ハルジオン ベニシジミ 

ハマダイコン ジャコウアゲハ、スジグロシロチョウ、ミヤマカラスアゲハ 

ヒメオドリコソウ モンシロチョウ 

フクロナデシコ ジャコウアゲハ 

ムラサキケマン ツマキチョウ、キタキチョウ 

５月 

アザミ 

アオスジアゲハ、カラスアゲハ、クロアゲハ、クロセセリ、ジャコウアゲハ、 

ナガサキアゲハ、ミヤマカラスアゲハ、モンキアゲハ、モンキチョウ、 

イチモンジセセリ、ヒメキマダラセセリ、ダイミョウセセリ、アカタテハ 

シロツメクサ モンシロチョウ、ヒメアカタテハ、ヤマトシジミ 

スイカズラ ナガサキアゲハ、モンキアゲハ 

スナビキソウ アサギマダラ、ヒメアカタテハ 

タチカタバミ ツマキチョウ 

クリ イチモンジチョウ、メスグロヒョウモン、ルリシジミ、イチモンジセセリ 

ゴマギ アサギマダラ 

ツツジ カラスアゲハ、モンキアゲハ、ミヤマカラスアゲハ 

トキワツユクサ アサギマダラ 

トベラ アサギマダラ、アオスジアゲハ 

ナツミカン クロアゲハ 

ネズミモチ 

アオスジアゲハ、イチモンジチョウ、スジグロシロチョウ、イシガケチョウ、 

キタテハ、アカタテハ、チャバネセセリ、アオバセセリ、イチモンジセセリ、 

ミカドアゲハ、ツマグロヒョウモン、アゲハ 

ハマダイコン モンキアゲハ、ツマキチョウ、イチモンジセセリ 

ハマボッス クロツバメシジミ 

ハマウド イシガケチョウ 

ブタナ キタテハ 
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表 8-7 宗像市の蜜源植物（花）と訪花確認種（3/4） 

 花 訪花する蝶 

６月 

アカツメクサ ツバメシジミ 

アカメガシワ アオスジアゲハ 

アザミ キアゲハ、イチモンジセセリ、モンキチョウ、ミドリヒョウモン、メスグロヒョウモン 

アレチハナガサ ツマグロヒョウモン、メスグロヒョウモン 

ウツギ モンキチョウ 

ウツボグサ キタキチョウ、モンキチョウ 

ウマノアシガタ ツバメシジミ 

オカトラノオ ツマグロヒョウモン、ベニシジミ 

オオバイボタ メスグロヒョウモン 

コガクウツギ ルリシジミ 

サンゴジュ メスグロヒョウモン 

タイトゴメ クロツバメシジミ 

ネズミモチ 
アオスジアゲハ、ミカドアゲハ、スジグロシロチョウ、メスグロヒョウモン、 

イチモンジチョウ、イシガケチョウ 

ハマウド イシガケチョウ 

ハマボッス クロツバメシジミ 

ヒメジオン キタキチョウ、ベニシジミ 

マサキ スジグロシロチョウ 

７月 

アザミ アカタテハ、ヤマトシジミ、イチモンジセセリ、ツマグロヒョウモン 

アレチハナガサ キタキチョウ、スジグロシロチョウ、モンキチョウ、ベニシジミ 

オカトラノオ スジグロシロチョウ、アサギマダラ 

オニユリ アゲハ、キアゲハ、ナガサキアゲハ、モンキアゲハ 

カノコユリ クロセセリ、モンキアゲハ 

キツネノマゴ ジャノメチョウ 

ソクズ モンキアゲハ 

ネジバナ モンキチョウ 

ネムノキ モンキアゲハ 

ヒメジオン 
イチモンジセセリ、ベニシジミ、スジグロシロチョウ、ヒメウラナミジャノメ、 

ジャノメチョウ 

マサキ アオスジアゲハ 

ホルトノキ 

モンキアゲハ、アサギマダラ、イチモンジチョウ、コミスジ、アカタテハ、 

ヒメアカタテハ、ルリタテハ、ゴマダラチョウ、イシガケチョウ、ルリシジミ、 

サツマシジミ、ツマグロヒョウモン、チャバネセセリ、イチモンジセセリ、 

クロセセリ、ベニシジミ、ヤクシマルリシジミ、キタキチョウ、テングチョウ 

ヨウシュヤマゴボウ アサギマダラ 

８月 
アレチハナガサ モンキチョウ 

クサギ モンキアゲハ、ナガサキアゲハ、クロアゲハ、カラスアゲハ、ミヤマカラスアゲハ 
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表 8-7 宗像市の蜜源植物（花）と訪花確認種（4/4） 

９月 

アカツメクサ ツバメシジミ 

アレチハナガサ ルリシジミ、モンキチョウ、ヒメアカタテハ 

イノコヅチ アゲハ、コミスジ、メスグロヒョウモン、ルリシジミ、ウラナミジャノメ、キマダラセセリ 

キツネノマゴ 
イチモンジセセリ、ツマグロヒョウモン、チャバネセセリ、 

クロマダラソテツシジミ、ヤマトシジミ 

コセンダングサ モンキチョウ 

コスモス ツマグロヒョウモン 

シロバナサクラタデ ヒメウラナミジャノメ 

セントウソウ ヒメウラナミジャノメ 

ツワブキ モンキチョウ 

ニラ アカタテハ、ダイミョウセセリ 

ノブドウ アオスジアゲハ 

ヒガンバナ 
アゲハ、キアゲハ、クロアゲハ、ミヤマカラスアゲハ、チャバネセセリ、 

カラスアゲハ 

ヒヨドリバナ アサギマダラ、メスグロヒョウモン、キタキチョウ 

ママコノシリヌグイ イチモンジセセリ 

ヤクシソウ アサギマダラ 

ヨメナ アサギマダラ 

１０月 

アレチハナガサ スジグロシロチョウ 

イノコズチ クロツバメシジミ 

コセンダングサ アサギマダラ、モンキチョウ 

シロヨメナ アサギマダラ 

セイタカアワダチソウ 
アサギマダラ、キアゲハ、イシガケチョウ、キタテハ、メスグロヒョウモン、 

アカタテハ、イチモンジセセリ、ヤクシマルリシジミ 

ツワブキ アサギマダラ 

ヒヨドリバナ アサギマダラ、メスグロヒョウモン 

フジバカマ 
アサギマダラ、アカタテハ、ツマグロヒョウモン、イシガケチョウ、ベニシジミ、 

イチモンジセセリ、チャバネセセリ 

ホソバワダン ヤマトシジミ、チャバネセセリ 

ミゾソバ ツマグロヒョウモン、ツバメシジミ 

ヤマハッカ チャバネセセリ 

ヨメナ イシガケチョウ 

１１月 

アレチハナガサ ウラナミシジミ 

コセンダングサ ウラナミシジミ、キタキチョウ、ベニシジミ 

シマカンギク ツマグロヒョウモン、イチモンジセセリ 

セイタカアワダチソウ 
キタテハ、モンキチョウ、ウラナミシジミ、モンシロチョウ、ヤクシマルリシジミ、 

ベニシジミ 

ホトケノザ チャバネセセリ 

ヤマハッカ キタキチョウ、ツマグロヒョウモン、ベニシジミ、モンシロチョウ、ウラナミシジミ 

１２月 

コセンダングサ モンシロチョウ 

セイタカアワダチソウ ベニシジミ 

ホトケノザ ヒメアカタテハ 
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２）熟した果実 

表 8-8 宗像市の蜜源植物（熟した果実）と確認種 

果実 観察場所 確認者 訪れる蝶（確認種） 

イヌビワ 地島 鈴木 光 ゴマダラチョウ 

 

３）樹液 

表 8-9 宗像市の蜜源植物（樹液）と確認種 

樹液 観察場所 確認者 訪れる蝶（確認種） 

クヌギ 

名残 西田迪雄 
ゴマダラチョウ、アカタテハ、ルリタテハ、 

サトキマダラヒカゲ 

新立山 西田迪雄 スミナガシ、ルリタテハ、サトキマダラヒカゲ 

山田ホタルの里公園 西田迪雄 コムラサキ、ゴマダラチョウ 

池田 安部敏男 ゴマダラチョウ 

王丸（調査地外） 吉田博之 
ゴマダラチョウ、クロヒカゲ、アカタテハ、 

クロコノマチョウ 

久原（調査地外） 西田迪雄 サトキマダラヒカゲ 

タチヤナギ 山田ホタルの里公園 西田迪雄 コムラサキ 

アキニレ さつき松原 岩元順二 ゴマダラチョウ 

 

  


