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Abstract — As the second version of species list of butterflies of Matsuyama City, Ehime 

Prefecture, Shikoku, Japan, originally published in 2002, this report presents full list of 

opilionid species so far recorded from the area of the city. The list consists of a total of 108 

opilionid species belonging to 5 families. 

 
 

緒 言 

 

松山市のチョウ類研究は非常に長い歴史があ

り，今日までに膨大な知見が蓄積されている。

以下に松山市におけるチョウ類研究史のあらま

しを紹介する。 

1892 年 (明治 25 年) に愛媛県尋常中学校 (後

の愛媛県立松山中学校，愛媛県立松山東高等学

校) が設立されると，翌 1893 年 (明治 26 年) に

は博物科教師であった土屋勇之輔により，松山

市近傍で採集された 34 種のチョウ類目録 (土屋 

1893a, 土屋 1893b) が発表されている。この目録

は横浜在住の英国人博物学者ヘンリー・プライ

ヤーの『日本蝶類図譜』(H. Pryer 1886～1889) に

基づいた高度に学術的なもので，今日において

も引用に耐えうるものとなっている。 

1904 年 (明治 37 年) に宮島幹之助による『日

本蝶類図説』，松村松年による『日本千虫図解』

が相次いで発刊されると，愛媛県立松山中学校

の生徒の間でチョウ類研究熱が盛り上がり“黄金

期”を迎える。この時代に永井 (1912)・牧末 (1912) 

らが相次いで愛媛県産チョウ類目録を発表した。

牧末 (1912) によると県内から 71 種が記録され

ているが，残念ながら詳しい採集地等が未記載

であり，ここに収録することはできない。 

第一次世界大戦の影響で松山中学校のチョウ

類研究熱は下火となったが，“黄金期”を支えた高

橋進が 1930 年 (昭和 5 年) に帰松したことで再

びチョウ類研究熱が盛り上がり，成人組から中

学生・小学生までチョウ類研究を行うようになっ

た (井手 1952）。松山中学校の生徒が発表した

チョウ類目録 (増岡・是澤 1935) は当時の松山

市内のチョウ相を知るうえで貴重なものである。

しかし高橋進の急逝と第二次世界大戦の影響で

チョウ類研究熱は再び下火となり，当時の標本

の大半が戦災により焼失した。 

1945 年 (昭和 20 年) に愛媛県立農林専門学校

(後の愛媛大学農学部) が設立されると石原保が

着任し昆虫学教室が開設された。アマチュアの

蝶類研究熱も回復し始め，“黄金期”の一員であっ

た井手秀信は私立新田高等学校の教師となり，

多くの後進を育成した。1951 年 (昭和 26 年) に

楠博幸・桑田一男らが中心となり松山昆虫同好

会が組織され，今日に至る松山市のチョウ類研

究のプロ・アマ両輪体制が整った。またチョウ

目の専門学会である日本鱗翅学会が発足し，松

山・愛媛の枠を飛び出し日本全国に研究対象を

求める動きも活発になった。この時代に発表さ

れた愛媛県産チョウ類目録では 104 種が記録さ

れている (楠ほか 1952)。 

 1970 年 (昭和 45 年) に松山昆虫同好会が解散

した以後も，様々な同好会が発足解散を繰り返

したが，現在も松山の地にアマチュア蝶類研究

は根付いており，日々新たな知見が蓄積され続

けている。(文中敬称略) 

 

概 要 

 

本稿は 2002 年に発行され 91 種のチョウ類を

記録した「松山市産昆虫類目録」(大林ほか 2002) 

のチョウ類部分の全面改定版である。旧北条市，

旧中島町との合併により面積が拡大したこと，

2002 年以降の新知見の追加，また前述した膨大

な既知記録を再調査したことにより，17 種増の
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108 種を松山市産チョウ類として記録する。 

 なお，108 種のうち 9 種は台風等の理由で偶然

に飛来し一時的に発生するなどした，松山市に

は本来土着しない迷蝶である。 

旧市町別では旧松山市から 106 種。旧北条市

から 90 種。旧中島町から 40 種となっている。

うち旧松山市からのみ記録がある種は 18 種，旧

北条市からのみ記録がある種は 2 種である。 

 島嶼部からは興居島より 16種，釣島より9種，

鹿島より 19 種，安居島より 3 種，中島より 25

種，怒和島より 30 種，二神島より 15 種，津和

地島より 18 種，睦月島より 16 種，野忽那島よ

り 7 種，由利島より 8 種となっている。 

 

凡 例 

 

1. 種の配列および学名は日本昆虫学会日本昆虫

目録編集委員会鱗翅目分科会の日本産蝶類和

名学名便覧に従った。(猪又敏男・植村好延・

矢後勝也・神保宇嗣・上田恭一郎 2010 – 2012) 

http://binran.lepimages.jp/ 

2 採集データは地名（個体数，採集年月日

dd.mm.yy，採集者名）で表記。 

3. 【既知】は既知記録。なお，108 種全てが松

山市からの既知種である。 

 

Lepidoptera チョウ目 

Hesperoidea セセリチョウ上科 

Hesperiidae セセリチョウ科 

Coeliadinae アオバセセリ亜科 

1. Burara aquilina aquilina (Speyer, 1879) キバネ

セセリ. 【松山市絶滅危惧 I 類 (CR+EN) 】【既

知】 福見山 (楠・桑田 1952). 米野町 (石原 

1953). 白潰～明神ヶ森 (菊原 2001). 

2. Choaspes benjaminii japonicus (Murray, 1875) 

アオバセセリ. 【既知】船ヶ谷町, 高縄山 (楠

ほか  1952). 福見山  (楠  1961b). 福見川町 

(有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 

(石原ほか 1973). 下伊台町 (喜多 1989). 湯

山柳 , 菅沢町  (井上  1999). 畑寺町  (井上 

1995). 食場町 (窪田 1999b). 宿野町, 杉立町, 

玉谷町   (大林ほか  2002). 明神ヶ森  (窪田 

2002b). 青波町 (窪田 2005). 鷹子町, 窪野町 

(曽我部 2009). 九川 (窪田 2009). 

 

Pyrginae チャマダラセセリ亜科 

3. Daimio tethys tethys (Ménétriès, 1857) ダイミョ

ウセセリ. 【既知】三坂峠 (増岡・是澤 1935). 

杉立町 , 河中町 (楠ほか  1952). 高縄山  (楠 

1952). 大西谷 (武智ほか 1960). 福見川町 (有

田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石

原ほか 1973). 畑寺町 (片岡 1985). 下伊台町 

(喜多 1989). 藤野町 (窪田 1993). 末町 (窪田 

1996). 神次郎町 (窪田 1997). 食場町 (窪田 

1998a). 桜谷町 (窪田 1999b). 麓, 恵良山 (窪

田 2000b). 宿野町, 玉谷町 (大林ほか 2002). 

川の郷町 , 明神ヶ森  (窪田  2002b). 湯山柳 

(窪田 2003a). 菅沢町 (窪田 2008). 九川 (窪

田 2009). 

4. Erynnis montana montana (Bremer, 1861) ミヤ

マセセリ. 【既知】御幸寺山, 道後 (楠ほか 

1952). 高縄山 (楠 1952). 怒和島 (楠・武智 

1958b). 杉立町 (楠 1959b). 福見川町 (有田 

1962). 米野町 (石原ほか 1973). 上伊台町, 宿

野町 (井上 1988). 下伊台町 (喜多 1989). 大

井野町 , 湯山柳  (井上  1999). 久谷町 , 横谷 

(井上 1993). 東野 (生物部 1993). 末町 (窪田 

1996). 東川町  (窪田  1999b). 食場町 , 九川 

(窪田  1999b). 河中町 (窪田  2003a). 水口町 

(窪田 2004). 腰折山 (窪田 2007). 

5. Pyrgus maculatus maculatus (Bremer et Grey, 

1852) チャマダラセセリ. 【松山市絶滅危惧

I 類 (CR+EN) 】【既知】道後, 伊台, 杉立町, 三

坂峠 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 文京

町 (井手 1958). 宿野町, 青波町, 藤野町 (篠

永  1958). 閏谷 , 横谷  (楠  1959a). 下伊台町 

(桑田 1961). 福見川町 (有田 1962). 潮見 (楠 

1963). 瀬戸風峠 (矢野ほか 1965). 吉藤 (井手 

1970). 米野町 (山岡 1971). 御幸寺山 (井手 

1972a). 末町  (井手  1974). 東大栗町 , 九川 

(竹束・有田 1979). 河中町, 大井野町 (井上 

1987). 玉谷町 (大林ほか 2002). 水口町 (井上 

2003). 音田谷 , 白潰 , 河野 , 大西谷  (太田 

2005b). 

 

Hesperiinae セセリチョウ亜科 

6. Isoteinon lamprospilus lamprospilus C. Felder et 

R. Felder, 1862 ホソバセセリ.【既知】杉立町, 

河中町, 高縄山 (楠ほか 1952). 港山町 (富田 

1961). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原

ほか  1973). 下伊台町  (喜多  1989). 柳谷町 

(井上 1990). 菅沢町 (井上  1991). 大井野町 

(窪田  1996). 食場町 , 藤野町  (窪田  1998a). 

太山寺 (窪田 2000b). 宿野町, 玉谷町, 東方

町 (大林ほか 2002). 青波町 (窪田 2004). 湯

山柳 (窪田 2012a). 

7. Thoressa varia (Murray, 1875) コチャバネセセ

リ. 【既知】杉立町, 高縄山 (楠ほか 1952). 大

西谷  (武智ほか  1960). 御幸寺山  (井手 

1972a). 米野町  (石原ほか  1973). 下伊台町 

(喜多 1989). 東野 (生物部 1993). 畑寺町, 菅

沢町 (窪田 1999b). 久谷町  (窪田 2001). 玉

谷町 (大林ほか 2002). 食場町 (窪田 2006b). 

西野町 , 九川  (窪田  2009). 末町  (窪田 

2010b). 

8. Notocrypta curvifascia curvifascia (C. Felder et R. 

Felder, 1862) クロセセリ. 立岩 (1ex., 22. IX. 

2006, 高橋士朗 ). 【既知】松山城山  (窪田 
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2002a). 浄瑠璃町 (曽我部 2006a). 食場町 (林 

2010b). 

9. Thymelicus sylvaticus sylvaticus (Bremer, 1861) 

ヘリグロチャバネセセリ. 【松山市情報不足 

(DD) 】【既知】 三坂峠 (楠ほか 1952). 【備

考】1941 年に大政四郎氏による採集記録があ

るのみ。また 1938 年に三坂峠でスジグロチャ

バネセセリ T. leoninus の採集記録があり(楠ほ

か 1952)，本種の誤同定と考えられる。 

10. Ochlodes ochraceus (Bremer, 1861) ヒメキマ

ダラセセリ. 【既知】高縄山 (楠ほか 1952). 福

見山, 三坂峠 (楠 1961b). 米野町 (石原ほか 

1973). 白潰 (菊原 2001). 久谷町 (窪田 2001). 

水ヶ峠  (大林ほか  2002). 畑寺町  (窪田 

2006b). 

11. Potanthus flavus flavus (Murray, 1875) キマダ

ラセセリ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 

松山城山, 高縄山 (楠ほか 1952). 福見山 (井

上ほか 1953). 津和地島 (楠・武智 1958a). 怒

和島  (楠・武智  1958b). 大西谷  (武智ほか 

1960). 湯山 (楠 1961b). 港山町 (富田 1961). 

御幸寺山  (井手  1972a). 米野町  (石原ほか 

1973). 畑寺町 (片岡 1985). 東野, 湯山柳, 三

坂峠 (窪田 1988). 下伊台町 (喜多 1989). 藤

野町 (窪田 1993). 出合, 重信川河口 (国交省 

1993). 宿野町 (生物部 1993). 石手川ダム (窪

田 1998a). 市坪 (国交省 1998). 食場町 (菊原

ほか 1999). 太山寺 (窪田 2000b). 杉立町 (窪

田  2001). 石手 , 玉谷町 , 鷹子町 , 南梅本町 , 

津吉町 (大林ほか 2002). 菅沢町 (窪田 2005). 

麓 (窪田 2012c). 

12. Polytremis pellucida pellucida (Murray, 1875) 

オオチャバネセセリ. 【既知】松山市近傍 (土

屋 1893a). 石手川, 杉立町 , 高縄山 (楠ほか 

1952). 大西谷 (武智ほか 1960). 港山町 (富田 

1961). 御幸寺山  (井手  1972a). 食場町  (矢

野・矢野 1997). 下伊台町 (喜多 1997). 東野, 

畑寺町 (太田 1998a). 菅沢町 (窪田 1999b). 

名石山, 上難波 (窪田 2000b). 上伊台町 (窪

田 2001). 石手, 津吉町 (大林ほか 2002). 浄

瑠璃町  (窪田  2003b). 青波町  (窪田  2008). 

末町 (窪田 2010b). 

13. Pelopidas mathias oberthuri Evans, 1937 チャ

バネセセリ. 【既知】 石手川, 湯山, 船ヶ谷町

(楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 二神島 (楠

ら 1957). 松江町 (富田 1958). 中島 (楠・武

智  1958b). 大西谷  (井手  1959). 福見川町 

(有田  1962). 御幸寺山  (井手  1972a). 小坂 , 

東野 (窪田 1988). 下伊台町 (喜多 1990). 食

場町 (窪田 1997). 宮西 (藤井 1998b). 市坪, 

出合, 重信川河口 (国交省 1998). 鷹子町 (窪

田 1999b). 古三津 (菊原ほか 1999). 石手, 杉

立町, 平井町, 東山町 (大林ほか 2002). 森松

町 (国交省 2003). 水口町 (窪田 2005). 津和

地島 (太田ほか 2009). 菅沢町 (窪田 2009).  

14. Pelopidas jansonis (Butler, 1878) ミヤマチャ

バネセセリ. 【松山市準絶滅危惧 (NT) 】【既

知】古三津  (楠ほか  1952). 米野町  (石原 

1953). 三坂峠  (楠  1961b). 福見川町  (有田 

1962). 御幸寺山 (井手 1972b). 杉立町 (窪田 

1987). 玉谷町 (大林ほか 2002). 

15. Parnara guttata guttata (Bremer et Grey, 1852) 

イチモンジセセリ. 【既知】大峰ヶ台 (増岡・

是澤  1935). 港山町  (楠ほか  1952). 高縄山 

(楠 1952). 津和地島, 二神島 (楠ら 1957). 三

津  (富田  1958). 怒和島 , 中島  (楠・武智 

1958b). 睦月島, 野忽那島 (楠・武智 1959). 鹿

島 (楠 1959c). 興居島 (楠・武智 1960). 大西

谷 (武智ほか 1960). 御幸寺山 (井手 1972a). 

米野町 (石原ほか 1973). 小坂, 久谷町 (窪田 

1988). 下伊台町 (喜多 1989). 藤野町 (窪田 

1993). 森松町, 市坪, 出合, 重信川河口 (国交

省  1993). 東野  (生物部  1993). 宮西  (藤井 

1998a). 持田町, 食場町 (菊原ほか 1999). 谷

町 (大林ほか 2002). 大峰ヶ台, 水口町 (窪田 

2005). 菅沢町  (窪田  2008). 杉立町  (窪田 

2010a). 

 

Papilionoidea アゲハチョウ上科 

Papilionidae  アゲハチョウ科 

Parnassiinae ウスバアゲハ亜科 

Parnassiini ウスバアゲハ族 

16. Parnassius citrinarius citrinarius Motschulsky, 

1866 ウスバアゲハ. 【既知】福見山 (毛利 

1952). 福見川町 (有田 1962). 杉立町 (窪田 

1987). 米野町 (藤井 1988). 大井野町 (山岡 

1988). 河中町 (井上 1999). 神次郎町 (井上 

1990). 高縄山  (井上  1992). 東川町 , 久谷町 

(大林ほか 2002). 川の郷町 (窪田 2002b). 

 

Papilioninae アゲハチョウ亜科 

Troidini キシタアゲハ族 

17. Atrophaneura alcinous alcinous (Klug, 1836) 

ジャコウアゲハ.【既知】堀之内, 杉立町, 港山

町, 森松町, 久谷川 (楠ほか 1952). 三津 (富

田 1961). 河中町 (有田 1962). 御幸寺山 (井

手 1972a). 市坪南 (太田 1988a). 立岩川 (窪

田 1990). 小野川 (生物部 1993). 井門町 (窪

田 1997). 米野町 (窪田 1998a). 西石井 (窪田 

1999b). 小野公園 (菊原ほか 1999). 南町 (太

田  2000b). 道後 , 姫原 , 中野町  (大林ほか 

2002). 重信川河口  (国交省  2003). 権現町 

(野本 2005a). 大峰ヶ台 (窪田 2005). 市坪西 

(窪田 2010b). 湯山柳 (窪田 2012a). 

 

Papilionini アゲハチョウ族 

18. Papilio machaon hippocrates C. Felder et R. 

Felder, 1864 キアゲハ. 【既知】松山市近傍 
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(土屋 1893a). 大峰ヶ台, 高縄山 (増岡・是澤 

1935). 松ノ木, 大月山 (楠ほか 1952). 津和地

島 (楠・武智 1958a). 三津 (富田 1958). 鹿島 

(楠  1959c). 大西谷  (武智ほか  1960). 五明 

(楠 1962). 福見川町 (有田 1962). 米野町 (山

岡 1963). 御幸寺山 (井手 1972a). 下伊台町 

(喜多 1989). 出合 (国交省 1993). 宿野町 (生

物部 1993). 末町 (窪田 1996). 市坪 (国交省 

1998). 菅沢町  (窪田  1999b). 名石山  (窪田 

2000b). 上伊台町, 太山寺 (窪田 2001). 石手, 

畑寺町, 高野町, 杉立町 , 玉谷町 (大林ほか 

2002). 浄瑠璃町  (窪田  2002b). 麓  (窪田 

2004). 水口町 (藤井 2005). 食場町, 藤野町, 

横谷 (窪田 2005). 城山町 (窪田 2006b). 西

野町 (窪田 2009). 湯山柳 (窪田 2012a). 朝生

田町 (窪田 2012c). 

19. Papilio xuthus Linnaeus, 1767 アゲハ.【既知】

松山市近傍  (土屋  1893a). 大峰ヶ台 , 荏原 

(増岡・是澤 1935). 松山城山, 石手川, 太山寺 

(楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 二神島 (楠

ら 1957). 津和地島 (楠・武智 1958a). 怒和島, 

中島 (楠・武智 1958b). 三津 (富田 1958). 睦

月島 (楠・武智 1959). 鹿島 (楠 1959c). 興居

島 (楠・武智 1960). 五明 (楠 1962). 福見川

町 (有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野

町 (石原ほか 1973).  小坂, 下伊台町, 久谷川 

(窪田 1988). 新立町 (窪田 1993). 森松町, 市

坪, 出合, 重信川河口 (国交省 1993). 東野, 

杉立町 , 星岡山  (生物部  1993). 南町 , 末町 

(窪田  1996). 持田町 , 古三津  (窪田  1998a). 

宮西 (藤井 1998a). 大井野町, 鷹子町 (窪田 

1999b). 勝岡町  (豊島  2000). 釣島  (窪田 

2001). 津吉町 (大林ほか 2002). 食場町 (窪田 

2003a). 湯山柳 , 菅沢町 , 常竹  (窪田  2004). 

水口町 (藤井 2005). 北条辻 (太田 2005a). 窪

野町, 浄瑠璃町, 久谷町 , 横谷 (窪田 2005). 

城山町 (窪田 2006b). 余戸中, 余戸南 (窪田 

2010b). 庄 (林 2011). 麓 (藤井 2011c). 

20. Papilio protenor demetrius Stoll, 1782 クロア

ゲハ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 三坂

峠 (増岡・是澤 1935). 久米, 大月山 (楠ほか 

1952). 高縄山  (楠  1952). 津和地島 , 二神島 

(楠・武智  1958a). 怒和島 , 中島  (楠・武智 

1958b). 三津 (富田  1958). 鹿島 (楠 1959c). 

興居島 (楠・武智 1960). 五明 (楠 1962). 福

見川町, 福見山 (有田 1962). 御幸寺山 (井手 

1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 畑寺町 (片

岡 1985). 小坂 (窪田 1988). 下伊台町 (喜多 

1989). 杉立町 (窪田 1989). 市坪, 出合 (国交

省  1993). 松山城山 , 食場町 , 東野 , 星岡山 , 

(生物部 1993). 菅沢町 (窪田 1996). 森松町 

(国交省 1998). 古三津 (窪田 1998a). 溝辺町, 

東山町, 久谷町 (大林ほか  2002). 上伊台町 

(窪田 2002b). 重信川河口 (国交省 2003). 大

峰ヶ台, 石手, 麓, 常竹 (窪田 2004). 太山寺 

(窪田 2005). 恵良山 (窪田 2006b). 九川 (窪

田 2009). 湯山柳 (窪田 2012a). 

21. Papilio macilentus macilentus Janson, 1877 オ

ナガアゲハ. 【既知】高縄山 (楠ほか 1952). 五

明 (楠 1962). 河中町, 福見川町 (有田 1962). 

米野町 (山岡 1963). 下伊台町  (喜多 1989). 

宿野町 (生物部 1993). 大井野町 , 松山城山 

(窪田 1999b). 上伊台町 (大林ほか 2002). 湯

山柳  (窪田  2002b). 末町 , 川の郷町  (窪田 

2003a). 青波町  (窪田  2007). 九川  (窪田 

2009). 杉立町 (窪田 2010a). 

22. Papilio memnon thunbergii von Siebold, 1824 

ナガサキアゲハ. 【既知】石手川, 大峰ヶ台, 山

西町 , 太山寺  (楠ほか  1952). 高縄山  (楠 

1952). 杉立町 (楠 1959b). 大西谷 (武智ほか 

1960). 福見川町 (有田 1962). 祝谷東町 (矢

野ほか 1965). 御幸寺山 (井手 1972a). 平田町 

(竹束・有田 1979). 畑寺町 (片岡 1985). 下伊

台町 (喜多 1989). 立花 (井上 1990). 余戸西 

(井上 1993). 市坪 (国交省  1993). 松山城山 

(生物部 1993). 食場町 (井上 1995). 持田町 

(窪田 1998a). 重信川河口 (国交省 1998). 樽

味  (窪田  2001). 東野 , 鷹子町  (大林ほか 

2002). 柳井町 , 出合  (窪田  2002b). 小栗町 

(太田 2002). 窪野町, 久谷町 (窪田 2005). 余

戸中 (窪田 2007). 怒和島 (太田ほか  2009). 

余戸南 (窪田 2009). 泊町 (窪田 2010b). 菅

沢町 (窪田・太田 2011). 

23. Papilio helenus nicconicolens Butler, 1881 モ

ンキアゲハ. 【既知】大峰ヶ台 (増岡・是澤 

1935). 石手川, 道後, 御幸寺山 (楠ほか 1952). 

高縄山 (楠 1952). 怒和島 (楠・武智 1958b). 

杉立町 (楠 1959b). 鹿島 (楠 1959c). 祝谷東

町 (矢野ほか 1965). 米野町 (石原ほか 1973). 

畑寺町 (片岡 1985). 下伊台町  (喜多 1989). 

市坪 , 出合  (国交省  1993). 東野  (生物部 

1993). 食場町, 太山寺, 久谷町 (窪田 1998a). 

松山城山  (窪田  1999b). 上伊台町  (窪田 

2001). 谷町, 玉谷町 鷹子町 (大林ほか 2002). 

高野町, 末町, 菅沢町, 恵良山 (窪田 2003a). 

東川町, 麓 (窪田 2004). 由利島 (菊原 2011). 

湯山柳 (窪田 2012a). 

24. Papilio dehaanii dehaanii C. Felder et R. Felder, 

1864 カラスアゲハ. 【既知】大峰ヶ台, 三坂

峠 (増岡・是澤 1935). 石手川, 松ノ木, 太山

寺, 高縄山 (楠ほか 1952). 津和地島 (楠・武

智 1958a). 怒和島, 中島 (楠・武智 1958b). 清

水山 (富田 1958). 鹿島 (楠 1959c). 大西谷 

(武智ほか 1960). 五明 (楠 1962). 河中町, 福

見川町, 福見山 (有田 1962). 御幸寺山 (井手 

1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 畑寺町 (片

岡 1985). 下伊台町 (喜多 1989). 杉立町 (窪
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田 1989). 東野 (生物部 1993). 菅沢町 (窪田 

1996). 食場町  (窪田  1999b). 名石山  (窪田 

2000b). 東山町  (大林ほか  2002). 川の郷町 , 

明神ヶ森 (窪田 2002b). 東川町 (窪田 2004). 

麓 (藤井 2011c). 湯山柳 (窪田 2012a). 宿野

町 (窪田 2012c). 

25. Papilio maackii Ménétriès, 1858 ミヤマカラス

アゲハ. 【既知】城山町, 湯山, 河中町, 高縄

山 (楠ほか 1952). 福見川町, 福見山 (井上ほ

か 1953). 杉立町 (越智 1954). 米野町 (石原

ほか 1973). 九川 (竹束・有田 1979). 大井野

町 (井上 1993). 御幸寺山 (窪田 1998a). 下伊

台町, 東野 (窪田 1999b). 樽味 (窪田 2001). 

溝辺町  (大林ほか  2002). 明神ヶ森  (窪田 

2002b). 太山寺 (窪田 2010b). 湯山柳 (窪田 

2012a). 食場町 (窪田 2012c). 

 

Graphiini アオスジアゲハ族 

26. Graphium sarpedon nipponum (Fruhstorfer, 

1903) アオスジアゲハ. 【既知】松山市近傍 

(土屋 1893a). 石手川, 山西町, 古三津 (楠ほ

か 1952). 高縄山 (楠 1952). 鹿島 (楠 1959c). 

福見川町  (有田  1962). 御幸寺山  (井手 

1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 堀之内 (竹

束・有田  1979). 松山城山 , 下伊台町  (窪田 

1988). 杉立町  (窪田  1989). 空港通  (藤井 

1993). 森松町, 出合, 市坪 (国交省 1993). 東

野, 星岡山, 小野川 (生物部  1993). 岩崎町, 

南吉田町 (窪田 1996). 宮西 (藤井 1998a). 菅

沢町  (窪田  2000b). 太山寺 , 釣島  (窪田 

2001). 溝辺町, 上伊台町 (大林ほか 2002). 柳

井町 (窪田 2002b). 食場町, 川の郷町 (窪田 

2003a). 重信川河口 (国交省 2003). 大峰ヶ台, 

朝生田町 , 麓  (窪田  2004). 水口町  (窪田 

2005). 由利島  (菊原  2011). 湯山柳  (窪田 

2012a). 

 

Pieridae シロチョウ科 

Coliadinae モンキチョウ亜科 

Gonepterygini ヤマキチョウ族 

27. Eurema mandarina mandarina (de l'Orza, 1869) 

キタキチョウ . 【既知】松山市近傍  (土屋 

1893a). 大峰ヶ台 (増岡・是澤 1935). 石手川 

(楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 津和地島, 

二神島 (楠ら 1957). 怒和島, 中島 (楠・武智 

1958b). 三津 (富田 1958). 睦月島 (楠・武智 

1959). 鹿島  (楠  1959c). 大西谷  (武智ほか 

1960). 興居島  (楠・武智  1960). 五明  (楠 

1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原

ほか 1973). 小坂, 杉立町 (窪田 1988). 下伊

台町  (喜多  1989). 小野町 , 藤野町  (窪田 

1993). 森松町, 市坪, 出合, 重信川河口 (国交

省  1993). 松山城山 , 東野 , 宿野町  (生物部 

1993). 畑寺町, 大井野町 (窪田 1996). 湯山柳 

(窪田 1998a). 桜谷町 (真中 1998). 宮西 (藤

井 1998). 鷹子町 (窪田 1999b). 吉藤 (菊原

ほか 1999). 食場町, 麓 (窪田 2000b). 上伊台

町, 久谷町, 釣島 (窪田 2001). 溝辺町, 上高

野町, 津吉町, 東方町 (大林ほか 2002). 末町 

(窪田 2002b). 河中町 (窪田 2003a). 太山寺, 

菅沢町 (窪田 2004). 水口町  (藤井 2005).石

手, 窪野町, 久谷, 横谷 (窪田 2005). 福見川

町 (林 2006). 萱町, 西野町 (窪田 2009). 恩

地町, 柳谷町  (菊原・太田  2010). 土居田町 

(藤井 2011b). 【備考】かつてはキチョウ E. 

hecabe とされた種だが，近年になってトカラ

列島渡瀬線以北にはキチョウは分布しないこ

とが明らかとなり，四国産はすべてキタキチョ

ウ E. mandariana となった。本稿ではかつてキ

チョウとして市内から記録された種を本種と

見なす。 

28. Eurema laeta betheseba (Janson, 1878) ツマグ

ロキチョウ. 【松山市準絶滅危惧 (NT) 】【既

知】松山市近傍 (土屋 1893a). 大峰ヶ台 (増

岡・是澤 1935). 衣山, 山西町, 太山寺, 杉立

町 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 津和地

島 , 二神島 (楠ら 1957). 清水山  (楠  1958). 

松江町 (富田 1958). 睦月島, 野忽那島 (楠・

武智 1959). 高井町 (楠 1961a). 祝谷東町 (矢

野ほか 1965). 御幸寺山  (井手 1972a). 潮見 

(竹束・有田 1979). 米野町 (井上 1990). 中土

手  (菊原  2001). 平井町 , 東方町  (大林ほか 

2002). 吉藤  (野本  2005b). 鷹子町  (曽我部 

2006b). 下難波 (窪田 2006a). 怒和島 (太田ほ

か 2009). 食場町 (林 2009b). 湯山柳 (窪田 

2012a). 

29. Gonepteryx aspasia niphonica Verity, 1909 ス

ジボソヤマキチョウ. 【松山市絶滅危惧 II 類 

(VU) 】【既知】 杉立町, 三坂峠, 高縄山 (楠

ほか 1952). 福見山 (井上ほか 1953). 河中町 

(桑田 1959). 米野町 (山岡 1963). 

 

Coliadini モンキチョウ族 

30. Colias erate poliographa (Motschulsky, 1861) 

モンキチョウ . 【既知】松山市近傍  (土屋 

1893a). 太山寺, 重信川 (楠ほか 1952). 高縄

山 (楠 1952). 怒和島, 中島 (楠・武智 1958b). 

三津 (富田 1958). 睦月島 (楠・武智  1959). 

大西谷 (井手 1959). 五明 (楠 1962). 福見川

町 (有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野

町 (石原ほか  1973). 下伊台町  (喜多 1989). 

杉立町 (窪田 1993). 森松町, 市坪, 出合, 重

信川河口 (国交省 1993). 東野 (生物部 1993). 

桜谷町 , 紅葉町 (真中  1998). 古三津  (窪田 

1999b). 吉藤 (菊原ほか 1999). 上伊台町 (窪

田 2001). 鷹子町, 平井町, 東方町 (大林ほか 

2002). 食場町  (窪田  2002b). 菅沢町  (窪田 

2004). 平田町  (野本  2005c). 馬木町  (野本 
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2005d). 横谷 (窪田 2005). 市坪西, 九川 (窪

田  2009). 古川南  (窪田  2010b). 東垣生町 

(窪田 2011). 湯山柳 (窪田 2012a). 

31. Catopsilia pomona pomona (Fabricius, 1775) 

ウスキシロチョウ. 【既知】馬木町 (野本 1941). 

【備考】松山市には土着しない迷蝶である。

大内川堤での 1 例(1♂, 7.IX.1941, 野本三男)が

知られる。 

 

Pierinae モンシロチョウ亜科 

Anthocharidini ツマキチョウ族 

32. Anthocharis scolymus scolymus Butler, 1866 

ツマキチョウ. 【既知】石手川 (増岡・是澤 

1935). 港山町, 三坂峠 (楠ほか 1952). 高縄山 

(楠 1952). 杉立町 (楠 1959b). 太山寺 (富田 

1961). 五明 (楠 1962). 福見川町 (有田 1962). 

御幸寺山  (井手  1972a). 米野町  (石原ほか 

1973). 下伊台町 (喜多 1989). 東野, 食場町, 

大井野町 (井上 1995). 末町, ひばりヶ丘, 大

峰ヶ台 (窪田 1996). 湯山柳, 上伊台町 (窪田 

1998a). 畑寺町, 東川町 (窪田 1999b). 玉谷町, 

久谷町 (大林ほか 2002). 森松町, 出合 (国交

省 2003). 水口町 (窪田 2004). 城山町, 大西

谷 (窪田 2006b). 小野町  (窪田 2008). 西野

町  (窪田  2009). 九川  (窪田  2011). 青波町 , 

菅沢町 (窪田 2012c). 

 

Pierini モンシロチョウ族 

33. Pieris rapae crucivora Boisduval, 1836 モンシ

ロチョウ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 

大峰ヶ台, 山越 (増岡・是澤 1935).石手川, 山

西町 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 津和

地島 , 二神島  (楠ら  1957). 怒和島 , 中島 

(楠・武智 1958b). 三津 (富田 1958). 睦月島, 

野忽那島  (楠・武智  1959). 大西谷  (井手 

1959). 興居島  (楠・武智  1960). 五明  (楠 

1962). 福見川町 (有田 1962). 御幸寺山 (井

手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 久谷川 

(窪田 1988). 下伊台町 (喜多 1989). 藤野町 

(窪田 1993). 森松町, 市坪, 出合, 重信川河

口 (国交省 1993). 東野 (生物部 1993). 立花, 

古三津 (窪田 1998a). 宮西 (藤井 1998a). 土

居田町  (窪田  1999b). 持田町  (菊原ほか 

1999). 食場町  (窪田  2000b). 小栗町  (太田 

2000b). 保免中 (太田  2001). 高野町, 谷町, 

吉藤 (大林ほか 2002). 和泉北, 菅沢町, 常竹 

(窪田  2004). 水口町  (藤井  2005). 太山寺 , 

窪野町 (窪田 2005). 余戸南, 市坪西, 宿野町, 

九川  (窪田  2009). 東垣生町  (藤井  2009a). 

杉立町 (窪田 2010a). 余戸西 (窪田 2010b). 

畑寺町 (窪田 2011). 柳井町 , 富久町 (藤井 

2011a). 湯山柳 (窪田 2012a). 青波町, 西野

町 (窪田 2012c). 

34. Pieris melete Ménétriès, 1857 スジグロシロ

チョウ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 大

峰ヶ台 (増岡・是澤 1935). 高縄山 (楠 1952). 

怒和島  (楠・武智  1958b). 松江町  (富田 

1958). 大西谷  (武智ほか  1960). 五明  (楠 

1962). 福見川町 (有田 1962). 御幸寺山 (井

手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 下伊台

町, 久谷川 (窪田 1988). 東野 (生物部 1993). 

森松町 (国交省 1998). 湯山柳 (窪田 1999b). 

食場町, 大井野町 (菊原ほか 1999). 松山城山, 

久谷町, 腰折山, 釣島 (窪田 2001). 上高野町, 

谷町, 東方町 (大林ほか 2002). 九川, 明神ヶ

森 (窪田 2002b). 末町, 河中町 (窪田 2003a). 

東川町 (窪田 2004). 水口町 (藤井 2005). 市

坪 (山口 2005). 太山寺, 菅沢町 (窪田 2005). 

神次郎町, 城山町, 恩地町 (菊原・太田 2010). 

杉立町 (窪田 2010a). 

35. Pieris nesis japonica Shirôzu, 1952 ヤマトス

ジグロシロチョウ. 【既知】 湯山, 杉立町, 三

坂峠 , 高縄山  (桑田 1952). 米野町  (石原 

1953). 津和地島, 二神島 (楠ら 1957). 怒和

島 (楠・武智 1958b). 福見川町 (有田 1962).

河中町 (山岡 1963). 食場町, 宿野町, 玉谷町, 

大井野町, 水ヶ峠 (大林ほか 2002). 上伊台町, 

東川町 (窪田 2001). 明神ヶ森 (窪田 2002b). 

末町 (窪田 2003a). 水口町 (窪田 2004). 菅

沢町 (窪田 2012b).【備考】本種の分類は混乱

しており，本稿では白水 (2002)に従いヤマト

スジグロシロチョウ P. nesis としたが，タイプ

標本の調査や発香鱗・交尾器の形状から山形

県以南産を独立種シロウズスジグロシロチョ

ウ Artogeia japonica とする説もある (松田 

2009)。本種は瀬戸内海島嶼部ではスズシロソ

ウを食草としている(出嶋 1995)。 

 

Lycaenidae シジミチョウ科 

Miletinae アシナガシジミ亜科 

Miletini アシナガシジミ族 

36. Taraka hamada hamada (H. Druce, 1875) ゴイ

シシジミ. 【既知】石手川 (増岡・是澤 1935). 

船ヶ谷町 (楠ほか 1952). 忽那山, 菖蒲谷 (和

田  1959a). 太山寺  (富田  1961). 泉町  (稲

田・富永 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野

町 (石原ほか 1973). 福見川町 (竹束・有田 

1979). 杉立町 (窪田 1987). 下伊台町 (喜多 

1989). 南町  (井上  1999). 藤野町  (窪田 

1993). 市坪 (国交省 1993). 食場町, 畑寺町 

(井上 1995). 樽味 (窪田 1998a). 東野 (喜多 

1999b). 小野公園 (菊原ほか 1999). 石手, 溝

辺町, 玉谷町, 津吉町 (大林ほか 2002). 末町 

(窪田  2003a). 久谷町  (窪田  2005). 宿野町 

(窪田 2006b). 菅沢町 (窪田 2009). 泊町 (窪

田 2010b). 

 

Curetinae ウラギンシジミ亜科 
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37. Curetis acuta paracuta de Nicéville, 1902 ウラ

ギンシジミ. 【既知】三坂峠 (増岡・是澤 1935). 

船ヶ谷町, 杉立町, 高縄山 (楠ほか 1952). 大

西谷 (武智ほか 1960). 太山寺, 古三津 (富田 

1961). 祝谷東町 (矢野ほか 1965). 御幸寺山 

(井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 畑寺

町 (片岡 1985). 下伊台町 (喜多 1989). 小野

町  (窪田 1993). 市坪 (国交省  1993). 東野 , 

宿野町  (生物部  1993). 食場町 , 末町  (窪田 

1996). 菅沢町  (窪田  1998a). 桜谷町  (真中 

1998). 出合  (国交省  1998). 九川  (窪田 

1999b). 大井野町 (窪田  2000b). 釣島 (窪田 

2001). 高野町, 谷町, 東方町 (大林ほか 2002). 

河中町 (窪田 2003a). 福見山 (井上 2005). 吉

藤 (窪田 2006b). 北梅本町  (窪田 2007). 怒

和島, 二神島 (太田ほか 2009). 鷹子町 (曽我

部 2010b). 湯山柳 (窪田 2012a). 

 

Lycaeninae シジミチョウ亜科 

Theclini ミドリシジミ族 

38. Arhopala bazalus turbata (Butler, 1882) ムラ

サキツバメ.  【既知】宿野町 (増岡・是澤 1935). 

松山市東北部  (森川  1939). 道後 , 杉立町 ,

船ヶ谷町, 高縄山 (楠ほか  1952). 松山城山 

(宮武ほか 1956). 二神島 (楠ら 1957). 大西谷 

(武智ほか 1960). 高井町 (楠 1961a). 祝谷東

町 (矢野ほか 1965). 御幸寺山 (井手 1972a). 

平田町  (竹束・有田  1979). 畑寺町  (片岡 

1985). 食場町, 平井町 (井上 1988). 朝生田町 

(井上 1991). 下伊台町 (喜多 1992). 末町 (井

上  1995). 横谷  (窪田  1996). 持田町  (窪田 

1998a). 柳井町  (窪田 2002b). 窪野町 (窪田 

2004). 

39. Arhopala japonica (Murray, 1875) ムラサキシ

ジミ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 松山

城山, 港山町, 船ヶ谷町 (楠ほか 1952). 高縄

山 (楠 1952). 清水山 (富田 1958). 祝谷東町 

(矢野ほか 1965). 御幸寺山 (井手 1972a). 米

野町 (石原ほか  1973). 畑寺町 (片岡 1985). 

下伊台町  (喜多 1989). 市坪 (国交省 1993). 

東野, 星岡山 (生物部 1993). 食場町, 麓 (窪

田 1996). 桜谷町 (真中 1998). 森松町 (国交

省 1998). 杉立町, 末町, 湯山柳 (窪田 1999b). 

菅沢町, 恵良山 (窪田 2000b). 上伊台町, 久

谷町  (窪田  2001). 玉谷町 , 鷹子町 , 津吉町 

(大林ほか 2002). 水口町 (藤井 2005). 太山寺, 

大井野町 (窪田 2005). 余戸中 (窪田 2008). 

40. Artopoetes pryeri pryeri (Murray, 1873) ウラ

ゴマダラシジミ. 【既知】三坂峠 (楠ほか 1952). 

福見山 (有田 1962). 米野町 (野本 1970). 湯

山柳, 藤野町, 大井野町 (高市 1985). 宿野町, 

梅木町 (林ほか 1988). 柳谷町 (井上 1991). 

麓, 高縄山 (井上 1992). 恩地町 (井上 1993). 

九川  (喜多  1995). 石手川ダム , 末町  (窪田 

1998a). 下伊台町 (喜多 1999a). 水口町 (井上 

2004). 菅沢町 (窪田・太田 2011). 

41. Antigius attilia attilia (Bremer, 1861) ミズイロ

オナガシジミ. 中島粟井 (2exs., 10. VI. 2006, 

菊原勇作). 【既知】石手川 (増岡・是澤 1935). 

松山城山, 高縄山 (楠ほか  1952). 御幸寺山 

(井手 1958). 横谷 (桑田 1958). 三坂峠 (武智 

1958). 大西谷 (武智ほか 1960). 瀬戸風峠 (矢

野ほか 1965). 河中町, 東大栗町 (竹束・有田 

1979). 湯山柳 (高市 1985). ウツバリ峠 (林ほ

か 1988). 上伊台町, 麓 (井上 1988). 下伊台

町  (喜多  1989). 柳谷町  (井上  1991). 常竹 

(井上 1992). 星岡山 (生物部 1993). 奥道後 

(吉川 1994). 末町 (窪田 1996). 菅沢町 (窪田 

1997). 太山寺, 恵良山 (窪田 2000b). 宿野町, 

玉谷町, 杉立町 (大林ほか  2002). 梅津寺町 

(窪田 2005). 星岡町, 窪野町 (窪田 2006b). 

42. Wagimo signatus (Butler, 1882) ウラミスジシ

ジミ. 【松山市絶滅危惧 II類 (VU) 】【既知】

菅沢町 (太田 2008a). 

43. Japonica lutea lutea (Hewitson, 1865) アカシ

ジミ. 【既知】石手川 (増岡・是澤 1935). 松

山城山, 杉立町, 横谷, 高縄山 (楠ほか 1952). 

宿野町 (毛利 1952). 米野町 (石原 1953). 御

幸寺山, 三坂峠 (桑田 1958). 大西谷 (武智ほ

か 1960). 瀬戸風峠 (太田 1962). 湯山柳, 藤

野町  (高市  1985). 上伊台町 , 余戸西  (井上 

1988). 下伊台町 (喜多 1989). 玉谷町 (井上 

1990). 菅沢町 , 柳谷町  (井上  1994). 奥道後 

(吉川 1994). 石手川ダム, 末町 (窪田 1998a). 

食場町 (窪田 1999b). 東野, 麓 (窪田 2000b).  

鷹子町 (曽我部 2006c). 星岡町 (窪田 2006b). 

平和通 (太田 2008b). 三番町 (窪田 2010b). 

44. Japonica saepestriata saepestriata (Hewitson, 

1865) ウラナミアカシジミ. 【松山市絶滅危

惧 I 類 (CR+EN) 】【既知】閏谷 (木村 1949). 

横谷 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 大西

谷 (井手 1959). 和気町 (井手 1968). 御幸寺

山 (井手 1972b). 

45. Neozephyrus japonicus japonicus (Murray, 1875) 

ミドリシジミ. 【松山市準絶滅危惧 (NT) 】【既

知】三坂峠  (山岡  1971). 御幸寺山  (井手 

1972a). 

46. Chrysozephyrus brillantinus (Staudinger, 1887) 

アイノミドリシジミ. 【松山市情報不足 (DD) 】

【既知】高縄山 (武智 1952, 1953). 杉立町 (太

田 1959).  【備考】松山市内からは高縄山の

記録(1♀, 23.VII. 1952, 武智文彦)と，杉立町の

記録(1♀, 4. X. 1958, 太田喬三)が知られる。 

47. Favonius orientalis (Murray, 1875) オオミドリ

シジミ. 【既知】高縄山 (楠ほか 1952). 杉立

町, 夏目, 横谷 (井手 1953). 福見川町 (井上

ほか 1953). 米野町 (石原 1953). 大西谷 (井

手 1959). 御幸寺山 (井手 1972a). 湯山柳 (高
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市 1985). ウツバリ峠, 梅木町, 大井野町 (林

ほか 1988). 上伊台町 (井上 1988). 下伊台町 

(喜多 1989). 麓  (井上  1991). 東川町  (吉川 

1994). 末町 (窪田 1998a). 玉谷町 (大林ほか 

2002). 菅沢町 (窪田 2009). 

48. Sibataniozephyrus fujisanus fujisanus 

(Matsumura, 1910) フジミドリシジミ. 【松山

市準絶滅危惧 (NT) 】【既知】高縄山 (楠ほか 

1952). 

 

Eumaeini カラスシジミ族 

49. Rapala arata (Bremer, 1861) トラフシジミ. 

【既知】松山市, 杉立町, 三坂峠, 高縄山 (楠

ほか 1952). 港山町 (富田  1961). 福見川町 

(有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 

(石原ほか 1973). 久谷町 (窪田 1988). 菅沢

町 (井上 1988). 下伊台町 (喜多 1989). 柳谷

町 , 大井野町  (井上  1992). 東野  (生物部 

1993). 食場町, 湯山柳 (井上 1994). 末町, 川

の郷町 (窪田 1996). 鷹子町 (大林ほか 2002). 

東川町 , 横谷  (窪田  2002b). 水口町  (窪田 

2005). 城山町  (窪田  2006b). 青波町  (窪田 

2012c). 

50. Callophrys ferrea ferrea (Butler, 1866) コツバ

メ. 【既知】大峰ヶ台 (増岡・是澤 1935). 杉

立町, 高縄山 (楠ほか 1952). 福見川町 (有田 

1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (藤井 

1988). 青波町, 大井野町 (井上 1999). 下伊

台町 (喜多 1993). 湯山柳 (井上 1994). 九川 

(窪田 2000b). 東野, 平井町 (大林ほか 2002). 

末町, 河中町 (窪田 2003a). 食場町, 水口町 

(窪田 2006b). 西野町 (窪田 2012c). 

 

Lycaenini ベニシジミ族 

51. Lycaena phlaeas chinensis (C. Felder, 1862) ベ

ニシジミ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 

大峰ヶ台 (増岡・是澤 1935). 石手川, 衣山, 

船ヶ谷町 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 

津和地島  (楠ら  1957). 二神島  (楠・武智 

1958a). 怒和島, 中島 (楠・武智 1958b). 三津 

(富田 1958). 睦月島 (楠・武智 1959). 大西谷 

(井手 1959). 興居島 (楠・武智 1960). 五明 

(楠 1962). 福見川町 (有田 1962). 御幸寺山 

(井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 東野, 

下伊台町, 久谷川, 久谷町 (窪田 1988). 杉立

町, 小野町, 藤野町 (窪田 1993). 森松町, 市

坪, 出合, 重信川河口 (国交省 1993). 松山城

山 (生物部 1993). 末町, 吉藤, 北山町 (窪田 

1998a). 東川町 (窪田 1999b). 上伊台町 (窪

田 2001). 谷町, 鷹子町, 津吉町, 東方町 (大

林ほか 2002). 河中町 (窪田 2003a). 食場町, 

菅沢町 (窪田 2004). 水口町 (藤井 2005). 大

井野町, 横谷 (窪田 2005). 樽味 (窪田 2007). 

窪野町  (矢野  2009d). 西野町  (窪田  2009). 

東垣生町  (藤井  2009a). 神次郎町 , 恩地町 , 

柳谷町  (菊原・太田  2010). 湯山柳  (窪田 

2012a). 麓 (窪田 2012c). 

 

Polyommatini ヒメシジミ族 

52. Niphanda fusca fusca (Bremer et Grey, 1852) 
クロシジミ. 【松山市絶滅 (EX) 】【既知】三

坂峠  (楠ほか  1952). 宿野町  (井手  1980c). 

杉立町, 青波町 (太田 2011). 【備考】青波町

産の 5 個体(2♂♂3♀♀, 6.VII. 1941, 木村茂)が

現存している。 

53. Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) ウラナミ

シジミ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893b). 大

峰ヶ台 (増岡・是澤 1935).三津 (楠ほか 1952). 

高縄山 (楠 1952). 津和地島 , 二神島 (楠ら 

1957). 怒和島, 中島 (楠・武智 1958b). 睦月

島 , 野忽那島  (楠・武智  1959). 鹿島  (楠 

1959c). 興居島  (楠・武智  1960). 御幸寺山 

(井手  1972a). 小坂  (窪田  1988). 下伊台町 

(喜多 1989). 藤野町 (窪田  1993). 市坪, 出

合 (国交省 1993). 食場町 (窪田 1997). 桜谷

町 (真中 1998). 宮西 (藤井 1998b). 森松町 

(国交省 1998). 久谷町 (菊原ほか 1999). 太

山寺, 泊町 (窪田 2000b). 石手, 東野, 杉立, 

姫原, 鷹子町, 東方町 (大林ほか 2002). 米野

町 , 恵良山  (窪田  2003a). 菅沢町 , 平井町 

(窪田 2009). 東垣生町 (藤井 2009a). 湯山柳 

(窪田 2012a). 

54. Euchrysops cnejus (Fabricius, 1798) オジロシ

ジミ. 【既知】松山市 (太田 1961). 【備考】

松山市には土着しない迷蝶である。ドイツ人

Martin による記録(1♂, 13. VII. 1916)が知られ

る。 

55. Pseudozizeeria maha argia (Ménétriès, 1857) 

ヤマトシジミ . 【既知】松山市近傍  (土屋 

1893a). 大峰ヶ台 (増岡・是澤 1935). 重信川, 

山西町, 古三津 (楠ほか  1952). 高縄山 (楠 

1952). 津和地島, 二神島 (楠ら 1957). 怒和

島, 中島 (楠・武智 1958b). 睦月島, 野忽那島 

(楠・武智  1959). 鹿島  (楠  1959c). 興居島 

(楠・武智 1960). 五明 (楠 1962). 福見川町 

(有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 

(石原ほか 1973). 味酒町 (太田 1988b). 下伊

台町 (喜多 1989). 藤野町 (窪田 1993). 森松

町, 市坪, 出合, 重信川河口 (国交省 1993). 

末町 (窪田 1996). 桜谷町 (窪田 1997). 束本 

(矢野 1998). 岩崎町, 衣山 (窪田 1998a). 宮

西 (藤井 1998a). 鷹子町 (窪田 1999b). 食場

町, 吉藤, 菅沢町 (窪田 2000b). 太山寺, 釣

島 (窪田 2001). 東野, 上伊台町  (大林ほか 

2002). 窪野町  (窪田  2005). 杉立町  (窪田 

2010a). 湯山柳 (窪田 2012a). 

56. Zizina emelina emelina (de l'Orza, 1869) シル

ビアシジミ. 【松山市絶滅 (EX) 】【既知】文
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京町, 食場町, 御幸寺山, 粟井 (木村 1947). 

立花 (林 1950). 杉立町 (楠ほか 1952). 高縄

山 (楠 1952). 潮見, 東大栗, 松山空港, 横谷 

(楠 1954). 堀江町 (井手 1980b). 姫原 (大林

ほか 2002). 河野 (吉富 2011). 

57. Everes argiades argiades (Pallas, 1771) ツバメ

シジミ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 石

手川 , 和気町  (楠ほか  1952). 高縄山  (楠 

1952). 津和地島 (楠ら 1957). 怒和島, 中島 

(楠・武智 1958b). 三津 (富田 1958). 睦月島, 

野忽那島  (楠・武智  1959). 大西谷  (井手 

1959). 鹿島  (楠  1959c). 興居島  (楠・武智 

1960). 福見川町 (有田 1962). 御幸寺山 (井

手  1972a). 米野町  (石原ほか  1973). 東野 , 

久谷町 (窪田 1988). 下伊台町 (喜多 1989). 

藤野町 (窪田 1993). 森松町 , 出合 (国交省 

1993). 食場町  (窪田  1997). 樽味  (窪田 

1998a). 市坪  (国交省  1998). 古三津  (窪田 

1999b). 太山寺 (窪田 2000b). 溝辺町, 杉立

町, 東山町, 鷹子町 (大林ほか 2002). 宿野町, 

河中町 , 菅沢町  (窪田  2003a). 重信川河口 

(国交省 2003). 水口町 (藤井 2005). 城山町 

(窪田 2006b). 北梅本町 (窪田 2007). 西野町 

(窪田  2009). 市坪西  (窪田  2010b). 湯山柳 

(窪田 2012a). 青波町 (窪田 2012c). 

58. Tongeia fischeri shojii Satonaka, 2003 クロツ

バメシジミ. 【松山市準絶滅危惧 (NT) 】【既

知】恵良山  (窪田  1999a). 腰折山  (窪田 

2000a). 

59. Celastrina argiolus ladonides (de l'Orza, 1869) 

ルリシジミ. 中島粟井 (1ex., 10. VI. 2006, 菊

原勇作). 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 大

峰ヶ台 (増岡・是澤 1935). 衣山, 山西町 (楠

ほか 1952). 怒和島 (楠・武智 1958b). 三津 

(富田 1958). 睦月島 (楠・武智 1959). 鹿島 

(楠  1959c). 大西谷  (武智ほか  1960). 五明 

(楠 1962). 福見川町 (有田 1962). 御幸寺山 

(井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 溝辺

町 , 下伊台町  (福田  1988). 藤野町  (窪田 

1993). 森松町, 市坪, 出合 (国交省 1993). 東

野 (生物部 1993). 食場町, 末町 (窪田 1997). 

持田町, 古三津, 河中町 (窪田 1998a). 宮西 

(藤井 1998a). 重信川河口 (国交省 1998). 桜

谷町, 大井野町 (窪田 1999b). 太山寺, 九川, 

恵良山 (窪田  2000b). 松山城山 , 上伊台町 , 

釣島 (窪田 2001). 高野町 , 鷹子町, 東方町 

(大林ほか 2002). 東川町, 水口町, 麓, 安居

島 (窪田 2004). 横谷 (窪田 2005). 菅沢町, 

湯山柳  (窪田  2009). 杉立町  (窪田  2010a). 

西野町 (窪田 2011). 由利島 (菊原 2011). 

60. Celastrina sugitanii sugitanii (Matsumura, 1919) 

スギタニルリシジミ . 【松山市準絶滅危惧 

(NT) 】【既知】大井野町 (大林ほか 2002). 米

野町 (窪田 2011). 

61. Acytolepis puspa ishigakiana (Matsumura, 1929) 

ヤクシマルリシジミ. 庄 (1ex., 23. XI. 2009, 高

橋士朗). 【既知】太山寺 (菊原 2000). 麓, 恵

良山  (窪田  2006b). 菅沢町 , 高縄山  (窪田 

2007). 御幸寺山 (窪田 2008). 怒和島 (太田

ほか 2009). 泊町 (矢野 2009b). 南町 (太田 

2009a). 食場町 (林 2009a). 平井町, 小野町 

(矢野 2009c). 米野町 (菊原・太田 2010). 平

井町, 由良町, 門田町 (窪田 2010b). 鷹子町 

(曽我部 2010a). 由利島 (菊原 2011). 

62. Udara albocaerulea albocaerulea (Moore, 1879) 

サツマシジミ. 【既知】御幸寺山 (楠・桑田 

1952). 湯山  (井手  1955). 杉立町  (和田 

1959b). 馬木町 (野本 1966). 三坂峠 (太田・

有田 1962). 米野町 (石原ほか 1973). 湯山柳 

(湊 1987). 高縄山 (井上 1991). 末町, 大井

野町 (窪田 1996). 菅沢町 (窪田 2000b). 上

伊台町, 平井町 (大林ほか 2002). 青波町 (窪

田 2004). 

63. Chilades pandava (Horsfield, 1829) クロマダ

ラソテツシジミ. 【既知】怒和島, 津和地島 (太

田ほか 2009). 中島, 睦月島, 野忽那島 (窪田 

2009a). 持田町, 御幸寺山, 北条辻, 鹿島 (矢

野 2009a). 光洋台, 夏目, 柳原 (片岡・松本 

2010). 南町, 宮西, 福角町, 上伊台町 , 権現

町 (太田 2010). 粟井 (豊島 2010). 下伊台町, 

束本, 北久米町, 鷹子町, 久保, 鹿峰, 河野中

須賀 (窪田 2011). 北持田町 , 安居島 (窪田 

2012d). 【備考】松山市には土着しない迷蝶

である。2009 年～2010 年にかけて松山市内で

大量発生した。 

 

Nymphalidae タテハチョウ科 

Libytheinae テングチョウ亜科 

64. Libythea lepita celtoides Fruhstorfer, (1909) テ

ングチョウ. 【既知】三坂峠 (増岡・是澤 1935). 

杉立町, 高縄山 (楠ほか 1952). 太山寺 (富田 

1961). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町, 河中

町 (山岡 1963). 湯山柳 (窪田 1988). 下伊台

町  (喜多  1989). 食場町 , 星岡町  (窪田 

1998a). 森松町  (国交省  1998). 麓  (窪田 

2000b). 畑寺町, 上伊台町, 東川町, 釣島 (窪

田 2001). 東野  (大林ほか  2002). 明神ヶ森 

(窪田 2002b). 末町, 川の郷町 (窪田 2003a).  

大井野町 , 水口町 , 窪野町 , 横谷  (窪田 

2005). 

 

Danainae マダラチョウ亜科 

Danaini マダラチョウ族 

65. Danaus chrysippus chrysippus (Linnaeus, 1758) 

カバマダラ. 星岡町 (1ex., 9. X. 1999, 山内晃).

【既知】鷹子町 (窪田 1998b). 持田町 (菊原 

1999). 古川南  (菅  1999). 西垣生町  (窪田 

1999c). 土居田町 (太田 2000b). 井門町, 南
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高井町 (藤井 2009b). 【備考】松山市には土

着しない迷蝶である。 

66. Danaus genutia genutia (Cramer, 1779) スジグ

ロカバマダラ. 【既知】文京町 (林 1968). 【備

考】松山市には土着しない迷蝶である。愛媛

大学構内で採集された 1 例(1♀, 18. IX. 1967, 

林芳郎)が知られる。 

67. Parantica sita niphonica (Moore, 1883) アサギ

マダラ.【既知】松山市近傍 (土屋 1893b). 道

後, 湧ヶ淵, 高縄山 (楠ほか 1952). 福見山 

(井上ほか 1953). 二神島 (楠ら 1957). 中島 

(楠・武智 1958b). 鹿島 (楠 1959c). 米野町 

(石原ほか 1973).  杉立町 (窪田 1988). 下伊

台町 (喜多 1989). 食場町 (窪田 1998a). 玉

谷町, 福見川町, 東方町 (大林ほか 2002). 由

利島 (窪田 2002b). 鷹子町 (曽我部 2006b). 

湯山柳 (窪田 2012a). 菅沢町 (窪田 2012c). 

 

Heliconiinae ドクチョウ亜科 

Heliconiini ドクチョウ族 

68. Argyronome laodice japonica (Ménétriès, 1857) 

ウラギンスジヒョウモン. 【松山市絶滅危惧

II 類 (VU) 】【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 

青波町, 高縄山 (増岡・是澤 1935). 大月山 

(楠ほか 1952). 米野町 (石原ほか 1973). 杉

立町 (窪田 1987). 下伊台町 (喜多 1990). 湯

山柳 (窪田 2012a). 

69. Argyronome ruslana (Motschulsky, 1866) オオ

ウラギンスジヒョウモン. 【松山市絶滅危惧

II 類 (VU) 】【既知】大峰ヶ台, 福見山 (楠ほ

か 1952). 三坂峠 (山岡 1971). 

70. Argynnis paphia tsushimana Fruhstorfer, 1906 

ミドリヒョウモン. 【既知】松山市, 港山町, 高

縄山 (楠ほか 1952). 福見山 (井上ほか 1953). 

大西谷  (武智ほか  1960). 御幸寺山  (井手 

1972a). 米野町 (石原ほか  1973). 下伊台町 , 

杉立町 , 湯山柳  (窪田  1988). 末町  (窪田 

1996). 食場町, 川の郷町 (窪田 1998a). 久谷

町 (菊原ほか  1999). 石手 , 玉谷町, 東山町 

(大林ほか 2002). 上伊台町, 明神ヶ森 (窪田 

2002b). 窪野町 (窪田 2005). 麓 (窪田 2007). 

菅沢町 (窪田 2008). 

71. Damora sagana liane (Fruhstorfer, 1907) メス

グロヒョウモン . 【松山市絶滅危惧 II 類 

(VU) 】【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 石

手川 (増岡・是澤 1935). 道後, 杉立町 (楠ほ

か  1952). 高縄山  (楠  1952). 怒和島 , 中島 

(楠・武智 1958b). 睦月島 (楠・武智 1959). 大

西谷 (武智ほか 1960). 瀬戸風峠 (矢野ほか 

1965). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (藤井 

1988). 下伊台町 (窪田 1988). 柳谷町 (井上 

1994). 末町 , 食場町  (井上  1995). 湯山柳 

(窪田 1999b). 石手, 玉谷町 (大林ほか 2002). 

72. Nephargynnis anadyomene ella (Bremer, 1865) 

クモガタヒョウモン. 【松山市絶滅危惧 II 類 

(VU) 】【既知】三坂峠 (増岡・是澤 1935). 船ヶ

谷町 , 杉立町  (楠ほか  1952). 高縄山  (楠 

1952). 福見川町, 福見山 (有田 1962). 御幸

寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 

下伊台町 (喜多 1989). 末町, 上伊台町 (大林

ほか 2002). 九川 (窪田 2009). 

73. Fabriciana adippe pallescens (Butler, 1873) ウ

ラギンヒョウモン . 【松山市準絶滅危惧 

(NT) 】【既知】福見山 (楠ほか 1952). 高縄山 

(楠 1952). 大西谷 (武智ほか 1960). 御幸寺

山  (井手  1972a). 米野町  (石原ほか  1973). 

下伊台町 (喜多 1989). 石手, 高野町, 宿野町, 

玉谷町, 上伊台町 (大林ほか 2002). 杉立町 

(窪田 2010a). 湯山柳 (窪田 2012a). 

74. Fabriciana nerippe (C. Felder et R. Felder, 1862) 

オオウラギンヒョウモン . 【松山市絶滅 

(EX) 】【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 石

手川, 伊台 (増岡・是澤 1935). 船ヶ谷町, 高

縄山 (楠ほか 1952). 米野町 (石原 1953). 大

西谷 (武智ほか 1960). 清水山, 太山寺 (富田 

1961). 出合, 潮見 (竹束・有田 1979). 平田町 

(井手 1980a). 杉立町 (窪田 1987). 南町, 粟

井  (太田  2000a). 樽味  (菊原  2001). 道後 

(大林ほか 2002). 河野 (吉富 2011). 

75. Argyreus hyperbius hyperbius (Linnaeus, 1763) 

ツマグロヒョウモン. 【既知】大峰ヶ台, 三坂

峠 (増岡・是澤 1935). 山西町, 重信川, 久谷

川  (楠ほか  1952). 高縄山  (楠  1952). 中島 

(楠・武智 1958b). 睦月島 (楠・武智 1959). 鹿

島 (楠 1959c). 福見川町 (有田 1962). 祝谷

東町  (矢野ほか  1965). 御幸寺山  (井手 

1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 畑寺町 (片

岡 1985). 東野, 小坂, 下伊台町, 杉立町 (窪

田  1988). 森松町 , 市坪 , 出合 , 重信川河口 

(国交省 1993). 宿野, 星岡山 (生物部 1993). 

松山城山 , 持田町 , 岩崎町 , 束本  (窪田 

1998a). 宮西 (藤井 1998a). 紅葉町, 桜谷町, 

上伊台町, 鷹子町 (窪田 1999b).  食場町, 恵

良山 (窪田 2000b). 太山寺 (窪田 2001). 石

手, 溝辺町 (大林ほか  2002). 柳井町 (窪田 

2002b). 南町 (窪田 2003a). 水口町, 窪野町 

(窪田 2005). 北梅本町 (窪田 2007). 怒和島 

(太田ほか 2009). 余戸南 (窪田 2009). 菅沢

町 (窪田・太田 2011). 湯山柳 (窪田 2012a). 

 

Limenitidinae イチモンジチョウ亜科 

Limenitidini イチモンジチョウ族 

76. Limenitis camilla japonica Ménétriès, 1857 イ

チモンジチョウ. 【既知】松山市近傍 (土屋 

1893a). 三坂峠 (増岡・是澤 1935). 杉立町, 

高縄山  (楠ほか  1952). 大西谷  (武智ほか 

1960). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原

ほか 1973). 下伊台町 (喜多 1989). 東野, 宿
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町  (生物部  1993). 麓  (窪田  1997). 食場町 

(窪田 1998a). 福見川町 (窪田 1999b). 上伊

台町 (窪田 2001). 上高野町, 玉谷町 (大林ほ

か 2002). 湯山柳, 末町 (窪田 2003a). 九川 

(窪田 2006b). 菅沢町 (窪田・太田 2011). 

77. Neptis sappho intermedia W. B. Pryer, 1877 コ

ミスジ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 宿

野町 (増岡・是澤 1935). 石手川, 山西町 (楠

ほか  1952). 高縄山  (楠  1952). 津和地島 

(楠・武智 1958a). 怒和島 , 中島 (楠・武智 

1958b). 清水山  (富田  1958). 鹿島  (楠 

1959c). 大西谷  (武智ほか  1960). 五明  (楠 

1962). 福見川町 (有田 1962). 御幸寺山 (井

手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 畑寺町 

(片岡 1985). 湯山柳 (窪田 1988). 下伊台町 

(喜多  1989). 杉立町 , 小野町  (窪田  1993). 

森松町, 市坪 (国交省  1993). 東野 (生物部 

1993). 大井野町 (窪田 1998a). 太山寺 (窪田 

1999b). 食場町 (菊原ほか 1999). 玉谷町, 東

方町 (大林ほか 2002). 水口町, 窪野町 (窪田 

2005). 九川 (窪田 2009). 末町, 西野町 (窪

田 2010b). 菅沢町 (窪田・太田 2011). 麓 (藤

井 2011c). 

78. Neptis philyra philyra Ménétriès, 1858 ミスジ

チョウ. 【既知】三坂峠 (楠ほか 1952). 杉立

町 (井手 1955). 米野町 (山岡 1971). 下伊台

町 (喜多 1990). 九川, 高縄山 (井上 1991). 

宿野町, 玉谷町 (大林ほか 2002). 末町 (窪田 

2008). 

79. Neptis pryeri hamadai Fujioka, Minotani et 

Fukuda, 1999 ホシミスジ. 【既知】三坂峠 (楠

ほか 1952). 樽味 (宮武 1955). 恵良山 (窪田 

1999a). 腰折山 (窪田 2000a). 窪野町 (2004). 

西野町 (窪田 2010b). 

 

Cyrestidini イシガケチョウ族 

80. Cyrestis thyodamas mabella Fruhstorfer, 1898 

イシガケチョウ. 【既知】杉立町, 高縄山 (楠

ほか 1952). 太山寺 (富田 1961). 福見山 (有

田 1962). 祝谷東町 (矢野ほか 1965). 御幸寺

山 (井手 1972a). 米野町 (藤井 1988). 下伊

台町  (喜多  1989). 東野 , 宿野町  (生物部 

1993). 末町 , 平井町  (窪田  1996). 食場町 

(窪田  1998a). 桜谷町  (真中  1998). 玉谷町 

(窪田 1999b). 久谷町 (菊原ほか 1999). 菅沢

町, 麓 (窪田 2000b). 上伊台町 (窪田 2001). 

石手, 溝辺町, 高野町 (大林ほか 2002). 猿川 

(窪田 2003a). 水口町, 窪野町 (窪田 2005). 

湯山柳 (窪田 2012a). 

 

Pseudoergolini スミナガシ族 

81. Dichorragia nesimachus nesiotes Fruhstorfer, 

1903 スミナガシ. 【既知】三坂峠 (増岡・

是澤 1935). 杉立町, 高縄山 (楠ほか 1952). 

福見川町, 福見山 (有田 1962). 御幸寺山 (井

手  1972a). 米野町  (石原ほか  1973). 九川 

(竹束・有田 1979). 下伊台町 (喜多 1989). 宮

西  (藤井  1998b). 食場町 , 菅沢町  (井上 

1999). 水口町 (窪田 2003a). 宿野町, 玉谷町 

(大林ほか 2002). 末町 (窪田 2010b). 湯山柳 

(窪田 2012a). 窪野町 (窪田 2012c). 

 

Nymphalinae タテハチョウ亜科 

Nymphalini タテハチョウ族 

82. Araschnia burejana burejana Bremer, 1861 サ

カハチチョウ. 【既知】宿野町, 九川 (増岡・

是澤  1935). 高縄山  (楠  1952). 五明  (楠 

1962). 福見川町 (有田 1962). 米野町 (石原

ほか 1973). 久谷町, 三坂峠 (窪田 1988). 下

伊台町 (喜多 1989). 末町 (窪田 1996). 食場

町, 東野, 東川町 (窪田 1999b). 杉立町, 上

伊台町 (窪田 2001). 平井町, 玉谷町 (大林ほ

か 2002). 河中町 (窪田 2003a). 横谷 (窪田 

2005). 城山町, 恩地町 (窪田 2006b). 青波町 

(窪田  2007). 水口町 , 柳谷町  (菊原・太田 

2010). 菅沢町 (太田ほか 2012). 湯山柳 (窪

田 2012a). 

83. Polygonia c-aureum c-aureum (Linnaeus, 1758) 

キタテハ. 【既知】山西町, 重信川 (楠ほか 

1952). 高縄山  (楠  1952). 松江町  (富田 

1958). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (山岡 

1963). 杉立町 (窪田 1987). 下伊台町 (喜多 

1989). 森松町, 市坪, 出合, 重信川河口 (国

交省 1993). 東野 (生物部 1993). 畑寺町, 食

場町 (窪田 1996). 樽味 (窪田 1998a). 桜谷

町, 紅葉町 (真中 1998). 宮西 (藤井 1998b). 

古三津, 西石井, 鷹子町, 九川 (窪田 1999b). 

吉藤  (菊原ほか  1999). 溝辺町  (大林ほか 

2002). 東川町  (窪田  2003a). 水口町  (藤井 

2005). 菅沢町 , 大井野町 , 窪野町  (窪田 

2005). 湯山柳  (窪田  2009). 余戸南  (窪田 

2010b). 

84. Polygonia c-album hamigera (Butler, 1877) 

シータテハ. 【松山市絶滅危惧 I類 (CR+EN) 】 

【既知】道後, 石手川, 高縄山 (楠ほか 1952). 

御幸寺山  (井手 1958). 高井町 , 中野町 (楠 

1961a). 福見山 (有田 1962). 米野町, 三坂峠 

(山岡  1971). 龍穏寺  (井手  1980d). 杉立町 

(窪田 1987). 

85. Nymphalis xanthomelas japonica (Stichel, 1902) 

ヒオドシチョウ. 【既知】松山市近傍 (土屋 

1893a). 石手川  (増岡・是澤  1935). 松山城 

(楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 梅田町 (富

田 1958). 大西谷 (井手 1959). 米野町 (石原

ほか 1973). 下伊台町 (窪田 1988). 川の郷町 

(窪田 1989). 末町 (窪田 1996). 星岡町 (窪

田 1998a). 湯山柳 (窪田 1999b). 太山寺 (窪

田 2000b). 上伊台町 (窪田 2001). 石手, 東
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野, 宿野町, 玉谷町 (大林ほか 2002). 御幸寺

山 , 食場町  (窪田  2002b). 古三津  (窪田 

2003a). 麓  (窪田  2004). 横谷  (窪田  2005). 

杉立町 (窪田 2010a). 

86. Kaniska canace nojaponicum (von Siebold, 

1824) ルリタテハ. 【既知】松山市近傍 (土

屋 1893a). 三坂峠 (増岡・是澤 1935). 衣山, 

杉立町, 興居島 (楠ほか  1952). 高縄山 (楠 

1952). 津和地島 (楠・武智 1958a). 怒和島, 

中島 (楠・武智 1958b). 鹿島 (楠 1959c). 大

西谷 (武智ほか 1960). 五明 (楠 1962). 御幸

寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原ほか 1973). 

下伊台町 (窪田 1988). 青波町 (窪田 1989). 

市坪 (国交省 1993). 東野, 宿野町, 星岡山, 

小野川 (生物部 1993). 畑寺町, 食場町 (窪田 

1996). 桜谷町 , 紅葉町  (真中  1998). 九川 

(窪田  1999b). 太山寺 , 大井野町 , 麓  (窪田 

2000b). 上伊台町 (窪田 2001). 石手, 上高野

町, 鷹子町 (大林ほか  2002). 柳井町, 出合 

(窪田 2002b). 菅沢町 (窪田 2003a). 水口町 

(藤井 2005). 窪野町, 横谷 (窪田 2005). 湯

山柳, 泊町 (窪田 2010b). 

87. Vanessa indica indica (Herbst, 1794) アカタテ

ハ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 青波

町, 高縄山 (楠ほか 1952). 中島 (楠・武智 

1958b). 三津 (富田 1958). 鹿島 (楠 1959c). 

五明 (楠 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米

野町 (石原ほか 1973). 小坂, 下伊台町, 朝生

田町 (窪田 1988). 市坪 , 出合, 重信川河口 

(国交省 1993). 宿野町 (生物部 1993). 樽味 

(窪田  1998a). 桜谷町  (真中  1998). 食場町 

(菊原ほか 1999). 上伊台町 (窪田 2001). 石

手, 玉谷町 (大林ほか 2002). 森松町 (国交省 

2003). 東野, 東川町, 麓 (窪田 2004). 水口町 

(藤井 2005). 大井野町, 窪野町, 横谷 (窪田 

2005). 福見川町 (林 2006). 末町, 湯山柳, 杉

立町, 九川 (窪田 2009). 恩地町, 柳谷町 (菊

原・太田 2010). 菅沢町 (窪田・太田 2011). 

88. Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) ヒメアカタテ

ハ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 三坂

峠 (増岡・是澤 1935). 道後, 大峰ヶ台, 石手

川  (楠ほか  1952). 高縄山  (楠  1952). 三津 

(富田 1958). 大西谷 (武智ほか 1960). 御幸

寺山 (井手 1972a). 米野町 (藤井 1988). 朝

生田町 , 下伊台町 , 湯山柳 , 久谷町  (窪田 

1988). 森松町, 市坪, 出合, 重信川河口 (国

交省  1993). 河中町  (窪田  1998a). 桜谷町 

(真中 1998). 食場町, 菅沢町, 鷹子町 (窪田 

1999b). 古三津 (菊原ほか 1999). 名石山 (窪

田 2000b). 釣島 (窪田 2001). 東野, 溝辺町, 

谷町, 津吉町 (大林ほか 2002). 柳井町  (窪

田 2002b). 太山寺 (窪田 2004). 水口町 (藤

井 2005). 横谷 (窪田 2005). 怒和島 (太田ほ

か  2009). 東垣生町  (藤井  2009a). 杉立町 

(窪田 2010a). 由利島 (菊原 2011). 

 

Kallimini コノハチョウ族 

89. Junonia orithya orithya (Linnaeus, 1758) アオ

タテハモドキ. 【既知】鷹子町, 若葉町 (林 

2005). 【備考】松山市には土着しない迷蝶で

ある。1982 年に鷹子町で採集された 1♂と，

松山市立三津浜中学校の校庭での記録(1♀, 22. 

VII. 1990, 坂本卓)が知られる。 

90. Hypolimnas misippus (Linnaeus, 1764) メスア

カムラサキ. 【既知】小栗, 大峰ヶ台 (楠ほか 

1952). 港山 (楠・桑田 1952). 松山城山 (竹

束・有田 1979). 道後公園 (林 2005). 鷹子町 

(曽我部 2006c). 太山寺 (太田 2006).【備考】

松山市には土着しない迷蝶である。 

91. Hypolimnas bolina (Linnaeus, 1758) リュウ

キュウムラサキ. 【既知】御幸寺山 (林 2005). 

【備考】松山市には土着しない迷蝶である。

愛媛県護国神社裏で採集された 1 例(1♀, 20. 

IX. 1983, 藤井正一)が知られる。本種は亜種

により色彩が異なるが，いずれの亜種が飛来

したものかは不明。 

 

Apaturinae コムラサキ亜科 

92. Apatura metis substituta Butler, 1873 コムラサ

キ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 古三

津, 河中町 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 

御幸寺山 (井手 1972a). 杉立町 (窪田 1987). 

松山城山  (生物部  1993). 森松町  (国交省 

1998). 持田町 (窪田 1998a). 石手, 上伊台町, 

吉藤, 鷹子町, 平井町 (大林ほか 2002). 浄瑠

璃町 (窪田 2005). 

93. Hestina persimilis japonica (C. Felder et R. 

Felder, 1862) ゴマダラチョウ. 【既知】松山

市近傍  (土屋  1893a). 石手川 , 三坂峠  (増

岡・是澤 1935). 石手, 杉立町, 高縄山 (楠ほ

か 1952). 港山町 (富田 1958). 大西谷 (武智

ほか 1960). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 

(石原ほか 1973). 下伊台町 (喜多 1989). 市

坪 (国交省 1993). 松山城山, 宿野町 (生物部 

1993). 岩崎町 , 畑寺町 , 末町  (窪田  1998a). 

紅葉町 (真中 1998). 宮西 (藤井 1998b). 重

信川河口  (国交省  1998). 食場町  (窪田 

2000b). 東野, 上高野町 (大林ほか 2002). 出

合 (窪田 2002b). 森松町 (国交省 2003). 大

峰ヶ台, 湯山柳, 菅沢町 (窪田 2004). 太山寺 

(窪田 2005). 麓 (藤井 2011c). 由利島 (菊原 

2011). 

94. Sasakia charonda charonda (Hewitson, 1863) 

オオムラサキ. 【松山市準絶滅危惧 (NT) 】【既

知】三坂峠 (増岡・是澤 1935). 杉立町, 青波

町, 高縄山 (楠ほか 1952). 福見川町 (山岡 

1963). 御幸寺山 (井手 1972b). 米野町 (石原

ほか 1973). 潮見 (竹束・有田 1979). 石手川
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ダム, 麓 (井上 1988). 下伊台町 (喜多 1989). 

菅沢町 (井上 1999). 湯山柳, 川の郷町, 玉谷

町 (高市 1990). 末町 (窪田 1996). 宿野町,

上伊台町  (大林ほか  2002). 太山寺  (矢野 

2008). 東野 (林 2010a). 

 

Satyrinae ジャノメチョウ亜科 

Satyrini ジャノメチョウ族 

95. Ypthima argus argus Butler, 1866 ヒメウラナ

ミジャノメ. 【既知】松山市, 杉立町, 高縄山 

(楠ほか 1952). 二神島 (楠・武智 1958a). 怒

和島 , 中島  (楠・武智  1958b). 三津  (富田 

1958). 睦月島  (楠・武智  1959). 鹿島  (楠 

1959c). 興居島 (楠・武智 1960). 大西谷 (武

智ほか 1960). 五明 (楠 1962). 福見川町 (有

田  1962). 御幸寺山  (井手  1972a). 米野町 

(石原ほか 1973). 下伊台町 (喜多 1989). 森

松町, 市坪, 出合, 重信川河口 (国交省 1993). 

松山城山, 東野, 宿野町 (生物部 1993). 末町 

(窪田 1996). 湯山柳, 古三津 (窪田 1999b). 

樽味, 吉藤 (菊原ほか 1999). 食場町, 久谷町 

(窪田 2001). 玉谷町, 鷹子町, 津吉町 (大林

ほか 2002). 河中町, 川の郷町 (窪田 2003a). 

菅沢町 (窪田 2004). 水口町 (窪田 2005). 恩

地町 (窪田 2006b). 

96. Ypthima multistriata niphonica Murayama, 1969 

ウラナミジャノメ. 【松山市絶滅危惧 I 類 

(CR+EN) 】【既知】杉立町, 高縄山 (楠ほか 

1952). 御幸寺山 (井手 1972a). 宿野町, 河中

町 (竹束・有田 1979). 玉谷町, 上総町 (大林

ほか 2002). 湯山柳 (窪田 2012a). 

97. Minois dryas bipunctata (Motschulsky, 1860) 

ジャノメチョウ. 【既知】松山市近傍 (土屋 

1893a). 大峰ヶ台  (増岡・是澤 1935). 道後, 

大月山, 高縄山 (楠ほか 1952). 港山町 (富田 

1961). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 (石原

ほか  1973). 堀江町 , 杉立町  (竹束・有田 

1979). 河中町, 久谷町 (竹束・有田 1979). 下

伊台町 (喜多 1989). 麓 (窪田 1996). 菅沢町 

(窪田 1998a). 食場町 (窪田 2001). 溝辺町, 

玉谷町 (大林ほか  2002). 水口町, 庄 (窪田 

2005). 湯山柳 (窪田 2012a). 

98. Kirinia fentoni (Butler, 1877) キマダラモドキ. 

【既知】高縄山 (楠ほか 1952). 福見川町 (山

岡 1963). 福見山 (楠ほか 1964). 横谷 (山岡 

1971). 杉立町 (窪田 1987). 上伊台町, 常竹, 

大西谷 , 麓  (井上  1988). 下伊台町  (喜多 

1989). 湯山柳, 玉谷町, 菅沢町 (井上 1989). 

食場町 (井上 1994). 末町, 苞木 (井上 1995). 

御幸寺山  (窪田  2000b). 上総町  (大林ほか 

2002). 常光寺町 (窪田 2009). 

99. Lethe sicelis (Hewitson, 1862) ヒカゲチョウ. 

【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 大峰ヶ台 

(増岡・是澤 1935). 道後, 山西町, 杉立町 (楠

ほか 1952). 高縄山 (楠 1952). 怒和島, 中島 

(楠・武智 1958b). 三津 (富田 1958). 大西谷 

(武智ほか 1960). 福見川町 (山岡 1963). 御

幸寺山  (井手  1972a). 米野町  (石原ほか 

1973). 下伊台町  (喜多  1989). 末町  (窪田 

1996). 麓 (窪田 1997). 湯山柳, 久万ノ台, 古

三津 , 星岡町  (窪田  1998a). 桜谷町  (窪田 

1999b). 上伊台町, 太山寺 (窪田 2001). 石手, 

畑寺町, 上高野町, 鷹子町 (大林ほか 2002). 

食場町  (窪田  2002b). 菅沢町 , 常竹  (窪田 

2004). 東野  (窪田  2005). 窪野町  (窪田 

2006b). 

100. Lethe diana diana (Butler, 1866) クロヒカゲ. 

【既知】大月山 (楠ほか 1952). 高縄山 (楠 

1952). 怒和島, 中島 (楠・武智 1958b). 睦月

島 (楠・武智 1959). 大西谷 (武智ほか 1960). 

米野町  (石原ほか  1973). 下伊台町  (喜多 

1989). 末町 (窪田 1996). 食場町, 神次郎町 

(窪田 1997). 菅沢町, 北山町  (窪田 1998a). 

桜谷町 (窪田 1999b). 小富士山, 恵良山 (窪

田 2000b). 和泉北 (太田 2000b). 杉立町 (窪

田 2001). 東野, 玉谷町 (大林ほか 2002). 太

山寺, 御幸寺山, 明神ヶ森 (窪田 2002b). 松

山城山, 上伊台町 , 安居島  (窪田 2004). 大

峰ヶ台, 梅津寺町 (窪田 2005). 小野町 (窪田 

2006b). 道後町, 石手, 泊町 (窪田 2007). 湯

山柳 (窪田 2009). 畑寺町 (窪田 2011). 

101. Lethe marginalis (Motschulsky, 1861) クロヒ

カゲモドキ. 【松山市絶滅危惧 II 類 (VU) 】

【既知】高縄山 (楠 1952). 福見川町 (井上ほ

か 1953). 杉立町 (楠 1959b). 大井野町 (井

上 1988). 久谷町 (井上 1994). 米野町 (窪田 

1996). 

102. Zophoessa callipteris (Butler, 1877) ヒメキマ

ダラヒカゲ. 【松山市準絶滅危惧 (NT) 】【既

知】米野町 (石原ほか 1973). 久谷町 (太田 

2009b). 

103. Neope goschkevitschii (Ménétriès, 1857) サト

キマダラヒカゲ. 【既知】高縄山 (高橋 1970). 

御幸寺山  (井手  1972a). 米野町  (石原ほか 

1973). 平田町 (竹束・有田 1979). 下伊台町 

(喜多 1989). 市坪 (国交省 1993). 末町 (窪

田 1996). 明神丘, 久谷町  (窪田 1998a). 東

野 (窪田 1999b). 石手, 東山町, 東方町 (大

林ほか 2002). 食場町 (窪田 2002b). 湯山柳 

(窪田  2004). 太山寺  (窪田  2005). 菅沢町 

(窪田 2006b). 杉立町 (窪田 2010a). 【備考】

高橋(1970)によって日本産キマダラヒカゲ属

Neope が 2 種に分けられた。それ以前のキマ

ダラヒカゲの記録はどちらのものであるかはっ

きりしないため，本稿では採録しなかった。 

104. Neope niphonica niphonica Butler, 1881 ヤマ

キマダラヒカゲ. 【既知】米野町 (石原ほか 

1973). 白潰 (菊原 2001). 
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105. Mycalesis gotama fulginia Fruhstorfer, 1911 

ヒメジャノメ . 【既知】松山市近傍  (土屋 

1893a). 杉立町  (楠ほか  1952). 高縄山  (楠 

1952). 中島  (楠・武智  1958b). 三津  (富田 

1958). 大西谷  (武智ほか  1960). 福見川町 

(有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 

(石原ほか 1973). 下伊台町 (喜多 1989). 市

坪, 出合 (国交省 1993). 東野 (生物部 1993). 

大井野町  (窪田  1998a). 森松町  (国交省 

1998). 食場町 (菊原ほか 1999). 末町 (窪田 

2001). 玉谷町 , 鷹子町 , 東方町  (大林ほか 

2002). 菅沢町, 常竹 (窪田 2004). 浄瑠璃町 

(窪田  2005). 上伊台町  (窪田  2007). 九川 

(窪田 2009). 

106. Mycalesis francisca perdiccas Hewitson, 1862 

コジャノメ. 【既知】松山市近傍 (土屋 1893a). 

石手川 (増岡・是澤 1935). 高縄山 (楠ほか 

1952). 大西谷  (武智ほか  1960). 福見川町 

(有田 1962). 御幸寺山 (井手 1972a). 米野町 

(石原ほか 1973). 下伊台町 (喜多 1989). 杉

立町 (窪田 1989). 宿野町 (生物部 1993). 末

町 (窪田 1997). 食場町 (窪田 1998a). 桜谷

町 (窪田 1999b). 松山城山, 上伊台町, 菅沢

町 (窪田 2001). 東野, 玉谷町, 鷹子町 (大林

ほか 2002). 太山寺, 明神ヶ森 (窪田 2002b). 

湯山柳 (窪田 2003a). 麓 (窪田 2004). 水口

町 (窪田 2005). 青波町 (窪田 2007).  

 

Melanitini コノマチョウ族 

107. Melanitis leda leda (Linnaeus, 1758) ウスイ

ロコノマチョウ. 立岩米之野 (1ex., 8. VIII. 

2009, 高橋士朗). 上難波 (1ex., 9. IX. 2009, 

高橋士朗).【既知】祝谷 (竹束・有田 1979). 三

番町 (湊 1986). 杉立町 (窪田 1987). 食場町 

(林 1987). 樽味, 三津  (井上 1991). 森松町 

(片岡 1992). 堀江町, 朝生田町 (井上 1992). 

藤野町 (窪田 1993). 下伊台町 (井上 1994). 

土居田町  (太田  1998b). 南堀端町  (豊島 

1998). 東野  (窪田  1999b). 吉藤  (菊原ほか 

1999). 束本 , 古三津  (窪田  2000b). 東長戸 

(窪田  2002b). 東一万  (太田  2002). 水口町 

(菊原・太田 2010). 【備考】松山市には土着

しない迷蝶である。 

108. Melanitis phedima oitensis Matsumura, 1919  

クロコノマチョウ. 【既知】一番町, 道後 (土

屋 1893b). 松山城山, 石手川, 杉立町 (井上 

1942). 三津, 船ヶ谷町 (楠ほか 1952). 高縄山 

(楠 1952). 高井町 (楠 1961a). 瀬戸風峠 (太

田  1962). 福見川町  (山岡  1963). 祝谷東町 

(矢野ほか 1965). 米野町 (石原ほか 1973). 下

伊台町 (喜多 1989). 食場町 (井上 1990). 久

谷町 (井上 1991). 宿野町 (井上 1992). 東野 

(生物部 1993). 末町 (井上 1995). 大井野町 

(窪田  1996). 畑寺町  (窪田  1998a). 森松町 , 

市坪, 出合 (国交省 1998). 持田町, 紅葉町, 

古三津  (窪田  1999b). 御幸寺山  (菊原ほか 

1999). 石手, 上高野町 (大林ほか 2002). 柳井

町, 由利島 (窪田 2002b). 重信川河口 (国交

省 2003). 城山町 (窪田 2006b). 上伊台町, 荏

原町, 泊町 (窪田 2007). 菅沢町 (窪田 2009). 

【備考】1892 年 9 月に和田義軌によって愛媛

県尋常中学校理化実験室で採集された 1 個体

と，同年 10 月に藤山左市によって道後町の山

で採集された 1 個体の記録は松山市における

チョウ類の記録の最古のものである。 
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