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三原氏寄贈による蝶類標本目録

木村 知之

ヒメウスバアゲハ Parnassius hoenei  Schweitzer,1912
EX, 愛山渓温泉 北海道 ,1957/7/24,M.MIhara,43341;
EX, 帯広 北海道 ,1951/6/17,Ono,43342,43343;F, 帯広 北
海道 ,1951/6/15,K.Ono,43344

ジャコウアゲハ Byasa alcinous (Klug,1836)
F, 伊豆下田 静岡県 ,1979/8/3, 三原邦夫 ,43362,43363
ミカドアゲハ Graphium doson  (C.&R.Felder,1864)
M, 宮之浦 屋久島 ,1954/4/26,Y.Kurosawa,43471,43472

アオスジアゲハ Graphium sarpedon  (Linnaeus,1758)
F, 大沼 相模原市 ,1978/7/23,-,43650;M, 不動様 東京都 , 
1948/8/5,-,43468;F, 大沼 相模原市 ,1981/8/10, クニオ , 
43469,43470

アゲハ Papilio xuthus Linnaeus,1767
F, 大沼 相模原市 ,1978/7/23,–,43646;M, 大沼 相模原市 , 
1978/8/20,-,43647;F, 大沼 相模原市 ,1979/7/28, 三原邦夫 , 
43648;M, 大沼 相模原市 ,1979/7/7, 三原邦夫 ,43649;
M,Yanagawa,1981/7/19,K.Mihara,43364;F, 目黒不動 東京
都 ,1949/5/7,-,43551

キアゲハ Papilio machaon Linnaeus,1758
F, 戦場ヶ原 日光 栃木県 ,1985/8/20,K.Mihara,
43365;F, 栂池長野県 ,1980/8/5, 三原邦夫 ,43366;M, 千国 
長野県 ,1980/8/7, 三原邦夫 ,43367;F, 湯元 日光 栃木県 , 
1981/9/1,M.Mihara,43368,43369

カラスアゲハ Papilio dehaanii  C.&R.Felder,1864
M,Yanagawa,1985/7/25,K.Mihara,43585,43586;M, 島々谷 
長野県 ,1950/7/25,-,43620;M, 菅沼 群馬県 ,1959/7/23,M.
Mihara,43621;M, 糠平 北海道 ,1960/7,M.Mihara,43622

オナガアゲハ Papilio macilentus Janson,1877
F, 鋸山 東京都 ,1954/5/11,M.Mihara,43371;M, 鋸山 東京
都 ,1954/5/11,M.Mihara,43372

シロチョウ科 Pieridae
ツマキチョウ Anthocharis scolymus  Butler,1866

F, 上野原 山梨県 ,1985/5/12,M.Mihara,43588;M, 上野原 
山梨県 ,1985/5/12,M.Mihara,43589

モンシロチョウ Pieris rapae (Linnaeus,1758)
F, 大沼 相模原市 ,1979/7/1, 三原邦夫 ,43651,43652

はじめに
　2019 年 6 月に市内在住の三原實氏により蝶類を主とす
る昆虫標本を御寄贈いただいた。
　本目録への掲載数は 5 科 81 種 360 個体である。1950
年代から 1970 年代に採集されたものが多く、特に現在の
当館近辺で採集された採集された個体については、当時
の自然環境を知る上で貴重な記録である。目録の表記項
目は種名以下、雌雄（F,M,EX）, 採集地 , 採集年月日 , 採
集者 , 登録番号である。
　なお、寄贈いただいたうち、購入品と思われる標本、
採集年月日や採集地が不明な標本、著しく破損した標本
は掲載していない。また、採集地の都道府県等が不明な
もののうち、推測が可能なものは以下の通り表記した。

　大沼＝大沼 相模原市、Meguro Fudo ＝目黒不動 東京
都、鋸山＝鋸山 東京都

目録
アゲハチョウ科 Papilionedae
ギフチョウ Luehdorfia japonica

M,Mt.Takao,1 9 3 2 /4 /1 0 ,-,4 3 4 6 5 ;M,Yamashina near 
Kyoto,1928/4/11,Y.Matsu,43466;F,Mt.Takatori,1954/4/3,M.
Mihara,43467;M,Mt.Takatori,1954/4/3,M.Mihara,43623,
43624,43625,43626;M,Ogino Tsukui Kanagawa,1955/4/6,M.
Mihara,43627,43628,43629,43630,43631,43632,43633,43634, 
43635,43636,43637,43638,43639,43640,43641,43642,43643, 
43644;M, 相模 白山 ,1951/4/9,M.Mihara,43645

ウスバアゲハ Parnassius citrinarius Motschulsky ,1866
EX, 上野原 山梨県 ,1985/5/12,M.Mihara,43596,43597, 
43598,43599,43600,43601,43602,43603,43604,43605,43606,
43607,43608,43609,43610,43611,43612;F, 帯広北海道 , 
1952/6/15,K.Ono,43340;F,Kumazawamura,1953/5/28, 
T.Okutani,43345;M, 上野原 山梨県 ,1983/5/22,K.Mihara
,43346,43347,43348,43349,43350,43351,43352,43353,43354,
43355,43356;F, 山形県 ,1935/6,-,43357;M, 川口 ,1934/4/13,-
, 43358;M, 天坪 ,1936/5/24,-,43359;M, 小仏峠 ,1949/5/15,-
, 43360;M, 氷川鋸山 東京都 ,1950/5/21,M.Mihara,43361
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模原市 ,1981/7/6,M.Mihara,43674,43675;M, 大沼 相模原
市 ,1979/10/14, 三原邦夫 ,43676,43677

シルビアシジミ Zizina otis  (Fabricius,1787)
EX, 室戸岬 高知県 ,1977/4/5,M.Mihara,43584

ヤマトシジミ Zizeeria maha
M, 大沼 相模原市 ,1954/5/6,-,43681;M, 大沼 相模原市
,1954/6/16,-,43682

ルリシジミ Celastrina argiolus
M, 大沼 相模原市 ,1954/7/28,-,43683;M,Mt.Takatori,
1954/4/3,M.Mihara,43684

ウラナミシジミ Lampides boeticus
M, 大沼 相模原市 ,1979/10/14, 三原邦夫 ,43678,43679;F,
大沼 相模原市 ,1978/8/20,-,43680

ヒメシジミ Plebejus argus  (Linnaeus,1758)
M, 菅沼 群馬県 ,1959/7/23,M.Mihara,43327;M, 丸沼 群
馬県 ,1959/7/23,M.Mihara,43328;M, 丸沼 群馬県 ,
1959/7/22,M.Mihara,43329,43330;M, 戦場ヶ原 栃木県 , 
1981/7/31,M.Mihara,43331;F, 戦場ヶ原 栃木県 ,
1981/7/31,M.Mihara,43332;F, 万座 群馬県 ,1979/8/14, 
三原邦夫 ,43333;F, 戦場ヶ原 栃木県 ,1985/8/20,
K.Mihara,43334;M, 戦場ヶ原 栃木県 ,1985/8/20,
K.Mihara,43335,43336;M, 厚床 北海道 ,1953/7/23,
K.Yasutomi,43337,43338,43339

タテハチョウ科 Nymphalidae
テングチョウ Libythea lepita  Moore,1858

M, 照月湖 群馬県 ,1981/8/2,M.Mihara,43591;
M,Yanagawa,1981/7/19,M.Mihara,43592

サカハチチョウ Araschnia burejana  Bremer,1861
EX, 池の田牧場 北安曇野 長野県 ,1980/8/7, 三原邦夫 ,
43387,43388,43389,43390,43391;EX,Yanagawa,1981/7/19, 
M.Mihara,43392;EX, 鋸山 東京都 ,
1954/5/11,M.Mihara,43502,43503,43504,43505,43506,
43507;F,Yanagawa,1984/7/25,K.Mihara,43590

ヒメアカタテハ Vanessa cardui  (Linnaeus,1758)
EX, 井ノ頭 ,1934/10,-,43478;EX, 湯元 日光 栃木県 ,1981

/9/1,M.Mihara,43479,43480,43481,43482,43483;EX, 大沼 
相模原市 ,1979/10/14, 三原邦夫 ,43484

アカタテハ Vanessa indica (Herbst,1794)
EX, 目黒不動 東京都 ,1949/7/26,-,43434;EX, 軽井沢 群
馬県 ,1981/8/5,K.Mihara,43473;EX, 池の田牧場 北安曇 
長野県 ,1980/8/7, 三原邦夫 ,43474,

キタテハ Polygonia c-aureum (Linnaeus,1758)
EX, 栂池 長野県 ,1980/8/5, 三原邦夫 ,43485;EX, 栂池 長
野県 ,1980/8/7, 三原邦夫 ,43486;EX, 大沼 相模原市 ,1978/

エゾスジグロシロチョウ Pieris rapae  (Linnaeus,1758)
F, 農試構内 北海道 ,1976/5/13,-,43567

スジグロシロチョウ Pieris melete (Ménétriès,1857)
F, 大沼 相模原市 ,1978/6/25,-,43657;M, 大沼 相模原市 , 
1978/6/26,-,43658,43659;M, 大沼 相模原市 ,1979/6/17,-, 
43660,43661,43662;M, 大沼 相模原市 ,1981/6/6,M.Mihara,
43663;EX, 上野原 山梨県 ,1985/5/12,M.Mihara,43587

キタキチョウ Eurema hecabe
M, 大沼 相模原市 ,1978/6/25,-,43653,43654;M, 大沼 相模
原市 ,1978/7/23,-,43655;M, 大沼 相模原市 ,1978/8/27,-, 
43656

スジボソヤマキチョウ Gonepteryx aspasia Ménétriès,1858
M, 浅間牧場 群馬県 ,1981/8/2,M.Mihara,43563,43564;
M, 浅間高原 群馬県 ,1994/8/7,M.Mihara,43565;F, 浅間
高原 群馬県 ,1994/8/7,M.Mihara,43566

モンキチョウ Colias erate  (Esper,1805)
EX, 南小谷 長野県 ,1980/8/7, 三原邦夫 ,43557;F, 南小谷 
長野県 ,1980/8/7, 三原邦夫 ,43558,43559;EX, 上州三原 
群馬県 ,1979/8/13, 三原邦夫 ,43560,43561;F, 上州三原 
群馬県 ,1979/8/13, 三原邦夫 ,43562

シジミチョウ科 Lycaenidae
ウラギンシジミ Curetis acuta  Moore,1877

M, 小仏峠 ,1950/10/8,M.Mihara,43319,43320;F, 小仏峠 , 
1950/10/8,M.Mihara,43321,43322

ムラサキシジミ Narathura japonica
F,Mt.Takatori,1954/4/3,M.Mihara,43668

アカシジミ Japonica lutea  (Hewitson,1865)
EX, 野遠峠 ,1959/5/27,-,43323

ミズイロオナガシジミ Antigius attilia  (Bremer,1861)
EX,Yanagawa,1981/7/19,M.Mihara,43324;EX, 大沼 相模
原市 ,1954/6/16,-,43666

オナガシジミ Araragi enthea  (Janson,1877)
EX, 南小谷 長野県 ,1980/8/7, 三原邦夫 ,43326

オオミドリシジミ Favonius orientalis
M, 大沼 相模原市 ,1981/6/26,M.Mihara,43664;F, 大沼 相
模原市 ,1981/7/5,M.Mihara,43665

ジョウザンミドリシジミ Favonius taxila  (Bremer,1861)
F, 戦場ヶ原 栃木県 ,1985/10/20,M.Mihara,43325

トラフシジミ Rapala arata
F, 大沼 相模原市 ,1981/7/5,M.Mihara,43669,43670;
EX, 大沼 相模原市 ,1978/7/23,-,43671;M, 大沼 相模原市 , 
1954/5/3,M.Mihara,43672

ベニシジミ Lycaena phlaeas
F, 大沼 相模原市 ,1981/7/5,M.Mihara,43673;M, 大沼 相
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1959/5/27,-,43614
ミドリヒョウモン Argynnis paphia (Linnaeus,1758)

F, 菅沼 群馬県 ,1959/7/23,M.Mihara,43402,43403;M, 菅
沼 群馬県 ,1959/7/23,M.Mihara,43404,43405;M, 法師 群
馬県 ,1954/7/29,M.Mihara,43406;M, 志賀高原 丸池 長野
県 ,1996/8/3,-,43418;F, 栂池 長野県 ,1980/8/5, 三原邦夫 , 
43616;M, 栂池 長野県 ,1980/8/5, 三原邦夫 ,43617;F, 栂池 
長野県 ,1980/8/8, 三原邦夫 ,43618

ギンボシヒョウモン Speyeria aglaja  (Linnaeus,1758)
M, 大室 群馬県 ,1979/8/14, 三原邦夫 ,43619,43475,43476,
43477

ツマグロヒョウモン Argyreus huperbius  (Linnaeus,1763)
M, 大隈 鹿児島県 ,1993/9/16,-,43421;F, 大隈 鹿児島県 , 
1993/9/16,-,43422;F, 西大沼 3 丁目 相模原市 ,2002/10/4,
M.Mihara,43693

スミナガシ Dichorragia nesimachus  (Doyère,1840)
EX,Yanagawa,1981/7/19,M.Mihara,43380

ミスジチョウ Neptis philyra  Ménétriès,1858
EX, 法師 群馬県 ,1954/7/29,M.Mihara,43526

オオミスジ Neptis alwina (Bremer&Grey,1852)
EX, 鹿沢 群馬県 ,1979/8/13, 三原邦夫 ,43384;EX, 浅間
牧場 群馬県 ,1981/8/2,M.Mihara,43385

フタスジチョウ Neptis rivularis  Scopoli,1763
EX, 万座 群馬県 ,1979/8/14, 三原邦夫 ,43381;EX, 北上 
北海道 ,1949/5/5,Y Uchida,43528

コミスジ Neptis sappho (Pallas,1771)
EX,Yanagawa,1981/7/19,M.Mihara,43382,43383; EX, 鋸
山 東京都 ,1954/5/11,M.Mihara,43536, 43537;M, 大沼 相
模原市 ,1978/7/23,-,43694;F, 大沼 相模原市 ,1978/8/27,-, 
43695

イチモンジチョウ Ladoga camilla  (Linnaeus,1764)
EX, 野遠峠 ,1959/5/29,-,43386;EX, 大沼 相模原市 ,1978/
7/23,-,43696;EX, 大沼 相模原市 ,1978/8/23,-,43697;EX,
大沼 相模原市 ,1978/8/20,-,43698;EX, 大沼 相模原市 , 
1981/6/6,-,43699;EX, 戦場ヶ原 日光 栃木県 ,1985/8/20,
M.Mihara,43538;EX, 戦場ヶ原 日光 栃木県 ,1985/8/20,
M.Mihara,43539

ゴマダラチョウ Hestina japonica  (C.&R.Felder,1862)
EX,Kashiwa,1959/7/26,K.Kubota,43546

アカボシゴマダラ Hestina assimilis (Linnaeus,1758)
EX,Sagamihara,2008/7/19,M.Mihara,43685

コムラサキ Apatura metis  Freyer,1829
F, 花沢 群馬県 ,1979/8/13, 三原邦夫 ,43393;F, 浅間牧場 
群馬県 ,1981/8/2, 三原邦夫 ,43394;M, 鹿沢温泉 群馬県 , 

8/20,-,43487;EX, 大沼 相模原市 ,1979/10/14, 三原邦夫 , 
43488;EX, 大沼 相模原市 ,1981/10/11,K.Mihara,43489;
EX, 目黒不動 東京都 ,1950/9/17,M.Mihara,43568,43569

シータテハ Polygonia c-album (Linnaeus,1758)
EX, 丸沼 群馬県 ,1959/7/22,M.Mihara,43374;EX, 栂池 
長野県 ,1980/8/6, 三原邦夫 ,43375;EX, 湯元 日光 栃木県 , 
1981/9/1,M.Mihara,43376,43377;EX, 鹿沢 桟敷山 群馬
県 ,1998/8/23,M.Mihara,43378

エルタテハ Nymphalis l-album (Esper,1780)
EX, 鹿沢温泉 群馬県 ,1981/8/1,M.Mihara,43373;EX, 帯
広 北海道 ,1952/8/24,K.Ono,43429;EX,NIKKO 栃木県 , 
1949/8/18,M.M.,43430;EX, 帯広 北海道 ,1952/8/24,
K.Ono,43431

キベリタテハ Nymphalis antiopa  (Linnaeus,1758)
EX, 中禅寺 日光 栃木県 ,1949/8/18,M.Mihra,
43424;EX, 湯元 日光 栃木県 ,1981/9/1,M.Mihra,
43425;EX, 鹿沢 桟敷山 群馬県 ,1998/8/23,M.Mihra,
43426;EX, 法師温泉 群馬県 ,1982/7/30,M.Mihra,43427

クジャクチョウ Inachis io  (Linnaeus,1758)
EX, 北海道 ,1935/7,-,43432:EX, 湯元 日光 栃木県 ,
1981/9/1,M.Mihara,43493,43494,43495,43496,43497,4349
8;EX, 栂池 長野県 ,1980/8/5, 三原邦夫 ,43499;EX, 栂池 
長野県 ,1980/8/6, 三原邦夫 ,43500;EX, 池の田牧場 北安
曇 長野県 ,1980/8/7, 三原邦夫 ,43501

ルリタテハ Kaniska canace  (Linnaeus,1763)
EX, 大沼 相模原市 ,1979/8/16, 三原邦夫 ,43490,43491
;EX, 井の頭自然園 東京都 ,1949/4/8, 三原邦夫 ,43492

イシガケチョウ Cyresitis thyodamas  Doyère,1840
EX, 大隈 鹿児島県 ,1993/9/16,-,43420;EX, 石垣 沖縄県 , 
1934/10/6,S.Hirayama,43379

ホソバヒョウモン Clossiana thore  (Hübner,1806)
EX, 愛山渓温泉 上川郡 北海道 ,1951/7/24,M.Mihara,
43408,43409,43410;EX, 愛山渓温泉 上川郡 北海道 ,1951/
7/27,M.Mihara,43411,43412,43413;EX, 大雪山 北海道 ,1951/
7/29,M.Mihara,43414,43415,43416

ヒョウモンチョウ Brenthis daphne (Bergsträsser,1780)
EX, 法師 群馬県 ,1954/7/29,M.Mihara,43417

ウラギンスジヒョウモン Argyronome laodice (Pallas,1771)
F, 戦場ヶ原 日光 栃木県 ,1981/8/31,M.Mihara,43613

オオウラギンスジヒョウモン
Argyronome ruslana  (Motschulsky,1866)

F, 志賀菅沼 長野県 ,1976/7/27,-,43615
クモガタヒョウモン

 Nephargynnis  anadyomene(C.&R.Felder,1862)
M, 鋸山 東京都 ,1953/5/11,M.Mihara,43407;F, 野遠峠 , 
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アサギマダラ Parantica sita  (Kollar,1844)
M, 湯元 日光 栃木県 ,1985/8/20,M.Mihara,43448;F, 湯元
日光 栃木県 ,1981/9/1,M.Mihara,43449;M, 湯元 日光 栃
木県 ,1981/9/1,M.Mihara,43450,43451

セセリチョウ科 Hesperiidae
アオバセセリ Choaspes benjaminii  (Guéin-Ménéville,1843)

F, 鋸山 東京都 ,1954/5/11,M.Mihara,43446
キバネセセリ Burara aquilina (Speyer,1879)

M, 法師 群馬県 ,1954/7/30,-,43447
ダイミョウセセリ Daimio Tethys

M, 大沼 相模原市 ,1978/7/23,-,43703
ミヤマセセリ Erynnis montana (Bremer,1861)

M, 白金自然園 東京都 ,1949/4/9,-,43436;
M,Mt.Takatori ,1954/4/3,M.Mihara,43437,43438

コチャバネセセリThoressa varia  (Murray,1875)
EX, 氷川 鋸山 東京都 ,1950/5/21,M.Mihara,43444

ヒメキマダラセセリ Ochlodes ochraceus (Bremer,1861)
M, 法師 群馬県 ,1954/7/29,M.Mihara,43439,43440,43441
;F, 法師 群馬県 ,1954/7/29,M.Mihara,43442;F, 野遠峠 -, 
1959/5/27,-,43454;M, 万座−群馬 群馬県 ,1979/8/14, 三原
邦夫 ,43455

コキマダラセセリ Ochlodes venatus  (Bremer&Grey,1852)
M, 栂池 長野県 ,1980/8/5, 三原邦夫 ,43452;F, 栂池 長野
県 ,1980/8/8, 三原邦夫 ,43453

キマダラセセリ Patanthus flavus  (Murray,1875)
EX, 品川 東京都 ,1950/8/10,M.Mihara,43443;EX, 大沼 
相模原市 ,1981/7/5,M.Mihara,43700,43701,43702

参考
　白水隆, 2006, 日本産蝶類標準図鑑, 336pp, 学習研究社

1981/8/1,K.Mihara,43395;M, 島々谷 長野県 ,1950/7/25,-, 
43547

オオムラサキ Sasakia charonda (Hewitson,1863)
M,Yanagawa,1981/7/19,M.Mihara,43396,43397,43398,43
399,43400,43401;M,Yanagawa,1985/7/25,M.Mihara,4359
3,43594;F,Yanagawa,1985/7/25,K.Mihara,43595

ヒメウラナミジャノメ Ypthima argus
EX, 大沼 相模原市 ,1981/6/6,M.Mihara,43689;EX, 府中 
東京都 ,1954/3/17,M.Mihara,43517;EX, 愛山渓温泉 上川
郡北海道 ,1951/7/24,M.Mihara,43518

シロオビヒメヒカゲ Coenonympha hero (Linnaeus,1761)
EX, 美留和 北海道 ,1960/7/6,M.Mihara,43519,43520,
43521,43522,43523;EX, 帯広 北海道 ,1952/6/22,
K.Ono,43524;EX, 北見 北海道 ,1949/7/27,Uchida,
43525

コジャノメ Mycalesis francisca  (Stoll,1780)
EX, 日原 - 氷川 東京都 ,1951/5/13, 三原實 ,43516

オオヒカゲ Ninguta shrenckii (Ménétriès,1858)
F, 帯広 北海道 , 1951/8/5, 小野決 , 43704;M, 帯広 北海道 , 
1951/8/5, 小野決 , 43705;M, 西蒲原 新潟県 ,E.Yokota,
43706;M,1949/7/24, 北佐久郡 軽井沢町 追分 長野県 , 
Hayashi.K,43707;EX, 栂池 長野県 ,1980/8/8, 三原邦夫 , 
43456,43457

ジャノメチョウ Minois dryas (Scopoli,1763)
EX,志賀高原 丸池 長野県,1996/8/3,-,43419;EX,Yanagawa, 
1981/7/19,M.Mihara,43458;EX, 日 本 ,1949/8/14,M.M., 
43509;F, 大沼 相模原市 ,1979/7/28, 三原邦夫 , 43690;M,
大沼 相模原市 ,1979/7/28, 三原邦夫 ,43691;M, 大沼 相模
原市 ,1979/7/7,-,43692

クロコノマチョウ Melanitis phedima (Cramer,1780)
EX, 宮崎郡 双石山 宮崎県 ,1950/10/13,-,43708

クロヒカゲ Lethe diana (Butler,1866)
EX, 愛山渓温泉 上川郡 北海道 ,1951/7/24,M.Mihara,
43514;EX, 日光 栃木県 ,1949/8/6,H.H.,43515;EX, 戦場ヶ
原 栃木県 ,1985/8/20,K.Mihara,43459

ヒカゲチョウ Lethe scielis
F, 大沼 相模原市 ,1979/9/2, 三原邦夫 ,43687;M, 大沼 相
模原市 ,1979/9/3, 三原邦夫 ,43688

ヒメキマダラヒカゲ Zophoessa callipteris  (Butler,1877)
M, 戦場ヶ原 栃木県 ,1985/8/20,M.Mihara,(43460);M, 栂
池高原 長野県 ,1980/8/6, 三原邦夫 ,(43461);EX, 愛山渓
温泉 上川郡北海道 ,1951/7/24,M.Mihara,43511,43512,
43513

サトキマダラヒカゲ Neppe goschkevitschii
M, 大沼 相模原市 ,1978/8/27,-,43686


