
はじめに

アサギマダラの移動調査の 2012年の結果を報告する．

例年と同様に，これらの記録のほとんどは全国各地の

調査団体や個人の方々が，メーリングリスト［asagi］，

［asaginet］及び［sita］へ標識情報や再捕獲情報を報告され

たものから，徳島県関係の個体のデータを整理したもの

であるが，一部は個人的に情報を提供して下さったこと

で得られたものである．

2012年は，他の地域から徳島県へ移動した個体（県

内移動を含む）が 32例，徳島県で標識を付けられ，他

の県・地域で再捕獲された個体が 18例あった．この記

録数は昨年に比べると約半分で，かなり少ない年であっ

た．以下にこれらの各個体の標識地や標識者，移動日

数，移動距離などについて報告する．

徳島県への飛来記録は，その個体がマークされた地点

の県別に本州の北の方から記録し，再捕獲日の早い順に

示した．同一の標識地から複数の個体が飛来した場合は

原則として標識日の早い順に示した．

徳島県への飛来個体の記録

福島県からの移動

1．耶麻郡から美波町

標 識：デコ 8/8 SRS 1536

性 別：♂

標識地：福島県耶麻郡北塩原村桧原荒砂沢山 グランデ

コスキー場

標識日：2012年 8月 8日

標識者：栗田 昌裕

↓

再捕獲日：2012年 10月 15日

再捕獲地：徳島県海部郡美波町（由岐町）明神山

再捕獲者：撫中 義美・喜代美

移動方向：南西，移動距離：658km，移動日数：68日

2．耶麻郡から美波町

標 識：MN-1 デコ 8/18

性 別：♂

標識日：2012年 8月 18日

標識地：福島県耶麻郡北塩原村桧原荒砂沢山 グランデ

コスキー場

標識者：不明

↓

再捕獲日：2012年 10月 22日

再捕獲地：徳島県海部郡美波町阿部

再捕獲者：撫中 義美・喜代美

移動方向：南西，移動距離：658km，移動日数：65日

栃木県からの移動

3．日光市から阿南市

標 識：日光 ハセ川 8.13

性 別：♂

標識地：栃木県日光市菖蒲ヶ浜スキー場跡 標高 1290m

標識日：2012年 8月 13日

標識者：長谷川 順一

↓

再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山

再捕獲日：2012年 10月 2日

再捕獲者：撫中 義美・喜代美

移動方向：南西，移動距離：546km，移動日数：50日
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山梨県からの移動

4．南都留郡から小松島市

標 識：Fuji JET 8.8 790

性 別：♂

標識日：2012年 8月 8日

標識地：山梨県南都留郡鳴沢村（林道軽水線）

標識者：Masuzawa

↓

再捕獲日：2012年 10月 6日

再捕獲地：徳島県小松島市日峰山

再捕獲者：上岡 キミ

移動方向：西南西，移動距離：404km，移動日数：59日

5．南都留郡から小松島市

標 識：HAS 541 FUJI 7.29

性 別：♂

標識日：2012年 7月 29日

標識地：山梨県南都留郡鳴沢村（林道軽水線）

標識者：橋本 定雄

↓

再捕獲日：2012年 10月 9日

再捕獲地：徳島県小松島市日峰山

再捕獲者：上岡 慎梧

移動方向：西南西，移動距離：404km，移動日数：72日

6．南都留郡から阿南市

標 識：HAS 803 FUJI 7.31

性 別：♂

標識日：2012年 7月 31日

標識地：山梨県南都留郡鳴沢村（林道軽水線）

標識者：橋本 定雄

↓

再捕獲日：2012年 10月 14日

再捕獲地：徳島県阿南市大井町東平

再捕獲者：井出 達海・貴子

移動方向：西南西，移動距離：413km，移動日数：75日

7．南都留郡から阿南市

標 識：NRS TF-253 8/16

性 別：♂

標識日：2012年 8月 16日

標識地：山梨県南都留郡鳴沢村（富士林道）

標識者：藤井 大樹

↓

再捕獲日：2012年 10月 16日

再捕獲地：徳島県阿南市大井町東平

再捕獲者：井出 達海・貴子

移動方向：西南西，移動距離：415km，移動日数：61日

8．南都留郡から美波町

標 識：HAS 639 FUJI 7.30

性 別：♂

標識日：2012年 9月 12日

標識地：山梨県南都留郡鳴沢村（林道軽水線）

標識者：杉本 洋夫

↓

再捕獲日：2012年 10月 9日

再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山

再捕獲者：撫中 義美・喜代美

移動方向：西南西，移動距離：408km，移動日数：71日

9．南都留郡から美波町

標 識：Fuji 8.23 JET 2176

性 別：♂

標識日：2012年 8月 23日

標識地：山梨県南都留郡鳴沢村（林道富士線）

標識者：Masuzawa

↓

再捕獲日：2012年 10月 19日

再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山

再捕獲者：蟻馬 風花（椿小）

移動方向：西南西，移動距離：409km，移動日数：57日

愛知県からの移動

10．西尾市から阿南市

標 識：ハズ 10/11 三河 K・H 134

性 別：♂

標識日：2012年 10月 11日

標識地：愛知県西尾市三ヶ根山第 2見晴らし台下参道

標識者：星野 京子

↓

再捕獲日：2012年 10月 24日

再捕獲地：徳島県阿南市椿町須屋

再捕獲者：米山 喜義

移動方向：西南西，移動距離：253m，移動日数：13日

滋賀県からの移動

11．比良山系から美波町

標 識：HK 10.5 シ TY498

性 別：♂
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標識地：滋賀県大津市栗原 権現山登山口

標識日：2012年 10月 5日

標識者：吉本 武

↓

再捕獲日：2012年 10月 22日

再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山

再捕獲者：撫中 義美・喜代美

移動方向：南西，移動距離：190km，移動日数：17日

石川県からの移動

12．白山市から美波町

標識：9/30 ラララ 21 白山

性別：♂

標識日：2012年 9月 30日

標識地：石川県白山市中宮

標識者：尾張 勝也

↓

再捕獲日：2012年 10月 20日

再捕獲地：徳島県海部郡牟岐町橘

再捕獲者：中川 英之

移動方向：南西，移動距離：352km，移動日数：20日

13．宝達山から牟岐町

標識：ほうだつ 9.22 EY 129

性別：♂

標識日：2012年 9月 22日

標識地：石川県宝達志水町宝達山

標識者：山下恵美子

↓

再捕獲日：2012年 10月 24日

再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山

再捕獲者：撫中 義美・喜代美

移動方向：南西，移動距離：380km，移動日数：32日

三重県からの移動

14．紀宝町から阿南市

標 識：アサリ 9 シミズ 10/26

性 別：♂

標識日：2012年 10月 26日

標識地：三重県南牟婁郡紀宝町浅里 桐原・浅里林道

標識者：清水 勝海・展古

↓

再捕獲日：2012年 11月 10日

再捕獲地：徳島県阿南市大井町東平

再捕獲者：井出 達海・貴子

移動方向：西，移動距離：131km，移動日数：15日

京都府からの移動

15．京都市から阿南市

標 識：XX 1426 水 10/5

性 別：♂

標識地：京都市右京区嵯峨水尾

標識日：2012年 10月 5日

標識者：金田 忍

↓

再捕獲日：2012年 10月 14日

再捕獲地：徳島県阿南市大井町東平

再捕獲者：井出 達海・貴子

移動方向：南西，移動距離：164km，移動日数：9日

16．京都市から阿南市

標 識：XX 1527 水 10/8

性 別：♂

標識地：京都市右京区嵯峨水尾

標識日：2012年 10月 8日

標識者：金田 忍

↓

再捕獲日：2012年 10月 14日

再捕獲地：徳島県阿南市大井町東平

再捕獲者：井出 達海・貴子

移動方向：南西，移動距離：167km，移動日数：6日

和歌山県からの移動

17．西山から阿南市

標 識：10/12 YSK 360 西山

性 別：♂

標識地：和歌山県日高郡日高町西山

標識日：2012年 10月 12日

標識者：崎山 考也

↓

再捕獲日：2012年 10月 16日

再捕獲地：徳島県阿南市椿町船瀬（蒲生田温泉下）

再捕獲者：大原 賢二

移動方向：西南西，移動距離：44km，移動日数：4日

18．西山から美波町

標 識：10/13 YSK 494 西山

性 別：♂

標識地：和歌山県日高郡日高町西山

標識日：2012年 10月 13日
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標識者：崎山 考也

↓

再捕獲日：2012年 10月 19日

再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山

再捕獲者：沼佐 温子（椿小教諭）

移動方向：西南西，移動距離：46km，移動日数：6日

19．西山から美波町

標 識：10/14 YSK 543 西山

性 別：♂

標識地：和歌山県日高郡日高町西山

標識日：2012年 10月 14日

標識者：崎山 考也

↓

再捕獲日：2012年 10月 19日

再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山

再捕獲者：蟻馬 ゆうすけ（椿小）

移動方向：西南西，移動距離：46km，移動日数：5日

20．西山から美波町

標 識：10/21 YSK 854 西山

性 別：♂

標識地：和歌山県日高郡日高町西山

標識日：2012年 10月 21日

標識者：崎山 考也

↓

再捕獲日：2012年 10月 22日

再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山

再捕獲者：米山 喜義

移動方向：西南西，移動距離：44km，移動日数：1日

21．西山から美波町

標 識：10.12 YSK 417 西山

性 別：♂

標識地：和歌山県日高郡日高町西山

標識日：2012年 10月 12日

標識者：崎山 考也

↓

再捕獲日：2012年 10月 24日

再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山

再捕獲者：撫中 義美・喜代美

移動方向：西南西，移動距離：46km，移動日数：12日

22．西山から美波町

標 識：10.12 YSK 417 西山

性 別：♂

標識地：和歌山県日高郡日高町西山

標識日：2012年 10月 12日

標識者：崎山 考也

↓

再捕獲日：2012年 10月 24日

再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山

再捕獲者：撫中 義美・喜代美

移動方向：西南西，移動距離：46km，移動日数：12日

23．西山から阿南市

標 識：10.24 YSK 996 西山

性 別：♂

標識地：和歌山県日高郡日高町西山

標識日：2012年 10月 12日

標識者：崎山 考也

↓

再捕獲日：2012年 10月 30日

再捕獲地：徳島県阿南市加茂町野上

再捕獲者：日下 旭（写真撮影）

移動方向：西南西，移動距離：51km，移動日数：6日

兵庫県からの飛来

24．宝塚市から阿南市

標 識：YWA 100 M 10.2

性 別：♂

標識日：2012年 10月 2日

標識地：兵庫県宝塚市南口 2丁目（武庫川右岸） 標高

30m

標識者：渡辺 康之

↓

再捕獲日：2012年 10月 8日

再捕獲地：徳島県阿南市大井町東平

再捕獲者：井出 達海・貴子

移動方向：南西，移動距離：126km，移動日数：6日

25．宝塚市から美波町

標 識：YWA 458 M 10.8

性 別：♂

標識日：2012年 10月 8日

標識地：兵庫県宝塚市南口武庫川右岸

標識者：渡辺 康之

↓

再捕獲日：2011年 10月 14日

再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
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再捕獲者：佐賀 亮介

移動方向：南西，移動距離：125km，移動日数：6日

26．宝塚市から小松島市

標 識：YWA 94 M 10.2

性 別：♂

標識日：2012年 10月 2日

標識地：兵庫県宝塚市南口武庫川右岸

標識者：渡辺 康之

↓

再捕獲日：2011年 10月 14日，10時 50分頃

再捕獲地：徳島県小松島市日峰山

再捕獲者：上岡 キミ

移動方向：南西，移動距離：125km，移動日数：12日

27．宝塚市から美波町

標 識：SOA 72 M 10/10

性 別：♂

標識日：2012年 10月 10日

標識地：兵庫県宝塚南口武庫川町 4（中洲）

標識者：大島 新一郎

↓

再捕獲日：2012年 10月 20日

再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山

再捕獲者：撫中 義美・喜代美

移動方向：南西，移動距離：128km，移動日数：10日

28．宝塚市から阿南市

標 識：YWA 870 M 10.13

性 別：♂

標識日：2012年 10月 10日

標識地：兵庫県宝塚南口武庫川町（武庫川左岸沿い）

標識者：渡辺康之

↓

再捕獲日：2012年 10月 20日

再捕獲地：徳島県阿南市椿町船瀬 蒲生田温泉下

再捕獲者：大原 賢二

移動方向：南西，移動距離：123km，移動日数：7日

29．宝塚市から阿南市

標 識：YWA 432 M 10.8

性 別：♂

標識日：2012年 10月 8日

標識地：兵庫県宝塚南口武庫川町 4（中洲）

標識者：渡辺 康之

↓

再捕獲日：2012年 10月 26日

再捕獲地：徳島県阿南市椿町尻杭

再捕獲者：大原 賢二

移動方向：南西，移動距離：123km，移動日数：18日

愛媛県からの飛来

309．西条市から美波町

標 識：KAY 35 8/18 イシヅチ

性 別：♂

標識地：愛媛県西条市小松町石鎚 石鎚山スキー場

標識日：2012年 8月 18日

標識者：小松 佳代

↓

再捕獲日：2012年 10月 15日

図 1 各地から徳島への移動概念図

アサギマダラの移動に関する徳島県の記録（2012年）
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再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山

再捕獲者：撫中 義美・喜代美

移動方向：東，移動距離：140km，移動日数：58日

高知県からの飛来

31．室戸岬から阿南市

標 識：ムロト TF513 10/14

性 別：♂

標識地：高知県室戸市室戸スカイライン

標識日：2012年 10月 14日

標識者：藤井 大樹

↓

再捕獲日：2011年 10月 22日

再捕獲地：徳島県阿南市大井町東平

再捕獲者：井出 達海・貴子

移動方向：北北東，移動距離：80km，移動日数：13日

32．アラセから明神山

標識：アラセ 10/14 FRV 687

性別：♂

標識地：高知県香美市香北町有川有川林道

標識日：2012年 10月 14日

標識者：本山 八司

↓

再捕獲日：2012年 10月 21日

再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山

再捕獲者：岩佐 晴男・和子

移動方向：東，移動距離：83km，移動日数：7日

（2012年の飛来について）

2012年は県外から徳島県への移動は 32例（2011年は

63例であった）と昨年の約半分の飛来記録しか得られ

なかった．2012年の秋期の移動例は各県とも極めて少

なかったということであり，マーキング個体数も各地と

も非常に少なく，移動記録もこれまでの調査の中でも少

ない方であったことは間違いない．そのような中で，徳

島県での再捕獲は昨年の半分とはいえ，他の県よりは多

い方であったと思われる．

飛来方向としては南西へのコースとなる福島県，群馬

県，栃木県，山梨県など例年どおりの方向であったが，

個体数は少なかった．今年の特徴としては，山梨県の富

士山からと，和歌山県の西山からの個体が多く再捕獲さ

れたことであった．西山は，四国の東端である蒲生田岬

のすぐ東に位置し，和歌山県の中でも突出して多くの個

体に標識が付けられる場所であるにもかかわらず，これ

まではほとんど徳島県での再捕獲記録の得られないとこ

ろであった．しかし，2012年秋期にはこれまでになく

多くの個体が再捕獲され，風の向きが今年はこれまでと

違っていたのかと思わせるほどであった．

また，愛媛県の石鎚山スキー場からの個体が明神山で

再捕獲されたが，方向としてはある意味逆方向と言える

移動であったが，重要なのはこの個体のマーク日が 8月

18日であったことである．これまでにも四国の夏の標

識個体が四国内で再捕獲されることも何例かあったが，

秋の移動の時期に，発見されたことはあまり無く，四国

の高所で夏に発生する世代が，そのまま秋まで過ごして

から南下するのか，あるいは 7月中旬から 8月初旬に発

生する世代も更に北上するのか，これまでの記録ではあ

まり明確ではなかった．しかし，この個体や，より早い

時期（7月下旬）のマーク個体が，11月に鹿児島県喜界

島や沖縄県の与那国島へ移動した記録が見られたことか

ら，四国の夏の世代は，8月～9月頃まで四国内の高い

山で過ごす可能性が高くなってきたと思われ，徳島県で

も夏の世代のマーキングをさらに進めていく必要がある

と感じている．

徳島県からの移動個体の記録

高知県への移動

1．小松島市から室戸

標 識：ヒノミネ トクシマ 10.2 イワサ

性 別：♂

標識地：徳島県小松島市日峰山

標識日：2012年 10月 2日

標識者：岩佐 晴男・和子

↓

再捕獲日：2012年 11月 3日

再捕獲地：高知県室戸市室戸スカイライン

再捕獲者：小松 佳代

移動方向：南西，移動距離：94km，移動日数：32日

2．小松島市から香美市秋葉山

標 識：トクヒノ 上 S 10.9

性 別：♂

標識地：徳島県小松島市日峰山

標識日：2012年 10月 9日

標識者：上岡 慎悟

↓

再捕獲日：2012年 10月 22日

再捕獲地：高知県香美市香北町岩改 秋葉山（P-3観察
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地）

再捕獲日：2011年 10月 25日

再捕獲者：野島 博子

移動方向：西南西，移動距離：88km，移動日数：13日

↓

再々捕獲日：2012年 11月 2日

再々捕獲地：高知県幡多郡大月町大堂

再々捕獲者：本山 八司

この個体は，高知県香美市香北町岩改秋葉山からさら

に西へ移動し，大月町大堂で再々捕獲された．

3．阿南市から香美市秋葉山

標 識：トク スヤ 10/9 キヨシ

性 別：♂

標識日：2012年 10月 9日

標識地：徳島県阿南市椿町須屋

標識者：米山 喜義

↓

再捕獲日：2011年 10月 12日

再捕獲地：高知県香美市香北町岩改 秋葉山（P-3観察

地）

再捕獲者：野島 博子

移動方向：西南西，移動距離：87km，移動日数：3日

4．阿南市から秋葉山

標識：トク イデ タカコ 10.8 4

性別：♂

標識地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山

標識日：2012年 10月 8日

標識者：井出 貴子

↓

再捕獲日：2012年 10月 13日

再捕獲地：高知県香美市香北町岩改（秋葉山：P-3観察

地）

再捕獲者：野島 博子

移動方向：西南西，移動距離：76km，移動日数：5日

5．阿南市から香美市秋葉山

標 識：トク イデ 10.10 1

性 別：♀

標識日：2012年 10月 10日

標識地：徳島県阿南市大井町東平

標識者：井出 達海・貴子

↓

再捕獲日：2012年 10月 22日

再捕獲地：高知県香美市香北町岩改 秋葉山（P-3観察

地）

再捕獲者：野島 博子

移動方向：西南西，移動距離：76km，移動日数：12日

6．明神山から秋葉山

標識：トク MJ 10.16 オオハラ

性別：♂

標識地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山

標識日：2012年 10月 16日

標識者：大原 賢二

↓

再捕獲日：2012年 10月 22日

再捕獲地：高知県香美市香北町岩改（秋葉山：P-3観察

地）

再捕獲者：小松 綾乃

移動方向：西南西，移動距離：85km，移動日数：6日

7．明神山から香美市秋葉山

標 識：トク ム中 10.16

性 別：♂

標識日：2012年 10月 16日

標識地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山

標識者：撫中 義美・喜代美

↓

再捕獲日：2012年 10月 22日

再捕獲地：高知県香美市香北町岩改 秋葉山（岩改ー文

代線 P-3観察地）

再捕獲者：小松 綾乃

移動方向：西南西，移動距離：85km，移動日数：6日

8．明神山から香美市秋葉山

標 識：トク MJ アオキ 10.14

性 別：♀

標識日：2012年 10月 14日

標識地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山

標識者：青木 中

↓

再捕獲日：2012年 10月 22日

再捕獲地：高知県香美市香北町岩改 秋葉山（岩改ー文

代線 P-3観察地）

再捕獲者：野島 博子

移動方向：西南西，移動距離：85km，移動日数：8日
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9．美波町から香美市秋葉山

標 識：トク MJ アリマ 10.14

性 別：♀

標識地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山

標識日：2012年 10月 14日

標識者：蟻馬 由美

↓

再捕獲日：2012年 10月 25日

再捕獲地：高知県香美市香北町岩改（秋葉山：P-3観察

地）

再捕獲者：野島 博子

移動方向：西南西，移動距離：85km，移動日数：11日

10．美波町から香美市秋葉山

標 識：10.10 トクMJ マサコ

性 別：♂

標識地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山

標識日：2012年 10月 10日

標識者：標識者不明

↓

再捕獲日：2012年 10月 27日

再捕獲地：高知県香美市香北町岩改（秋葉山：P-4観察

地）

再捕獲者：野島 博子

移動方向：西南西，移動距離：85km，移動日数：11日

11．明神山から秋葉山

標識：トク フナセ 10.22 オオハラ

性別：♂

標識地：徳島県阿南市椿町船瀬 蒲生田温泉付近

標識日：2012年 10月 22日

標識者：大原 賢二

↓

再捕獲日：2012年 10月 29日

再捕獲地：高知県香美市香北町岩改（秋葉山：P-3観察

地）

再捕獲者：小松 綾乃

移動方向：西南西，移動距離：89km，移動日数：7日

12．阿南市から香美市有瀬

標 識：トク イデ 10.14 2

性 別：♂

標識日：2012年 10月 14日

標識地：徳島県阿南市大井町東平

標識者：井出 達海・貴子

↓

再捕獲日：2012年 10月 22日

再捕獲地：高知県香美市香北町有瀬 有川林道

再捕獲者：土居 敬典

移動方向：西南西，移動距離：74km，移動日数：8日

13．美波町から香美市有瀬

標 識：トク ム中 10.9

性 別：♂

標識日：2012年 10月 9日

標識地：徳島県阿南市大井町東平

標識者：井出 達海・貴子

↓

再捕獲日：2012年 10月 15日

再捕獲地：高知県香美市香北町香北町有瀬 有川林道

再捕獲者：土居 敬典

移動方向：西，移動距離：83km，移動日数：6日

14．小松島市から大月町

標識：トク ヒノ 上オカ 10.6

性別：♂

標識地：徳島県小松島市日峰山

標識日：2012年 10月 6日

標識者：上岡 キミ

↓

再捕獲日：2012年 10月 30日

再捕獲地：高知県幡多郡大月町大堂

再捕獲者：土居 敬典

移動方向：西，移動距離：226km，移動日数：24日

15．美波町から大月町

標識：トク イデ 10.10 5

性別：♂

標識地：徳島県阿南市大井町東平

標識日：2012年 10月 10日

標識者：井出 達海・貴子

↓

再捕獲日：2012年 10月 27日

再捕獲地：高知県幡多郡大月町大堂

再捕獲者：土居 敬典

移動方向：南西，移動距離：214km，移動日数：24日

16．美波町から大月町

標識：トク MJ アリマ 21 10.7

性別：♂
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標識地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山

標識日：2012年 10月 7日

標識者：蟻馬 由美

↓

再捕獲日：2012年 10月 27日

再捕獲地：高知県幡多郡大月町大堂

再捕獲者：土居 敬典

移動方向：南西，移動距離：218km，移動日数：20日

17．美波町から大月町

標識：トク MJ ササヤマ 10/19

性別：♀

標識地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山

標識日：2012年 10月 19日

標識者：笹山 久恵（椿小学校教諭）

↓

再捕獲日：2012年 11月 2日

再捕獲地：高知県幡多郡大月町大堂

再捕獲者：本山 八司

移動方向：西，移動距離：218km，移動日数：14日

鹿児島県への移動

18．美波町から鹿児島県屋久島

標 識：トク 10.16 ム中

性 別：♂

標識地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山

標識日：2012年 10月 16日

標識者：撫中 義美・喜代美

↓

再捕獲日：2012年 11月 20日

再捕獲地：鹿児島県熊毛郡屋久島町尾之間

再捕獲者：久保田 義則

移動方向：南西，移動距離：560km，移動日数：35日

徳島県内の移動記録

2012年の秋期には，以下の県内での短距離移動が見

られた．

1．

標 識：トク スヤ キヨシ 10.24

性 別：♂

標識地：徳島県阿南市椿町須屋

標識日：2012年 10月 24日

標識者：米山 喜義

↓

再捕獲日：2012年 10月 25日

再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山

再捕獲者：撫中 義美・喜代美

1日，西へ 3km

2．

標 識：トク スヤ キヨシ 10.16

性 別：♂

標識地：徳島県阿南市椿町須屋

標識日：2012年 10月 16日

標識者：米山 喜義

↓

再捕獲日：2012年 10月 19日

再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山

図 2 徳島から各地への移動概念図
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再捕獲者：椿小学校生徒

3日，西へ 3km

3．

標 識：トク イデ 10.8

性 別：♂

標識地：徳島県阿南市大井町東平

標識日：2012年 10月 8日

標識者：井出 達海・貴子

↓

再捕獲日：2012年 10月 19日

再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山

再捕獲者：椿小学校生徒

11日，南東へ 17km

2012 年の調査の概要

1．標識個体数

春期：標識個体数はやや少なかったが，昨年などのよ

うにほとんど見られないということはなく，イボタやウ

ツギなどで吸蜜する個体がかなり見られた．標識個体数

としては 60個体ほどで，調査者が少なくなってきてい

ることも理由になっている．

秋期：全ての集計が出来ているわけではないが，現時

点で把握している標識個体数は，合計 969個体で，かな

り少ない年であった．飛来期間もかなり短く 9月下旬こ

ろから飛来が始まり，10月中旬までで後はかなり少な

くなり，11月に入るとほとんど見られなかった．個体

数も少なく，期間も短い年であったと思われた．

2．移動個体数

前述のとおり徳島県への移動個体は 32例で昨年の半

分であった．徳島県から県外への移動個体は 18例で，こ

れも少ない記録であり．その多くが高知県への移動記録

で，鹿児島県屋久島までの移動個体が一例だけであった．

小松島の日峰山から高知県香美市秋葉山で移動した個体

がさらに四国西端の大月町大堂で再々捕獲され，移動の

コースが 2点で確認された．また県内の移動記録は 3例

得られた．このような県内の移動記録などもアサギマダ

ラの移動に関しては大切な記録となるので，できるだけ

正確に記録しておきたい．

謝 辞

2012年のアサギマダラの調査も，明神山を中心に神

野清司氏が始められ，現在，撫中義美・喜代美ご夫妻，

松田勉氏，岩佐晴男・和子ご夫妻，蟻馬由美さんのご家

族，須屋の米山喜義氏や椿町の犬尾和江さん，土佐信明

氏とご家族がおもに調査してくださっている．また，阿

南市大井町の井出達海・貴子ご夫妻，加茂谷公民館の日

下旭氏．小松島市日峰山では上岡慎悟君とお母さんのキ

ミさん，萬宮翔平・千鶴子ご夫妻，徳島市眉山を中心に

中島真典氏が調査され，鳴門市では天野大・由美子ご夫

妻，浅木幸造・富美ご夫妻らが調査されておられる．ま

た，湯浅勝利・真智子ご夫妻が牟岐町を中心に調査され

ており，これらの方々の精力的な調査によって多くの記

録が得られている．記して厚くお礼申し上げる．

また，徳島県で再確認された個体の標識時の情報，あ

るいは徳島県からの移動個体の再捕獲情報や写真などを

お寄せ下さった東京都の栗田昌裕氏をはじめ，鹿児島県

喜界島の福島誠氏，高知大学の荒川良教授と研究室の学

生さん方，高知県の山崎三郎氏，本山八司氏，愛媛県の

橋越清一氏，若山勇太氏，メーリングリスト上で情報を

お寄せいただいた長谷川順一氏，金田忍氏，藤野適宏氏，

大島新一郎氏，渡辺康之氏をはじめ多くの方々，そして

全国のアサギマダラの情報のとりまとめや記録のご教示

など，このチョウの移動に関する調査の世話役をされ，

写真の提供や標識情報などをお知らせ下さる京都府の藤

井恒氏，大阪自然史博物館の金沢至氏に心からお礼申し

上げる．

（2011 年の移動記録の追加）

阿南市椿町船瀬の蒲生田温泉下で調査中に，阿南市福

井町にお住まいの後藤隆徳氏が来られ，昨年秋にこの付

近でマーク個体を撮影しているとご教示下さった．その

写真をメールで送付してもらい，標識を見たところ愛知

県からのものであることがわかり，標識者の伊藤氏に確

認していただいたので，追加記録として報告する．写真と

情報を提供して下さった後藤隆徳氏にお礼申し上げる．

標 識：三河ホ 10/19 AI-398

性 別：♂

標識地：愛知県蒲郡市大塚町相楽山荘

標識日：2011年 10月 19日

標識者：伊藤 昭博

↓

再捕獲日：2011年 11月 1日

再捕獲地：徳島県阿南市椿町船瀬 蒲生田温泉付近

再捕獲者：後藤 隆徳（撮影者）

13日，西南西へ 260km

大原賢二・山田量崇
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