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2021年度総会・大会　オンライン参加規約

日本蝶類学会

本規約は，日本蝶類学会（以下，「本学会」といいます。）が提供する 2021 年度オンライン総会・
大会の参加利用について定めるものです。参加申込みをされた方は，本規約の内容すべてを確
認した上で同意し，また遵守することに同意したものとみなします。

第１条（参加申込み）
オンライン総会・大会の参加を希望される方（以下「参加申込者」といいます。）は，当学会所
定の方法によりオンライン総会・大会の申込みを行うものとします。申込みの時点で参加申込
者は，当学会の定める規約その他参加条件のすべてを確認の上，承諾したものとみなします。

第 2 条（参加のための視聴環境等）
オンライン総会・大会参加のために必要な視聴環境（パソコン等のハードウェア，ブラウザ等
のソフトウェア，通信環境等）は，参加申込者の負担及び責任において準備するものとします。

第 3 条（権利・帰属・著作権）
当学会がオンライン総会・大会で提供するコンテンツに対する著作権は当学会または正当な権
利を有する権利者に帰属するものであり，参加申込者が以下の行為を行うことは著作権侵害と
なる場合があります。
1. オンライン総会・大会で提供されるコンテンツの一部又は全部を当学会に無断で転載するこ
と
2. オンライン総会・大会で提供されるコンテンツの一部又は全部を当学会に無断で改変若しく
は要約して印刷物若しくは電子媒体に掲載すること
3. その他当学会に帰属する著作権を侵害する行為を行うこと

第 4 条（禁止事項・参加の解除等）
1. 参加申込者は，オンライン総会・大会の参加にあたり，以下の各号のいずれかに該当する行
為又は該当すると当学会が判断する行為をしてはなりません。
（1） 公序良俗に反する行為
（2） 当学会，大会の発表者その他関係者の知的財産権，肖像権，ブライバシーの権利，名誉，

その他の権利又は利益を侵害する行為
（3） オンライン総会・大会の運営を妨害するおそれのある行為
（4） 当学会のネットワークまたはシステム等に不正にアクセスし，または不正なアクセスを

試みる行為
（5） 第三者に成りすます行為
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（6） 他の参加者のＩＤまたはパスワードを利用する行為
（7） 他の参加者の情報の収集
（8） 当学会，大会の発表者，講師，その他関係者に不利益，損害，不快感を与える行為
（9） その他，当学会が不適切と判断する行為 

第 5 条（参加の解除等）
1. 参加申込者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合，当学会は，事前に通知又は催告
することなく，当該参加申込者によるオンライン総会・大会の参加を解除することができます。
（1）本規約のいずれかの条項に違反した場合
（2）当学会に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽，誤記又は記載漏れがあった場合
（3）過去当学会の規約に違反した者またはその関係者であると当学会が判断した場合

2. 当学会は，本条１項各号に該当する参加申込者に対し，損害賠償請求権等の法的措置をとる
場合があります。

第 6 条（規約の変更）
本参加規約は，法令の改正，社会情勢の変化，コンピュータ技術の進歩等によって妥当性を欠
くことになったと当学会が判断した場合には改訂します。その場合，当学会は参加申込者に対
して改訂の内容を当学会ホームページなどにおいて，速やかに告知するものとします。

第 7 条（オンライン総会・大会内容の変更，終了）
1. 当学会は，当学会の都合により，オンライン総会・大会の内容を変更し，または提供を終了
することができます。当学会が提供を終了する場合，当学会は参加申込者に事前に通知するも
のとします。

第 8 条（参加申込者情報の取扱い）
当学会による参加申込者情報の取扱いについては，別途当学会の会則若しくは規則の定めによ
るものとし，参加申込者はこの規定に従って当学会が参加申込者の情報を取扱うことについて
同意するものとします。

（2022 年 2 月 8 日制定）



4

【日本蝶類学会 2021年度大会プログラム】
The Butterfly Society of Japan Annual Meeting 2021 Program

* Please refer to the No. of each presentation and find English titles and abstracts in pages behind.

会員総会 General Assembly
11:30–12:00 事業報告・役員人事・次年度予算案などを審議

大 会 Annual Meeting

13:00–13:10 開会挨拶（菱川 法之 会長） 

Opening remarks (Noriyuki Hishikawa, President of the BSJ)

一般講演 General Presentations
13:10–13:30 A01. 西田善彦・斎藤基樹・三好康彦・西田文彦・十川和樹（徳島アイノメス愛好会）

 「恒温器を用いた四国および九州産ゼフィルスの人工産卵」

13:30–13:50 A02. 勝山　豊（京都大学蝶類研究会 OB 会 6 大陸クラブ）

 「東南アジア蝶標本の画像認識による自動同定の基礎検討」

13:50–14:10 A03. 楠本 優作（順天堂大）

 「西表島で発生したルリモンジャノメ」

（14:10–14:30　休憩 / Coffee Break）

14:30–14:50 A04. 矢後 勝也 1・葉山 佳代 2・庄子 恭平 2・中村 康弘 3・蓑原　茂 1・和田 慎一郎 4

（ 1 東京大学総合研究博物館，2 小笠原環境計画研究所，3 日本チョウ類保全協

会，4 環境省）

 「オガサワラセセリの自然史と保全」

14:50–15:10 A05. Yu-Feng HSU (National Taiwan Normal Univ.)

 “Findings on butterflies of Taiwan during the pandemic Covid-19 period”

招待講演 Special Invited Lecture
15:10–15:50 S01. 中江　信

 「『世界のアゲハチョウ図説』と珍アゲハのエピソード」

閉 会 Closing

15:50–16:00 閉会挨拶（増井 暁夫 副会長）
Closing remarks (Akio Masui, Vice President of the BSJ)
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【A01】

恒温器を用いた四国および九州産ゼフィルスの人工産卵
西田 善彦・斎藤 基樹・三好 康彦・西田 文彦・十川 和樹

徳島アイノメス愛好会

アイノミドリシジミ Chrysozephyrus brillantinus やエゾミドリシジミ Favonius jezoensis は，ミズナラ
を主要な構成樹種とする冷温帯落葉広葉樹林を主たる生息域とするゼフィルスで，こうした環境が乏
しい四国や九州では概して分布も局限され個体数も少ない。このため成虫の姿を見るのもそう簡単な
ことではなく，しかも産卵木の樹高が高いため採卵でもアプローチそのものが危険を伴う。西田善彦・
文彦は 1970 年代から四国でゼフィルスの成虫採集や採卵を続けてきたが，こうした困難を克服する
ために近年では夏期に採集した母蝶から人工採卵する手法を探ることにした。母蝶を確保しても四国
は高温多湿の環境で平地での長期飼育が困難を極めるため，恒温器を購入して 2015 年から研究を開
始した。2018 年に斎藤が転勤で徳島に来たのを機に，西田がかねてから親交のあった三好，十川とと
もに「徳島アイノメス愛好会」なるグループを結成し，母蝶採集と恒温器を活用した人工採卵を本格
的に開始した。筆者らが目指したのは再現性のある人工的環境下でいかに自然環境に近づけて人工産
卵させることができるかという点で，まだ課題は多いものの，一定の成果も得ているのでここに報告
したい。

Artificial oviposition of hairstreaks from Shikoku and Kyushu using an incubator

Yoshihiko Nishida, Motoki Saito, Yasuhiko Miyoshi, Fumihiko Nishida and Kazuki Togawa

Tokushima Aino Hairstreak Female Enthusiasts Club

Chrysozephyrus brillantinus and Favonius jezoensis are mainly found in cool-temperate deciduous broad-
leaved forests, where Quercus crispula is the main tree species. In Shikoku and Kyushu, where their habitats are 
scarce, their distributions are localized and the numbers of individuals are small.  In addition, as the height of 
the egg-laying trees is so high, the approach to the egg-laying site itself is dangerous. In order to overcome these 
difficulties, we recently decided to explore the artificial oviposition method from mother butterflies collected in 
the summer. Even after securing mother butterflies, the hot and humid environment in Shioku lowlands made 
long-term rearing of them extremely difficult. Therefore, we purchased an low-temperature incubator and began 
research in 2015. When Saito moved to Tokushima for a job transfer in 2018, Nishida formed the “Tokushima 
Aino Hairstreak Female Enthusiasts Group” with Miyoshi and Tokawa, with whom he had long been close, and 
began collecting mother butterflies and artificially collecting eggs using the incubator in earnest. We aimed to 
find out how close to the natural environment artificial oviposition can be achieved under a reproducible artificial 
environment. Although there are still many problems to be solved, we have obtained certain results, which we 
would like to report here.  
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【A02】

東南アジア蝶標本の画像認識による自動同定の基礎検討

勝山　豊

京都大学蝶類研究会 OB 会 6 大陸クラブ

急速に発展する AI (Artificial Intelligence) 技術に基づき，画像認識による応用が広まっている。蝶の
分野に適用する場合，標本画像から自動的に種類を定める自動同定が考えられるが，検討例を見ない。
今回，利用が開放されている画像認識エンジンを利用し，自動同定に必要な画像データセットの構成，
認識結果から種の判定に必要な基礎的な事項について検討し，一部自動同定が可能な結果を得たので
報告する。

A Basic Study on Automatic Identification of Southeast Asian Butterfly 
Specimens by Image Recognition

Yutaka Katsuyama

Six Continents Club, Kyoto Univ. Butterfly Res. Soc. OB

Based on the rapidly developing AI (Artificial Intelligence) technology, the application of image recognition has 
been spreading.  In the field of butterflies, it is possible to automatically identify the species from the specimen 
images, but there are no examples of such automatic identification.  In this paper, I report the results of a study 
on the components of the image data set required for automatic identification and the basic items required for 
species identification based on the recognition results, using an image recognition engine that is open to the pub-
lic. 
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【A03】

西表島で発生したルリモンジャノメ

楠本 優作 

順天堂大学

昨年（2021 年），沖縄県西表島で日本では初となるルリモンジャノメ Elymnias hypermnestra の発生
が確認された。ルリモンジャノメは台湾，中国，インドシナ半島，インド，スンダランド，小スンダ
列島など東南アジアに広く分布し，観葉ヤシなどを食樹とするため原産地では極めて普通に見られる
蝶である。一方国内ではこれまでに竹富島，与那国島，沖永良部島でそれぞれ一頭が採集されたにす
ぎない極めて記録の少ない迷蝶であった。しかし 2021 年は西表島で発生したことにより，多くの個
体が記録された。今回はルリモンジャノメの発見の経緯，現地での発生状況，食樹などについて発表
する。

Elymnias hypermnestra which emerged on Iriomote Is.

Yusaku Kusumoto

Juntendo Univ.

Last year (2021), the first occurrence of Elymnias hypermnestra in Japan was confirmed on Iriomote Island, 
Okinawa Prefecture. This butterfly is widely distributed in Southeast Asia such as Taiwan, China, Indochina 
Peninsula, India, Sundaland and Lesser Sunda Islands. On the other hand, only one specimen of E. hypermnestra 
was collected each on Taketomi Island, Yonaguni Island and Okinoerabu Island so far in Japan, and they were 
regarded rarely recorded accidental stray butterflies. However, in 2021, it occurred on Iriomote Island, and many 
individuals were recorded. In this presentation, I will describe the history of its discovery, its local occurrence, 
and its larval host plant trees. 
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【A04】

オガサワラセセリの自然史と保全
矢後 勝也 1・葉山 佳代 2・庄子 恭平 2・中村 康弘 3・

蓑原　茂 1・和田 慎一郎 4

1 東京大学総合研究博物館，2 小笠原環境計画研究所，3 日本チョウ類保全協会，4 環境省

小笠原のみに産するセセリチョウ科の固有種・オガサワラセセリは，松村松年博士により 1905 年に
父島で発見され，翌年に新種として発表されたのが最初である。1935 年には竹内誠一により母島でも
確認され，戦後に母島属島の平島，向島，姉島，妹島，姪島からも報告された。ただし，戦後は 1970
年に母島で再発見されるまで長らく記録されていなかった。父島からは戦後の記録はない。本種は食
草オガサワラススキが繁茂する海岸性草原を主要な生息地としているが，近年ではグリーンアノール
の捕食圧と外来植物の侵入・拡大により母島では減少傾向が目立ち，2018 年の環境省レッドリストで
はこれまでの絶滅危惧 II 類（VU）から絶滅危惧 IB 類（EN）にランクアップされ，環境省は 2018 年
2 月に本種を環境省「種の保存法」の国内希少野生動植物種に指定した。このように本種とその生息環
境の保全に向けた取り組みは，小笠原の固有生態系の回復事業の中でも急務となってきている。

本講演では，オガサワラセセリの発見史や分布，系統地理，生態，さらには減少要因を紹介する。
特に最近見出された戦前の父島産標本や中国等との共同研究により最近発表した分子系統地理も取り
上げる。また，公的機関や民間団体，研究者等が進めている保全活動や，今後の保全対策や展望につ
いても簡単に触れてみたい。

食草オガサワラススキに止まるオガサワラセセリ♀（平島）．
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Natural history and conservation of Parnara ogasawarensis
Masaya Yago 1, Kayo Hayama 2, Kyohei Shoji 2, Yasuhiro Nakamura 3, 

Shigeru Minohara 1 and Shinichiro Wada 4 
1 The University Museum, The University of Tokyo, 2 Research Institute for Environmental Planning, 

Ogasawara, 3 Japan Butterfly Conservation Society, 4 Ministry of the Environment, Japan

Parnara ogasawarensis (Hesperiidae), endemic to the Ogasawara Islands, was discovered on Chichijima Island 
in 1905, and originally described in the following year by Dr. Shonen Matsumura. It was found on Hahajima Is-
land by Mr. Seiichi Takemura in 1935. After World War II, however, the skipper had not been reported for a long 
time until it was rediscovered on Hahajima Island in 1970. Since then, it has also been recorded on Hirashima 
Island, Mukojima Island, Anejima Island, Imotojima Island and Meijima Island of the Hahajima Islands, but has 
become extinct on Chichijima Island. Although the habitat of this species is coastal grasslands composed mainly 
of the larval hostplant, Miscanthus boninensis, its rank was raised from the Vulnerable (VU) to the Endangered 
(EN) in the updated Red List 2018 of the Ministry of the Environment, Japan, due to predation by an introduced 
lizard, Green Anole (Anolis carolinensis), and to invasion of some introduced plants, especially Leucaena leuco-
cephala and Casuarina equisetifolia, into the native vegetation. Subsequently, it was designated as the Nationally 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora by the Ministry of the Environment, Japan. Therefore, the action 
plan for conservation of this threatened species and its habitat is urgently needed to restore the unique ecosystem 
of the Ogasawara Islands.
In this presentation, we introduce the discovery history, geographical distribution, phylogeography, biology and 
decline factors of Parnara ogasawarensis. In particular, we outline an old specimen of this species from Chi-
chijima Island found in the insect collection of the University Museum, the University of Tokyo, and the major 
results of molecular phylogeographic analyses recently published in a collaborative study with researchers from 
China and several other countries. Also we make a brief mention of the conservation activities by the central/
local governments, conservation organizations and researchers, and the future direction of conservation in the 
endangered species.
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【A05】

Findings on butterflies of Taiwan during the pandemic Covid-19 period

Yu-Feng Hsu

National Taiwan Normal University

The outbreak of the covid-19 by the end of 2019 has effectively blocked free traveling of people, but not butter-
flies. During over two full years of the pandemic, some interesting findings on butterflies have been noticed and 
documented in Taiwan. The most surprising news is the introduction or invasion of mango-associated Euthalia 
phemius. The first confirmed sighting record of this nymphalid butterfly was made from a site near the Jilong 
(Keelung) Harbor near northern end of Taiwan, in October of 2019. It soon spread and entered Taipei Basin in 
2020, then colonized Taoyuan and Xinshu in 2021. We expect it to continue expansion southwards. Another in-
teresting finding is that quite a few individuals of Papilio polytes ledebouria (or P. alphenor ledebouria) were 
found from Lanyu Island in the spring of 2021, with breeding recorded. Individuals that may be hybrids between 
nominotypical polytes and ledebouria were also discovered. It was probably originated from immigrants from the 
Philippines, and it awaits to see if this swallowtail taxon will continue to occur in Lanyu. A few butterfly species 
that were usually considered as “southern” species have been found from northern Taiwan, perhaps involving 
range expansion caused by the climate change. These species include Graphium agamemnon, Delias hyparete, 
Jamides celeno, Nacaduba pactolus, and Pithecops corvus. The appearance of P. corvus may raise some concern 
since they have been found from a few sites that used to be only inhabited by P. fulgens. It is worthy to investi-
gate whether competition exists between the two congeneric species on host plants or habitats.

Keywords: Euthalia phemius, Papilio polytes ledebouria, P. alphenor ledebouria, range expansion, climate 
change, mango-feeder

フェミウスイナズマの幼虫 Larva of Euthalia phemius.
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COVID-19 大流行期における台湾の蝶類に関する知見
徐　堉峰

国立台湾師範大学

2019 年末までの Covid-9 の発生により，人々の自由な移動は事実上止められたが，チョウの移動
は止められていない。パンデミックが続く丸 2 年以上の間に，台湾ではチョウに関するいくつかの
興味深い知見が注目され，記録されている。最も驚くべきニュースは，マンゴーに発生するオジロ
イナズマ Euthalia phemius の導入または侵入である。このタテハチョウの最初の確認された目撃記録
は，2019 年 10 月，台湾の北端に近い吉隆（基隆）港付近の場所からなされたものである。すぐに広
がり，2020 年には台北盆地に入り，2021 年には桃園と新竹を発生した。今後，南方への拡大が期待
される。また，2021 年春に蘭嶼島から シロオビアゲハ Papilio polytes ledebouria（または P. alphenor 
ledebouria）のかなりの個体が発見され，繁殖も記録されたことも興味深い。名義タイプ亜種の polytes
と ledebouria との交雑と思われる個体も発見された。フィリピンからの移動が起源と思われ，今後も
蘭嶼でこのアゲハが発生し続けるかどうかが注目される。通常は南方系と考えられていたいくつかの
蝶が台湾北部で発見されており，おそらく気候変動による分布拡大が関与していると考えられる。こ
のような種には，コモンタイマイ Graphium agamemnon，ベニモンシロチョウ Delias hyparete，コシ
ロウラナミシジミ Jamides celeno， クロウラナミシジミ Nacaduba pactolus， リュウキュウウラボシシジ
ミ Pithecops corvus などが含まれる。リュウキュウウラボシシジミは，かつてツシマウラボシシジミ P. 
fulgens のみが生息していたいくつかの地点から発見されていることから，両種の寄主植物や生息地で
競合しているかどうかの調査も必要である。

フェミウスイナズマの蛹 Pupa of Euthalia phemius.
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【S01】

《招待講演》

『世界のアゲハチョウ図説』と珍アゲハのエピソード
中江　信（横浜市）

世界に数多生息する蝶の中でもアゲハチョウの仲間は大型かつ美麗な姿で多くの人を魅了してき
た。私もご多分にもれずその魅力にとらわれてもう半世紀にもなる。この間，サラリーマンとして勤
務しながら 30 を超える世界の国々を訪れ，200 種のアゲハチョウを採集してきた。このほどその成果
を 1 冊の本「世界のアゲハチョウ図説」にまとめて出版することができた。全世界の 603 種のアゲハチョ
ウを 1 冊で見ることができる類例のない内容で，多くの人から好評をいただき，英語版の出版も検討
中である。今回の講演では世界各地のアゲハチョウの珍稀種を紹介し，それにまつわるエピソードも
併せて説明したい。また，ソロモン諸島に分布する稀種モエルネルツバメアゲハの採集の様子を収め
た秘蔵映像も特別に公開する。 

Special Invited Lecture

Episodes of 'Papiliondae of the World' and Rare Swallowtails
Makoto Nakae (Yokohama)

Among the many butterflies that live in the world, the 
Papilionidae has attracted many people with their large 
sizes and beautiful appearances. I, like many others, 
have been fascinated by this family of species for half a 
century now. During this time, while working as a sala-
ried employee, I visited more than 30 countries around 
the world and collected 200 species of papilionids. I 
have recently published the results of my research in a 
book entitled ‘Papiliondae of the World’, or “Illustrated 
Guide to the Swallowtail Butterflies of the World”. The 
book has been well received by many people, and I am 
now considering publishing an English version. In this 
lecture, I would like to introduce rare species of swal-
lowtail butterflies from all over the world and explain 
the episodes related to them. I will also show a special 
video of my collection of the rare Papilio (Chilasa) 
moerneri, which occurs in the Solomon Islands.
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日本蝶類学会に入会しませんか？

当会は 1992 年に創立され，蝶を愛するプロの研究者とアマチュアの愛好家およそ 400
人からなる学会です。会員には年 3 回，学術論文や報文を掲載したフルカラーの会誌

「Butteflies」と，年数回（3 ～ 5 回），主に会員向けの連絡事項やエッセイなどを掲載した
連絡誌「Butterflies Newsletter」をお届けします。

また，例年 12 月に都内で会員向けの総会・大会を開催しますが，会員は参加費が無料
となります。総会・大会は国内外から毎年 100 人を超える参加者があり，最新の蝶の話題
が報告されます。このほか夏に全国各地でフォーラムを開催しております。こちらも会員
は参加自由です。

当会の会計年度は 1 月から 12 月までで，会費の納入をもって当該年度の会員資格を取
得したものとします。

● 会費　10,000 円（一般），6,000 円（大学生・大学院生），3,000 円（高校生以下）

当会については以下の Website，公式ブログ，Twitter でも情報発信しておりますので是
非ご覧下さい。

当会の創設者，故・五十嵐邁元会長は，「日本蝶類 “ 学会 ”」ではなく，「日本蝶類 “ 楽会 ”」
を目指したいと話しておられました。プロの研究者，アマチュアの愛好家を問わず蝶の世
界を楽しむ人たちが集まった気楽な会です。

【問い合わせ】
日本蝶類学会　The Butterfly Society of Japan

〒 113-0001 東京都文京区白山 1-13-7
アクア白山ビル 5 Ｆ 勝美印刷㈱ 内 

担当者 : 竹内 
E-mail: bsj@shobix.co.jp TEL. 03-3812-5223 FAX. 03-3816-1561 

郵便振替口座：00170-1-334608 ＜日本蝶類学会＞
HP: http://sheseesea0603.wixsite.com/teinopalpus　

Blog: http://bsj.blog.so-net.ne.jp/　
Twitter: bsj_t
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日本蝶類学会 2021年度大会
プログラム・講演要旨集

作成：斎藤 基樹・長谷川 大
英訳（一部）：高崎 浩幸
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