ギフチョウ Luehdorfia japonica （絶滅危惧Ⅱ類）
1979 年に東京 7 年間の国内留学を終えて兵庫県高砂市に転居。周辺の蝶に関しては何も情報が
なく、高砂市のすぐとなりの加古川地区で 2001 年から加古川の里山・ギフチョウ・ネットの会員
となってギフチョウの保護活動をすることになろうとは思いもしない。当時、ギフチョウに関して
は、京都市左京区鞍馬の道なき林の奥まではいりこんだ 竜王岳山頂部しか経験がない。その場所
は、中学時代に文通で付き合っていた小野山充氏が京都大学経済学部へと進んでいて、1 年おくれ
で理学部に入った筆者と初めて生協食堂で会うことができ、そのときに詳しく教えてくれたギフ
チョウに確実に会える極秘のポイントだ。初めて一人で訪れた 1964 年 4 月 12 日には、鞍馬から
静市へと抜ける山越え道のところどころ路傍に咲くツツジの花にもすでにギフチョウが見られ、
そのせまい山道を峠手前でブッシュへと踏み込んで道なき林をくぐるようにして山頂近くまで進
むと初めて小道があらわれ、杉林にかこまれた平坦な潅木地帯となる。さらに小道をたどれば見晴
らしのいい急斜面部に出る。崖部にそって尾根道が右方向にのびているが、どこに至るかはわから
ない。この尾根筋沿いにツツジの群落があって、初めて訪れた 1964 年にはギフチョウが次々と求
蜜飛来して楽しめた。
そういうわけで、1981 年 4 月、ギフチョウにはすぐ近くの加古川市で会えるとは知らないまま、
京都市鞍馬まで家族でドライブをする。17 年
ぶりの竜王岳は途中の疎林地帯はさほど変化
していないものの、山頂平坦部の杉の木が大
きく育って、小道周辺の潅木も茂みを増し、太
陽光が届く空間が大幅に減ってはいたが、ギ
フチョウがちらちらと飛び出してくれ、子供
たちに生きた姿を見せてやれてほっとする。
それでも 1964 年のようなツツジの花に次々と飛来する光景はなく、半日ねばって見られたのは 23 頭だけ。翌 1982 年 4 月に再度訪れたときはさらに少なく、もはや高砂からわざわざ訪れる場所
ではなくなってしまった。しばらくはギフチョウのことを忘れて、ウツギが多いせいで確実にトラ
フシジミに出会える加古川市志方町まで自転車を踏み、越冬後のルリタテハやテングチョウ、そし
て早春のみに活動するコツバメ、ミヤマセセリなどをカメラで追うのが早春の楽しみで、1998 年
4 月 10 日もトラフシジミの多い山道へと踏み込む。路面で開翅行動をみせてくれるトラフシジミ
をビデオカメラに収められ、気をよくして小道を歩くその目の前を小さ
なアゲハチョウが飛ぶ。いや、どうみてもギフチョウだ。まさか、と思
いながら走って追いかけネットインするとまぎれもないギフチョウそ
のもの。これには驚いた。こんなに身近にギフチョウがいるとは思いも
しないことで、早速、周辺の林の中に入って食草のヒメカンアオイを探
してみると、小さい株ではあるが水の流れが少ない谷筋に点々とみつか
る。4 月 20 日過ぎに再び自転車を駆って、10 日にギフチョウを採った
近くへと向う途上、肩にグリーンネットをなびかせるようにかついで走るそのネットめがけて、く
たびれたギフチョウの♀が飛び込んできてこれまたびっくり。メスがいるくらいだから道路際に
カンアオイがあるのでは、とあたりの林斜面を調べると、幅 2ｍほどの群落がみつかる。これまで
のいきさつを姫路昆虫同好会の近藤伸一さんに電話連絡すると、何のことはない、加古川の里山・
ギフチョウ・ネットという加古川市職員を含むボランティア団体があって、筆者が発見したと思っ
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た場所を含めて食草ヒメカンアオイの分布もかなり調べが進んでおり、毎年、産卵数や幼虫数の調
査など、ギフチョウの継続発生支援活動がなされているとのこと。しばらくはこの活動には参加で
きなかったが、2001 年から参加メンバーとなる。
よれよれ状態でネットへと飛び込んできたギフチョウの♀からは、1 個だけが採卵でき、冬場の
蛹を風呂場の隅に置いてときどきは温かい雰囲気に保ったせいかどうか、1999 年 3 月 26 日に羽化
した個体は、後翅の黒状紋がきょくたんに少なく、黄色部分が広い異
常型である。前翅中室は俗に飼育紋といわれる黄色い楕円状模様とな
っているが、これを果たして「飼育紋」ときめつけていいのかどうか、
筆者は疑問に思っている。なぜなら、その後、人工ペアリングなども
駆使した 50 頭以上の飼育を行ったなかで、この紋が頻度高くでる傾
向はないからだ。なお、上記写真のような異常型はその後もでていな
い。
ギフチョウ・ネットの活動中で最もきついのが 9 月中の残暑厳しいなか、ギフチョウが発生する
雑木林に入っての間伐作業だ。イヌツゲやヒサカキという林を暗くしてしまう常緑樹を切り倒し、
ヒメカンアオイの繁殖に大きな妨げとなるササ竹類もカマや剪定バサミで刈り取るのだが、特に
ササ竹は根こそぎ取り去るわけではないので、11 月末から 12 月初旬にもう一度伐採作業をするな
どイタチごっこを繰り返している。この大変な作業には、インターネットで楽しいブログを展開さ
れている板野さんご家族全員がはるばる神戸からもかけつけて応援してくれ、メンバーの中に現
役高校生の協力を依頼できる貴重なコネをもつ方もいて薮蚊の攻撃にもめげずに活動してくれて
大助かりするなど、保全活動が少しずつ一般の人たちへと輪を広げられているのはありがたいこ
とだ。
「加古川の里山・ギフチョウ・ネット」の代表世話人である竹内隆さんは、ヒメカンアオイの分
布を明らかにするのに多大な貢献をされた竹中さんという強力な助っ人とともに、自然界でのギ
フチョウ蛹発見を何度も達成され、1999 年には世界で初めて羽化の瞬間からのビデオ記録に成功
されて「月刊むし」1999 年 1 月号 p.12-13 に発表、さらに 2008 年 4 月号にも第 2 報論文を発表さ
れている。
ギフチョウ♀の羽化が始まる早春の雑木林では、若干早めに羽化した♂が交尾相手の♀を探す探
雌飛翔がみられ、通常、♂は林床近くをあちこち縫うように飛ぶのだが、いきなり林内のつたが絡
まるコナラの樹肌をなめるように下からまっすぐ上方へと幹にそって飛びあがっていく光景を目
にし、あまり見ない行動だと強く印象に残っていた。実は、この♂の特異飛翔は、蛹から出たギフ
チョウの♀が木立の幹にそ
って上方へと這い上がって
羽を伸ばし、日光がよく当
たる場所をみつけてそこで
じっくりと飛び立つ準備を
始めたという上記第 2 報に
記された事実によって、ギフチョウの♂は、木立樹肌で羽をかためる体勢にある♀を交尾対象とし
て探していたのだと説明でき納得した。いつの日か、あの樹肌にそって上方へと飛ぶギフチョウ♂
の飛翔行動をぜひともビデオ映像として記録したいものだ。
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ヒメギフチョウ Luehdorfia puziloi inexpecta; L. p. yessoensis
1997 年 4 月 19 日

（準絶滅危惧）

長野浅間温泉

すっかりヒメギフチョウをあきらめて、もう少し下の畑地斜面に乱れ咲くセイヨウタンポポの
黄色い絨毯を芸術的映像として Video に納めようと準備していたそのとき、やや黄色っぽい蝶がタ
ンポポの群落を覆うように咲いているモモの花を訪れる。憧れのヒメギフチョウだ。ひとつの花で
ゆっくり吸蜜するという期待ができない動きに Video よりもネットを選んでしまう。そのうち、複
数の新鮮なヒメギフチョウがぽつぽつと現れ、土手際に咲く黄色いタンポポを転々と吸蜜するき
れいな『春の女神』のスナップをかろうじて Video に納めることができて大いに満足。道路沿いの
小川の縁を下流からさかのぼってくるヒメギフもいて、山側の枯れススキの間に隠れるように舞
い下りて姿を消す。食草があって産卵目的で入り込んだものと思われ、小川を飛びわたって辺りの
ブッシュを探したが蝶も食草も発見できないまま元に戻る。テングチョウや C－タテハの完全越
冬成虫も遊んでいて、テングチョウは好んでモモの花で吸蜜し、セイヨウタンポポの黄色い花には

C－タテハのオレンジがとても良く似合うが動きが速くて Video 撮影はできず。
1997 年 5 月 3 日

北海道厚田村濃昼

大きな急カーブで見通しが悪い上になかなか途切れない車の列をなんとかしのいで林道に入る。
沢の流れがとてもみずみずしい。水辺できれいなルリシジミの♂が吸水しているがスギタニルリで
はないのでそのまま先に進む。林道の手前を大きく右手に進んだ斜面に咲くセイヨウタンポポに
は、この日もエゾヒメギフチョウが訪れており、さらには道路沿いを直線的に飛翔する個体もすん
なりネットインでき、労せずに♂♀1 ペアをゲットしてここを訪れたことが正解であったと満足す
る。クマザサの茂みを縫うように飛ぶ個
体もみられ、食草のオクエゾサイシンが
自生する道なき斜面をよじ登ってみると、
クマザサの根元に美しい濃いピンク色の
サクラソウがひっそりと咲いており、こ
の花の蜜を求めてエゾヒメギフチョウが
舞っていることが分かる。先ほどのタン
ポポの花をもう一度チェックすると今度
はヒメアカタテハが訪れている。
その後、エゾヒメギフチョウは姿をみせ
ず、あいかわらずクジャクチョウと C－タテハが飛び立つ林道を下りながら周辺の山肌を彩る樹々
の若葉が本当にきれいで何度か振り返ってしまう。まさに後ろ髪をひかれる思いである。立ち去っ
てしまうのを名残惜しく感じつつ、ついには山を離れてバス停に向かう。
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ウスバシロチョウ Parnassius citrinarius
外見上とてもアゲハ属には見えないが、分類学的にはアゲハチョウの仲間となるため、最近和名
がウスバアゲハに変更された。それでも多くのチョウ愛好家が今でもウスバシロチョウという愛
称を好み、筆者もその一人。
昆虫少年に名乗りを上げた小学校 5 年のとき、中学生となっていた次兄もチョウ採集に手を染
めていて、仲間と出かけた高知市円行寺でウスバシロチョウをとらえて持ち帰り、三角紙に納めら
れたきれいなチョウがグライダーのような飛び方をしていたと見せられたのが初めての出会いだ。
何とかそのグライダー飛翔を目にしたいし、チョウそのものも標本として追加したいとの思いを
募らせ、中学校の科学班メンバーとなって遠征した高知市鏡村小川口のレンゲ畑で初めてその優
雅な飛翔を目の当たりにして感激。その後、大学 1 回生のときチョウ好きと分かって友好を深め
ることとなった地元京都在住の石田君が、ウスバシロチョウがたくさんいるところに案内すると
いって連れて行ってくれた滋賀県葛川梅ノ木というところで本種がまさに乱舞する光景を体験し、
本種は生息地によっては信じがたいほどの個体数をみることができることを知るが、高知梶が森
や鏡村小川口などで乱舞するほどの個体数をみたことはない。
社会人となって神戸市に住んだ頃、ベルギーとフランスの蝶友と標本交換を始めていて、高知で
僻地教育に情熱を注いだ父が赴任する各地域で母が野山を駆け巡ってチョウを採集し、その交換
用の高知産チョウを数多く送ってくれたが、香美郡物部村岡内に本種が多産することを知り、子供
を連れて帰省した際に足をのばして本種の乱舞を楽しむこともできた。チョウ探索種を定めるこ
となく家族づれで訪ずれた兵庫波賀町や夢前町に偶然本種の多産地があることを知り、何度か訪
れてその群れとぶ様子をビデオ撮影もしたが、こうしたエッセイに添付採用できる画像がなかな
かうまくえられない状況が続き、いつのまにか波賀町と夢前町、いずれの地でもチョウが激減し、
それが異常繁殖したシカによる食草類の食害によることがわかる。
そして 2014 年 5 月、波賀町音水渓谷にもはや本種の姿はなく、かろうじて夢前町のごく限られた
荒れ地で寂しげに飛び遊ぶ本種に出会う。ツマキチョウの♀も飛ぶその荒れ地にみられるムラサキ
ケマンは数えるほどで、観察できた本種はわずかに 3 個体。キツネノボタンらしき黄色い花から
キイチゴの仲間の花へとフワフワという感じの飛翔で場所を変えながら蜜を求める個体に絞って

追いかけまわし、自然吸蜜
の様子をなんとか映像とし
てとらえたが、数少ない食
草ムラサキケマンの状況か
らも、今後の生息維持がか
なり心配。
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ヒメウスバシロチョウ Parnassius stubbendorfii hoenei
1996 年 6 月 24 日：北海道愛別町。まずは JR 愛別駅方向にもどって、近くにみえる山すそを探
索する。ミニサイクルなのでなかなか距離が伸びないが、ぜいたくはいわない。右手には両側にカ
ラマツ林が連なる平坦な林道が分岐しており、その少し左上は砂利の多い広場から黒い土の道が
上り坂となって小高い森に入り込んでいる。ここでは蝶がいそうな森をめざして左の坂道を登っ
てみる。ひょうきんなクロヒカゲが汗をかいた腕にとまったりして出迎えてくれる。 右手は薄暗
いカラマツ林。左手奥には伐採あとの日当りもいい開けた斜面が見える。昔、高知大豊郡の梶が森
でウスバシロチョウのゆるやかな飛翔を楽しんだ、あのときの環境によく似ていて、いかにもヒメ
ウスバシロチョウが出てきてもおかしくない。すばしっこく飛交っているやや赤みの濃いオレン
ジのセセリの仲間はコキマダラセセリだろう。しばらく道路からこの斜面を観察していると、予測
どおり、ふんわりと純白のヒメウスバが現れる。ノイチゴの白い花を転々と吸蜜して回っているよ
うだ。雲が切れて晴間が斜面全体にひろがると、どこにいたかと思えるほど急にヒメウスバの白が
増え、足場のよくない斜面草地で白いグライダーとの追っかけっこを楽しむ。
1996 年 6 月 25 日：愛山渓。自動車の往来が激しい国道沿いにき
れいではないドライブインがあり、その前の道路標識が、愛山渓へ
はすぐ先の三叉路を右に入ればいいことを示している。19km とあ
って、かなり勾配を上げるだろうから片道 3 時間ていどだと覚悟す
る。ドライブインで飲物と腹の足しになりそうなものを調達して出
発。国道を離れて数十ｍもゆかないうち
にヒメウスバシロチョウがあちこちで
悠然と舞う。愛別では数が少なかったこともあって、ノバラのトゲも
ある足場の悪い斜面をかなり無理して追いかけたが、ここでは平坦な
アスファルト道路上でいとも簡単にホイホイとネットに入ってくれる。
フキの葉っぱ上で思い切り羽を広げて日光浴をしている姿などを
Video 撮影し、いよいよ広いアスファルト道路を奥へと入って行く。
ここでも可憐なツマキチョウが地面とほぼ一定の距離を保ちながら
道路を横切っていく。スモモの木がある人気のない民家庭周辺を大
きなミヤマカラスアゲハが飛ぶ。道は次第に勾配をあげ、あたりの
木々がいかにも北海道という感じとなり、ミヤマカラスアゲハが次
から次へと、道路上をまっすぐに上手からこちらに向って飛んでく
る。新鮮個体は少ないが、 6 月だというのに春型の特徴をもった後
翅のコバルトブルーが美しい。
1999 年 7 月 5 日：愛山渓。妻運転のレンタカーで国道 39 号をひた走る。石狩川に沿う道を進
むと、チャリンコを借りて走ったなつかしい愛別町が見えてくる。そのままやり過ごして JR が左
に平行して走るようになると安足間。国道右手にドライブイン愛山渓が現れたところで国道を離
れる。自転車ではかなりきつかった坂道を今日はすいすいと登ってゆく。この日はヒメウスバアゲ
ハが人里離れた奥へと進んだあたりで初めて姿を現し、3 年前には少なかったエゾシロチョウの方
が多い。
Copyright© 2009- Soft House JUMP. All rights reserved.

5/33

ジャコウアゲハ Byasa (Atrophaneura) alcinous alcinous; ssp. loochooana, bradenus
ジャコウアゲハのジャコウは香水の麝香で、実際このチョウの♂を手にしてにおいをかぐといい
香りがする。昔、中国でジャコウジカを殺して香水を作っていた話とか、♂、♀ともに麝香の香を
放つというジャコウネコも有名。ジャコウア
ゲハについては深見浩氏による京都大学化学
生態研究室での研究があって、食草であるウ
マノスズクサからの抽出液をしみこませた紙
に♀が産卵するという実験を発展させ、食草
中に含まれるアリストロキア酸とセコイトー
ルという二つの物質が混在するときにのみ、
それを感知して産卵することをつきとめてい
る。実際、♀の前肢には多数の針のような毛が
あって、ウマノスズクサの葉っぱの表面に傷
をつけて成分を確認してから産卵することが分かっている。ジャコウの香は、ウマノスズクサに含
まれる成分を幼虫が体内に取り込んで、その成育過程でつくりあげられると考えられている。
ところでアリストロキア酸というのは人間にも有害な毒物であって、ジャコウアゲハはこの毒
物を体内にもつことで鳥からの攻撃を回避していることも分かり、さらには、♀は産卵後にこの毒
を含むクリームを卵
に塗布して外敵から
守るという知恵まで
もっているというか
ら驚きだ。有名なフ
グは、海洋細菌が生
産するテトロドトキ
シンという青酸カリの 500 倍の強さがある猛毒を食物連鎖で体内に蓄積し、ストレスを与えると
体表から毒成分を放出することが分かっていて、大型魚などの外敵にはこの毒で対処していると
推定されているが、多くの魚類のなかでフグだけが毒を蓄積できる理由は謎のまま。自らはなぜ体
内でその毒にやられないのかについて、フグは毒が作用する神経系構造が他の生物とは違ってい
て毒が入り込めないという説が有力のようだが、ジャコウアゲハについて
はまったく分かっていない。
ジャコウアゲハは食草のウマノスズクサの分布と一致して、東北では能
代市、二戸市、宮古市あたりが北限で、南は南西諸島全域にまで定着して
いる。♂の翅表は黒いビロード状の光沢があり、♀は暗灰色で一見して区別
できる。蛹はオウムの顔に似た様相をもつユニークな形で、蛹の状態で越
冬する。
西畑在住の 2000 年頃、佐用町から庭に移植しておいたウマノスズクサにどこから飛来したのか
ジャコウアゲハの♀が産卵したことがあるが、2014 年になって数キロ離れた加古川に近い高砂市
内の土手にウマノスズクサが群生するところをみつけ、そこでの飛翔個体も確認できて納得した。
2008 年に迷チョウのクロマダラソテツシジミが神戸市方面から加古川市立志方中学校校庭にある
ソテツの新芽の存在を感知して飛来し、次世代が発生したことなど、母チョウの食草を察知する力
はまさにチョウ能力。
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Apr. 20, 2016

高砂市の生息地で♀を確認

ジャコウアゲハの♀が確認できた。きわめて新鮮な個体で、カンサイタンポポの花蜜を求めて
次々と場所を変えて飛ぶのをフォローすると、ときには翅の全開姿勢もとってくれる。辺りを飛

び交う 3-4 頭の♂にとっては待ちに待った♀の登場なのに、なかなかアタックするものがいないな
あと観察していたら、やっと飛びかかる♂が現れる。しかし残念ながらあえなく拒否されて、目
の前での交尾は成立せず。キリシマツツジの開花が進むところでは翅の傷んだ♀が休息をしてお
り、ここでの世代継続に心配はなさそう。
Apr. 22, 2016 午後の公園周辺
ジャコウアゲハの生息地にある公園で午後のチョウ観察。ツツジはまだ 3 分咲き程度で、時折
アゲハとアオスジアゲハが近くまでやってくるが蜜を吸うことなく飛び去る。ドウダンツツジ周
りにジャコウアゲハがいないかと向かう途中で、もう眠りにつく準備を整えているかのように休
息中のアオスジアゲハを見つ
ける。さて、そのドウダンツツ
ジだが、期待通り♂が転々と移
動しながら吸蜜を楽しんでい
る。動きが速くてフォーカス合
わせが間に合わない。
Mar. 20, 2018

ジャコウアゲの羽化を記録

3 月 19 日に羽化兆候を見せた蛹からの羽化の瞬間記録を撮ろうかと準備しながら、その日には
出てこなかったため、撮影対象から外して吹き流しへと移していたが、本日の朝になってその蛹

から頭部分がでたままもがいているのに気づく。すぐに吹き流しから取り出して、その後の変化
を記録し始めたが、アキニレの小枝に蛹化したその位置の前後に狭い間隔でつく葉っぱが微妙に
邪魔となっているらしく、なかなか足場を確保できなくて蛹からの脱出に大苦戦。10 分以上を要
してようやく大きなおなか部分の脱出を果たしたあと、今度は翅を伸ばすのに十分な空間がとれ
なくて孤軍奮闘（あとになって、蛹側が下になるように小枝を固定してやればよかったと申し訳
なく思う）。徐々に伸びていく後翅裏の赤い紋がとてもきれいなのでズームアップ記録を撮る。
この日は午後から雨となり気温も下がったのだが、次々と羽化してきた他の個体とともに、天気
が回復して暖かくなる日まで野外への旅立ちは待ってもらう。
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Mar. 25, 2018

ジャコウアゲハを現地へともどす

次々と羽化してくるジャコウアゲハを、越冬蛹を回収した元の生息地へと放すべく現地を訪れ
ると、土手斜面のどこにもウマノスズクサの芽生えが確認できない状況に愕然とする。このよう
な状況下、次から次へと羽化してくるのは好ましくないが、ジャコウアゲハにとっての求蜜源と
して菜の花が咲いているのは安
心で、土手斜面にタンポポの花
もいくらか咲いている。放した
個体の多くは公園のクスノキの
茂みへと飛んで行き、どこにお
ちついたのかを確認はできな
い。唯一、菜の花で休息態勢を
とって動こうとしない♀の記録を撮って退散。
Apr. 19, 2018

ジャコウアゲハの産卵を確認

ジャコウアゲハの生息地の状況が気になって訪問。児童公園の草むらにエンジン草刈り機が入
っていて、タンポポなどの吸蜜源が刈り込まれるのは残念だな、と作業の進行を眺めていたら、フ
ェンス際のカラスノエンドウにやってきているジャコウアゲハが目に入る。新鮮な♀で、ここらの
どこかで無事に越冬できた蛹からの羽化個体と思われる。この個体から目を離さないように追い
続けるとウマノスズクサが生育
し始めている土手側へと飛んで
くれる。あきらかに土手斜面で
産卵場所を探すような飛翔なの
で、驚かさない程度につきまと
うと、やがて産卵し始める。撮影

角度を変えて尾端から押し出される卵の状況と、母チョウが飛び去ったあとカメラを地面におい
て産卵された卵の状態を撮影記録。この♀を追いかけている途上、草むらのどこかで休憩をしてい
たらしい♂も飛び出してくるが記録は取れず。母チョウはさらに地面から少ししか生育していない
きわめて小さな株にも産卵。同じ母チョウの二度に渡る産卵シーンを記録できたので帰ろうかと
歩きはじめた前方に新たな♀の飛翔がみえ、急ぎその個体の産卵シーンをねらう。ふわりふわりと
土手斜面を飛ぶその飛翔は、やはり産卵場所をどこにしようかと探るもので、やがてウマノスズク
サへと落ち着く。すでにあちこちと産卵をしてきたのか、1 個、2 個、3 個とゆっくり時間をかけ
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た産卵で、3 個目の産卵を終えるとそのまま休憩しはじめる。それでは、と退散し始めるといきな
り飛び立ってカラスノエンドウで点々と吸蜜してまわる。やはり産卵という作業にはかなりのエ
ネルギーを必要とするのにちがいない。
June 28, 2018

ジャコウアゲハ：受難の季節

6 月に入って加古川沿いの県道周りで除草作業が始まり、ジャコウアゲハの生息地でもウマノス
ズクサが生育している領域の一部が一気に刈り取られるという影響が出た。実は、6/18 に生息地

一帯で発見できた蛹 40 個体をすべて回収し、羽化するごとにこの現地で放しているのだが、土手
裾野にスカンポに混じって繁茂していたウマノスズクサが完璧に刈り取られてしまったのは打撃
が大きく、おそらく新たに産みつけていたに違いない卵や、幼虫が犠牲になったと思われる。土手
上にあがって県道沿いをみれば、兵庫県管轄の道路際 1m という範囲の除草が終わっており、幸い
土手斜面上部のウマノスズク
サの多くが助かっていて幼虫
もみつかる。近日中に国土交通
省管轄のノラニンジンが多い
斜面の除草が実施されるはず
で、目につく幼虫 5 個体を回収
して道路際のウマノスズクサ
に移してやったが、ブッシュ内まで立ち入って探してはいない。こうした調査活動をしている間に
も、間もなく食草が刈り取られる恐れがあるという状況を何も知らない 3 個体のメスが産卵目的
の飛翔を繰り返しているのがなんともやりきれなく、できるだけ道路際に産卵してほしいと願う
しかない。また、草むらで愛を育んでいた交尾ペアを驚かせて飛び立たせてしまったが、児童公園
のヒバの高い位置へと避難す
るのを見届け、最後にその様
子を記録。ところで、道路際
に残るウマノスズクサが国土
交通省による次の除草作業で
無事に残る保証はどこにもな
く、担当部署にウマノスズク
サが茂る部分だけは残してくれるよう Q&A コーナーに要望を入れておいた。
July 2, 2018

国土交通省へのメール要望に対応が

ジャコウアゲハの生息地では、母チョウによる産卵が盛んな時期で幼虫も初令から終令近いも
のまで成育中だが、国土交通省の管轄である県道西側の土手斜面で除草作業が北から南に向かっ
てどんどん進んでおり、ウマノスズクサが自生する部分で草刈りが実施されると、ジャコウアゲハ
の卵や幼虫が全滅してしまう。そこで 6/28 に国土交通省の HP にアクセスして、その Q&A コー
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ナーにせめて土手の道路際から 1m ていどは草刈りをしないでほしい、との要望をしたのだが、本
日の午前中に担当の方から現地で落ち合って話を聞きたいとの電話が入る。なんともありがたい
対応で、約束の時間より少し早めに現地に入ると、驚いたことにすでに土手斜面の裾部分がすべて
刈り取られている。急ぎ、これから除草が進められる斜面部に入ってウマノスズクサを調べると、
卵や幼虫のつく株が散見され、すべての回収を始める。やがて担当の方 2 名がやってこられ、国土
交通省が除草する目的は、土手斜面の地肌を露出させて、陥没や強度の緩みがないかの目視確認に
あり、土手際肩部まですべての露出点検が必要で、ウマノスズクサが多く茂る部分も刈り取ること
が原則不可避だと。そして、すでに実施した刈り取りは、専用除
草車の安全運転のために必ず行う前段階の手作業だとの説明を
受ける。当方の希望は 1）可能な限り肩部のウマノスズクサが残
る除草としてほしい、2）それがだめなら、せめて幼虫がチョウ
になるまで除草作業を 1 か月ほど遅らせてほしいとの希望を伝
える。最終判断がどうなるのか今はいえないが、部署内で再検
討をするとの約束をしてくださり、その後は猛烈に熱い太陽が照りつけるなか、確実に刈り取られ
る部分で徹底的に卵と幼虫を回収して回る。葉裏に産みつけられた卵は総数で 30 個はあり、これ
らは持ち帰って孵化させ、その後の対応はまた考えるとし、幼虫は 1 か月のうちにチョウにまで
育ってくれるかどうかわからないが、道路際のウマノスズクサ群へと移して撤収。
July 11, 2019 ジャコウアゲハの独り保全活動
ジャコウアゲハは姫路市で市蝶として保護をしているが、高
砂市ではごく普通のチョウでしかない。ではあるが、食草のウ
マノスズクサがどこにでも生えているわけではなく、たまたま
筆者の家から約 2km の県道沿い土手斜面一帯にその食草が群生
していて、ジャコウアゲハの発生が継続するように筆者がひと
りで保全活動をしている。
生息地一帯では公的機関による年数回の除草作業があって、その時期によっては卵、幼虫、蛹
が犠牲となるわけで、実際にこれまで何度かその現実を目の当たりにした。刈り取られた草が積
み上げられた状態で点々と置かれている部分で、巻き込まれた幼虫を探して回収できたときや、
事前に幼虫を回収できたときに、姫路市の「ジャコウアゲハが飛び交う街連絡協議会」の尾上事
務局長さんに幼虫を引き取っていただいたこともある。
何とかならないかと、除草作業を担当する部署を知りたく、最初に兵庫県に電話を入れると、
県道沿い 1m 幅が兵庫県で土手斜面は国土交通省管轄だと教えてくれる。国土交通省の担当部署

の対応はとても親切で、現地で筆者と落ち合って事情をしっかり把握いただき、担当者が代わっ
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てもきちんと本件対応が引き継がれていて、事前にいつ実施すると電話連絡をしてくださるまで
になっているのがありがたい。
ウマノスズクサは上記 2 機関の管轄外となる土手下の平坦部にも多く自生していて、ここにも
多くの産卵がみられる。本日、高砂市に確認の電話を入れると、浄水課の担当で除草作業は年 3
回、次は 8 月中-下旬の予定で、エンジン草刈り機による除草だとわかる。
Aug. 2, 2019 ジャコウアゲハの生息地で草刈り
8 月に入り高砂市による土手平坦部の除草が始まるので、ウマ
ノスズクサを残してもらうための周辺の草刈りをする。7 月中に
周辺のチガヤなどを根こそぎ引き抜くなどしておいたが、2 週間
以上たつと緑の草が繁茂して、チガヤが生長してきている。児
童公園ではクマゼミの合唱が始まっており、ジャコウアゲハも
すっかり目覚めて土手周りを 4-5 頭の♂が飛びまわっている。昨
日羽化した♀に赤マジックで 8/1 とマークして自宅で放した個体がきていないかとの期待がある
が、その姿はみえない。
早速、持参した鎌を使ってウマノスズクサ周りの刈り取りを始める。平坦部のウマノスズクク

サまわりの背丈の高いチガヤや緑濃い草をできる限り刈り取ってみたあとで、Before/After の撮
影記録を比較してみると大汗をかいた作業だったわりにその成果が目に見えにくい。高砂市の指
定業者の方に、これが刈り取りせずに残してほしいという草なんだな、とわかってくれることを
願う。
Apr. 16, 2019

桜にジャコウアゲハ

キタテハと遊んでいるあいだに待望のジャコウアゲハの♀が現れるが、数えきれないほどに生
育してきたウマノスズクサが見られる土手へとは向かわず、まだサクラが残る児童公園へと飛ん
でいくのは昨日と同じパターン。新芽をだしたキンモクセイの木が 5 本ほど立ち並ぶところで、

その新芽をなめるようにジャコウアゲハの♂が飛ぶ。ときにはアゲハチョウとも絡んだりする
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が、探雌飛翔のように見える。そこに♀も現れ、こちらはカラスノエンドウなどが咲く低い場所
を低空飛翔し、ウマノスズクサを探しているようにみえる。それは土手の方だよ、と教えてあげ

なくても探し当てるはずだが、その飛翔についてまわるといきなり舞い上がってうれしいことに
桜の花蜜を楽しみ始める。このようなシーンはめったに見られないので撮影記録も複数アップし
ておく。ジャコウアゲハは例年よりも羽化が早く、一方、桜の花が例年よりずいぶん長く咲いて
くれるという両条件がうまく合致した結果で、今後、このようなシーンが再現するかどうかわか
らない貴重な記録だ。
Sep. 5, 2019

高砂市の誠意ある対応に感謝

久しぶりにジャコウアゲハ
の生息地にいってみると、平
坦部のウマノスズクサまわり
にロープを張った囲いがされ
ていて、その内部にはチガヤ
が青々と茂り、ウマノスズク
サものびのびと生育している。よくみるとロープの 2 か所に「生態系保護区」だと示す説明掲示
も吊り下げてあり、現場で落ち合って除草の進め方について話し合ったとおりの対応が実施され
ている。市民一個人の要望に対して、高砂市の上下水道部浄水課がここまでして下さり、担当の
河合さんには感謝の気持ちでいっぱいになる。

その撮影記録を撮り終える
ころ、ジャコウアゲハの♂が
現れて筆者の体の周りを飛ん
で公園側へと飛び去る。土手
上の県道沿いで生き延びた幼
虫がここまで育ってくれたの
だ。まだいるはずの蛹を調べようと、県道沿いへと土手斜面をのぼり、足場を確保しながら草を
かきわけて進むと合計で 14 個の生蛹がみつかり前蛹も 1 個体をみる。天敵にやられたと思える
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蛹が 3 個体あり、卵以降に毒を持つというジャコウアゲハで
あっても自然界につわものの敵がいる。
全体の調査を終えて顔をあげると、土手斜面に♀がやって
きて産卵して回っている。その産卵シーンと産みつけられた
卵を記録し、先に見た♂が飛んでいった公園側をみやると、
その♂がユキヤナギの葉に止まって今宵はここで眠ると思わ
れるそぶり。遠くからその状況を記録して公園内へと移動し、ユキヤナギに近づく動きで驚かせ
てしまったのか飛び始める。その動きをみていると、以前によく休憩場所としていた桜の木のま
わりへと移って、やがて近くのアキニレの葉上に落ち着く。そこに新たな♂が 2 頭も現れていき
なり追飛翔が展開され、草原でシロツメクサの花蜜を求めて飛ぶ♀もいるのでしばらく追いかけ
る。結局この日に観察できたジャコウアゲハは 3♂2♀。残る蛹と合わせると、来年へと越冬する
個体がかなり期待できそうだ。
Apr. 14, 2020

ジャコウアゲハが桜で吸蜜

ウマノスズクサは新しい葉っぱが出てきたところで、この時
期の移植が適当かどうかわからないが、雨で土が水分を含んで
いるという好条件だけを考え、移植する側の根回りに十分元の
土が残るように深く採取して移植。3 株のウマノスズクサの移
植を終えて、ジャコウアゲハがキンモクセイの新葉周りへと飛
んでいくのを追ってみると、連日の雨風にも耐えてまだ花が多

く残る桜の樹の周りも飛んで見せる。昨年は 4 月 16 日にジャコウアゲハが吸蜜する光景を観察
できた桜で、やがて吸蜜をする個体が現れる。後翅の損傷が大きい個体でいい絵にはならない

が、この春初めての光景をビデオ撮影記録する。この桜のそば
で粘り続け、2♂の吸蜜シーンを記録できたあたりで正午を知ら
せるサイレンの音が聞こえてくる。アゲハチョウが公園の広場
で旋回飛翔を繰り返し、疲れて路面に静止した場面も記録し
て、顔をあげると、比較的きれいなジャコウアゲハが別の桜の
樹の周りを飛び始める。この桜でも昨年の 4 月 16 日に吸蜜シ
ーンを記録できているのだが、本日もうれしいことに位置は高いが、桜の蜜を吸い始めてくれ
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る。しかも思った以上に長い時間同じ場所で吸蜜を続け、少しずつ角度を変えた撮影記録もとれ
る。やがてさらに高い位置で羽ばたきながら吸蜜する光景を見せてくれ、最後に、完全に逆光と
なる飛翔をビデオ撮影して撤収。
Apr. 17, 2020

桜とジャコウアゲハ Ser.3

桜の花が散り始めて、なお、ジャコウアゲハの♀の羽化を確認できないが、いぜんとして桜で
吸蜜をする♂を観察できるのはうれしい。とはいえ、桜を訪れる個体の新鮮度が落ちて行ってい

るのが残念。住宅街に近い桜
の樹を見て回ると、ジャコウ
アゲハがやってきて目の前で
吸蜜しはじめ、青空を背景と
したいい感じの吸蜜態勢をと
ってくれる。その♂も新鮮度
が落ちているのが残念だが、そろそろ引き上げようかとした段階での吸蜜サービスはありがた
い。
Apr. 18, 2020

桜とジャコウアゲハ Ser.4 は♀

複数の♂があちこちで探雌飛翔を繰り返す中、ようやく今年初見の♀が現れる。本日羽化した
個体だと思え新鮮度が高く、その飛翔を追うと、うれしいことに低い位置の桜で吸蜜し始める。

そのあと広場となっている草地を低く飛び、やがて休憩し始める。先ほどから飛び交う♂たちは
まだ気づいていなくて、アタックを仕掛ける個体は現れない。できれば後翅が破損した個体では
なく、イケメンの♂とカップルになってほしい。
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アゲハチョウ Papilio xuthus xuthus
筆者の手元に図書館で借りてきた平賀壮太著「蝶・サナギの謎」
（トンボ出版、2007）という 79
ページの本がある。平賀さんは 1936 年新潟生まれの元熊本大学教授（分子生物学）で、定年退官
後も京都大学医研究科で専門のバクテリア研究を続ける一方、自宅で趣味の蝶の研究を再開して、
アゲハチョウの蛹の色に関する謎を解き、さらにはアオスジアゲハ蛹の保護色についても世界初
の快挙となる法則を発見して、両アゲハの写真が昆虫生理学英文専門誌の表紙を飾っている。本書
の冒頭に「自然を観察しているときに気づいた疑問を、どのようにして自分で調べたら良いのでし
・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
ょうか？（本書は） 蝶 のサナギの色はどのようにして決まるのかという素朴な疑問について、そ
の謎を解いていった研究結果をまとめたもので、疑問に思ったことを実際に自分で実験によって
解明していく手法は科学の基礎であり、少しずつ分かってくるワクワクする謎解きの面白さを味
わってください」と書かれている。平賀さんの研究結果を要約して紹介しよう。
中学時代「カメレオンのように周りの色に似た蛹になるのか」を調べるためにいろんな色の紙を
巻いたコップの中で割り箸への蛹化実験をし、すべてが緑色蛹で「蛹の色は周りの色とは無関係」
という結果をえています。50 年後に蝶の研究を再開して、光沢紙とサンドペーパーを使い、蛹の
色は付着物体に対する触覚刺激によって、表面が滑らかなら緑、粗い面であれば褐色になる、とい
う容易には発想できない結論を出された。まとめれば数行だが、本にはこの結論を得るまでの多彩
な取り組みが記述されている。その後、一日のどんな時間帯に蛹になるのかを調べるため、夜は目
覚まし時計を使って 1 時間おきに起きる観察実験を 1 か月も続け、夜中に蛹になることをつきと
めているが、まるで拷問を受けているようだったと述懐されている。そして、赤い鉢の平滑表面に
緑色の蛹となった写真を示して「生物の歴史の中で私たち人間は新参者です。アゲハチョウは人間
の作り出したいろいろな色の人工物に適応した保護色の蛹になる能力はないのです」と前半のア
ゲハチョウの項を結んでいます。アオスジアゲハについては、前蛹周りの[入射光]-[透過光＋反射
光]＝照度差が 40 ルクス以上だと赤褐色、それ以下だと緑色の蛹になるという事実を世界で初めて
明らかにされた。アゲハチョウとは違って、アオスジアゲハは朝最後の脱糞を済ませて蛹化準備に
入り、翌日の正午頃蛹になるそうで、何度も飼育経験のある筆者でも、アゲハチョウやアオスジア
ゲハで蛹化の時間帯まで決まっているとは考えたこともない驚きの結論であり、機会をみつけて
検証したいと思っている。
アゲハチョウは北海道から南西諸島まで広く分布する普通種で、1957 年日本全域には分布しな
いオオムラサキが国蝶に選ばれたとき、最後まで対抗馬として残った多くの人になじみのあるチ
ョウ。学名の属名 Papilio がラテン語名詞の“チョウ”という意味であるのも納得できる。筆者は
アゲハチョウが明らかに花と間違って赤い南天の実に迫る
のを見たことがあり、緑色の捕虫網をもっているとアゲハ
チョウやアオスジアゲハがその網めがけて飛んでくるとい
う興味ある行動も何度か経験して不思議に思っている。紫
外線反射光のある波長域に対しての挙動だと推定している
が、この解明には平賀さんのような深い洞察力をもった粘
り強い研究が必要となる。
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キアゲハ Papilio machaon hippocrates
キアゲハは北海道から屋久島までの分布で、それより南では沖縄で偶発記録があるのみ。他の
Papilio 属が食べないセリ科植物を主食とし、野菜畑のニンジン、
ミツバ、パセリ、セロリなどを食べる。たまに食卓上のパセリに
卵がついていることもあるが、その場合は無農薬栽培だと安心し
ていい。山間部ではシシウドなどで発生する。
1998 年西畑で妻と娘が育てていたハーブ：フェンネルがクリー
ム色の花をつけた頃に求蜜飛来している姿をきれいだと見てい
たら、このハーブがキアゲハの食草に適合していたらしく母蝶が
次々と見境のない産卵をして、おかげで幼虫は柔らかい葉っぱを
すっかり食い尽くしたあと一部は庭の他の場所に植えてあったパセ
リまでも丸裸とする始末。残る幼虫がどうするのかと観察していると
なんと茎の部分をかじり取るように少しずつ食って、あちこちで自然
蛹となり次々ときれいな蝶となって飛び立っていったのには感心し
た。数日後、まだ日暮れまでには大分時間があるというのになぜか庭
のライラックの葉上に舞い戻り静止す
る個体がいて、どうしたのかなと Video
撮影をしていたら、やがて天候が急変、嵐を思わせる強い風を伴っ
た雨となってしまった。ライラックは大きく揺さぶられキアゲハは
強い雨風にしばらく耐えていたがいつのまにか安全な場所に移動し
たらしく元の葉上から消えていた。発生場所である我が家の庭に戻
ってくれたことをうれしく思う一方で、天候の悪化をいち早く察し
たキアゲハのすぐれた本能を見せつけられた出来事でもあった。
羽だけの標本図は、昨年 8 月加古川市で開催された「青少年のための科学の祭典」で、子供たち
を対象にフエルアルバムを使う標本作
製法を伝授した際のキアゲハの見本。胴
体やアンテナがないのは寂しいが、ひと
目で羽の表裏がみられ、胴体のない分腐
る心配がなく専用の高価な標本箱もい
らないなど、簡易長期保存法としてお勧
め。子供たちには多種類の見本標本を参
考としたアルバム作りをしてもらった
が、色彩が鮮やかだからだろうかキアゲ
ハとアオスジアゲハが欲しいという子
供が多く、今後もこうした企画の継続に
は、相当数の同種標本の確保が必要とな
り悩むところ。
筆者は、標本箱空間を余計に占有する大型のアゲハ類のほとんどをこのアルバム形式に切り替
えた。アゲハ属の紹介には、自然界での撮影記録があまりないこともあって、アルバム標本写真を
使うことが多くなる。
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2012 年以降に撮影したキアゲハの画像記録。

June 26, 2015

豊岡市の来日岳山頂部で

太陽光が届く位置がかわるのにしたがってヒサマツのテリ張り場所が移るのでは、と探索する

過程で目についたキアゲハの交尾個体を初記録。
Sep. 30, 2017 つい秋風に誘われて
ぬけるような青空の初秋、秋風に誘われて加古川河川敷へとチョウタイム・サイクリング。カナ
ムグラが茂る場所まで行ってみて、秋型のキタテハはまだ発生していないことを確認したところ
でキアゲハが飛んでくる。動体視力を発揮してネット一振捕獲すると、尾状突起が欠けたオス個体

なので証拠記録を撮りつつ放してやる。正直、青空を背景にここまできれいに飛び立つ様子が記録
できているとは想定外。
Apr. 15, 2020 岩山の尾根道で
尾根筋を蝶道として飛び交
うアゲハとキアゲハを眺めて
いると、キアゲハが小道から
離れたツツジの花が咲く場所
へと寄り道をする気配。急ぎ
走りよると案の定吸蜜をしていたが、長居をせずに飛び立ってしまう。その様子のビデオ記録に
はいくらかの飛翔記録がとれている。
Copyright© 2009- Soft House JUMP. All rights reserved.
17/33

クロアゲハ Papilio protenor demetrius; P. p. sitalkes
クロアゲハは北海道以外の日本全土に分布し、青森県南部が北限となる。黒いアゲハと聞くだけ
では面白みのないチョウだと思われがちだが、どっこいそうではない。♂は後翅前縁にさりげなく
白い飾りをつけ、♀はこの白条紋がないことで容易に雌雄を区別できる。♀においては後翅の外縁
にそって、表裏ともにじっくりな
がめるとまさしく自然の芸術品と
もいえるみごとな赤い弦月模様が
並び、特に後翅表面の赤い紋は美
麗。裏面も色調がやや淡くなるが、
内側の大きい赤紋内にしぶいブル
ーの鱗粉がちりばめられてみごと
だ。♀の後翅表面中央部には霜降り
状の青藍色鱗粉が広がっていてこ
れがまた美しい。和名を単純にク
ロアゲハだとしてしまっているの
が失礼だと思ってしまうが、そうかといって残念ながら代替案は浮かばない。
石垣島ではこの♀の赤紋がさらに発達した個体がみら
れ、それを見たいがためにわざわざ遠くから訪れる愛好
家がいるほど。その究極の異常発達タイプが 2004 年 6
月に千葉からご夫婦でチョウと共に住みたいと石垣島に
移住された入野さんによって捕獲され、彼のＨＰに展翅
中の写真が掲載されてい
る。これを見たら、クロ
アゲハに関心をもつ愛好
家の誰もが、このタイプ
との再会を期待して足を
運んでもなんら不思議で
はない、信じがたいほどの美麓異常タイプだ。
入野さんとは八重山諸島の蝶を紹介してくれるＨＰ
「昆虫愛ランド in 石垣島」を通じて懇意となり、2005
年 9 月に石垣島現地で初めて顔見知りの仲となれたが、
趣味が同じということで、思わぬ遠隔の地で親しくなっ
た方はすでに 20 数名、人の輪がひろがるのは楽しい。
クロアゲハは花の蜜が好きだが、♂は群れて湿地で吸
水することもあり、樹林内の木陰を縫うように飛び交い、
蝶道とよばれる一定のコースをいったりきたりする習性もある。アゲハチョウは緑色のネットに
惹かれてときにはネット内にまで飛び込むこともあるが、クロアゲハは赤いネットもって立って
いると、その赤いネットめがけて飛んでくるなど、チョウそれぞれで面白い。
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オナガアゲハ Papilo macilentus macilentus
オナガアゲハは北海道から九州まで広く分布するが、本州の中部より南では山地性のチョウとな
って、その気になって山へと入らないと簡単には出会えない。筆者が初
めて本種と出会ったのは高知県大豊村梶が森に遠征した夏のことだっ
たと思うが、確かな記録としては、すでにアルバム標本とした Aug. 23,
1970 兵庫六甲山、というラベルのつく筆者採集の♀個体があり、次い
で May 3, 1971：高知吾北村清水；coll. Biwako Simazaki のラベルが
つく、僻地教育に情熱を傾けた亡き父に同行した地で亡き母が採集した
♂個体のアルバム標本が残っている。右の記録に見るように、おおむね
メス個体の方が大きい。
クロアゲハ、カラスアゲハなどのクロ系アゲハの多くがツツジなどの
花蜜を好んで訪れるが、本種は渓流沿いを流れるように、あるいは木陰
の多い林縁を縫うように飛びぬけていく光景がよく似合う。そんなわけで、本種の撮影記録が長い
間撮れなくて、そのせいもあって出会い記録の執筆を躊躇してきたが、ついに、May 19, 2014 に
ツツジの花を訪れたオス個体のビデオ撮影記録が撮れた。撮影地は、幼虫が好むとされるコクサギ
が渓流沿いに豊富にある兵庫県夢前町山之内というところ。チョ
ウが花を訪れているとき、ゆっくり蜜を吸い続けてくれると撮影
が楽なわけで、今回は花蜜が美味しかったのか十分時間をかけて
とどまってくれた。この日、このツツジを訪れた他のチョウは、
クロアゲハ、カラスアゲハ、ミヤマカラスアゲハ、アオスジアゲ
ハで、少し離れた場所ではモンキアゲハも観察でき、アゲハ類の
観察にもってこいの好ポントに出会えた思い。2014 年に体験した本種の幼虫がコクサギを好むこ
とを実感できたエピソードを紹介すると、ミヤマカラスアゲハの飼育目的で野外から採取したコ
クサギに、偶然卵がついていたようで、ある日突然幼虫が姿を見せるというラッキーな展開があ
り、日本産アゲハ属中もっとも細長いという蛹も目の当たりにできた。なお、終令幼虫はクロアゲ
ハとよく似ているが、おどろいたときに出す嗅角が本種は淡黄色でクロアゲハは赤いという明瞭

な区別点がある.
May 5, 2016 クリンソウが咲く兵庫県神崎郡の山間部で
竹内さんが案内してくれ
た、クリンソウ（九輪草）が
咲く山間部で、オナガアゲ
ハ、カラスアゲハの吸蜜シー
ンをフォロー。
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モンキアゲハ Papilo helenus nicconicolens
モンキアゲハは後翅に大きな紋があって、通常は図のように白い紋が目立つが、飛び古した個体
では黄色味を帯びてくる。おそらくそういう新鮮度がお
ちた標本に基づいてモンキアゲハと命名されたものと思
われ、本来、モンシロアゲハとした方がふさわしい大型の
アゲハチョウ。加古川の里山周辺では、春から初夏にかけ
てツツジやクサギなど、いろんな花を訪れる。筆者の中学
時代の自然観察では、モンキアゲハが訪れるオニユリの
花が茎の下から徐々に開いていってその先端部まで咲き
誇ると梅雨が明けて暑い夏場へと突入する、そのような
時節判断の材料にできた。
モンキアゲハも温暖化のせいで北へと分布を広げており、現在太平洋側では仙台市付近、日本海
側では新潟上越市付近が北限となっている。南の方は、沖縄本島には普通だがナガサキアゲハ同様
八重山諸島では迷チョウとなる。このチョウも蛹で越冬する。
高知市の観察では、暑い真夏の日中は涼しい樹林内を静かに飛翔し、ときには羽を全開にした状
態で木の葉上に静止して休憩をしている。暑さがゆるむと、人家庭の花畑へと降りてきて花の蜜を
たっぷりと楽しむ。夏にカラスアゲハと競うようにネムノキの花を訪れる光景が印象的で、その真
夏に発生する個体では後翅の白い紋が帯状に羽の下部へと数を増す傾向があって、図のように八
重山諸島に普通
のシロオビアゲ
ハにみられるよ
うな模様が出る
個体を捕獲した
こともある。そ
の後もかなり注
意しているが、
ここまで白紋が帯状に伸びた個体には出くわせていなく貴重な記録となっている。この標本は、尾
状突起もあってもっときれいだったが、長期保管中に破損
してしまって残念。モンキアゲハの♂は通常翅表後翅に赤
い弦月紋を発現しないが、1997 年沖縄の知念村で後翅翅表
の弦月紋からして♀だと思って捕獲したら、なんとこれが
珍しく♂だった。モンキアゲハのような大型のアゲハだと、
生殖器を調べれば簡単に雌雄が判別できる。学術的には重
要な変異ではないが、チョウ愛好家にとっては、なんであ
れめったにみられないこうした変異個体に出会うとうれ
しいもの。
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ナガサキアゲハ Papilio memnon thunbergii
ナガサキアゲハは地球温暖化のせいで次第に北へと分布を広げている南国系のチョウで、現在
神奈川県でも多数の記録があり、福井では定着しているらしい。幼虫は消毒さえされていなければ
ミカン科をほとんど選り好みなく食って育ち、蛹で越冬する。高砂市の松波町や西畑でも最近はよ
くみかけるが、英語で Swallow-tail と称される後翅の尾状突起がないので他のアゲハチョウ類とは
簡単に区別できる。台湾には尾状突
起のある有尾型が普通で遺伝的にも
有尾型が優性だと分かっているが、
日本ではわずかに記録があるだけで
無尾型が主流。
♂は羽化したばかりだと沖縄産標
本にみられるように翅表にうっすら
と青藍色の鱗粉がちりばめられ、特
に後翅裏面はきれいだが、通常、そっ
けない黒一色にみえる。♀は♂よりも
大型となり、後翅に白条紋があって、
春から夏にかけて気温があがるにつれてその数が増え、飛
翔しているときにこの白条紋が多ければ多いほどすばらし
く優雅でうっとりとみとれてしまう。沖縄では前翅にも白
色部が広がって（白化）
、その飛翔時の美しさは文字では表
現しつくせない。かつて著しく白化した美麗この上ない♀が
西表島で観察されているが、現在、その系統は絶滅したと考
えられ、南国系チョウといわれるのに八重山諸島では迷チ
ョウで、定着はしていないとされる。
筆者の郷里高知市では、食樹となるウチムラサキという
ミカンの木の周りを産卵目的でゆったりと舞う♀の飛翔をみるのがとても楽しみだった。白化度の
高い♀が多い沖縄で見られる光景にはとても及ばないが、それでもじゅうぶん優雅にみえた。高砂
市西畑のテニスコート周りにはよく現れて、周囲の金網フェンス沿いにふわふわと飛んでくれ、
2008 年夏には松波町にも現れてフワリフワリと風にのって飛ぶ姿を目にした。♀の前翅翅表基部
には真っ赤な三角状マークがあっ
て、左に添付した高知吾北村の標
本のように稀に♂の基部にもこの
赤紋がでることがある。
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シロオビアゲハ Papilio polytes cyrus; ssp. polytes （Ⅱ形♀）
シロオビアゲハは 1973 年、東京多摩動物園の温室内で終令幼虫を見たのが初の出会いで、その
温室内で成虫の姿は見ていない。1962 年までの高知市でのナガサキアゲハやモンキアゲハなど大
型アゲハ類の飼育経験から終令幼虫の微妙な違いを判別できる状況にあり、ミカン葉っぱ上の幼
虫が幼虫図鑑でしかみたことのないシロオビアゲハだということはすぐに分かった。
シロオビアゲハが実際に飛ぶ姿は、初めて沖縄を訪れた 1993 年 9 月、どんなチョウたちに出
会えるかと胸膨らませて本部半島今帰仁方面へとバスに揺られる
車窓からの光景を思い出す。せっかくの初の沖縄なのに天候が芳し
くなく不安な気持ちとなりつつあったとき、バス沿線に舞うシロオ
ビアゲハの姿は「沖縄に来たんだ」という感慨と希望をわかせてく
れたのだった。この日は次第に天候が回復して、一体どこからやっ
てくるのかツマベニチョウが降って沸いたようにハイビスカスの
赤い花をめがけて次々と現れる状況に歓喜した。チョウがいそうだ
という勘だけをたよりにまったく土地勘のない乙羽岳林道をひた
すら歩いて、バス車窓にみたシロオビアゲハがシロノセンダングサの花蜜を求めて複数頭訪れる
場面を間近に観察でき、美麗なⅡ型♀も初体験した。大汗をかきながらひと山越えてたどりついた
伊豆味の人家近くで捕らえた 2 頭目のⅡ型♀が乙羽岳林道の個体と後翅白紋にかぶさる赤い鱗粉
がいくらか違っており興味がわく。1995 年 11 月には初めて訪
れた波照間島で、広くはない島内のどこに行ってもシロオビアゲ
ハが群れ飛んでいて、♀が混じっていてもそのほとんどがあまり
見栄えのしないⅠ型ばかりの状況にうんざりしたが、ブリブチ公
園の近くでようやくⅡ型♀に出会え、その後翅模様が沖縄本部半
島産とはまた微妙に異なっていていっそう関心度が高まる。大型
アゲハ類は標本箱を占領してしまうので最近はほとんどを羽だ
けのアルバム形式にしており、その中からシロオビアゲハⅡ型♀の例を示すが、後翅の白紋と赤鱗
粉の出方などに変化の多いことが分かる（左：翅表、右：裏面）
。

このシロオビアゲハのⅡ型♀は、体内に毒をもつことで鳥などの天敵から身を護っているとされ
るベニモンアゲハの分布が広がるのと相応して、そのベニモンアゲハに擬態するタイプとして発
生頻度が増したという説があるが、果たして短期間にそのような都合のいい変異が起こるのかど
うか容易には納得しがたい。この♀におけるⅠ、Ⅱ型の出現度に関してはⅡ型の方が優性であるこ
とが交配実験で明らかにされているという。
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Apr. 25, 2017 沖縄八重岳
2006 年以来の訪問で八重岳に向かう。ナビ任せで初めての道をたどる途上、古嘉津でナガサキア
ゲハの♂が道路のど真ん中で吸汁している場面に遭遇し、車を降りてビデオ撮影を試みるもアング
ル調整中に飛び去られる。側溝に流れはないが湿った土の上で複数のイシガケチョウが翅を広げ
てへばりつくような姿勢で吸汁している。近づくといっせいに飛び立つイシガケチョウのチョウ
吹雪が展開し、その動きにつられてどこかで休憩していたアオタテハモドキが飛び上がり、すぐそ

ばの路面でみごとなブルー
輝かせる。次いでシロオビア
ハが同じように吸汁し始め、
からのアングルを選んで撮
記録。道路沿いに咲く白花の
ザミや、かわいいピンクの花、シロノセンダングサなどで吸蜜するのはシロビアゲハだけ。

を
ゲ
横
影
ア

カラスアゲハ Papilio dehaanii; ssp. hachijonis, tokaraensis
カラスアゲハは、私がそのチョウであったなら、もっとふさわしい名前をつけてよ！と文句をい
いたくなるほど、自然界には本当にきれいな色があるものだと魅入
ってしまう、それはみごとに色彩豊かなとても美しいチョウだ。兵
庫でも山深く入れば、さらに濃い色調の美麗なミヤマカラスアゲハ
という近縁種がいて、信州や北海道に産する春型は金緑色に輝くま
ばゆいほどの美しさ。日本には約 250 種のチョウがいるが、一度、
それらの中から美しい種を 10 頭ほど並べて、どのチョウが一番き
れいで好きか、という賞品をかけた投票をしてもらったら面白いの
ではと思っている。
幼虫が好んで食べるのはコクサギという柑橘系ミカン科の山地
性低木で、カラスザンショウ、キハダなどという樹木の葉っぱも食べる。西畑で、1984 年 8 月に
信州から持ち帰ったミヤマカラスアゲハ♀に産卵させて飼育するために、神崎郡の七草山からコク
サギを庭に移植して育てていたところ、いつのまにかカラスアゲハが産卵していて自然状態で家
の裏庭でカラスアゲハが 2 頭発生したことがある。
このコクサギからの発生が途絶えて久しい 1998
年、妻が多種類の花を植
栽して楽しんでいたせい
で訪れるチョウが多いな
か、久しぶりにカラスア

Copyright© 2009- Soft House JUMP. All rights reserved.

23/33

ゲハもきてくれたのがうれしく一連の Video 記録をとっているが、植栽したコクサギ以外には近所
にカラスザンショウなどの自然発生樹がなく実態の把握はできて
いない。
カラスアゲハもミヤマカラスアゲハ同様、寒冷地の方の色彩がよ
り鮮やかな傾向がみられ、例えば北海道旭川の安足間産標本に示す
ように、兵庫音水渓谷産にくらべて後翅のブルー鱗粉が幅広く、か
つ濃くて美しい。カラスアゲハは♂の前翅翅表に暗色の長毛からな
る性斑といわれるビロード状の部分があって、♂にのみ見られる特
徴となっている。♀は相対的に鱗粉が緑色を帯び、♂は青色が勝って
いることでも雌雄の差を認めるが、上記性斑の有無がもっとも分か
りやすい区別点となっている。
カラスアゲハは南方にいくにしたがい大型化する傾向があるようで、四国高知の梶が森という
標高 1000m 付近でみる個体は音水渓谷産の 1.5 倍はあり、鱗粉色も寒冷地産の特徴を示して美麗
となる。チョウの世界にのめりこむと、こうしたいろんな地域の個体差を調べたいという欲求が強
くなって、可能なかぎり全国を渡り歩きたくなるのだが、筆者は、多様な自然の中へと飛び込んで
いく、とても健康にいい趣味だと思っている。
May 5, 2016 クリンソウが咲く山間部で
竹内さんが案内してくれた、クリンソウ（九輪草）が咲く兵庫県神崎郡の山間部で、オナガアゲ
ハ、カラスアゲハの吸蜜シーンをフォロー。カラスアゲハは一度吸蜜をして、高い位置の杉の葉上

で休息を始め、もう寝てしまうのかとあきらめたのだが、帰ろうかと車にもどりかけたタイミング
で再び蜜を吸いに降りてきてくれて感激。
ミヤマカラスアゲハ Papilio maackii
日本産チョウについて「美しすぎる蝶のランキング」をするとしたら、ミヤマカラスアゲハは
おそらくそのトップ 5 には入るだろう。特に、北海道や信州山
岳部の春型にみる金緑色鱗粉の麗しい輝きは、自然の神秘をさ
え感じさせる美しさだ。
昆虫少年時代を過ごした高知では、大豊郡の梶が森:海抜
1,400m の山頂部に上昇気流にのって現れ、悠々と飛ぶ大型の
夏型本種との出会いが楽しみで、その翅表鱗粉の濃い青緑色の
ビロード調輝きがみごとだと思ったが、1979 年 5 月に信州白
馬南股で初めてみた、ツツジの花を訪れた春型の金緑色の輝き
は一瞬にして筆者を魅了してしまった。完璧に新鮮な春型個体
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を得るべく、1984 年 8 月 29 日に麦草峠で捕獲した♀汚損個体から採卵し、車で 1 時間はかか
る七草山まで代用食のコクサギをとりにゆくなどして1985 年4 月に羽化させた春型♂の標本は、
今でもその美しさを保っている。以下は北海道蝶紀行、および自然観察ノート：blog から。
June 24, 1996 上川郡愛別町
まずは JR 愛別駅方向にもどって、近くにみえる山すそを探索する。ミニサイクルなのでなか
なか距離が伸びないが、ぜいたくはいわない。街のお祭があるとかで、大きなのぼりを立てた農
家が散見できる道をどんどん進むと、
やがて長い坂道が左にカーブして登っていく。
その右手前民
家の庭先にシバザクラがみごとなピンクの絨毯を広げていてミヤ
マカラスアゲハが訪れている。後翅の尾状突起(swallowtail)が破
損しているが、第一化春型特有の青みがかった緑色がシバザクラ
のピンクによく映えて美しく、しばらく Video 撮影を楽しむ。も
う 6 月末だというのに、四国や近畿では早春だけにしか見られな
い可憐なツマキチョウがいて、北
海道を実感する。急なせまい荒れ
た山道をいくらか登った草原でヒメウスバシロチョウをしと
め、さらに山肌の潅木を縫うようにしてミヤマカラスアゲハ
が降りてくるのを早業でネットイン。6 月だが第一化春型のコ
バルトブル－がひときわ美しい♂である。
この辺りのミヤマカラ
スアゲハは発生初期とみえてみごとな新鮮体であり、
山肌に蝶道
を形成して飛交う個体が少なくない。
そこで、この蝶道を利用して「おとり捕獲作戦」を試みる。
先ほど捕まえた♂を、翅表の輝きが太陽光線にあたるように広げて、蝶道となっている畑地の湿
り気のある一角に静置しておくと、次々とあたらしい♂が集ってくるという仕掛で、
1962 年8 月、
筆者にとっては高知県外への初の一人旅であった信州蝶採集を経験させてもらえた長野県下諏
訪市の津田進さんが実践をもって教えてくれた方法だ。
案の定、
ものの数分も経たないうちに複数
の♂が集ってくる。
June 25 and 28, 1996

愛山渓

いよいよ広いアスファルト道路を奥へと入って行く。スモモの木がある人気のない人家庭周辺
を大きなミヤマカラスアゲハが飛ぶ。道は次第に勾配をあげ、あ
たりの木々がいかにも北海道という感じとなり、ミヤマカラス
アゲハが次から次へと、道路上をまっすぐに上手からこちらに
向って飛んでくる。愛別町に比べていずれも新鮮度は高くない
が後翅鱗粉は信州産よりも幅広く美しく輝いてみえる。遠くに
その姿を認めた時点で自転車を止め、蝶道を予測してネットを
構え、テニスで鍛えた動体視力とすばやいスイングでネットイ
ンする。
ただ、
あまりに勢いよくネットを振ると、
かよわい
swallowtail 部分が折れたり、破れたりして、標本としての価値がなくなってしまう。この日も、
数頭がそういう目にあってしまい、開放したネットから、危ない目にあったものだと、急いで
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自然の中へと舞い戻っていった。
May 17, 2016

雨上がりに舞うチョウ

本格的な雨のあと好天気になるとチョウが飛び遊ぶ習性に期待して、タニウツギが咲く山岳部

の渓谷へと遠征。蝶友が教えてくれた渓流沿いのあちこちにタニウツギが咲き、期待通り黒系アゲ
ハが複数頭舞っている。多くが、山麓部急斜面の高い位置や、道路急斜面下の渓流沿いや崖部分に
咲くタニウツギで蜜を求めて いる。急斜面の上も下も、アクセスが容易ではなく、滑り落ちない
ように足を踏ん張り、支えとなる植物を探して右往左往する。新鮮度が落ちる個体でも渓流を背景
に羽ばたきながら夢中で蜜を吸うミヤマカラスアゲハの輝きに魅了される。オナガアゲハもクロ
アゲハやミヤマカラスアゲハと追飛翔を繰り返しながら吸蜜場所を転々と移動するが、きれいな
画像記録はとれず。
May 22, 2017

山岳部渓谷のチョウ

朝からの好天気に期待して兵庫県山岳部の渓谷へと遠征。11 時前についた渓谷沿いでタニウ

ツギは 9 分咲き。複数のオナガアゲハがやってきており、やが
てミヤマカラスアゲハの♂も花蜜を求めて飛来する。影となっ
た部分での撮影記録はきれいな色調が十分撮り込めていなく、
転飛する際の飛翔場面を切り取れば、許される程度に春型のブ
ルーを確認できる。
ヤエヤマカラスアゲハ Papilio bianor junia
沖縄・八重山諸島に生息するカラスアゲハはオキナワカラスアゲハ(Papilio okinawaensis)とヤエ
ヤマカラスアゲハ(Papilio bianor junia)の 2 種で、生息地が遠く離れていることから同定を間違うこ
とはない。沖縄本島には、初めて訪れた 1993 年以降、1995,1996,1997,2002,2006,2013 年と 7 回も行
っているのに、なぜか蝶紀行にオキナワカラスアゲハに関する記述が一つもなく、沖縄から石垣島
へと転戦した 1995 年 11 月の紀行文に「初めて石垣島にやってきた男性が、翅が傷んだヤエヤマカ
ラスアゲハを夢中で追う様子に、その気持ちはよく分かる」としているのが、本種に関する初の記
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述となっている。結局、初めての出会いを果たした時期や場所は分からない。最も印象に残ってい
るのが、石垣島のオモト林道で 2 頭のヤエヤマカラスアゲハが仲良く縦に並んで休息していた情
景で、すぐにビデオ記録を撮ろうとしたのだが、その気配を察したのか 2 頭ともに飛んでしまった
こと。あの情景は脳裏に深く刻まれており、昨日のことのように思いだすことができる。
2015 年 2 月には、スペインや台湾の Facebook 蝶友に標本として送ることを目的に、本種の新
鮮個体を複数採集するべく石垣島を訪れ、妻の協力も得て♂♀ともに、比較的きれいな個体を採る
ことができた。このチョウの自然状態での撮影にも努めたが、遠くのシロノセンダングサで吸蜜す

るところをなんとか記録し、
バンナ公園の周回道路沿いに
連なるサンダンカの生け垣
で、ようやくオス個体が開翅
状態で蜜を求めるところを撮
影できた。
2 月という時期の八重山諸島訪問は初めての経験だが、ヤエヤマカラスアゲハがここまで緑色の
鱗粉が濃くて美しいことにこれまで全く気づいていなく、羽化直後の新鮮個体ではさぞかし美し
いことだろう。
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アオスジアゲハ Graphium sarpedon nipponum; ssp. morius
本シリーズで紹介しているアゲハチョウのなかまで、南方系のミカドアゲハと同じ Graphium 属
に分類される。幼虫がクスノキの葉っぱを食べるため、高砂市松波町周辺にもごく普通に飛び交う
チョウで、母チョウは大きなクスノキよりも小ぶりの木を好んで産卵し、松波町では F さんが玄
関前に鉢植えとしておられるクスノキがたいそうお気に入りで、いつのまにか幼虫がついていて
知らないうちにきれいなチョウに育って飛び立っている。アゲハのなかでは最も飛ぶスピードが
早く、飛んでいるときには翅表のブルーがちらつくことで見分け
られるが、いろんな花の蜜や路面の湿り気を吸う際に、小刻みに
羽をふるわせながら一定時間とどまってくれるので、そういうと
きにじっくり観察できる。翅表にはみごとな青色の斑紋が縦に並
び、後翅の裏にはきれいな赤い紋が見える。この青色がチョウが
蛹から羽化して太陽光線をうけて初めて美しく発色することは
意外にしられていない。沖縄や八重山諸島にもたくさん飛んでい
るチョウで、南国で発生する個体はブルーが濃く鮮やかでその美
しさはみごとといえる（参考：沖縄本島八重岳産）
。
本種は前翅青帯に青紋が余分に出る変異体が知られていて、筆
者による高砂市での記録はエサキ型が 8 回（西畑：May 6, 1980, Apr. 20, 2007, 荒井町新浜：飼育羽
化 Apr. 17 and 24, 2012, 松波：May 14, 2010, May 7, 2011, Mar. 30 and Apr.4, 2016 ）
、ハンキュウ型が
4 回（西畑：May 1, 2004, 荒井町新浜：飼育羽化 Apr. 17 and 20, 2012, Apr. 4, 2016）で、2011-12 年
にかけた飼育で、高砂市荒井町新浜地区に変異遺伝子をもつ 2 群がいることを確認できた。2004
年 5 月のハンキュウ型は西畑テニスコート
そばのウバメガシ葉上で交尾中の個体を見
つけたもので、持ち帰った後産卵してくれ
なかったのが残念。2011 年 5 月に松波町自
宅庭のマーガレットにきたエサキ型や 2016
年 4 月に越冬蛹から羽化したエサキ・ハン
キュウ双方の変異紋をもつ珍しい複合個体
などは、若令幼虫の採集地である荒井町新
浜地区が発生地域だと推定できるが、今後
ともこれら変異個体の出現について関心を
もち、継続観察してい
きたいと思っている。
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Apr. 4, 2016

エサキ型が続けて羽化

朝、アオスジアゲハが羽化しているのに気づいたが、なんときれいなエサキ型。翅が固まって
いないようだが急ぎ撮影記録を撮る。次いで、4 月 1-2 日と
旅行に出かけている間に羽化していた個体を、太陽光でし
っかり美しいブルーになるように吹き流しに入れてつるし
た際、中室の紋が少し小さいがこれもエサキ型であること
に気づく。近隣にエサキ型とハンキュウ型の遺伝子をもつ
タイプが生息していることは分かっていてこれまでにも記
録があるが、その密度までははっきりつかめていない。アオスジアゲハは夏の「青少年のための
科学の祭典」のチョウアルバム作成用に飼育をしていて、あまり自然を傷めなくても標本が確保
できる方法だと慰めているのだが、この珍しいタイプは自然界へと戻してやるつもり。
Apr. 6, 2016

エサキ・ハンキュウ複合型

2016 年 4 月 4 日に羽化したアオスジアゲハが吹き流し内で翅を全開させた状態で休息してい
るのをみて、前翅第 2 紋のすぐ横に小さな紋があるのに気づき、これはエサキ型とハンキュウ型
の複合型という珍しい変
異であることを知る。吹
き流し内では容易に翅を
広げた状態でおとなしく
してくれないため、部屋
内へと出して窓際のカー
テン上で、ようやく半開状態の記録をとる。あらためて羽化後の記録をよく見れば、確かに裏面
からも第 2 紋が 2 個あるのが分かる。高砂市でのエサキ型とハンキュウ型の複合型は初めての記
録で、沖縄在住の新田さんご夫妻がまとめておられる「変異・異常型図鑑」に、上述のエサキ
型、ハンキュウ型と合わせて投稿しておいた。
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ミカドアゲハ Graphium doson albidum; ssp. perillus
1956 年 5 月 20 日、高知市小高坂山の墓地脇に咲くノイバラの白い花を訪れた薄青色の美しいミ
カドアゲハを白ネット一振りでしとめたのが初の出会い。市立青柳中学校科学班の新入一員とし
て、この小高い山の中に入ればミカドアゲハが必ず採れると先輩たちに案内してもらった初めて
の部活昆虫採集での成果で、バラのトゲにネットをひっかけないようにと慎重に迫る際、羽を小刻
みにふるわせながら夢中で蜜を吸っていたミカドアゲハの姿がいつまでも鮮明に脳裏によみがえ
る。結局この日ミカドアゲハを採ったのは筆者だけで、イボタの葉に止まっていたウラゴマダラシ
ジミを捕獲していたのも筆者のみという、先輩たちにはもうしわけない採集行であった。ここから
少し北へと自転車を踏んだ円行寺というチョウ密度の濃い場所で新鮮なイシガケチョウが湧き水
の流れる路面のあちこちで羽をひろげて吸水していたのもつい昨日のように思い出せる。悲しい
ことに円行寺一帯のチョウの宝庫に人為的開発が入り、希少種であったチャマダラセセリや高知
市近郊で唯一観察できたオオムラサキとともにチョウの姿は消えてしまっている。
小学校 5 年からひたすらチョウを追ったのが自宅裏から簡単に登れた五台山だが、3 年という観
察期間中には見たことがないミカドアゲハが、1956 年 9 月開催の高知市昆虫展に他校の小学生に
よる五台山採集標本として出品されていて驚く。この発表を契機として、1957 年 7 月、中学校理
科担当の故岡本盛康先生が科学班を率いて五台山におけるミカドアゲハの実態調査を企画され、
半日を費やしてもミカドアゲハの発生を裏付ける事実がみつけられないまま竹林寺仁王門前で休
憩していたところで、突然先生自らが仁王門上部の横柱に付着する黄緑色の越冬蛹を発見。近くに
食樹のオガタマノキがあるはずだと調査を進め、仁王門からは 100ｍ以上離れた位置となる、国宝
所蔵建物奥の小さな神社境内に大きなオガタマノキがみつかり、木登りの得意な先輩の一人が高
いところの葉裏につく新たな越冬蛹をみつけてここでの発生を決定づける。さらに五台山公園内
に別のオガタマノキが数本あることまで確認して実態調査を終えたのだが、チョウを採るという
行為だけからは得られない、自然界のナゾ解きという数段深い喜びを感じられるチョウ研究の道
があることを知った貴重な体験であった。
高知県立追手前高等学校に進学したあとも「五台山のチョウの生態」研究を推し進め、さらに範
囲を広げた「高知市内のチョウの生活史研究」へとチョウとのかかわりを一層深めてゆくこととな
るが、人の縁とは実に不思議なもので、この高等学校で生物を学んだ担当教諭が高知市のミカドア
ゲハ特別天然記念物指定に尽力された故橋本清美先生であった。もっともこの特別天然記念物指
定は、当時本種の日本における生息分布が三重県などまで及ぶことなど十分調査されていなく、現
在、天然記念物指定は妥当ではなかったと評価される。高知市の市役所担当者に確認したところ、
当時、わかっていなかった本種の生活史が明らかにされた食樹のある潮江中学校校庭とオガタマ
ノキがある近隣の要法寺境内、及び、本種の定着が確認された筆山公園一帯の地域を限定した特別
天然物記念となっていて、これら地域内でのみ採集禁止としているとのことである。
1960 年 5 月 21 日の高知新聞に「五台山にミカドアゲハ－牧野植物園の山脇技師が発見」という
記事が出るが、事実は上に記したとおりで、この春はたまた
まミカドアゲハが大発生したため。ところが、残念ながらこ
んな新聞報道があったせいで大阪や遠くは東京方面からやっ
てきた憎き「チョウ屋」が、食樹をゆすれば驚いて落下する
幼虫の習性を利用して大量捕獲をするという状況となり、偶
然鉢合わせた筆者はただただあきれ「乱獲はやめましょうよ」
と苦言を述べるのが精一杯であった。
ミカドアゲハは食樹であるオガタマノキを離れて蛹化する
個体がほとんどだと思われ、特に越冬蛹においてその習性が
著しく、1961 年には食樹の近くに自生する常緑樹サカキの葉裏で複数の越冬自然蛹を確認した。
なお、オガタマノキには例年ハバチの一種が大量に競合発生してミカドアゲハの成育を脅かして
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いるが、1990 年以降、牧野植物園の稲垣技師らによる五台山公園内へのオガタマノキ植栽努力が
実を結んで、2004 年 5 月現在でも安定した発生を繰り返している。ミカドアゲハの特性でおどろ
いたこととして、稲垣さんにお願いしてわけていただいたオガタマノキ（背丈約 2m）を公園一帯
からははるか遠く離れた山の下に位置する筆者の生家裏庭に移植した 2003 年 5 月、いきなりこの
オガタマノキに 20 数個が自然産卵された。これは、母チョウの想像を超えた食樹探知能を裏付け
る事象である。蝶の発生初期には♀の羽化を期待してオガタマノキを中心に周辺の木々の梢部で
蝶道を形成して飛び回る♂の姿を多く見るが、徐々にウツギ、ヘクソカズラ、ウルシ、ノバラ、セ
ンダンなどの花を訪れる個体が多くなる。気温が高い日中であれば発生場所から遠く離れた山麓
の民家周辺路面での吸水活動も見られ、行動範囲はかなり広い。春型♀は若い葉裏（ときには葉表）
に 1-2 コ、多いときには 3－4 コを産卵する。筆者による 1968 年の飼育記録では卵期 6 日、幼虫
期 30 日、前蛹期 2 日で、蛹化後多くはそのまま越冬するが、蛹期 16 日で第二化夏型成蝶となっ
た例もある。自然状態での夏型は 6 月下旬から 8 月中旬までの発生例があるが、総体的に夏型の
発生率は低い。高砂市における飼育時の知見として、6 月末に夏型として自然羽化した蛹が付着し
ていた葉っぱの根元に、通常施される“しっかりと糸を吐いて止める工夫”がなされていなかった
観察例があるが、しっかりと糸で止められた葉っぱに付いた蛹から夏型として発生した事例もあ
り、越冬蛹と夏型として発生する蛹にどういう違いがあるのかは良く分っていない。なお、オガタ
マノキは五台山唐谷地区に保存されている前首相浜口雄幸の生家庭にも植栽されており、ここで
も本種が発生している。珍しい例として、1995 年牧野植物園の稲垣技師によってユリノキへの自
然産卵が認めら
れ、孵化幼虫の
成育まで確認さ
れた記録があ
り、高知新聞の
記事になってい
る。タイサンボ
クでの発生例は
確認できていな
い。春型、夏型
ともに赤紋型と橙黄紋型とがほぼ同じ比率で見られ、1995 年の飼育で橙黄紋型の♀による産卵個
体から赤紋型も発生することを確認し、交尾相手の♂が赤紋型
であったものと推定できるが、このときの赤：橙黄色比を正確
に把握できていなく、遺伝的には赤紋型が優性だそうだ。
1999 年 5 月中旬に高知市でみつけたミカドアゲハの幼虫を
高砂市自宅のオガタマノキで直接樹木に袋がけという自然体
で飼育したのが、6 月 1 日から 5 日にかけて蛹化したが、う
ち、2 頭が 6 月 20、23 日と続けて第 2 化となって羽化したの
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は予想外。その個体も水色紋が小さくなる夏型ではなく、八重山諸島産ほど青色が濃くはないけれ
ど水色の濃い春型と同じ大型個体で、さらに 6/20 の個体は中室の上方白色小紋が 1 個消失した珍
しいタイプだ。6 月初めにかなり冷え込み、急に気温が上った時点での自然羽化である。全部で 10
頭の蛹だが、残りはそのまま越冬態勢に入っているように見え、どこにその違いがあるのかとよく
観察すると、羽化した蛹がついていた葉っぱの根元には 2 例ともに、終令幼虫が糸を吐いて安定固
定を企てた跡のないことが判明。残りの 8 頭は蛹化した葉っぱ根元がすべて糸でしっかり固定さ
れている。ということは蛹化段階でこの夏のうちにチョウになることを決めていたとしか考えら
れなく非常に興味のある観察結果である。
かつてミカドアゲハが記念切手となった際，その描画の
右側前後翅の位置が不自然だとしてデザイン担当の画家が
事実をねじまげて誇大に描きすぎ

ていると非難をあびたことがある
が，参考に示す自然状態のアサギマダラの画像で明らかな
ように、画家による描写は少しも事実を大きく逸脱しては
いないことが分る．ちなみに，ミカドアゲハはその後 15 円
通常切手として再登場しており，ミカドアゲハを国指定の特別天然記念物として保護している高
知市の百石町郵便局では平成 13 年 9 月 3 日にミカドアゲハをデザインした風景印の押印サービス
を開始したようだが，その原画作成が文豪谷崎潤一郎によるというのにはちょっとした驚きを感
じる．
以下に、八重山蝶紀行からミカドアゲハ関連の記載を抜粋。
Sep. 18, 2004：石垣島オモト林道
突然目の前が開けて間違いなく公園造成の途中である
平地へと出る。1 頭のミカドアゲハ飛翔を追いかけてきて
偶然いきついた広場で、そこらじゅうに相当数のミカド
アゲハが飛び交っている。気をおちつけてじっくりと全
景を確認すると、左前方一番奥の路面にチョウが一団の
群れとなって吸水している状況が目に飛び込んでくる。
明らかにミカドアゲハの集団吸水だ。1997 年に上流側の
せまい砂地で数頭の集団吸水を見て以降、まったくこの
周辺では見られなくなっていた光景が、あのときの数を
はるかに増した大きな集団となって目の前に展開してい
る。全集団は右の写真記録のおよそ 2 倍の規模で、頭数にして約 25 頭。このラッキーチャンスを
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ビデオにもしっかり記録し、明日、春日井市からお見えになる高田さんたちをここに案内するとき
にもこの集団吸水が維持再現されていることを期待する。
Sep. 29, 2005：石垣島オモト林道
2004 年以降、この場所から林の奥へと、何の目的か分らないあらたな道が切り開かれているが、
木陰が多いその赤茶けた道がどうやらミカドアゲハの蝶道となっていて、濃い青色がいったりき
たりしている。路面から一定の距離を保ちながら、それでも微妙
に上下幅をともなって飛び交うミカドアゲハを飛翔正面で待ち構
えてネットインを図る。こうしたミカドアゲハやアオスジアゲハ
の飛翔中個体をゲットするのには、野球のイチロー並みの動態視
力と、ネットを振りぬく際の力加減でチョウの羽を傷めないよう
な高等テクニックが必要だ。ここ数年は、魚つり具店で求めた”た
も網”を転用した丈夫でたわまない枠組みの、しかも口径 50cm と
いう大きなネットを活用しているため、ほぼ 5 割の捕獲率でミカ
ドアゲハをしとめる。その後はチョウの新鮮度を確認し、標本と
して残すに値しない場合にはそのまま放してやる。そんな中で、
いきなり明らかに青色部分が濃い黄色一色のミカドアゲハが現れ
て、まるで産卵のための食樹を探しているかのような挙動であたりの木々の葉っぱ周りを転々と
飛ぶ。ビデオ記録をしようかネットに収めようかと迷っているうちに手の届かない方向へと飛び
去られてしまい、強烈な黄色の残像だけがいつまでも脳裏に浮かぶ。
Oct. 27, 2018：石垣島遠征：屋良部林道
林道沿いにカラスザンショウとハマセンダンの花が咲く場所では、アオスジアゲハ、ミカドアゲ
ハ、ヤエヤマカラスアゲハ、クロアゲハが群れて吸蜜しているが、多くがどこかを破損した個体だ。
花が咲くポイントを数か所めぐってきれいな個体を探して撮影記録をとる。

捕獲したミカドアゲハの翅が少し傷んでいるとわかって飛ば
してやる前にビデオ記録をとってみたが、よくみれば濃い青色
がモザイク模様となった異常個体だったことがあとでわかる。
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