ウラギンシジミ Curetis acuta paracuta
ウラギンシジミはその名前のとおり、羽の裏面全体が白銀色の鱗粉で覆われていて、相当離れた
ところで飛んでいても、白銀がきらきらと光って見えるのでウラギンシジミだと判別できる。
まさにそのような遠く離れた場所に飛ぶウラギンシジミを認めたのが、通勤途上の朝、JR 明石駅
のプラットホーム。ここで事件が起きた。新快速電車が入ってくるまでやや時間があり、筆者は遠
くの木々の梢を楽しげに舞うウラギンシジミに「こちらへ飛んで来てよ」と心でつぶやきながら目
を離さずに眺めていたところ、なんと、ウラギンシジミはとつぜんこちらに向って飛んできたでは
ないか。そしてまさに筆者のまん前までやってきて「ちゃんと来てあげたよ」といわんばかりにレ
ールの上にとまって♂であることを示す赤い翅表をしっかり見せてくれてから、またどこかへと飛
び去っていったのだ。あとで地図を確認したら 150m ほど離れたところからの飛来で、このときば
かりは自分にチョウをおびきよせる超能力があるのではないか、とさえ思われた。それからまた時
を経たある朝、やはり電車を待つ筆者の目の前にアサギマダラがふわりとやってきて「お勤めご苦
労さん」といわんばかりのあいさつ飛翔を展開してくれ、やはり筆者はチョウに好かれているの
だ、とひとり悦にいったものだ。
ところが、筆者よりもさらに上手の超能力をもっていると思われるのが、筆者も参加している加
古川の里山・ギフチョウ・ネットの代表：竹内隆さんで、世界で初めて野外の自然のなかでギフチ
ョウが蛹から生まれる瞬間をみごとにビデオ記録されている。しかも二度までも。チョウ観察会な
どで同行した場合でも、まちがいなく 2、3 種、筆者が出会えなかったチョウのきれいな写真撮影
に成功してしまうし、ウラギンシジミについても、早春の雑木林でギフチョウの羽化はまだかと探
索していた際、足元の落ち葉のすきまに横倒しの格好で越冬中のウラギンシジミを見つけたのも
竹内さんで、完全に脱帽である。
昨年から意識的に身近なチョウの標本も作製しようと努めているが、ウラギンシジミの標本は
今のところ古い記録のものしかない。幼虫
が好んでフジの花を食べるので、近隣にも
普通に発生しており、高砂市松波町でも何
度か目にはしている。シジミチョウの中で
はずば抜けて体が大きく、強い飛翔能力を
もっている。♂で翅表の赤い部分が♀では銀
白色となるので雌雄の判別は容易。和歌山
産の♀にみられるように秋には羽の先がよ
り尖った秋型となり、そのまま成虫で越冬する。観察例の多く
は樹木の雨露がしのげるような位置の葉っぱ裏に静止したま
まで冬を越しているようだが、落葉の間で冬越しをした竹内さ
んの発見はかなり珍しい例かもしれない。裏面が銀白色である
ことを示す写真も示して
おくが、これはアサギマダ
ラとの出会いを求めて相
生の三濃山へ行ったとき、
なぜか止めておいた車に執着してくれたウラギンシジミで、
車体鏡に映った自分の姿にうっとりしているのかもしれな
い。
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ゴイシシジミ Taraka hamada
ゴイシシジミは一度目にしたなら、なるほどとその和名命名が納得できる特異な碁石様斑紋を
もつかわいいシジミチョウだが、このチョウに会いたいからあそこに行こう、と簡単にいえるチョ
ウではない。筆者自身、初めてゴイシシジミを見たのがどこで、いつのことだったか明確には思い
出せない、そういう地味なチョウで、予期しないところで不意に出会ってしまう、そういうチョウ
だ。チョウの幼虫はほとんど例外なく植物の葉や花を食べて育つが、ゴイシシジミは例外の筆頭で
あって、幼虫がなんと純肉食性なのだ。といえば一体何を食うのか、と首をかしげることになるの
だが、タケやササ類に寄生するタケノアブラムシを食べることが分かっている。そのせいで、ゴイ
シシジミに出会える場所にはたいがいタケやササが繁っており、それにはタケアブラムシが寄生
しているということになる。
Aug. 28, 2004：開田高原
月夜沢林道へと踏み込んで、両脇にクマザサが繁る環境にな
ると、とたんに複数頭のゴイシシジミが黒と白とを交互にちら
つかせる、いわゆるフラッシュ飛翔を展開してくれた。純白に碁
石模様が目立つ裏面とちがって翅表は短調な淡黒色だが、飛ん
でいるときには光線の反射具合で薄ムラサキ色を帯びてみえる
こともある。また、♀では前翅に白い斑点模様があって、これが
なかなか美しい。開田高原林道では、クマザサ葉上でまさに♀が
V 字開翅状態をとる場面をカメラに納めることができている。
ゴイシシジミ以外に幼虫が純肉食性であるものとして、ゴマシジミとオオゴマシジミというシ
ジミチョウがクシケアリの卵や幼虫を食べて育つことが知られている。一方、純肉食性ではなくて
通常は植物の葉を食べるのだが、場合によっては幼虫同士で共食いをするというケースが、例えば
ギフチョウ、ジャコウアゲハ、クモマツマキチョウなどで観察されている。後者の場合は、自然界
に食エサとしての植物が少ないために、同種間で生き抜かねばならない生存競争そのものであっ
て、あの可憐で美しいクモマツマキチョウが幼虫時代にそのような獰猛な食性で生き抜いた姿で
あるとは考えたくないけれども、現実はそのように厳しいものだ。八重山諸島でもヤエヤマムラサ
キの幼虫で共食いが観察されているが、この場合も母蝶が一度に 300-500 もの産卵をして幼虫が
ほとんど終令期まで群生することから、ときにはけっこう大きなオオイワガネの木であっても葉
っぱがほぼ丸裸状態となることがザラであって、共食いによって種を保とうとする本能が働くの
であろう。
July 17, 2016：群馬県湯の丸高原。
朝 6 時前、雨が降る気配がないので山道を登ってみると、路傍に多い笹竹周りにゴイシシジミの
姿を多く見る。わずかに翅表がのぞける個体は前翅白斑の面積が広いメス個体だが、その全部を見

せてはくれない。ゴイシシジミが多い理由は、辺りの笹竹にアリマキの類が群生していることで納
得。
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Oct. 4, 2019：高砂市曽根町日笠山
両側が竹林となった小道沿いでゴイシシジミを観察。撮影記録をとり、もしかしたら高砂市での
初記録かもしれないと記録用の 1♂を捕獲。
「兵庫県の蝶」
（2007）の共著者である近藤伸一さんに
確認すると、やはり初記録だと驚かれる。日本のチョウの中では唯一純肉食性で、幼虫がアブラム

シを食べるゴイシジミミが、最近ではシカ害（笹類は主食の一つ）が拡大し、観察できる地域が激
減しているとのことで、貴重な生息地となりそう。
よく 10 月 5 日に再訪問し、幼虫が食べるというタケツノアブラムシかササコフキツノアブラムシ
を探したがまったく見つけられず、笹の葉裏にアリがたかる部分が数か所見られたため、何か関連
があるかもしれないとその記録だけをとっておいた。
ムラサキシジミ Arhopala japonica
ムラサキシジミは♂♀ともに翅表に明るい青紫色の鱗粉を配し、太陽光線を受けながら木々の葉
っぱ上で思いっきりその美しい色をみせてくれる、暖地性のシジミチョウ。現在知られる北限の採
集記録は宮城県となっていて、南は沖縄、八重山諸島でもみられる
が、養父市のハチ高原や加古川市志方町の岩山で発生するムラサ
キシジミは異常に大型となる。高知市五台山産との大きさの違い
がわかるように標本写真を添付しておく。♂は紫色が羽全体に均一
に広がり、♀では前翅で明らかに♂とは異なるくびれ部分があって
色調も明るい青紫であることから雌雄の
判別は容易だ。幼虫は通常、アラカシ、ア
カガシ、シラカシなどのカシの仲間を、好
んでヒコ生えなどの新芽を食べ、葉っぱを筒状に巻き込んだ目に付きやす
い巣をつくってその中に潜むので見つけるのはきわめて容易。カシ類の新
芽が少なくなる夏季にはコナラやクヌギ、ミズナラなども食べ、ハチ高原
や加古川市志方町岩山産が特に大型であるのは、幼虫時代の食性と関係が
あると考えられる。ムラサキツバメでも観察できることだが、わらじに似
た形態の幼虫のまわりにはアリがうろうろしている。幼虫が蜜腺をもって
いてそこから甘い蜜を分泌し、それをアリがなめにくるのだ。シジミチョ
ウの仲間にはアリと完全に共生するものもいて、蜜で誘惑してアリに巣ま
で運んでもらい、密かにアリの卵や幼虫を食って育つ、まさに肉食のチョ
ウ：ゴマシジミもいるが、ムラサキシジミはあくまでカシ類の葉っぱを食
べて育つ。つまり、ムラサキシジミが蜜を出
してアリがそれをなめることがムラサキシジミにとっていったいど
ういう意味があるのか、実際にアリの存在なしで正常に成育したと
いう実験例もあり、蜜を分泌するという習性はまるで意味のないこ
とのように思えてしまう。野外では落葉のあいだにもぐりこんで蛹
になるらしく筆者はまだ自然界で蛹を見たことがないが、飼育中に
蛹に触れるとムラサキツバメでも同様に「さわらないで」といいた
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いのか「チッチッチッ」と音をだす。なぜこのような音を出すのか詳細はわかっていない。
ムラサキシジミもチョウのままで越冬するが、ムラサキツバメのような集団をつくることはな
く、例えばビワの葉っぱのあいだで 1 頭きりで寂しく冬をしのぐ姿を観察している。このチョウ
の裏面はムラサキツバメと同じく
灰褐色に斑点模様があって、羽を
閉じてとまっている姿は枯葉にも
似ており、その居場所によっては
一種の擬態効果を発揮する。高砂
市松波町では自動車道路沿いに植
栽されたカシ類の街路樹がヒコ生
えを出している時期に、どこから
飛来したのかムラサキシジミの♀がその若葉に産卵しようとしている場面に出くわしたことがあ
るが、そのときは結局産卵することなく飛び去ってしまった。普通は、直射日光があたることの少
ない林縁のカシ類を好む傾向があり、松波町の現在の街路樹環境はムラサキシジミには不適当と
判断されたのかと思われたが、うれしいことに 2009 年 3 月 18 日に越冬後のきれいな♀、翌日に
は♂が全く同じ人家垣根で日向ぼっこをする場面に出会えた。
その後に明らかとなったのが、高砂公園の垣根として植栽されているウバメガシが確かな発生
樹になっていることで、枯れ葉の上に潜んで越冬する個体を複数観察している。ウバメガシを幼虫
が摂食できるのは新芽が多く出る時期に限られるが、少ない個体数で細々と発生を継続している。
Jan. 13, 2019

初飛びはムラサキシジミ

陽ざしがあって暖かい午前中、昨年から気づいているテニスコートの休憩東屋の天井部につく
アオスジアゲハの越冬蛹を撮影記録し、一試合の交代休憩中に越冬中のムラサキシジミを確認す
ると No.2 個体がいない。もしかして、とウバメガシとクスノキの垣根をみてまわるとやはり飛
びだしている。翅に傷みが見ら
れないので No.2 個体だと思われ
るが、しばらく待っても開翅し
てくれないので、手指を近づけ
ると飛び逃げられて見失う。テ
ニスを終えて垣根群を 50m ほど

探して歩いても姿はなく、最初に記録をとっておいた No.1 越冬個体がじっとしているウバメガシ
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まわりを再度よく見れば、やや高い位置で翅を開いて日光浴を楽しんでいるのに気がつく。腕を
高く伸ばして今年初の開翅場面を撮影し、様子をみていると少し飛んでは場所をかえてすぐに開
翅姿勢をとる。ときには越冬場所だと決めていた枯れ葉部分にとまるが、そこに長居することな

くまた飛んだかと思うとすぐ近くの葉上に止まって開翅するなど、何度か場所をかえてきれいな
翅表を輝かせてみせてくれる。気温が下がれば元の越冬場所に落ち着くことと思うが、少しずつ
違うポーズの開翅サービスでつきあってくれたムラサキシジミに「ありがとう」と告げて撤収。
Jan. 14, 2019

今日のムラサキシジミは高い位置

本日もぬけるような青空が広がり昨日並みの気温となったので、越冬中のムラサキシジミの様
子を見に行くと、No.2 が越冬定位置にいなく、今日も遊びに出ているのかと探してみる。昨日何
度も開翅して見せてくれた数か所の葉上にその姿はなく、ウバメガシの樹の全景を観察できる位
置で目を凝らすと、梢に高い位置をチラチラと飛ぶのが目に入る。日当たりは下の方にも十分い

きわたっているのに今日は降りてきてはくれない。結局高い位置で開翅姿勢をとった時点でカメ
ラを三脚にセットしてズームアップ記録するのが精いっぱい。実際は矢印（←）部分で日向ぼっ
こをしているのだが、飛び遊ぶ様子を観察し続け、とまる瞬間まで見届けないとその姿をとらえ
るのは至難の業。三脚にセットしたついでに No.1 個体の接写を試みると、アンテナを閉じて熟睡
しているはずなのに、「えっ、何かありました？」と視線をカメラに向けるような姿が撮れてい
る。
Jan. 19, 2020

うわさをすればムラサキシジミ

テニス仲間に今頃チョウはどうしているのかと聞かれて、まずは休憩所の天井部に帯蛹となっ
ているアオスジアゲハの越冬蛹をみてもらい、成虫のままで越冬するムラサキシジミというのが
公園内のウバメガシで発生しており、昨年はうまく保護色を利用して褐色の葉につかまる形で越
冬する個体が観察できたが今年は見つけられていないと話す。誰もが聞いてくる「チョウと蛾の
違い」についてアンテナの先端部の差が決定的だと説明している最中、テニスコートに近い部分
に明らかにムラサキシジミと判る飛翔を確認。まさに“うわさをすれば”というタイミングの登
場で、路面近くまで下りてくる際、翅表のムラサキがちらちらと輝くのを目で確認してもらうと
「本当だ、きれいな紫色がみえた」と納得してくれる。やがて路面できれいな翅表を広げて日向
ぼっこをし始めるが、カメラをもってきていないのが悔やまれる。翅表の模様から♀だとわかる
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この個体は、ウバメガシの垣根へと飛んで、枯れ葉の重なる部分に落ち着く。テニスを終えたあ
とすぐにカメラをとりに戻り、枯れ葉にとまる状況に変化がないムラサキシジミを撮影記録す

る。次いで指先へと移ってもらって日当たりのいい緑の葉上にのせると、徐々に翅を広げ始め、
きれいな開翅状態の撮影記録がとれる。このあと元の枯れ葉部分へともどるかどうかは分からな
いが、しばらくは遠く離れれることなく周辺で越冬態勢を取り直すことと思う。いずれにしても
こんなにきれいなチョウが身近にいてくれるとうれしくなる。
ムラサキツバメ Arhopla bazalus turbata
ムラサキツバメは幼虫がマテバジイ、シリブカガシというカシの仲間を食べる暖地性のチョウ
で、近年の地球温暖化のせいと、マテバジイが街路樹として広く植栽される風潮も追い風となっ
て、現在は神奈川県にはほぼ定着し、千葉県から茨城県にまで進出している。♂はほとんど輝きの
ないにぶい黒紫色で、♀はきれいな青紫に輝く。はねの形は、チョウ愛好家が必ず魅了されるゼフ
ィルスという仲間とそっくりで、ゼフ
ィルスがいない高知市で育った筆者
は、勝手に南国のゼフィルスと呼んで
いる。ゼフィルスの定義には「卵で越冬
する」というのがあるそうで、成虫で越
冬するムラサキツバメはその条件から
外れているのかもしれない。
さて、その越冬だが、不思議なことに
ムラサキツバメは例外なく複数
頭が身体を寄せ合うようにした集団越冬をすることで有名だ。筆者による古い記録では、ウチムラ
サキという葉っぱが大きなミカンの種類で毎年、ほぼ同じ場所で多い場合 20 頭ほどが、身体を少
し斜めに傾けた状態でまさに寄り
添うようにして冬の寒さをしのい
でいる観察例がある。集団の雌雄
構成比はほぼ 1：1 で、暖冬の暖か
い日中にはつい飛び出してきて日
向ぼっこを楽しむ個体もみられ
た。1979 年 1 月にはハマユウの分
厚い葉っぱの陰で集団を形成するようすも観察できた。写真でわかるように、前翅を後翅の間にす
っぽりとうずめこんで、本当に深い眠りについているように見える。冬を成虫で過ごす近縁のムラ
サキシジミではこのように集団化することはなく、その違いが何なのか良く分からない。こうした
集団越冬はテントウムシやカメムシの仲間でも多く見られる習性で、いったいどのような信号を
発し合って集まるのだろうか。
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Aug. 22, 2017：高砂市松波町に飛来
2004 年の 6 月、ホシミスジの観察目的で高砂市西畑の斎場庭園まわりをチェックしていたとき、
いきなりマテバジイのあるブッシュ近くにムラサキツバメが飛来したが、カメラのフォーカスを
合わせようとしている間にすぐ飛び去ってしまった。斎場内にはマテバジイがたくさん植栽され
ており、その後も何度か観察に出向いたがムラサキツバメには会えいないままだった。そして 13
年後の 2017 年 8 月、自宅近くのアカメモチ周りにやってきた個体をようやく撮影記録できたが、

翅表をみるチャンスがなく♂♀の判別ができていない。荒井町新浜地区にはマテバジイの並木が約
1km にわたって続く場所があり、ひこ生えなどの新芽も多く見るが、ムラサキツバメが発生した
ことはない。
ウラゴマダラシジミ Artopoetes pryeri
ウラゴマダラシジミとの初の出会いは 1956 年 5 月 20 日に高知市小高坂山へと遠征したミカド
アゲハを主目的とした青柳中学校科学班の新入り 1 年生で参加した採集会。食樹のイボタの花か
ら離れた場所で白が目立つ大きなシジミチョウだな、と何気なく捕獲したのが本種のメス個体で、
ミカドアゲハとともに採集できたのは筆者だけだった。この日は、その後宅地開発で自然破壊が進
んでしまった円行寺で、路面で吸汁する多数のイシガケチョウを観察し、橋のたもとに自生するエ
ノキで大量発生したヒオドシチョウの蛹を持ち帰るなど、鮮明な記憶に残る一日となっている。加
古川周辺に本種に出会える産地があってギフチョウ・ネットの友人たちが毎年その撮影に出かけ
ているが、筆者はその場所も知らない程に本種に対する関心が低く、二度目の出会いが 1973 年 8
月 9 日に 2 才の長男と 1 才の娘をつれて家族で訪れた笹ヶ峰高原。三度目が 2005 年 7 月 21 日の
北海道布礼別川林道といった調子。
July 21, 2005：布礼別川林道
9 時過ぎに到着したこの日の布礼別川林道は，昨日よりも明るく，例の材木置き場の湿地帯に新
鮮な 2 頭のキアゲハが訪れている．ヒオドシチョウ，C－タテハ，コ
ムラサキもいるがその数は少ない。キアゲハのカメラ撮影にチャレン
ジするが敏感すぎてシャッターチャンスをくれない。1999 年 7 月に
も 3 頭が連なってきれいに飛ぶ光景をビデオ記録しそこねた対象だが
今回も成果なし。ゼフィルスは昨日と同じメスアカミドリシジミと，
近畿地方で知るイボタとは異なる種類の木にあきらかな執着をみせ
る飛翔でゆるやかに飛び交うウラゴマダラシジミ以外には姿をみせ
ない。このウラゴマダラシジミをネットインすると想像以上に翅表の
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薄紫が味わい深く美しい新鮮個体なのでついつい 5-6 頭を採ってしまうが，どこから沸いてくる
のか，ゆるやかな舞いは途切れることなく続く。
June 11, 2014

ミドリシジミが棲む加古川市郊外へ

ヒメヒカゲの調査途上でミドリシジミに会えたことから、その開翅姿勢の撮影を期待して東播
磨郊外の生息地へとでかけてみる。ハンノキを叩いて驚かすと、ひらひらと飛び出して近くに止ま
るが、雲の厚い天候ではなかなか翅表を開いてみせてくれる個体が現れない。わずかに美しい緑色
の輝きを見せてくれる個体をみ
つけてすばやく撮影。ミドリシジ
ミが開翅してくれそうにないの
であきらめて帰ろうとしたとき、
林縁でウラギンシジミらしき白
が舞う。近づくと何とまったく予
期していないウラゴマダラシジミ。すでに後翅の一部に傷みがみられ、きれいな翅表をみせてはく
れないが撮影記録を残す。
ウラキンシジミ Ussuriana stygiana
ウラキンシジミは六甲山系にもいると聞きながら、あえて探索したことはなく、初めての出会い
は 1975 年 7 月の裏日光奥鬼怒。本種がどのよ
うな習性で、どのような環境に生息しているか
などまったく予備知識がないまま、遊歩道沿い
の薄暗い林縁を飛ぶ小さなチョウをネットイン
したら、それが偶然ウラキンシジミだったとい
う次第。今でも三角紙標本のまま保存している
が、翌 1976 年の同日に初めて家族旅行でツア
ー参加したあと、飛行機の時間までタクシーを
利用して支笏湖まで足を延ばした際、湖畔で記念撮影を終えた
ころに飛来した小さなシジミチョウを何気なくネットインした
らウラキンシジミだったというラッキーがあり、この個体もま
だ三角紙に入れたままとなっている。
その後、埼玉の蝶友から長野諏訪郡原村産の蛹を提供しても
らい、複数頭の羽化個体の標本化をしているが、各地域で裏面の
金色鱗粉の色調や明るさにわずかだが差異がみられる。
July 23, 2014 大鹿村でウラキンシジミとフジミドリシジミに出会う
飯田からしらびそ高原までの大回り迂回は大鹿村から地蔵峠を経由するルートで初めて走る山
道だ。途中、休憩したカーブ地点で周辺をチェックしていると、妻が「頭の上の葉っぱに何かい
るよ」と教えてくれる。確かにカラスシジミかと思えるゼフィルスが動いている。ビデオカメラ
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を準備してはっきり映像としてとらえると、何と、ウラキンシジミではないか。新鮮度は低いが
まだ金色鱗粉は残っており、本種の撮影記録は初めてのこと。何度となくいいことが起こる地点
で休憩タイムをとり、さらには思いがけないチョウを発見してくれる妻に感謝だ。ウラキンシジ
ミがとまっていた葉はコナラのように見えたが、すぐ隣にトネリコがあって本種がいたことに納
得。帰路に再度チェックした際に、小さなチョウ
がフラフラと飛び出し、道路上に静止したかと思
うとまた飛びそうな気配にネットインをして確認
すると、なんと初めて実物をみるフジミドリシミ
のくたびれた♀。自然状態の撮影記録が撮れそうに
ないので放してやると、よろよろと飛んで道路下
の樹の枝葉部分へともぐりこむが、その樹はまさ
しくブナの木で、このような高標高でもないところでもフジミドリシジミが発生することを知
る。できれば発生初期にきてみたい。
なお、本種は姫路市内にも産地があり、2015 年には加古川市近郊での発生が確認された。
オナガシジミ Araragi enthea
オナガシジミとの初の出会いは、1962 年の 8 月、蝶の交換をしていた下諏訪市在住の津田進さ
んが信州の蝶採集に来ないかと誘ってくれて、単身初めての県外遠征をしたとき、諏訪湖湖畔の山
の中へと入り込んだ際に飛ぶ姿を目にしているが映像記録などは撮れていない。その後何度も遠
征した信州の各地で、発生樹のオニグルミに注意をしてみるが本種の姿を見る機会に恵まれず、2
005 年の 8 月に予期しない状況下で本種のメス個体を初めてネットインしている。
Aug. 8, 2005

大平峠 → 大平宿 → しらびそ高原

矢筈トンネルを一気にぬけると上村となり、勝手のわかる坂道を「しらびそ高原」へとのぼって
いく。この日は朝からすこぶるいい天気で、やがて道路脇に見えてくるコンクリートの防護壁にタ
テハチョウの仲間が遊んでいる環境となる。エルタテハと思われるチョウが目に入った場所で車
をとめて降り立つと、そこはカーブを曲がりきった右手に大きく開けた崖があり、左山側にはコン
クリートの防護壁が数百メートルにわたってつづいている、キベリタテハが現れるには格好の場
所なのでしばらく待機することにする。カーブとなった場所奥手には適度な草原が広がり、林縁沿
いに大きなミヤマカラスアゲハが蝶道を形成していったりきたりしている。
直感どおり、ここはチョウが次々と遊びにくる絶好の場所で、開田高原とはちがって新鮮なキベ
リタテハがどこからともなく滑空しながら現れるし、クジャクチョウやエルタテハ、キタテハも防
護壁のわずかな水分を求めて訪れ、昨日の林道で出会えた想定外
のツマジロウラジャノメも姿を見せる。ここでは発生のピークが
開田高原とは逆転しているようで、キベリタテハは新鮮なのにツ
マジロウラジャノメは新鮮体が少ない。崖の斜面岩陰に生えるヌ
カボと思われる食草に盛んに産卵活動をするメスの様子をビデ
オカメラに記録する。崖淵のガードレールに身を任せて上昇気流
の涼しい風を楽しんでいる目に、下の方から比較的大型にみえる
シジミチョウの仲間が認められる。遠目には時期的にゴマシジミ
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かもしれないな、とその挙動に注意しているうちに、ちょうど上昇気流に乗ったかのように道路上
まで舞い上がってくる。思わずネットインすると、それは筆者自身としては初のオナガシジミだ。
その名の由来となっている長い尾状突起が片方だけ少し傷んで短くなっているメスで、翅表は産
卵活動をあるていど済ませたと思われるスレ状態だが、それでも裏面のきれいな模様は残ってい
る個体なので裏展翅標本用に確保する。昨日、木曽福島の国道 19 号沿いで休憩した際、オナガシ
ジミが飛び出してくれないかとクルミの木をたたいてみたりしたのだが実際にこんな意外なとこ
ろで出会えてうれしくなる。
ウスイロオナガシジミ Antigius butleri
ウスイロオナガシジミは、ヒロオビミドリシジミの生息地に通うようになってからは、兵庫県西
播磨の上月町や佐用町の雑木林で確実に出会える種となっており、ナラガシワの多い林のそばを
進む小道傍で、偶然羽化したばかりの本種が背の低い笹竹の葉裏で翅を伸ばす光景にも遭遇して
いる。2003 年 6 月に久しぶりに上月町の生息地を訪れた際には、雑木林への入り口に鉄柵が設置
されるなど自然環境が悪化していて、キマダラモドキとウラゴマダラシジミをみただけで本種に
は出会えていない。初めての出会いとなると、1975 年の 8 月、日光霧降高原から急峻な下り道を
たどって平地部へと向かう途上、広葉樹が多い部分で本種を採集したのが最初となるが、その標本
は残っていない。この日は 2
才 9 か月の娘と 4 才の息子を
連れての家族旅行で、降り立
った平地部はダンプカーが
行き交うとてつもなく危な
い砂利道が続く場所で、気の
毒に思った親切な運転手さ
んが安全な場所までダンプ
カーに乗せてくれたという
貴重な体験をしている。後にも先にもダンプカーに乗ったのはこのときだけだが、運転席は想像以
上に高い位置にあって見下ろす路面は格段に低く、運転手が優越感をもっても不思議ではないと
思えたものだ。
ミズイロオナガシジミ Antigius attilia
ミズイロオナガシジミとは、京都市左京区の大文字焼「妙法」が火入れされる山斜面でアカシジ
ミとともに初の出会いをしているが、1967 年頃の話で当時
は採集をするだけで写真記録をとるという習慣はまったく
なかった。その後、東京国分寺市に住んだ時期があって、家
族と遊んだ狭山湖周辺で採集した個体が残っていたりする。
本種は、翅表があまりにも地味で斑紋変異がでたりする翅裏
の方が美しいチョウとされるが、図示した兵庫県佐用町での
採集標本にみるような後翅はなかなか味わいがある。
近縁のウスイロオナガシジミに比べれば生息分布が広く
てその生息地では普通種という位置づけとなるが、加古川市周辺では見る機会が多くはないチョ
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ウである。
May 30, 2015

通いなれたフィールドで初めて出会うチョウたち

ヒメヒカゲのトランセクト調査過程で、予期せぬゼフィルスに出会えて感激。ギフチョウの生
息雑木林では秋に二度実施する不要常緑樹として伐採対象とするツゲが、この調査ルート上で花
を咲かせており、よく観察するとウラナミアカシジミが確かにこの花に口吻を伸ばして吸蜜をし
ている。トランセクト調査を終えて、別の生息調査区域へと踏み込むと、ケネザサの葉陰で休息
しているミズイロオナガシジミにも出会う。背丈の低いケネザサの葉裏にとまるミズイロオナガ
シジミなんて見たことはな
く、いい撮影角度を狙ってい
たら、驚いて場所を変えてし
まう。後翅の淡い白水色模様
がわずかに見られるが、開翅
姿勢までは望めず。
ウラミスジシジミ（ダイセンシジミ）Wagimo signatus
現在、本種の和名はウラミスジシジミに統一されているが、鳥取伯耆大山に因むダイセンシジミ
という古い呼称を好む愛好家が少なくないようで、筆者もその一人。裏面の白条紋が複雑な模様と
なる変異個体が知られていて、1964 年刊の横山図鑑ではダイセンシジミの正式名称をクボウラミ
スジシジミとし、斑紋異常型をウラミスジシジミと別分類にして、後者では同じ斑紋を現すのは稀
だと記している。2006 年刊の白水標準図鑑になると、本種の裏面斑紋には、斑紋変異の多い
signatus 型：北海道から東北地方北部、および長野に分布と、斑紋が安定している quvercivorus
型：東北地方南部、関東、長野を除く中部、近畿、中国、九州および国外に分布、の 2 型があると
明記している。
本種との初の出会いは 1959 年、下諏訪市在住の蝶友から郵送してもらった July 5, 1959、下諏
訪大和地区というラベルのつく標本で、長野産ではあるが quvercivorus 型である。実際に生きた
本種を目にできたのは、1977 年 7 月 16 日、オオムラサキ目的で 4 歳の娘を連れ新宿からの中央
線利用で山梨県日野春を訪れたとき。継ぎ竿の
一部を雑木林に置き忘れ、暑い陽射しにさらさ
れないように幼い娘一人を国道 20 号路傍の木
陰で待たせて取りに引き返すというドジをふん
だのだが、娘の所へもどった時点で、近くの樹木
梢部分を縫うように飛ぶシジミチョウに気づい
てネットインしたところ、やや翅に傷のある個体
ではあったが、本種の初採集となった。その標本
は今でも大切に保管しており、いくらか色あせた
標本を見れば、当時のできごとのすべてがありあ
りと思い出せる。蝶愛好家にとって、採集個体の
すべてに、すぐに思い出せる多くの記憶がびっし
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りつまっている。参考のために、翌年、安曇野市在住の友人から飼育羽化個体を提供してもらった
美しい標本も示しておこう。
2013 年 7 月 14 日、ウスイロヒョウモンモドキ観察会のあと転戦した兵庫県村岡町で、思いが
けないタイミングで本種が自然状態で飛び遊ぶ姿を目にできた。それは知る人ぞ知るゼフィルス
観察地で、カシワの葉っぱまわりで少し飛んではとまるという挙動を示すシジミチョウの存在を
同行の友人がみつけて教えてくれ、実物との出会いは 36 年ぶりであるにもかかわらず、遠目にみ
える裏面の褐色からす
ぐに本種だと認識でき
た。雌雄いずれかは分か
らなく、きれいな翅表の
ブルーもみられないま
まだったが、自然状態の
ビデオ撮影記録をとれたことがうれしい。
アカシジミ Japonica lutea
南国の高知市で昆虫少年時代を過ごしたため、標高 1400m の梶が森まで遠征して山頂部で上昇
気流にのって吹き上がってきたオオミドリシジミを捕らえたのがゼフィルス初体験で、アカシジ
ミについては越知町の横倉山での採集記録があるだけで実際にみたことはないまま。大学生とな
って過ごした京都でのチョウタイムで、夏の行事である大文字焼の際に同時に「妙法」という文字
で火入れがされる、その山斜面で初めてアカシジミとミズイロオナガシジミをみたのだが、図鑑で
のみ知るアカシジミが意外に薄いオレンジ色でしかないことを知った瞬間でもあった。
社会人となって兵庫県高砂市に住み、里山環境が残る加古川市近郊でチョウタイムをとるよう
になってから、コナラの樹が多い雑木林まわりでアカシジミが観察できることを知り、2001 年に

は三宮市街地で目撃されるような大発生もあって、その頃から写真記録をとり始めている。
June 3, 2014

梅雨入りの前に

九州地方が梅雨入りし、近畿もあすには梅雨入り宣言の可能性があるということでフィールド
へ。まずはアカシジミに会いた
くてコナラのある雑木林に行っ
てみる。いきなり車道へと飛び
出すのは新鮮美麗なヒオドシチ
ョウだ。テングチョウも複数が
車の動きと平行した低空飛行を
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見せる。アカシジミは午前中だと驚かさないと飛ばないため、枝葉を叩くとひらひらと緋色のチョ
ウが飛び出して、まだ舞踏会の時間ではないのにとすぐ休む。撮影に好適な場所に移動してくれる
まで我慢比べの末、何とか記録が撮れる。
May 25, 2015

アカシジミにも会えた

ヒメヒカゲの蛹を発見でき、いい気分で平荘湖周回道路沿いの
林縁を走る。コナラの樹木が立ち並ぶ木陰が多いところで新鮮な
ヒオドシチョウとメスグロヒョウモンの♂が飛ぶが撮影モデル
にはなってくれない。一方、路傍沿いの笹竹の葉上にじっととま
って、夕刻からの舞踏会の準備をしているアカシジミは、何の抵
抗もなく撮影モデルをつとめてくれる。
June 13, 2015

産卵シーンを記録

30 年ぶりのキマダラルリツバメ発生を確認しに訪れた場所で
アカシジミがコナラの休眠芽付近に産卵する様子をビデオ撮影
記録。
ウラナミアカシジミ Japonica saepestriata; ssp. gotohi
June 12, 2013

ウラナミアカシジミ：12 年ぶり

友人から今年はウラナミアカシジミが見られる、との情報があり、ヒメヒカゲの生息調査のあと
権現ダム周回道路沿いを探索してみる。ときどきアカシジミのオレンジが舞い、高い位置にクリの
花が咲く場所で、複数のヒョウモンチョウが訪れているので観察してみると、テングチョウやウラ
ギンシジミもきている。やがて、暗い木陰からヒラヒラと濃いオレンジ色が舞い立ち、路傍木陰の
イヌビワ葉上にとまる。アカシジミだろうとよくみるとウラナミアカシジミだ。マムシの多いとこ
ろだが構わず笹竹の茂るブッシュをかきわけて接近。風が強くて揺れが収まらないためカメラモ

ードでの撮影をあきらめ、ビデオ撮影に切り替える。開翅は期待
できず、ほんの少しだが翅表のオレンジがのぞくシーンが記録で
きる。お腹の大きい♀だ。
ヒョウモンはメスグロかウラギンスジかよく分からなく、3 個
体が追飛翔する様も観察する。テングチョウが熱心にクリの花の
蜜を吸う様の撮影は位置が高くて無理だ、とあきらめたとき、道
路反対側で再び小さなオレンジがヒラヒラとランダム飛翔。これを追いかけると木陰となったサ
サの葉上に落ち着くので、ガードレールを乗り越えて接近するとウラナミアカシジミの♂だ。幸い
Copyright© 2009- Soft House JUMP. All rights reserved.
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ガサガサと音を立てての接近でも逃げることなくビデオ撮影に応じてくれる。
「もうモデルはいい
んだね」といわんばかりに場所をかえて静止した際、前翅がすでに一部かけていることが分かる。
いずれにしてもアカシジミの継続発生と 2001 年以来となるウラナミアカシジミの再発生が確認
できてうれしい。もっとも、最近、ヒメヒカゲの調査に専念して他の場所での観察ができていなく、
2002 年から 2012 年の発生状況について何か情報があれば知りたいところだ。
June 1, 2014

ミドリシジミが棲む東播磨郊外へと遠征

ヒメヒカゲの調査途上でミドリシジミに会えたことから、その開翅姿勢の撮影を期待して東播
磨郊外の生息地へとでかけてみる。ハンノキを叩いて驚かすと、ひらひらと飛び出して近くに止ま

るが、雲の厚い天候ではなかなか翅表を開いてみせてくれる個体
が現れない。わずかに美しい緑色の輝きを見せてくれる個体をみ
つけてすばやく撮影。いきなりオレンジが目に入り、よく見ると
遠い位置にウラナミアカシジミがやってきている。葉っぱの上で
くるくると回転してみせてくれるが遠目の撮影できれいな静止
画像は得られない。ミドリシジミが開翅してくれそうにないので
あきらめて帰ろうとしたとき、林縁でウラギンシジミらしき白が舞う。近づくと何とまったく予期
していないウラゴマダラシジミ。すでに後翅の一部に傷みがみられ、きれいな翅表をみせてはくれ
ないが撮影記録を残す。いよいよ帰ろうとする足元目の前にまたしても濃いオレンジのチョウが
舞い降りる。野鳥についばまれたのか羽をひどく食いちぎられたウラナミアカシジミだ。先に見た
個体に比べて鱗粉の色がかなり濃いことから羽化してまもない段階で襲われたらしい。
May 30, 2015

通いなれたフィールドで初めて出会うチョウ

ヒメヒカゲのトランセクト調査過程で、予期せぬゼフィルスに出会えて感激。ギフチョウの生息
雑木林では秋に二度実施する不要常緑樹として伐採対象とするツゲが、この調査ルート上で花を

咲かせており、よく観察するとウラナミアカシジミが確かにこの花に口吻を伸ばして吸蜜をして
いる。
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June 7, 2015

ミドリシジミが棲む郷へ

来週、台湾の Facebook 友が日本のチョウとの出会いを求めて関西を訪れるというので、ミドリ
シジミの棲む郷に案内しようと下見に行き、そのオス個体の映像記録を撮った後昨年の訪問時に
は踏み込まなかった灌漑用水池の小道へと入ってみると、路傍の葉陰部分でウラナミアカシジミ

が休憩中。オレンジ色は鮮やかだが、右前翅がかなり傷んでいる。最後に叩いたコナラにも小型の
ウラナミアカシジミがいて、もっと下に降りてきてと枝を揺らすと路傍の葉上まで降りてくれる。
アイノミドリシジミ Chrysozephyrus brillantinus
アイノミドリシジミはゼフィルスという存在を高嶺の花と位置付けて図鑑のみを眺めていた昆
虫少年時代に最も出会いたいチョウであった。1970 年に郵便によるチョウ標本の交換相手となっ
てくれていた宮古市の宝茂男氏が尾又峠産の蛹を送ってくれて、やがて羽化兆候を示した際に翅
部分にみえる金緑色から美しい♂の羽化を期待しのだが、まるでキツネに化かされたように羽化し
た個体は全体が褐色の♀だったという経験をしている。その実態は、左後翅にほんのわずかだけ金
緑色の鱗粉が出たモザイクタイプだったという次第で、それはそれで極めて珍しいのだが、金緑色

に輝く♂の羽化を期待していただけにがっかりしたものだ。その標本を図示したら以下の通りで角
度を変えるとか、拡大することでかろうじて♂のモザイク金緑鱗粉を確認できる。
野外で本種に出会えた最初は、1978 年 7 月 29 日、家族旅行で訪れた日光戦場ケ原に向かう遊
歩道沿いで目の前の灌木地帯に飛来した個体をネットインしているが標本は残っていない。さら
には、砂礫岩が積み重なった高さ 50m ほどの急斜面を、いつ崩れ落ちるか分からない緊張感のな
か一歩ずつ上っていって、その瓦礫頂上部の枝葉上に舞うゼフィルスを捕まえたらアイノミドリ
シジミの♂だったという危ない行動は思い出しても冷や汗が出る。
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標本として残っているのは、2004 年 7 月 11 日、北海道富良野市の布礼別川林道で、メスアカ
ミドリシミやジョウザンミドリシジミ
を採集した際に本種もネットインして
いるが、何かの樹の葉上にいた個体で
はなく、飛翔中の個体を空中でネット
インしていて、同じような状況で捕獲
したはずのジョウザンミドリシジミと
同様にそのときのリアルな記憶が全く
ないのが情けない。
メスアカミドリシジミ Chrysozephyrus smaragdinus
July 20, 2005：布礼別川林道
天候が完全な晴れではないが、わずかに陽光が届く開けた場所で初めてメスアカミドリシジミ
が飛び出す。昨年、目の前の低い絶好の位置で頭をこちらに向けて開翅してくれ、めったにみら
れない青味の勝ったえもいわれぬ美しい緑の
反射色を見せてくれたとき、肝心のカメラ本
体を車においてきていて後悔したのだが、今
回、しっかりとデジカメもビデオカメラも携
行している状況であのような絶好のタイミン
グを再現してくれそうにない。林道横を流れ
る布礼別川に沿ったブッシュ側で、ときおり
2 頭の♂同志が卍飛翔を展開してくれるがカメラワークが未熟でとても映像記録を残せない。結
局、その2 頭を一気にネットインするしか能がない自分がなさけないが、遅すぎたかなという懸
念を吹き消すような金緑色の新鮮個体であることに感謝する。
July 14, 2007：岩尾別温泉
知床半島二湖までの観光散策の後、岩尾別温泉の露天風呂に向かい、「地の崖（はて）」と
いうホテルの前に車をとめて露天風呂へと下りてみる。降り口からすぐの三段風呂が「案内書
まっぷ る」に写真で紹介されているやつで、さらに奥深くにも露天風呂がある。風呂からず
っと離れた下方では背の高くない木が緑
濃い葉を谷風に揺らしていて、とつぜん
そよ風にさそわれるようにゼフィルスが
飛び出してきて葉っぱ上に両翅をV 字型
に広げて静止する。ミドリシジミの仲
間だ。さいわい長くはないネ ットでも
届く位置。すばやく走りおりて下からす
くいあげ てこのゼフィルスをゲット。
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翅表が金緑色に輝くメスアカミドリシジミの新鮮♂である。チョウさえいなければ露天風呂を
満喫してもいいが、ゼフィルスがいる環境ではチョウを選択してしまう。先ほどの葉っぱに2
頭目のゼフィルスが現れて同じ姿勢で静止し、労せずして
2 頭目のメスアカミドリシジミ♂を採る。これはミドリシ
ジミ族に共通の習性で、兵庫県上月町のナラガシワ林でも
ヒロオビミドリシジミ♂が占有する葉っぱをみつけてそこ
に待機し、1 箇所で数頭の♂を連続して捕獲したものだ
が、ここ岩尾別温泉ではこのあとこの葉っぱに次々とはき
てくれず。遠い位置の木々の梢部分で卍どもえと称される
追飛翔を繰り返す2 頭のゼフィルスをVideo 記録するのが
精一杯。
ヒサマツミドリシジミ Chrysozephyrus hisamatsusanus
ゼフィルス族は冬季の野外採卵や母蝶からの採卵テクニックの進歩で、飼育によって大量の美
麗個体を得ることができる時代となっているが、少なくとも筆者の学生時代にヒサマツミドリシ
ジミを野外で採集することは夢のまた夢であって、京都には花背の杉峠という有名な採集地があ
り、一度だけ単独で出かけてみたものの、峠一帯が霧の海でやがて雨模様となる天候で断念し、バ
ス便が少ない状況下、親切な軽トラに拾ってもらって京都市内へと戻れたという体験をしている。
June 26, 2015

ヒサマツミドリシジミに会いに行く

チョウとのつき合いが 60 年を越えても、実際に生きている姿を目にしたことがないチョウは多
く、ヒサマツミドリシジミもその 1 種だったが、Facebook 友から得た情報をもとに、たまたま宿
泊旅行を組んだ旅程が発生のタイミングとも合うということで、そのポイントへと行ってみた。現
地に着いた 14 時半前、すでに 5m ほどの長竿を振り回している神戸から来たという中年男性がい
て、さっそくテリ張りのポイントなどを教えてもらう。朝からここにいてすでにヒサマツ 10 頭を
捕獲しており、ビデオ撮影を邪魔だと嫌がるそぶりをみせないのが救い。すぐに現れたのはアカシ
ジミのややスレた個体。そして間もなくヒサマツミドリシジミの♂がやってきて高い位置の葉上で
すぐに V 字開翅をみせ、太陽光を受けて金緑色がキラリと輝いて見えるが、5m ほど離れた位置の

2cm ほどのチョウをビデオカ
メラのファインダーに捉える
のが一苦労。
ヒサマツはミヤマカラスア
ゲハやヒョウモンの一種が近
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くを飛べば、たちまちスクランブル飛翔で飛びかかって行き、やがて近くの葉上へと戻ってテリ張
りを再開する。初めてビデオに捉えられたのは翅表のグリーンが見えない残念な位置。再び飛び立
つスクランブル出撃の瞬間を記録できても、その出撃スピードがただものではなく、高速度撮影の
できるカメラでないと静止で切り取れるきれいな画像はとても望めない。それでも気長に待てば
距離が遠いのは仕方がないが、なんとかヒサマツミドリの♂だと分かる映像が記録できる。といっ
ても、ここからのスクランブル出撃の瞬間記録も、画面中段にみえる翅表の輝きチラリズムだけ。
発生時期と時間さえ合えば低い位置に静止開翅してくれるとのことで、機会をつくって再訪問し
たいものだ。
June 17, 2016

ヒサマツミドリシジミ

ヒメヒカゲの調査に出かけようかと準備を始めたところに「ヒサマツミドリシジミのところへ
行ってもいいよ、但し日帰りでね」との妻の言葉に即刻妥協。現地に着いたのが 13 時 15 分頃。
幸いもう発生をしていて、昨年観察できたポイントで飛来個体を待つ。あいかわらず高い位置で撮
れる記録は飛翔個体の証拠写真だけ。あとから来られた井上さんが教えてくれた別のポイントで
は、今少し低い位置だが、あくまで下から見上げる状況に変わりはなく、葉っぱのくぼみに止まっ

た状態で全体像が記録できないばかりか、太陽光線を受けて肉
眼ではキラリと輝く美しさもとらえきれない。しかも、この個体
はすでに新鮮度も低い。一方、井上さんは 1m という至近距離に
きた個体を見事に映像記録されていて「月刊むし」の表紙を飾る
ことになるかもしれないと、うれしそうに動画を再生して見せ
てくれた。この日は神戸からだという大塚さんとも知り合いとなり、彼のカメラで記念写真を撮っ
てもらったのだが、2017 年 6 月に井上さんが三川山へと単独でヒサマツミドリシジミの生態調査
にいかれ、現地で急逝されるという悲しい出来事があって、この写真が彼との最後の記録となって
しまった。
June 19, 2017

ヒサマツミドリシジミに会えた

今年は、ヒサマツミドリシジミの発生が遅れているとの情報を耳にする一方で、週刊天気予報で
全日晴れだという日に注目して、運転を頼む妻の都合がつく本日、兵庫県北部への日帰り遠征を決
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断。結果オーライで 14 時過ぎから卍飛翔が観察でき、15 時過ぎにようやくビデオカメラの望遠モ
ードでキャッチできる位置に静止する個体を確認。デジタルズームではやはりフォーカスが甘く、
かといって光学ズームではあまりに小さくしかとらえることができない。仕方なく、デジタルズー
ム撮影の中から何とか許せる記録を抽出してみたが、所詮、証拠記録の域を出ない。
June 22, 2018

ヒサマツミドリシジミの観察に遠征

ゼフィルスの観察地として大山遠征を考えていたが、天気とホテルの手配との整合がうまくい
かず、通いなれたヒサマツミドリシジミに会える遠隔山岳部へと遠征。山頂まであとわずかという
ポイントに車が 1 台とまっていて、白ネットの長竿をもつ男性にヒサマツが採れたことを確認。
13 時半過ぎに到着した山頂部では、やはり長竿の白いネットをもった男性と言葉を交わす。発生
のピークを過ぎているのか、いつものテリ張りポイントにくる個体が少なく、かろうじて高い位置
で V 字開翅をする♂の姿を望遠モードで撮影記録でき、まずは
遠隔地までやってきた甲斐があったと胸をなでおろす。ミヤマ
カラスアゲハとモンキアゲハが蝶道を形成して何度も現れ、ク
リの花に来るのはトラフシジミとテングチョウ。ミヤマカラス
は汚損個体を一度ネットインして♂だと確認してから放す。路
面ではヒメアカタテハがきれいな翅表を見せてくれたりする
がヒサマツミがテリ張りをしているのかどうか姿はみえない状況で、近くを飛ぶルリシジミにス
クランブル飛翔をしかけるタイミングでどこかにとまっていたことがわかる、そんな時間ばかり
が過ぎていく。大阪からお見えのカメラを持つご夫妻もたぶんヒサマツの撮影目的だろうが、別に

撮影ポイントを知っているらしく近くには姿がみられない。16 時まで粘っても撮影できるタイミ
ングがないため場所を移す。その途上、京都の友人とみえた O さんとすれ違う。彼とはこの地で
なんと 3 年連続でお会いするという不思議なご縁だ。移動した場所は低い位置から全体的に日当
たりがよく、16 時半近い時間帯からすぐ目の前という低い位置で複数の♂が翅表をキラキラと輝
かせながら飛び交い、少し待てばすぐに目の前のコナラの幹や枝葉にとまっての開翅オンパレー
ド展開となる。ときには♂同志の絡み合い卍飛翔が路面に近い場所などで何度も繰り返される。大
阪からのご夫妻がカメラを向ける個体に筆者もビデオカメラでズームインしていると、別の個体
がすぐ近くで絶好の開翅姿勢をみせてくれるなどまことに贅沢な状況が続く。同じ葉上の同じ位
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置にとまる♂が同一個体かどうかはわからないが、とにかく撮影しまくるという感じだ。太陽光を
まともに受ける態勢の個体は、美しい鱗粉色が白抜けしてしまう。O さんたちもやってこられ、ス

マフォで撮影する者も含め 5 人
で贅沢三昧の時をすごす。筆者
にとってはこんな間近での開
翅シーンに出会えたことはな
く、今までにみたことがない光
景を存分に楽しめた。ところで、ビデオカメラでの撮影記録から切り出した静止画像はフォーカス
をあわせたつもりでも拡大表示にはとても耐えられないことが判明。Canon カメラも持っていっ
ていたのに、同時に撮影すべきだったと悔やんでも遅く、2019 年の 6 月にリベンジを計画する。
キリシマミドリシジミ Thermozephyrus kirishimaensis; ssp.yakushimaensis
May

6, 2014

キリシマミドリ幼虫

蝶友の北原氏からいただいたキリシマミドリシジミの越冬卵から孵化した幼虫 3 頭を確認し、
アラカシの新芽を与えてきたが、無事に成育してくれたのは今
回もただの 1 頭となっている。遅く孵化した若令幼虫 2 個体を
早くに孵化して大きくなっていた幼虫が共食いした可能性を否
定できないが、北原さんには誠に申し訳ない状況。幼虫は撮影
を嫌がっていいポーズをとってくれないが、ビデオカメラの汚
れた液晶画面に保護フィルムを貼り付けた結果、汚れ部の乱反
射がみごとに消えて、元の見やすい画面が復活した。こんなことなら、もっと早く保護フィルムを
利用すればよかった。なお、前回の飼育では蛹化段階で行方不明となった幼虫がベッドの下で蛹化
しているのを掃除中の妻が見つけてくれたのだが、蛹を移動させたのがあだとなったのか羽化し
てくれなかった。今回は、蛹化段階での脱走を回避させるべく、容器内に閉じ込め、落葉をしきつ
めてその間での蛹化を期待したい。
May

9, 2014

キリシマミドリシジミ終令幼虫

キリシマミドリシジミ終令幼虫の体色が一段と赤味を帯びて
きた。体長 16mm。そろそろ蛹化が近いと思われる。それにし
ても、このようなワラジ虫が、
（♂であれば）翅表には金緑色に
光り輝く鱗粉をもち、翅裏を白銀の鱗粉で覆い尽くす美麗シジ
ミチョウに変身するとは何という自然界の不思議。
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May 12, 2014

キリシマミドリシジミ蛹化

シラカシの落葉の影となる部分で蛹化準備に入っていたのが、本日（May 12, 2014）蛹になって
いるので裏返して撮影。
角度を変えて側面のアッ
プ記録も撮っておく。ア
ラカシの若葉から離れて
落葉の陰で静止姿勢をと
った段階で前蛹化を想定
できたのだが、ルーペで拡大してみても体を固定する絹糸がみつけられなかったため、再びアラカ
シを食べる可能性を考えて新葉も入れておいた次第で、蛹になった時点ではっきりとみることが
できる帯蛹固定糸が、なぜ認識できなかったのか不思議。クロ－ズアップ撮影記録を撮っておくべ
きだったと反省。
May 28, 2014

キリシマミドリシジミの蛹に羽化兆候

キリシマミドリシジミに羽
化の兆候が見えてきた。翅表部
にみえるブルーからは金緑色
に輝くオスではなく、♀だと思
われる。一日経過して全体が黒
ずんできている。ゼフィルスの
仲間は自然界でも落葉の間で蛹化する場合が多いようで、羽化後には翅を伸ばすのに適当な場所
を求めて徘徊することになるわけで、飼育下では自然羽化の再現は難しい。蛹化した落ち葉を足場
に翅がのばせるよう工夫してみよう。
May 28, 2014

キリシマミドリシジミ羽化

やはり羽化したのは♀だった。朝 6 時にビデオ撮影準備をしたが、翅部のブルーがはっきり見え
るうちはまだ羽化しないことが分かっており、9 時頃にようやく翅部に空隙が広がってブルーが消
え、10 時過ぎからビデオ録画モードの ON/OFF を繰り返して様子をみる。この間、ミヤマカラス
アゲハの幼虫をキハダからコクサギへと移す作業を平行し、その間はビデオ撮影 ON としておく。
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そして 10 時 40 分、背中部
分に割れ目が入って蛹がピ
クピクと動き始め、頭、前足、
アンテナが出てくる。蛹を縦
に配置したため、重力との闘
いを強いてしまったようで、
お腹部分がすべて出るまで前足と中足でかなり踏ん張る状況があってハラハラしたが、5 分ほどを
要して無事に羽化。ゼフィルス類の♀には地味な褐色タイプが多いが、本種の♀の前翅には常にブ
ルーの美しい鱗粉（青斑）がちりば
められている。♂だったら金緑色の
輝きが魅了するのだが、ぜいたくは
言えない。翅が伸び切ったところで
無理なくとまれる吹き流しへと移し
て、きれいな裏面の撮影記録をとる。
美しい♂ではなかったが、安曇野
市の蝶友から送っていただいた箱根
産の蛹から羽化させた個体の標本が
あるので、本種も見る角度によってその金緑色が微妙に変化することも合わせて図示しておく。
ミドリシジミ Neozephyrus japonicus
高校生までを過ごした高知県内でミドリシジミがいる場所として、昆虫の宝庫：海抜 1400m の
梶が森が知られているが、何度か遠征した時期が 7 月下旬から 8 月で出会いがないまま経過し、
日帰り登山を試みた 1960 年 6 月 24 日に、海抜 1000m を越えて比較的急な登山となるその道沿
いのハンノキから
飛び出したオス個
体を初めて捕獲し
ている。その貴重
な標本は採集時か
ら右後翅が若干欠
けてはいるが 57
年経過した今でも美しい鱗粉の輝きを失っていない。
国内留学で東京に住んだ 1977 年には千葉県市原市の山木へ行けば
本種に会えると聞いて家族で遠征し、アカシジミやウラナミアカシジ
ミにも出会えたが、今でもあの自然は残っているだろうか。
June 10, 2014

ヒメヒカゲの調査ついでにミドリシジミを観察

6 月 11-12 日が雨の予想ということで、連続でヒメヒカゲの発生数調査にフィールドへ。調査ル
ート反対側のハンノキが林立するコーナーで、ミドリシジミを探すと、♀が高い位置で休憩してお
り、前からだと愛くるしい目を見られるが後翅の尾状突起が見えず、後ろからだと頭部がみえな
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い。♂は、夕刻の舞踏会まではまだ早すぎると、美しい緑色の輝きを見せてくれることなく枝葉の
陰に身を潜めている。

June 11, 2014

ミドリシジミが棲む東播磨郊外へ

ヒメヒカゲの調査途上でミドリシジミに会えたことから、その開翅姿勢の撮影を期待して東播
磨郊外の生息地へとでかけて
みる。ハンノキを叩いて驚かす
と、ひらひらと飛び出して近く
に止まるが、雲の厚い天候では
なかなか翅表を開いてみせて
くれる個体が現れない。わずか
に美しい緑色の輝きを見せてくれる個体をみつけてすばやく撮影。その前にヒサカキの花蜜を吸
っているのかどうか定かではない♂も記録したが、わずかに右後翅表の緑がみえる。
June 7, 2015

ミドリシジミが棲む郷へ

来週、台湾の Facebook 友が日本のチョウとの出会いを求めて関西を訪れるというので、ミドリ
シジミの棲む郷に案内しようと下見に行ってみた。今年は、ほとんどのチョウの発生が一週間ほど
早いという状況だが、ハンノキを叩いてもなかなか姿をみせない。それでも粘り強く叩き出しを繰
り返すうち、ようやく 1♂がゆっくり寝させてよ、とやや距離のある奥まった部分のネコヤナギの
葉上に姿を現す。さらに驚か
すと小枝の込み入ったところ
へと転飛し、強く吹き抜ける
風によって近くの葉上へと飛
ばされるように移ってくる。
風に大きく揺られる過程で半
開きとなるために翅表の濃い
グリーンがわずかにのぞく。ほ
とんど傷のない新鮮個体だ。笹
竹の茂みで遊ぶヒメジャノメ
と付き合ったあと、往きには気
に留めなかったハンノキを叩いてみると、驚いたミドリシジミの♂が飛び出して近くの笹葉上に静
止し、うれしいことに V 字開翅姿勢をとって美しい翅表を見せてくれる。太陽光の当たり具合で
濃いグリーンが青みを帯びてとても美しい。
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June 15, 2015

ヒメヒカゲのフィールド調査 No.5

ミドリシジミの舞踏会が始まっており、忙しい卍飛翔をビデオで追ってみるが、拡大接近撮影
はとてもかなわない。静止画像を切り取れば、時折翅表のグリーンが輝いてみえることが分かる
が、いずれにしても小さすぎる。卍飛翔そのものは動画でしっかりとその状況を伝えたく、

YouTube にアップしておいた：https://youtu.be/tve2eKLv4Uw 卍飛翔につかれたのかどう
か、静かに葉上で休憩に入る個体を何とかズームアップで記録したが、明日の案内地でどのよう
な光景がみられるのか、お楽しみ。
June 16, 2015

台湾からの友人たちを案内

台湾から FB 友の Lin さん
が友人とその息子さん（大学
生）の 3 人で兵庫のチョウに
会いに来られ、ミドリシジミ
の生息地へと案内。天候は曇
天だが、幸い新鮮個体が多く
飛びだし、喜んでいただく。きれいな翅表の金緑色をみせてくれる個体はいないが、少し青紫鱗粉
がみえる♀個体が開翅姿勢をとってくれる。皆さん、初めて見るミドリシジミを次々とカメラに収
めて満足していただけたよう。
June 14, 2018

ミドリシジミの輝きにうっとり

サイクリングによるヒメヒカゲの生息調査（Ser.10）は昼食を準備してたっぷり時間をかけて自
然観察を堪能する計画で、さっそくハンノキでミドリシジミが発生していることがわかり、オスの
開翅シーンを撮影できるまでは撤収しないときめて粘る。ハンノキまわりでときどきオスが飛ぶ
のが目につくので、その動きを追う。サルトリイバラの大きな葉上でいきなりエメラルドグリーン
の輝きをみせてくれるオスが現れるが、ビデオカメラのファインダーに確保できないうちに飛ん
でしまう。かなり離れた葉上に移動してわずかに翅表の青緑がみえるのをズームアップの練習と
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して撮影記録し、もっと撮影しやすい位置で翅を開いてくれる♂の登場を期待してねばってみる。
やがて最初のチャンスがやってくるが、翅表全開の状態で正面を向かれてはいい色がでない。する
とこれならどう？といわんばかりに少し体をひねって緑色の輝
きを見せてくれるその心遣いにまず感謝。天気が一気に曇り空
となったのが良かったのかどうか、13 時 45 分ころから待ちに
待ったオスのファッションショーが始まる。ビデオカメラのズ
ームアップによる被写体の確保は先程の練習でしっかりマスタ
ーできており、息を呑むように美しい自然の輝きを堪能する。
オオミドリシジミ Favonius orientalis
ゼフィルスとの出会いは、1958 年中学時代に登った高知県大豊郡の梶が森 1400m の山頂部。
南国高知ではミドリシジミなどのゼフィルスには相当標高が高い山奥にまででかけないと出会え
ない。それでも梶が森で出会えるゼフィルスはミドリシジミ、オオミドリシジミに限られ、山頂部
で上昇気流にのって吹き上がってきたオオミドリシジミを捕らえたのがゼフィルス初体験である。
その後、家族旅行で訪れた霧ヶ峰高原の車山山頂部で捕獲した♂
を標本として残しているが、角度をかえてみれば約 50 年経過した
今でも緑の輝きが少しは見られるが、もともと新鮮度が低い個体の
せいで、下に示す佐用町産に比べると美しい標本ではない。とはい
え、捕獲の瞬間まで思い出せる貴重な標本である。
June 18, 1971

兵庫県佐用町

ヒロオビミドリシジミとの出会いを求めて初めてゼフィルス採集を目的として JR 加古川駅か
ら始発列車で上郡へと遠征。どこに採集ポイントがあるのかも知らない遠征だったが、幸いにも佐
用町までの路線バス車内でヒロオビの♀の捕獲を目指す伊沢格さんご夫妻と知り合いとなり、途中
の土手斜面でジャコウアゲハの幼虫採取の案内も受けながら現地
のナラガシワが多い雑木林に入る。初めてのゼフィルス採集であ
りながら幸いにもヒロオビの♀を見つけることができて伊沢さん
に提供し、オオミドリシジミの♂、ウラジロミドリシジミ、ウスイ
ロオナガシジミ、アカシジミ、ウラナミアカシジミなどをゲット
したが、その後本種との出会いはなく、クロヒカゲモドキも発生
していたこの地は、その後シイタケの榾木としてナラガシワの多
くが伐採されるなど、2010 年以降チョウを楽しめる豊かな自然は
残っていない。
最近、加古川の里山・ギフチョウ・ネットで簡易カラー図鑑「加古川のチョウ」を編纂するにあ
たって、加古川市の近郊でも 1994-2003 年にオオミドリシジミのオス個体や産卵が観察できたと
いう記録を確認できたが、その後は本種の発生がみられていない。
ジョウザンミドリシジミ Favonius taxila
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ジョウザンミドリシジミとの初の出会いは家族旅行で訪れた 1974 年 7 月 29 日、霧ケ峰高原の車
山山頂部で上昇気流に乗って飛来した個体を捕獲していて、三角紙標本のままで保管している。な
ぜ展翅をしなかったのかその理由は思い出せない。次いで、初めて家族で北海道バスツアーに参加
した 1976 年の 7 月、ウトロで迎えた早朝の散策時に捕獲していて、この個体も三角紙標本のまま
で、中に入れたラベルには採集した時刻まで記録している。近縁種のエゾミドリシジミと非常によ
く似ていて、本種では後翅裏面の橙色紋が中央部でわずかにアーチ状に小さくなることが区別点
の一つで、エゾミドリシジミは橙色紋が幅広いままつながっている。
July 11, 2004 北海道富良野市布礼別川林道
1999 年にオオイチモンジ目的で訪れた富良野市の布礼別川林道へ。この辺りのオオイチモンジ
発生は北海道でもかなり早い 7 月 10 日頃となっていて、1999 年には 7 月 8 日に多くの個体に出
会えたが今回の訪問はオオイチモンジにはあきらかに遅く、あわよくば発生の遅いメスに出会え
たらいいかなという程度の期待で、本命はメスアカミドリシジミなどのゼフィルス類だ。布部川
が林道から右奥へと離れて木陰が多くなり、部分的に陽光が射しこむ、そのような場所でゼフィ
ルスが飛ぶ。多くはメスアカミドリシジミでときには卍飛翔が展開されるが、路傍の樹の葉っぱ
を叩くと、別のゼフィ
ルスが飛び出すのでネ
ットインをすると、早
朝に活動して休憩をし
ていたとみえるジョウ
ザンミドリシジミだ。
この 2004 年の訪問時に
はいつものビデオカメラではなくて一眼レフの CanonEOS カメラでの撮影を主としていて、結
局ゼフィルスの映像記録は残せていなく、標本写真のみを示す。ミドリシジミの類は光線の当た
り具合によって微妙に異なる色調を観察でき、本種も基本金緑色が美しいのだが、角度を少し変
えるとエメラルドグリーンにも輝いてみえる。
Aug. 28, 2005

しらびそ高原で♀

道路右手のスロープ下の小さなサクラの木の葉っぱにムラサキ
シジミを思わせる色調で大型のシジミチョウがチラチラと飛ぶの
で確認しに下りてみると、閉じた羽の裏模様からゼフィルスの♀
だと分かる。模様が非常に似通った族で筆者はあいかわらず現場
ですぐにその種名を特定できず、帰宅後に図鑑と照合してジョウ
ザンミドリシジミだと同定する。
エゾミドリシジミ Favonius jezoensis
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エゾミドリシジミとの初の出会いは家族旅行で訪れた日光戦場ヶ原
の小田代。フタスジチョウが飛ぶ様子を眺めたりして散策遊歩道を進
み、時刻が本種の活動ピークである 15 時を過ぎたころだったと思うが、
遊歩道から少し外れた林縁で乱舞状態のゼフィルスの舞が展開してお
り、足元に注意しながら草原へと踏み込んでネットインしてみて初めて
エゾミドリシジミだとわかる。新鮮度は低く、手元に残る記念の採集個
体は展翅意欲が出ないほどに前翅に破損がみられ、翅表の鱗粉もかなり
はげ落ちている。
July 26, 2014

開田高原でエゾミドリの乱舞を楽しむ

千葉市、四条畷市の親類と信州ドライブ旅行をした後半、千葉の親類を松本市まで送ってから
のチョウタイム。梅雨時の豪雨が南木曽地区を襲った土石流被害が懸念されたが国道 19 号の走
行に影響はなく、スジボソヤマキチョウがいるかもしれない開田高原へと木曽福島で分岐。通行
禁止だが途中まではいけるだろうと月夜沢林道を進む。太陽光が届きにくくなる 16 時前、オカ
トラノオで蜜を吸うウラギンヒョウモン、そのすぐ近くを飛ぶオオミスジが目に入る。さらに奥
へと進み、両側にモミジやコナラなどの木々がおおくなるあたりでゼフィルスが舞う。時間帯か
らしてエゾミドリシジミだろう。ときには 3 頭が縦列となって翅表の緑をキラリと輝かせながら
の追飛翔や、2 頭での卍飛翔が何度も展開する。距離のある林奥の陽光があたるノブドウのよう

な葉上で開翅姿勢をとる個体を望遠モードでかろうじてとらえる。エメラルドグリーンの輝きが
眩しいほどに美しいが、チョウ自体の新鮮度は低い。路面にはヒラヒラと飛ぶミスジチョウがい
るし、目の高さで飛び交うルリタテハもいる。目前にきたルリ
タテハをネットインするとかなりの損傷個体。すぐにリリース
すると、遠くに逃げることなく再び周辺を旋回するように飛
ぶ。結局、目的としたスジボソヤマキチョウには出会えなかっ
たが、予期せぬエゾミドリシジミの活発な舞踏会を堪能できて
良しとする。
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ハヤシミドリシジミ Favonius ultramarinus
May 26, 2012

ハヤシミドリシジミが羽化

昨日午前中に蛹の翅部に紫色を帯びた羽化兆候を認めたハヤシミドリシジミが、本日朝 7 時頃
に羽化。残念ながら羽化の瞬間
を確認できず、気づいたときに
はもうすっかり翅を伸ばしてい
た。美しい翅表のグリーンを記
録したくて自分の指やエノキの
葉上へと移しても動き回り、時
にはヒラヒラと飛ぶこともできる。結局、翅基部のウルトラマリン・ブルーだけを記録する。
July 14, 2014

ウスイロヒョウモンモドキ観察会から転戦

観察会を終えて、カシワの樹が林立する高原へと転戦してハヤシミドリシジミを観察。実際に本
種の生きた姿を野外でみるのは
初めてで、その撮影も初めてだ
が、開翅姿勢をみせてはくれず。
♀はヒロオビミドリシジミでは
ないかと思うほどに後翅の白帯
の幅が広い。
June 29, 2015

ハヤシミドリシジミ

ハヤシミドリシジミ Favonius ultramarinus の撮影に再チャレンジしてきた。2013 年 7 月に
初めて産地へと案内してもらった時に、カシワの葉上にとまる♂を撮影記録できたのが最初だが、
翅表の美しい色はキャッチできていなく、昨年 6 月 23 日に行ってみたときには時期が早すぎて完

全に空振り。ところが、今年の 6 月 20 日に友人がみごとなスカイブ
ルーの開翅記録をブログにアップされたことで、俄然リベンジしたく
なる。日曜日が梅雨の合間の好天気だったが、健康管理のためにだけ
でなく人数が少ないテニスを休むわけにはいかず、幸い良好な天候に
恵まれた月曜日に遠出。陽射しが強すぎるなか、なんとか複数の♂個
体をみつけるが、なかなか開翅姿勢をとってくれない。それでも、わ
ずかにのぞくウルトラマリン・ブルーを撮り込み、さらに木陰となっ
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ているカシワ林の奥へと踏み込んで、やっと低い位置のシダの葉上でわずかに開翅してくれる個
体に出会う。友人のみごとな記録には遠く及ばないが、遠くまで同行してくれた妻に感謝。
ウラジロミドリシジミ Favonius saphirinus
ウラジロミドリシジミはヒロオビミドリシジミとの出会いを求めて初めて訪れた西播磨佐用町
の上秋里地区のクリの花穂に来ている個体を初めてネットインしている。ミドリシジミ族のなか
では、裏面が銀色に輝くキリシマミドリシジミに次いで、他のミドリシジミの仲間とは裏面の色調
が変わっている種で、翅表のエ
メラルドグリーンも特徴的だ
が、鱗粉の構造上、他のミドリシ
ジミ類と同じく、見る角度によ
って微妙な色調の変化がみられ
る。それらを撮影記録として示
してみたが、実際に肉眼で見る
美しさを再現するのは容易では
ない。本種を普通種的感覚でみる
ことができた 1970 年代の兵庫県
佐用町や上月町では、クリの花が
咲く時期に必ず複数頭が吸蜜し
ていて、花をゆすれば無数のテン
グチョウに混じって本種の飛翔
を楽しめたが、ナラガシワがシイ
タケの榾木として次々と伐採さ
れ、もはや昔の発生は望めない。
京都府では本種を準絶滅危惧種に選定し、長岡市の生息地では「乙訓の自然を守る会」がウラジロ
ミドリシジミの保護活動を行っている。
ヒロオビミドリシジミ Favonius cognatus latifasciatus
June 18, 1971

兵庫県佐用町へ遠征

中学時代に文通による交換によって、鳥取伯耆大山のジョウザンミドリシジミやエゾミドリシ
ジミを標本として送ってもらっているが、自分の目で生きた姿をみたいものだ、と社会人となって
神戸市に住み始めた 1971 年の 6 月、上郡から深く入った佐用町久崎というところにいけばヒロオ
ビミドリシジミを筆頭にゼフィルスがたくさんいるようだ、という漠然とした情報だけをたより
に早朝の一番列車で神戸から上郡、上郡からは路線バスで久崎方面へと向う。この時期、沿線千種
川でのアユ釣りが解禁となっていて、バスの乗客の多くは釣竿をもった中年の男性で、ゼフィルス
採集用のつなぎ棹を入れた袋をもつ筆者も、アユ釣り目的のひとりだとみられているのは疑いな
い。そんななか、筆者と同じく佐用町にゼフィルスを採りに行く大阪からのご夫婦がおられて、当
方のいでたちが釣りではなくて蝶採りだとみぬいて話しかけてくれ、ラッキーにも佐用町に何度
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か来ていてゼフィルスに出会える場所を知っているので案内してくれるという。ご主人のお名前
は伊沢格さん。一般に、蝶採集地で目的を同じとする同好者にであうと、お互いがライバルであり、
けん制しあうものだが、伊沢さんはヒロオビミドリシジミの生きた♀を捕らえて採卵することを主
目的としているとのことで、伊沢さんのおかげで目的地に最も近いというバス停で降りることが
できる。橋の手前から土手沿いに歩くうち、すぐにジャコウアゲハの発生場所を教えてくれる。ウ
マノスズクサが土手の斜面に多く、ちょうど幼虫の時期であちこちにその姿をみつけられるが、こ
こは帰りに寄ればいいからと、先へと進む。30 分ほど歩いただろうか、ナラガシワ林が密度濃く
広がる上秋里駐在所がある地点で、お互いに分散行動へと移り、それぞれがここぞと思う場所を探
して雑木林へと分け入っていく。
本格的なゼフィルス採集は初めての筆者は、どういう環境が好ましいのか判断基準をもたない
まま、できるだけ林の中の高い位置に出て枝葉の先端部を見下ろすのがいいだろうと、斜面の適当
な位置に足場を確保してチョウの動きに注意をはらう。すると、ミドリシジミのなかまだと分かる
小さなチョウがちらちらと飛ぶ空間が目に入る。ゆるやかな斜面に林立するナラガシワの枝が適
度にその空間にのびて、その先端葉先でシジミチョウがテリ張りをしているらしい。時刻は 10 時
前。蝶の図鑑からの知識ではこの時間帯に活動するのはヒロオビミドリシジミかメスアカミドリ
シジミ。今はナラガシワ林だから前者だ。そっとネットをのばして葉っぱの下方からすくいあげる
と簡単に採れる。やはりヒロオビミドリシジミの♂で、野外で活動しているだけに鱗粉が完全な新
鮮度ではないけれど、初めてみる金緑色の光沢にうっとりする。しばらくすると、同じ葉っぱに新
たな♂がやってきて同じように開翅テリ張り体勢をとる。どうやら最良のポイントを探り当てたよ
うだ。筆者が足場を得た場所は、ナラガシワのかなり上の位置のためか、ときおりずっと下の方で
長棹の先で白いネットがゆれ動くのがみえる。伊沢さんではな
く他の同好者が同じ目的でやってきているのだ。絶好のポイン
トをみつけたおかげで 7 頭のほぼ新鮮な♂を捕獲して場所を移
動する。伊沢さんは、♀はナラガシワの枝が入り組んだようなと
ころにいるはず、と♂の捕獲にはまったく関心がない。筆者も♀
がいれば生かしたまま提供しますね、と背が高くないナラガシ
ワの茂みにも注意してみる。まもなくまちがいない♀がみつか
り、伊沢さんに知らせて喜んでいただく。
June 8, 2002

久しぶりの再会

加古川の里山・ギフチョウ・ネットの立岩さんが佐用町でナラガシワの樹が残るポイントへと案
内をして下さり、実に 31 年ぶりにヒロオビミドリシジミとの
再会を果たす。ミドリシジミの仲間はそれぞれ活発に飛び交う
時間帯が違っていて本種の活動時間は午前 10 時頃からで、木々
の梢周囲を飛び回り、高い位置の葉上でテリ張りをする個体は
すべて♂。♀はナラガシワの葉陰とか入り組んだ小枝に静止し
ていることが多く、この日は下草が茂る草むらのケネザサにと
まる個体を撮影記録。
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立岩さんが 5m 以上の長竿でナラガ
シワの大木梢まわりを飛ぶ♂をネット
インして提供してくれたのが右に示す
標本で、その後は標本作成を目的とし
た本種の採集はしていない。

イワカワシジミ Artipe eryx okinawana
Nov. 3, 1995

（準絶滅危惧）

西表島：仲間川林道

ニ度目の西表島は大原港から入って仲間川林道を探索する。港から 5 分ほど歩いた道路沿いに
自転車レンタルが可能な土産物店があり余計な荷物を預けて仲間川林道への分岐点大原に向かう。
この角にある雑貨店で昼の弁当とお茶を仕込んで準備は OK。林道と一般道路との区別がつきにく
い所で、ちょうどガザミを洗っている老人をみつけて道をきくと「道路沿いに立つ電柱を目印にど
んどん先に進めばいい」と分りやすく的確だと思える指示をしてくれる。分岐点では老人のアドバ
イスどおり仲間川から遠ざかる方向にやや登りの勾配で伸びている道へと進む。ここから先の林
道はレンタサイクル店のご主人が真顔で注意してくれたとおり、
下手なハンドル操作をするとタイヤがさけても不思議ではない
ほどに角の鋭い石が多いガンガラ道である。三叉路のつきあたり
にシロノセンダングサが咲いておりその花上でイワカワシジミ
をたて続けに 2 頭しとめる。翅裏全面のうす緑色はまわりの叢の
色に合わせた保護色となっていて、じっとしていれば簡単には見
つけにくく、さすがに自然界の妙と讃えるべきだろうが、花から
花へと移動する、その動きでベテランの蝶屋には見つかってしま
う。みごとなまでに枯葉とそっくりの模様を授かりながら、樹液
に飛来したときでも翅表のブルーやオレンジの派手な配色をこ
れ見よがしに陽光にさらしてしまうものだから、せっかくの擬態
が少しも活かされないコノハチョウにくらべれば、イワカワシジ
ミの方がまだ授かりものをまじめに活用していると言えるだろう。
Sep. 20, 1997

西表島：仲間川林道

仲間川林道は大富林道との呼び名もあり、この紀行文ではあるていど山の中に入った場所につ
いては、仲間川からかなり遠ざかる位置となるので大富林道と記すことにする。今回の目的はヤエ
ヤマイチモンジ♂。午前 9 時ではまだ陽射しがゆるく、蝶影がうすい。タテハモドキがひらひらと
現われて日向ぼっこをはじめるのでとりあえず Video 撮影。2 年前マサキウラナミジャノメが見ら
れた坂道にもまだ陽光が届かなく、この林道入口では必ず見かけるベニモンアゲハもまだ現われ
ない。2 年前にイワカワシジミが吸蜜していた突き当たりのコーナーは今回センダングサの花がほ
とんどなく、カーブ右林縁でスジグロカバマダラとリュウキュウアサギマダラがやっと遊び始め
た程度で林道は静寂そのもの。
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トラフシジミ Rapala arata
トラフシジミという和名は、写真でわかるように翅裏面のだんだら模様に由来している。タイガ
ー（トラ）の模様に似ているという点では春の女神：ギフチョウに勝るチョウはないが、名前に
きちんとトラと入っているチョウとして、
プロ野球タイガースファンがこのチョウを知らないでは
すまされない。幼虫がウツギやフジ、クズなどいろん
な花を食べるので、北海 道から九州まで広く分布し
ているが、
どこでも多くの個体数をみられるというチ
ョウではないらしい。実際、筆者が昆虫採集を始めた
1955 年頃の高知市五台山では、春型、夏型をそれぞ
れ一度でも見られたら御の字というたいへん珍しいチ
ョウであった。そんなわけで、
一度に複数のトラフシジミに会えるなんてありえないという先入観
をもって早春の加古川市志方町を訪れたとき、ウツギの花が咲
き誇る谷あいで、複数頭のトラフシジが飛び交う光景に出会っ
て驚いた。細い山道の路面で吸水するもの、ツツジの花に蜜を
求めるもの、ウツギの花のまわりを忙しく飛び交う個体などな
ど。
カメラで翅表の味わいの
あるブルーを何とかキャッチ
しようとトラフシジミと同じ目線でねらうために山道の路面
に当方も腹ばいとなるなど、早春の里山で楽しいひと時をすご
すのがその後の恒例行事となった。2014 年 4 月 2 日の V 字開
翅で太陽光を受けているシーンは滅多におめにかかれない記録
となっている。身近では、June 1, 2004 に西畑の花畑近くにあ
る児童公園際の木の枝に飛来したことがあって、急いでカメラ
で追ったが、夏型だと確認するタイミングがあっただけですぐに
飛び去されて映像記録を残せていない。夏季に出る本種は、
裏面
の白帯部分が淡褐色となって春型にくらべるとその美しいコン
トラストがみられず、翅表のブルーはむしろ濃い藍色が増したよ

うに感じる。ただし、翅表のブルーを映像として記録できる機会は非常に少なく、
路面でミネラル
水を吸っている際に羽を開閉することがあり、そ う い う と き が 唯一 の シ ャ ッ タ ー チャ ン ス
と な る。 な お 、 季 節 に よ って 異 な る 色 彩 変 化は 、 幼 虫 時 代 の 高い 気 温 な ど が 影 響し て
い る と 考 え られるが、その検証は容易ではない。遅い記録として Oct. 25, 2009 に高砂市高砂町
松波町で、各戸が配るお菓子類をもらって回るHalloween イベントを子供たちが楽しんでいると
ころに偶然飛来した個体を見ているが、あっというまの出来事でVideo カメラを持っていたのに
このときも証拠記録は撮れていない。
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ミヤマカラスシジミ Fixsenia mera
July 22, 2009：開田高原
19 号線にもどって少し走ると 361 号線への分岐点にでる。左折して橋を渡り、地蔵トンネルを
抜けると周囲に白樺の美林が続く快適な走りとなる。8 月後半だとコスモスがきれいに咲く道でも
ある。高原アイスクリームの看板が見える手前を左に入って木曽馬の里へと向かう。左手にブルー
ベリーの実る広い敷地がある道をたどると乗馬センター専用の駐車場だ。きれいな白樺林をバッ
クに緑の草原が展開し、複数の馬たちがゆっくりと草を食んでいる。乗馬コース脇で小さなブルー
のシジミチョウが飛ぶので近づくと、ヒメシジミの♂が小岩の上でしぶいブルーを輝かせて羽を広
げている。前翅右端が少し欠けた個体だがそれなりにきれいな開翅状態をビデオ記録し、ひらりと
飛んだあとも、すぐ近くに咲く黄色い花へと移動して求蜜しはじめるので、じっくりとビデオ撮影
をする。次いで翅裏にオレンジ色がめだつことですぐに♂ではないとわかる♀が同じ花にやってく
る。新鮮度はひくい個
体だが、翅表を開いて
みせてくれると褐色の
地色に濃いオレンジ紋
が映えてきれいだ。柵
の中は白樺林が奥につ
らなる広い草原で、柵
にそって馬の散歩道だ
ろうか、歩ける部分があるので奥へとたどってみる。左側に谷様に切れ込む斜面があるところに、
ヒメジョオンの群落があり、かなり下方の位置にコヒョウモンが 2 頭蜜を求めて飛来している。
道から斜面へと少しだけ踏み込めばネットがなんとか届くので
このチョウたちを捕獲したそのとき、カラスシジミの仲間がす
ぐその横のヒメジョオンにとまる。なんとかネットが届き、コ
ヒョウモンが入ったままのネットで捕獲する。先ほど畑のそば
でみた個体よりははるかに新鮮で、翅表はカラスという命名ど
おり黒褐色だけでお世辞にもきれいとはいえないが、裏面の独
特の白い筋模様からミヤマカラスシジミだと同定。尾状突起根
元の赤い紋が褐色の地色に映えるきれいなシジミチョウである。
近縁のカラスシジミは
裏面の白条紋が英文字の W の形となっていることで、本種
と区別でき、北海道の丸瀬布で 2000 年 7 月 13 日にヒヨド
リバナで吸蜜中の個体の撮影記録がとれている。
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カラスシジミ Fixsenia w-album fentoni
1974 年 8 月採集の新鮮度が高くないカラスシジミ標本が初めて出会った個体で、家族で妙高笹
ヶ峰を訪れたとき、草原で休憩している目の前を風に流されるよ
うに飛ぶ褐色のチョウを、なんだろうと思いながらネットインし
たものだ。後翅裏面のオレンジ紋が鮮やかで、白い帯状紋が W 字
様となっているところから、近縁のミヤマカラスシジミと区別で
きる。
2000 年 7 月 13 日

北海道丸瀬布武利川林道

「みどりの森公園」には蒸気機関車に乗って走れるサービスもあるようで、まだ開園していない
時間帯のはずなのに機関車はすでに蒸気をはいている。とても遊んでいる時間はないのでやり過
ごす。さらに下る途中左手に民家があってルピナスの花がたくさん咲いた広場もある地点で妻が
休憩したいと車を止める。ネットを片手に道路沿いをチェックして紫のクサフジの花が咲く叢で
ヒメシジミを採る。ホソバヒョウモン、エゾシロチョウ、エゾスジグロシロチョウなどが飛び、ゼ
フィルスもいそうな環境だけどチョウはみえない。ルピナスの花畑にもどると点在するヒヨドリ
バナの白い花にギンボシヒョウモンが多い。新鮮体なら
採ろうかと近寄るとカラスシジミも訪れている。これな
ら Video にも記録できそうだと車へと走りもどる。ファ
インダーに裏面のオレンジ模様があざやかに写し込まれ
る。わずかに尾状突起の一部が汚損しているが、花を訪れ
た姿を目にするのは初めてのカラスシジミでありネット
にも納める。ギンボシヒョウモンも新鮮個体を採って休
憩タイムは終わり。本命のオオイチモンジとの出会いを
期待して先を急ぐ。
2007 年 7 月のウスイロヒョウモンモドキ観察会当日、観察力のするどい参加メンバーは兵庫では
珍しいカラスシジミをしっかり撮影記録されたようだが、一般参加者へのウラギンヒョウモン説
明などに気遣っているあいだにチャンスを逸してしまう。
コツバメ Callophyrys ferrea
早春の野山で出会って春を実感できるチョウが何種類かあるが、ぽかぽか陽気の里山でコツバ
メに出会えると「春だなあ」と感無量となる。近隣で春だけしか見られないチョウは何かと聞かれ
た場合、ギフチョウやツマキチョウがすぐ浮かぶ名
前だが、どっこいこのコツバメを忘れてはならな
い。姿形がとても小さく色もきわめて地味で、早春
の山道では路傍の小枝や葉っぱの先にちょこんと
とまり、人の気配に驚くと鋭敏に跳ねとんですぐに
別の枝葉の先端などにとまるのだが、その飛翔時は
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まるでハエがとんでいるようにしか見えない、そんなチョ
ウで、北海道から九州まで各地に普通に分布していて、北
海道の山地では 7 月になっても新鮮個体がみられるとい
う。チョウを知らない人がワラビなどの山菜採りに山に入
るとき必ず出会っているはずなのに、おそらくハエが飛ん
でいたなとしか認識していないと思われる。早春の里山に
点在するアセビの白い花や，ツツジの花群間を敏速に飛び
交うこのコツバメに，あるいは早春の山道を歩いているときにパッと路傍の小枝などから飛び立
つ本種がチョウだと気がついた人がいれば，その人の注意力はきわめて優秀といって間違いない。
コツバメは静止状態で太陽光線が翅面に直角にあたるように体を傾けて日光浴をする、とても
変わった、しかし実に賢い習性がある。その間、左下の図のように後翅だけを上下に動かすシジミ
チョウの仲間がよくする所作を見せるが、決して羽を広げてはくれないのでチョウの撮影を趣味
とする人が最もストレスをため
る相手だ。何度もチャレンジを
して、結局は裏面の芸術模様が
しっかり撮れたからいいやと諦
めてしまう、実際は、しぶいブル
ーの翅表をもっているのに実に
愛想のないチョウだといえる。ここに示す静止時の撮影記録は、裏面の芸術的な模様をしっかり捉
えることができた会心の作として満足しているものだ。
コツバメの幼虫はスイカズラ科のガマズミやネジキ、およびヤマツツジ、コバノミツバツツジな
どのツツジ類の花を食べて育ち、晩春には蛹となってそのまま翌春まで過ごしてチョウになるが、
このパターンはギフチョウと
よく似ている。2014 年の 4 月、
加古川市郊外の岩山山頂部で、
アセビによく似たネジキの新
芽付近に次々と産卵してまわ
るコツバメの母チョウの記録
が撮れたが、それ以降の生態観察はできていない。
Apr. 21, 2018

チョウが舞う黒岩山へ

昨 2017 年は 4 月 14，22、5 月 2 日の三度通った加古川の黒岩山（標高 132m）に今年初めて登
る。急峻な岩だらけの狭い登山道は、週一のテニスや日々のウォーキングを継続している身にも相
当にきつい。15 分を要してたどり着いた尾根筋でネジキの新芽に産卵をして回るコツバメの動き
を追って記録をとる。アゲハチ
ョウなどが飛び交う尾根道を
何度か行き来しているうちに、
ふたたびコツバメが飛ぶ。先程
産卵していた♀だと思われ、飛
び立つたびに翅表のブルーが
キラリと輝いて美しいが、その状況を記録するのは容易ではない。
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キマダラルリツバメ Spindasis takanonis
June 13, 2015

（準絶滅危惧）

キマダラルリツバメ初撮影

2013 年、養父市で観察できなかったキマダラルリツバメ Spindasis takanonis が、今年、加古
川市郊外で 30 年ぶりに発生しているとの情報を得て、友人と確認に行ってきた。午後 2 時から 3

時までは姿をみせなかったが、友人がテリ張り行動は 15 時頃か
らだと、その習性をよく知っていてくれたおかげで粘り強く待
機し、まさに 15 時を過ぎた時間帯となって、目の前をチラチラ
と飛び始め、やがてすぐ目の前のササの葉上に陣取って、じっく
りと撮影のチャンスをくれる。
June 8, 2016

キマダラルリツバメが近くまで来てくれた

キマダラルリツバメの継続委発生確認目的で、加古川の里山・ギフチョウ・ネットの環境整備活
動などに精力的に協力をして下さる A さんを誘って 15 時過ぎに現地を訪れる。多分 H さんも来
られるのでは、と話していたら
間もなく H さんも見える。そ
して、幸先よくいきなり近くの
シダ類の新葉上にキマダラル
リツバメがとまってくれる。残
念ながら後翅の破損度合いが
高い個体だったが、まずは近場での撮影ができて、初めてだという A さんにもしっかり観察して
いただけてまずは安堵。やがて横浜から T さん、I さんもかけつけ、遠くでチラチラと飛び交うキ

マダラルリツバメの動きを追う。あいかわらず離れた位置のコ
ナラの梢部分での飛翔が多いが、思いは通ずるもので、再び筆
者がカメラを準備して待つすぐ目の前に止まってくれる。先ほ
どと違って尾状突起がしっかり 4 本そろった個体で翅表の新鮮
度は高くないが、それでも贅沢はいわない。このあと 17 時過ぎ
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まで粘っても再び近くに止まることはなく、遠くの葉上で開翅する個体をズームアップでとらえ
てみる。先日よりは目が慣れて割合早くファインダーにとらえられるようにはなったが、光学ズー
ムの限界で、ぶれまくりの中から許せる静止画像を切り取るだけ。
June 10, 2018

豊岡市出石町へ遠征

台風 5 号の影響で天候が思わしくないのを覚悟で、豊岡市への 1 泊旅行を計画し周辺で自然観
察。全く日差しのない山道でアカシジミがつき合い程度に顔を出してくれてコナラの葉上に止ま
り、高い位置の梢をチラチラと飛ぶゼフィルスも目撃できたが、フジミドリシジミだったと推定。
宿泊宿で夕食後にくつろいでいたら、窓の外にウラナミアカシジミかな、と思うシジミチョウが室
内の電灯のあかりに誘われてやってきているのに気づく。ビデオカメラを準備して近づくとそれ
はなんとキマダラルリツバメ（準絶滅危惧選定 threatened ）。窓の外側からも証拠記録をとる。

夜間の灯りへのチョウの誘引飛来は、1959 年 7 月 7 日に高知市五台山でホソバセセリが自宅室内
の蛍光灯めがけて飛び込んできて以来の 49 年ぶりの体験だ。
ベニシジミ Lycaena phlaeas daimio
ヤマトシジミと同じシジミチョウの仲間で、早春から秋にかけてごく普通にみられる、みごとに
美しいチョウだ。モンゴルやヨーロッパの草原地帯にも同じ仲間がいるが、チョウ類はおしなべて
元気に飛び回るためにあるていどの体温上昇が必要で、太陽光を受
けながら、羽を広げて日向ぼっこをする光景が目立つチョウである。
ベニシジミの場合、太陽光による反射角度に気を配れば、びっくりす
るような金属光沢の輝きを目にすることができる。幼虫は草原や路
傍のいたるところに自生するタデ科のスイバ（別名スカンポ）やギシ
ギシの葉っぱを食べて育つ。この食草は北海道から種子島までの分
布となっていて、ベニシジミは屋久島以南の南西諸島には生息しない。デジタルカメラの普及によ
って、花やチョウの写真撮影を楽しむ人が増えているが、ベニシジミはチョウの撮影には格好のタ
ーゲットとなる。花の蜜を吸うのが好きで、その際、羽を存分に開いて美しいベニ色をたっぷりと
見せてくれ、花の蜜を吸わないときでも、近くの草の葉っぱ上や路面にとまる際にすぐに羽を開い
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てくれる数少ないチョウで、添付の写真のような光景をいくらでも提供してくれる。日本産ベニシ
ジミの学名は Lycaena phlaeas daimio「daimio=大名」で、1891（明治 24）年に来日していたザ
イツ（Seitz）が命名していて、大名が存在しない当時にどんな経緯で命名されたのかを懸命に調
査している人もいる。
ベニシジミは暑い夏になると翅表のベニ色部分が狭くなって一様に黒ずんでしまうが、これは
季節変異とよばれ、幼虫時期の日照時間や高温続きであること
などが関係するが、おそらく詳細な研究はなされていないと思
われる。このように高温期に鱗粉の色が濃くなるチョウは少な
くなく（例えばキアゲハ）、多くの人にとってなじみのあるはず
のキチョウ（1992 年、キタキチョウとして八重山地方のキチョ
ウと分離された）では春から晩秋までになんと 6 度もの季節変異を示す（詳細はキタキチョウの
項を参照）。
ところで、チョウが夜をどこでどのように過ごすのかに興味があって、黄昏どきの草原地帯を注
意しながら散策してみるとシジ
ミチョウの仲間やモンキチョウ
が静かに寝床につく様子をあち
こちで観察できる。2017 年の加
古川河川敷でも眠る場所を決め
た個体の観察を楽しめた。
2018 年、Facebook に黒化型の典型例をアップしたら、ここまで黒いのはきわめて珍しいので
は？と京都の蝶友からのコメントがあり、実は、加古川で似たような黒化型を何度も記録している
データを整理してみた。2009 年には 5 月末にもうほぼ真っ黒という個体を記録しているがフォー
カスが甘いのが残念。過去の記録を並べてみると、2014 年 6 月 27 日の翅表にひっかき傷がみら

れる個体、2017 年 6 月 21 日のヒメジョオンで吸蜜する個体、そしてクズの葉上で休憩する 2018
年 6 月 21 日の個体などチャンピオン級の記録が複数あって、少なくとも加古川地区では決して珍
しくはないことがわかる。
その他、交尾を迫る光景を撮影している最中に、別の♂がやってきて絡むというシーンが展開す
るなど、チョウの自然観察中にはいろんな光景に出会える。ついでに美麗タイプについても過去の
記録を調べると、後翅に青い鱗粉が並ぶ個体が目につく。
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前ページの後翅青紋列が二重になった美麗個体はめったに見られないきわめて珍しい記録とな

っている。

クロシジミ Niphanda fusca

（絶滅危惧ⅠB 類）

本種は 2012 年現在、絶滅危惧種Ⅰ類に選定され、どこに行けば出会えるのか、筆者にはまった
く見当のつかない希少種であった。ところが、2012 年 7 月 15 日、そのような珍しいクロシジミ
に約 50 年ぶりに出会え、しかも♂♀ともに映像記録を撮ることができた。
名前はクロシジミとそっけないが、新鮮個体では太陽光線のあたる角度によって微妙に紫色を
帯びるきれいなチョウで、実は、初めての出会いを比叡山で果たしている。残念ながら標本は母校
の高知市青柳中学校に寄贈して長い年月が経つので、おそらく保管管理はできていないことだろ
う。しかし、初の出会いに関するデータはしっかり残っている。筆者が初めてチョウの図鑑を入手
したのは 1957 年 1 月 2 日。当時の正月買い初めの日で、薄給の教師であった父に懇願して横山光
夫著、江崎悌三校閲「原色日本蝶類図鑑」
（1954、保育社、定価 800 円）を高知市内の大丸で買っ
てもらったのだが、そのクロシジミの項に、Aug. 28, 1966、比叡山 1♀、Aug. 23, 1970 奥摩耶山
頂という手書き記録があるのだ。記憶では六甲山奥摩耶が鮮明で紫を帯びる♂個体だったことまで
思い出せるが、比叡山でみた記憶は消えてしまっている。ちなみに、横山図鑑には「恐るべき敵虫
と思われる蟻と仲良く相和し、助け合って共棲する蝶のいることは、自然界の奇蹟に近い習性とい
える」との記述がある。すでにクロオオアリとの共棲は知られているが、詳細な生活史は当時未解
明である。
その後、明らかとなった生活史については、白水隆著「日本産蝶類標準図鑑」
（2006、学研）に
詳しく記述されている。初めて本種の撮影記録が撮れたのは、加古川の里山・ギフチョウ・ネット

のメンバーとハチ北高原でウスイロヒョウモンモドキを観察したあと、T さんがいまどき貴重な
クロシジミ観察地へと案内して下さったおかげで、感謝の気持ちでいっぱい。この日、チョウを見
た場所近くの路面には複数のクロオオアリが歩きまわっており、さらに進んだ奥の発生地では、写
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真のようなすぐには飛び立てない個体が路面近くでじっとしており、羽化したばかりなのか羽化
不全なのかを最後まで確認することが出来ていないが、アリと共棲するゴマシジミ、オオゴマシジ
ミ、キマダラルリツバメ、ムモンアカシジミなど、いずれの場合も蛹から羽化脱出して羽を伸ばす
までが最も危ないときで、この段階でアリに攻撃される可能性が高いといわれる。そのような生活
史を知ったあとでは、これらのチョウが野外で飛び交う姿はあまりにも愛おしく、ネットで捕まえ
て標本にしようなどとはとても考えられない。チョウマニアが希少種ばかりを狙って乱獲するさ
まを「鬼捕り」と呼ぶようだが、確かに正常な人間にできることではない。
2013 年の訪問時には青空を背景とする記録もとれ、2017 年には交尾個体も観察できたが、2018
年には貴重な生息地が養鶏場
設営のために雑木林が幅広く
開墾されて、二度にわたる確
認訪問でも本種の発生が確認
できず、絶滅したのかもしれ
なくて悲しい。
ウラナミシジミ

Lampides boeticus

ウラナミシジミは幼虫が栽培種のマメ科植物（フジマメ、アズキ、ソラマメ、エンドウ、ササゲ
など）の実を好んで食べ、高砂市松波町や西畑地区でごく普通にみられるチョウ。シジミチョウの
仲間では特に飛ぶ力が強く、気温が上昇するとともに日本列島を北方へと移動を始め、世代を繰り
返しながら東北から北海道まで到達する。まるで北海道の小豆はうまいから早く行こうよ、と頑張
って北上している気配だが、かわいそうに冬を越すことができずに、北上した世代はすべて死滅す
るといわれている。
♂は翅表が青紫に輝き、♀は羽の縁の褐色部が幅広くうす青の鱗粉なので一見して雌雄の判別が
できる。西畑の花畑では 10 月から 11
月にかけた秋に最も個体数が増して、
いたるところで花の蜜を吸いる。羽の
裏面は和名のとおり波模様があって、
後翅の尾状突起が出ている基部には
オレンジ模様とその中に黒い眼状紋
がある。これらは、小鳥などの外敵に
対して、この尻尾側が頭だよ、とごまかすための自然が創り出した擬態模様で、シジミチョウはこ
の後羽を交互に上下にすりあわせるような動きを繰り返すのだが、その動作の意味が以下のよう
に説明されている。
細長い尾状突起は 2 対そろっていて目玉模様から生えたアンテ
ナ（頭部触覚）に擬態しており、後羽を交互に上下運動する動作は、
ゆれるアンテナと根元の目玉模様で頭がこちらにあると錯覚させ
る実に巧妙な動きだという。小鳥が目玉模様を目印としてその偽の
頭部分を攻撃した場合、チョウは後羽の端を食いちぎられたとして
もそのまま飛び逃げることで命は助かるというわけだ。きびしい生
存競争に打ち勝つためにデザインされたこれら自然の仕組みと偽
装デザインを、羽の動きでしっかり活用しているシジミチョウには感心するばかり。
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オジロシジミ Euchrysops cnejus
Sep. 4, 1993：石垣島バンナ公園
公園裏手の道沿いセンダングサが多くみられるあたりでオジロシジミを初めてネットに納める。
本種は郷里の高知市五台山で迷蝶として記録されているのであまりにあっさりと採れてしまうと
妙な感じ。
Sep. 16-17, 2004：与那国島
車道に出て右に大きくカーブするつきあたりが昨年ウスアオオナガウラナミシジミと戯れた草
つきで、ヤブツルアズキの種類が一面にマントを形成していて、幸いオジロシジミがたくさん飛び
交っている。目にまで入ってくる汗や、その汗が熱気で蒸散してファインダーが曇ってしまうなど
で、小さな被写体にフォーカスをあわせるのが容易ではないが、一眼レフデジカメにグレイドアッ
プしたおかげでまずまずのスナップ写真を確保する。
9 月 17 日：自転車を一昨年ヤギがいた小屋横にとめてオジロシジミのいた草むらまで上る。今
朝出会ったバイクの青年は、幸い根こそぎチョウをとりまくるようなタイプではなかったようで、
あいかわらずマメ科植物が主のマントを形成する草むらにオジロシジミが遊んでいる。できれば
開翅場面をカメラでねらいたいのだが 11 時も近い時間帯ではもう飛び回る個体ばかり。それでも
何とかいいタイミングをと 1 頭の動きに絞ってフォローしていると、どうやら♀だったらしく突然
あらたに現われた 1♂が先に止まっ
ていた個体にからんだかと思うま
もなく、あっという間に交尾が成立
する。またとないラッキーチャンス
をじっくり接写レンズで捉えるこ
とができ大満足。♂と思われる個体
がしきりに後ろ足をいそがしく動かすしぐさはこれまで見た記憶がなく、せっかくのチャンスを
ビデオにも記録する。
Dec. 3, 2012：石垣島川平
川平に着くころにはありがたい好天気となる。以前に車で入り込めた道路が進入禁止となって
いて、やむなくグラスボート乗り場に近い広場へと車を進めると、
スジグロカバマダラとリュウキュウアサギマダラが翅を水平に広
げて体温の上昇を待っており、ナミエシロチョウとリュウキュウ
ミスジはもう活動を始めている。やがてスジグロカバマダラがど
こから出てくるのか、次々と湧き出るように飛び出してくる。この
広場にくるチョウの数が減ったところで、もっと広い休耕畑地が
あると思われる場所へと移動する。その途中、間違って入り込んだ
コーナーで期せずしてオジロシジミをみる。
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アマミウラナミシジミ Nacaduba kurava septentrionalis
2012 年晩秋の八重山訪問で、ようやく自然状態でのメス個体の撮影記録が撮れ、2017 年になっ
てやっと♂の翅表を記録できた。以下、過去の蝶紀行の関連部分を抜粋するなどして紹介する。

石垣島伊原間:♀

石垣島平久保:♀

石垣島川平:♀

筆者が初めて沖縄・八重山を訪れたのが 1993 年 9 月で、本種とは石垣島のバンナ公園裏手の小
道沿いでの出会いが最初。その後、与那国島で新鮮な美麗オスにも出会っているが、あの渋い翅表
の濃紫色を撮影記録することにはいまだ成功していなく、2017 年の個体は青みが強い♂だった。
Sep. 4, 1993

初めての石垣島：バンナ植物公園

沢を越えて緩やかな坂道を左に登りきるあたりから木陰道となって両側にハイビスカスの並木
が続く。その根元一帯にセンダングサが咲く道路沿いではヒメウラナミシジミがチラチラと遊ん
でいるがツマベニチョウはきわめて少ない。黒っぽくてすばやい動きのシジミチョウを捕らえて
みると美しいルリウラナミシジミ。アマミウラナミシジミも混じる（注：2007 年の訪問時、この
裏手小道は荒れたブッシュに変貌していた）。
Sep. 17, 2004

与那国島

ティンダハナタの「ゆうゆう広場」近くまでもどって、林に隠れたコンクリート広場にカメラ以
外の荷物をリュックにまとめて放置し、自転車も一昨年ヤギがいた小屋横にとめてオジロシジミ
のいた草むらまで上る。草むらの奥でオジロシジミとは明らかに異なるシジミチョウの飛翔が目
に入り、踏み込んでよくみるとアマミウラナミシジミだ。新鮮なオスで、最近はルリウラナミシジ
ミの輝きばかりを見てきたせいか、しっくりと渋いダークブルーがとても美しい。
Apr. 25, 2017 沖縄本部半島
午後に加古川の蝶友に教えてもらった大宜味村押川地区で蝶観察。道路沿いにハイビスカスの
花が多く風当たりの少ないチョウのたまり場を探して車をとめる。ジャコウアゲハ、モンキアゲ
ハ、ナガサキアゲハなどが
蝶道を形成して飛ぶ絶好
のポイントをみつけたが、
撮影ターゲットとなって
くれる個体が少なく、この
ポイントでテリハリ中の
アマミウラナミシジミに
的を絞って開翅タイミングをまつ。新鮮なオス個体が縄張り領域に入るチョウに対してすぐにス
クランブル飛翔を仕掛けては舞い戻る。戻る位置はかならずしも同じではないが、すぐに確認でき
るていどの範囲内での行動だ。
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ルリウラナミシジミ Jamides bochus ishigakiensis; ssp. formosanus
羽の色が鮮やかな金属光沢に光り輝くチョウとして南米地域に産するモルフォチョウが有名だ
が、まさにモルフォチョウの輝きを思わせるのがこの小さなルリウラナミシジミだ。
南国沖縄で蝶を追うことなど夢の中の夢であって、実際に行けるなどとは考えもしないでいた
のが、ひょんなことから 1993 年 9 月に業務出張で琉球大学医学部の血管外科教授と面談できると
いう機会を得た。業務を終えた当日に沖縄本島を台風が直撃したが、かろうじて風速 25m を越え
る直前の最後の路線バスで名護市まで移動した翌日、台風一過の本部半島でツマベニチョウとの
出会いに感激。その後、めったに行くチャンスもないだろうからと、石垣島まで足をのばしたバン
ナ公園で、種名が分からないままにネットインしたのが初めて見る本種であり、紀行文には以下の
ように記述している。
1993 年 9 月 4 日：石垣島バンナ公園裏手
沢を越えて緩やかな坂道を左に登りきるあたりから木陰道となって両側にハイビスカスの並木
が続く．その根元一帯にセンダングサが咲く道路沿いではヒメウラナミシジミがチラチラと遊ん
でいるがツマベニチョウはきわめて少なく，結局，石垣島でネットインはできずじまい．黒っぽく
てすばやい動きのシジミチョウを捕らえてみると美しいルリウラナミシジミ．
この沖縄業務出張をきっかけとして、沖縄・八重山はその気になれば意外と簡単に行けるところ
だと認識を新たにして、結局、すっかり蝶ウイルス感染による八重山病にかかってしまうのだが、
1997 年 10 月 31 日の石垣島オモト林道で経験した無数の本種がキラキラと紫の輝きを見せながら
飛び交う状況は、その後あま
りみていない。その飛翔はと
ても速く、シロノセンダング
サで吸蜜中の♂をビデオ撮影
記録がとれたのは 2012 年 12
月の石垣島伊原間。故金子實
氏による撮影記録がしっかり
後翅の輝きをとらえているのに比べると、残る課題は山積みだ。
2012 年 12 月の訪問時には、石垣島オモト林道でクロバナツルアズキに産卵直後の卵をいただ
き、高砂市でインゲンマメを与えて飼育したが、きれいな♂は羽化しなかった。
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シロウラナミシジミ Jamides alecto dromius
2002 年 9 月 13 日 石垣島オモト山麓
天候は晴れ。空港で待ってくださっていた金子先生の軽自動車でた
だちにオモト山麓へと向かう。ここ数年継続的に秋に見られているシ
ロウラナミシジミがすでに発生している現揚に案内してくださるとい
う。1997 年 9 月に一度自転車で来たことのある場所へと着く。右手に
もはや手入れをやめた様相のウコン畑があり、道路との境界域に連な
る適度な木々の繁みがチョウの遊び場となっていて、初めてみるシロ
ウラナミシジミがきれいな水色を輝かせながら次々と場所を変えて飛
ぶ。思った以上に大きいチョウだ。いつでもネットインできそうなの
でデジカメで狙ってみるが、ズームアップしているあいだにすぐ別の
場所へと転飛する忙しい動き。何枚かシャッターを切るがフォーカス
が甘くて絵にならない。仕方なくビデオカメラに切り替えるが、それ
でも満足のゆく映像が撮れないままネットインへと方針変更。ネット
の中でも激しい動き方で、きれいな水色を静止画像として切り出せる
タイミングは見出せず。3♂をゲットしてオモト万勢山林道の探索に移
行する。
2002 年 9 月 16 日 西表島白浜
白浜旧道を経てシロウラナミシジミ発生地に向かう。旧道一帯にま
ったくチョウのいな
いのが意外。到達した白浜地区でようやくタテハモドキやウラナミシ
ロチョウ、ウスキシロチョウをみる。墓場近くの湿地帯には香りのい
いシュシャクが咲いており、この純白の花で発生するシロウラナミシ
ジミが、ブッシュをたたいて驚かす方法で初めてチラチラと飛んで見せてくれるが、それも 1、2
頭の目撃だけで、石垣島の発生地に比べるとあまりに少なく採集はしない。
2003 年 10 月 30 日 石垣島オモト山麓
この草むらから 100ｍほど上れば三叉路で、まずは直進して峠を越え、シロウラナミシジミを求
めてウコン畑のある地域へと下りきる。一昨年、金子先生に教えていただいた場所は、ウコン栽培
がさらにほったらかしとなっていて荒れ放題となり、あきらかにシロウラナミシジミは激減して
いる模様。畑の境界を形成するブッシュを叩いて飛び出す個体から新鮮な♂を 2 頭だけ捕獲し、明
らかに♀とわかる個体には手をつけない。ここの垣根にはハイビスカスの赤い大輪もみられるがツ
マベニチョウはやはり姿をみせない。
2004 年 9 月 18 日 石垣島オモト山麓
レンタサイクルで 30 分ほど要してたどり着いたポイントは朝露が残る状況。シロウラナミシジ
ミが飛ぶにはまだ早すぎるように思われたが、少しずつ気温があが
るにつれて、台風の影響で飛び散った枯葉が一面を覆っている路面
の何かに惹かれるようにチラチラときれいな淡い水色の光沢を輝か
せる♂が飛び始める。その何かはどうやら路面に落とされて生乾き
となっている鳥の糞らしい。カメラでねらうも開翅行動はとってく
れないためカメラアングルが厳しすぎる。地面すれすれに少し飛ん
では静止するという行動をうまくフォローできれば、きれいな水色
の輝きを連続シャッターで撮りこめる計算だが、結局は、路傍のセ
ンダングサ葉上で一休みというところをキャッチしてよしとする。
このとき観察できたのは 2-3 頭の♂だけでどうやら今の時期は発生の谷間だと思われる。
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ウスアオオナガウラナミシジミ Catochrysops panormus exiguus
八重山諸島、沖縄で一時的に発生をみる迷蝶のひとつだと考えられるウスアオオナガウラナミ
シジミは、石垣島のオモト林道で、かなり風の強い昼間に風に流されるように飛ぶ個体をネットイ
ンした 1997 年 10 月 31 日が初の出会い。標本写真でわかるように
みるも無残な損傷個体で、通常このような個体は直ちに放すのだが、
当時はすぐに種名が分からず、調べてみようとの思いで三角紙にお
さめたもの。結局、普通にはみられない迷蝶だと判明して標本にし
たが、リュウキュウムラサキやメスアカムラサキの飼育時に、翅を
ボロボロになるまで生き抜いてたくさん産卵してくれた母蝶の記録
標本を残している以外に、ここまで傷んだ個体を標本化したことは
ない。
二度目の出会いは、同じく石垣島オモト林道で、シロノセンダングサの咲く草むらに飛ぶシジミ
チョウが目に入る。新鮮度を確認してとらえるとウスアオオナガウラナミシジミの♂だ。このチョ
ウのように色調が淡い個体の標本記録をとるのは難しく、ラベル込
の記録がいい色合いが示せているのでそのまま採用している。いず
れにしても、オモト林道の全く同じ場所ではないが、初の出会いと
ほぼ同じ時期で 6 年後に再び本種に会えるとは想定外の喜びで、結
果的に 2003 年は八重山諸島の広い範囲で本種が発生していて、石
垣島でその後に複数個体をみた以外に、竹富島、波照間島、与那国
島で確認している。実は、2003 年は春日井市在住の蝶友家族を石垣
島、与那国島へと案内同行する約束で数日早く八重山を訪れた年で、
波照間島は単独での日帰り訪問。所要約 1 時間で高速船が運んでく
れるので、石垣島から比較的容易に訪ねられるのがありがたい。気
分がわるくなる人が多いと聞く東シナ海外洋での大きな上下へのゆれは、まもなくいろんな蝶に
会えるという期待感いっぱいの筆者にとってはずっと楽しいひと時で、まったく苦にならない。
以下に、2006 年に沖縄本島を訪れたときの蝶紀行から関連記述を抜粋
2006 年 11 月 5 日：本部半島八重岳；木陰が続く林縁には複数頭のナガサキアゲハが蝶道を形
成して飛び交い、赤ネットをもって立っているとツマベニチョウだけでなくナガサキアゲハも近
づいてきて、花ではないと分かって離れてゆくのを二三度経験する。センダングサの花群に明るい
ブルーのシジミチョウが飛ぶ。よく見るとまちがいなく迷蝶のウスアオオナガウラナミシジミで
ある。八重山諸島で秋に大量偶発することはよく知られていて、実際、石垣島や竹富島で体験済み
だが、沖縄本島にまで北上しているとは想定外。これは貴重な記録だからとネットを振りぬき、中
を見るとチョウの姿がない。不覚にも取り逃がしたらしく、せめてカメラ記録をとっておくべきだ
ったと後悔する。
2006 年 11 月 6 日：八重岳；再び訪れた八重岳ではツマムラサキマダラの多い林道入り口から
100m も進まない地点で、昨日取り逃がしたウスアオオナガウラナミシジミが飛び交う様子が目に
入る。ネットがまったく届かない遠く
の高い位置に、食草となるツル性マメ
科植物が薄ムラサキの花をつけ、とき
にはその周辺の樹木の葉先で羽を V 字
に開いてきれいな薄青の輝きを誇示す
る日光浴体勢もとるが、いつまでも高
嶺の花。15 分ほど粘っても低い位置に
降りてくる気配がないので、あきらめて昨日同様にチョウが乱舞する林道へと進む（野外撮影記録
は故金子實氏によるビデオ撮影記録から許可を得て転載：撮影日時データはなし）。
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ヤマトシジミ Zizeeria maha; ssp. okinawana
みなさんの身の回りをほとんど年中飛び回っているのに、ほとんど気にもとめないで見過ごし
ているヤマトシジミの紹介。名前は日本（大和）を代表するチョウのようだが、北海道にはいなく、
北は青森、秋田、岩手の一部に見られるだけで、それより南では各地に広く分布。幼虫はカタバミ
の葉っぱを食べて育つ。小さいチョウの代表であるシジミチョウ科に分類され、その大きさが翅全
体で 2.5cm 足らずときわめて小さい。飛び方はかなり早いランダム飛翔で♂なら翅表のブルーが
光ったりするが、翅裏の灰白色だけが目立ち、何かチラチラと飛んでいるな、と気づいている人は
けっこういるはず。このチョウは関東から南ではあまりに普通にみられるためチョウ採集を趣味
にしている人でも、よほどでないと見向きもしない。ところが、このチョウの翅の表面をよくよく
観察するとすばらしく美しいブルーに輝く鱗粉がちりばめられているのに驚かされる。松波町北
側公園では朝早くから朝日を受けて日光浴をしている姿をみるが、このとき、太陽光線のあたる角
度によって、まるで宝石のようなブルーの輝きをみせてくれる。
左の写真は、ちょうどそういうタイミングで撮影したもの。多く
のチョウは、外気温が高くなるまで翅を動かすための筋力が作動
しなく、日光浴によって体温の上昇を待つ光景がよくみられる。
このときにとる姿勢はさまざまで、体に対して翅を V 字型に開く
タイミングが、チョウ撮影を趣味とする人にとって最も好まれる。
翅全体を平に広げて太陽光を受ける光景もよく見られるが、V 字
態勢だと翅の表裏双方の特徴を一度にとらえられるというのが好まれる要因。
興味ある観察例として、羽化してまもないと思われる新鮮♂
に他の♂が翅を小刻みに震わせながらミス求愛で迫っていく光
景にでくわし、しっかりビデオ記録を撮った。迫られた♂はと
きおり翅を開いて「ボクは♂なんだけど」と応えていたが、♂は
しばらく求愛ポーズをとり続けていた。実際の♀は涼しい秋ま
ではもっぱら翅表が黒一色であり、♂は♀の広範な黒色をマー
カーとして認識するのだと思われるのに、この♂は何で♀だと

思ったのか。ヤマトシジミの♀は秋が深まると翅表にしぶいブルーの鱗粉をちりばめた美しい姿で
登場する。これら美しい♀がみられるようになる日没の早い晩秋に、ヤマトシジミが多い草むらを
散策していると、あちこちで眠りに入る準備を整えた姿を目にすることができるが、その多くが雨
露をしのげる草陰ではなく植物先端の花穂部に頭を下にした姿勢で静止している。雨の日だった
らどのような過ごし方をするのか、今後注意して観察する必要がある。
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本種はいろんな花の蜜を求めるが、それらの記録を集めてみようと思い当たったのは 2018 年の
9 月になってからで、左からカタバミ、アレチハナガサ、キツネノマゴだが、過去の記録を再検索

しても植物の名前がわからないものがある。June 27, 2008: 不明、Nov.14, 2008:アリッサム、Nov. 4,

2011:カタバミ、Nov. 20, 2009:スノーボール、Sep. 7, 2011:ノ
コンギク、Sep. 27, 2018: ヌスビトハギとセイヨウタンポポ。
なお、同日、本種では初めてとなるメヒシバ穂先で愛をはぐく
む交尾ペアの記録もとれた。その後の新たな訪花観察例は Oct.
5:ヒナギキョウ、ミヤコグサ、Oct. 12:カンサイタンポポで、今
後も随時追加していく。
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シルビアシジミ Zizina Emelina

（絶滅危惧ⅠB 類）

シルビアシジミはごく普通種であるヤマトシジミときわめて近い仲間で、素人目にはまず両種
の区別ができない、現在、絶滅危惧Ⅰ類（日本全体での絶滅が危惧される）に選定され、近隣では
加古川市近郊に比較的広く分布していて、きわめて貴重な生息地となっている。幼虫はミヤコグサ
という特殊だけど割合広く自生
している植物を食べて育つが、そ
の食草が田畑の周辺にあって、定
期的な草刈などで一気に刈り取
られるという過酷な環境を生き
抜いている。大阪や兵庫県ではシ
ロツメグサ（クローバー）を食べ
ている地域もあるが、加古川周辺
ではミヤコグサ以外は食草となっていない。野外で捕獲した♀にミヤコグサへの産卵をさせてい
たとき、近くのウマゴヤシにも産卵したことがあって、図鑑にもウマゴヤシも食草になるとの記載
があるが、この卵は雨風に打たれていつのまにか葉っぱから外れ、このウマゴヤシを食って幼虫が
育った形跡はみられなかった。
プランターに植栽したミヤコグサを使って野外で捕獲した
生きたメスに産卵させ、そのまま自然に近い状態で成育させて
その経過を観察すると、卵から生まれたばかりの幼虫は葉っぱ
をなめとるように食べるためにその食痕がくっきりと目立ち、
野外で幼虫を探すタイミングとしてはこの初令の時期が一番
見つけやすいことが分かる。成育するにつれて幼虫はミヤコグ
サの緑にまぎれて発見はき
わめて困難となるが、終令になると好んで花や実を食べるため
に茎の先端部に長居するようになり、とたんにその存在が目立
つようになる。花や実を食い尽くしたあと、近くの柔らかい花
や葉っぱへと移動することなく、花や実がついていた茎を先端
からかじっていく様子も観察できるが、野外で少ない食草をせ
いいっぱい有効に活用する、まさにむだのない好ましい習性で、
ギフチョウやキアゲハの幼虫でも同じ挙動を観察している。
シルビアシジミは幼虫で越冬して 4 月後半に第 1 化があらわれ、11 月後半まで 4-5 回の発生を
繰り返す。第 5 化個体が 10 月上旬から 11 月上旬に発生し、最後に生まれた幼虫がミヤコグサを
食したあと越冬に入るものと思われるが、終令にまで育ってからなのか実態は不明。考えられる自
然界の外敵として、アリ、クモ、ハチ、ムカデ、トカゲなど、また人的な草刈や野焼きなど多くの
危険を回避して生き延びた個体だけが来春チョウとなれるわけで、一体どのような場所で冬を越
すのか、分からない研究課題はたくさん残っている。
全国的には、ミヤコグサが自生する河川土手などが護岸工事などの人工的開発によって激減し、
生息地がどんどん失われる運命にあるチョウで、松波町の花畑隅にミヤコグサを繁殖させて自然
にチョウがやってきてくれることを期待したが叶わず、ミヤコグサも他の植生に埋もれて消滅し
た。ミヤコグサの繁殖維持には適度の野焼きが有効だと言われる理由がよく分かる事例だ。
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シルビアシジミは高砂市にも生息していた記録があって、「兵庫県の蝶」に 1959 年 9 月 10 日、
相生橋付近で多数個体が観察されたとの記述があるが、例えば浜風公園の播磨灘を望む高台にミ
ヤコグサの群落があったりするのに、2018 年までの 59 年間高砂市でシルビアシジミが観察され
ていなかった。ところが 2018 年 4 月 13 日、チョウ観察以外の目的で訪れた高砂市曽根町の某所
で、まだ黄色い花がさいていないミヤコグサの群落をみつけ、ヤマトシジミにしては後翅の鱗粉色
が濃い個体を目撃した。確認のために 4 月 20 日に現地を再訪問し、ついに 59 年ぶりに高砂市に
シルビアシジミが生息していることを確定でき、「月刊むし」に投稿受理されたる。
Apr. 20, 2018 高砂市内でシルビアシジミを初観察：生息地の新発見
高砂市内で新たにミヤコグサの群生地が確認でき、シルビアシジミが生息しているかどうかの
調査にいってみる。気温が 20℃を超える温かい昼前の時間帯、キタキチョウ、モンシロチョウ、
アゲハなどの飛翔を見るが、いくらか風が吹きつけるためベニシジミが飛ぶ草むらにブルーのシ
ジミチョウはなかなか見つからない。できる限り風当たりが少ない草むらで粘ると、やっとヤマト
シジミよりは明らかに青が濃いブルーのシジミチョウが飛び始める。なかなか止まってくれない
飛翔についていくと、偶然路面
近くにいたらしい♀が飛び出
して 2 頭の絡み合いが展開す
る。やがて両者がおちついたと
ころでビデオカメラを ON と

してゆっくりと接近し、♀の裏面模様からまちがいなくシルビア
シジミだと確認。♂の翅表の濃いブルーもシルビアシジミの特徴を示している。さらに観察を続け、
タンポポの花で吸蜜し始める♂と、甘いフォーカスとなってしまったが陽光に翅を広げる♀を再
確認し、シルビアシジミが生息していることの証拠記録をとる。広畑・近藤共著の「兵庫県の蝶」
にある過去の記録欄には高砂市相生橋付近の例があるだけでこの産地名はなく、近藤伸一さんに
問い合わせた結果、新たな生息地の発見だと判明した。
Apr. 26, 2018：シルビアシジミの新産地で母蝶による産卵とヤマトシジミの混生を確認
4 月 20 日に発見した高砂市のシルビアシジミ新産地を、シルビアシジミの母蝶による産卵行動
を確認する目的で再訪問し、ミヤコグサが咲く草むらに出て目的のシルビアシジミを探す。路面近
くでじっとしている個体が、近
くをベニシジミが飛ぶのにつ
られて飛び出してくるのです
ぐにその飛翔についていく。翅
表に青い鱗粉が発達している
♀だとわかるが、なかなか産卵
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行動を示さない。ミヤコグサの花も記録しておこうと場所を変えると、別の♀が飛んでおり、
ミヤコグサの葉のあいだに潜り込む動きは間違いなく産卵目的の行動なので、遠目からビデオ ON
として近づいていく。尾端を曲げての産卵の瞬間は証拠記録程
度だが確実に撮影できたのでよしとする。♂の草地表面をなめ
るような飛翔は明らかに交尾相手を探して飛び回る探雌飛翔
で、その途中で日向ぼっこをしている♂の近くを飛ぶと、いき
なり絡み飛翔が展開する。その絡みが解ける時点でブルーが濃
い新鮮個体に注目して追いかけると、シロツメクサで吸蜜をし
始める。
「兵庫県の蝶」
（2007）にはすでに吸蜜植物として記載されている対象だが、筆者にとって

は初めての吸蜜シーンなのでじっくりと撮影記録をとる。次いで別の♂がカンサイタンポポで吸蜜
するシーンに出会う。この花での吸蜜記録はすでに「きべりはむし」に投稿済みだが、何度も出会
えるシーンではないのでしっかりフォーカス合わせをして撮影記録をとっておく。♀がカンサイタ
ンポポにとまる場面もみたが、吸蜜目的ではなく花びらの上で休息しただけ。
なお、このシルビアシジミの生息新発見地は、カタバミの黄色い花も咲いていて、実際、翅表ブ
ルーの色調が白いシジミチョウを追ってみるとヤマトシジミであり、加古川市の一部の生息地と

同じ両種の混生地となっていることが確認できた。その後も♀の観察を続けたが産卵行動は見られ
ず。
July 21; Sep. 17; Oct. 1, 2019：吸蜜植物 3 種を追加記録。7/21 に高砂市の生息地でイヌコモチナ
デシコ、9/17 にヌスビトハギ、ブタナでの新たな吸蜜シーンを観察し、ヌスビトハギでの吸蜜場
面は 10/1 に確かな撮影記録をとり直すことができ「きべりはむし」に第 3 報として投稿した。ブ
タナでの吸蜜は開花後に花を閉じた状態のところにとまって口吻を伸ばしていたが撮影が間に合
わず映像記録はなし。高砂、加古川市で観察できた吸蜜植物は合計 19 種となった。
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July 11, 2022 シルビアシジミの発生確認
7 月上旬-中旬のシルビアシジミの発生状況について確実な記録がとれていなく、本日加古川市
の生息地で調査。風が吹きつける土手上部の平坦部をゆっくりと歩くと、シルビアシジミの飛翔
個体が目に入り、その動きについてまわると、気温が高いせいでチョウものどが渇くのか次々と
花蜜を求めてすぐに花にとまる。観察できた吸蜜種は、ミヤコグサ、ヒメジョオン、ヒナギキョ
ウ、シロツメクサ、ブタナの
つぼみまでは名前がわかり、
かつこれまでに観察例のある
花で、唯一、ナデシコ科では
ないかと思えるまだ種名がわ
からないピンクの小さな花で
の吸蜜を初めて観察。残念な
のは、新しいビデオカメラのフォーカス合わせになれていなくて、ズームアップではピンボケの
記録しか撮れていない。産卵する♀の観察記録もとれ、昨日よりも前に発生していることは確か
だと思える。
July 12, 2022 加古川のシルビアシジミ継続観察
2010 年に「加古川の蝶：年間発生状況」を「きべりはむし」に発表して以降も継続観察を続け
ているが、シルビアシジミの 7 月上旬-中旬の観察記録がなかったことから、7 月 11-12 日と続け
て生息地を訪問。本日は午前 10 時過ぎまで雨が降り、その後はしばらく降らないことを天気図
で確認してから再訪問。気温が徐々に上がった湿り気のある土手まわりでシルビアシジミが飛び
交いはじめ、幸いにも昨日同様に花蜜を求める個体が多く、特にシロツメクサでは 2 個体が仲良
く吸蜜するなどにぎやかな光景をみる。ミヤコグサ、ヒメジョオン、ヒナギキョウ、カタバミで

の吸蜜も観察でき、7/11、12 日とブタナで吸蜜する場面が何度
か観察できたが、長居をしてくれる個体がいなくて撮影記録は
とれず。種名がわからなかったピンクの花は、本日、妻に頼ん
で土手上まで登ってスマフォで撮りこんでもらい、種名を検索
した結果ベニバナセンブリ Centaurium erythraea だと同定
できた。これまでにシルビアシジミの吸蜜植物について「きべ
りはむし」に 2012 年の第 4 報まで 25 種を報告してきており、
これで 26 種となる。昨日この花での吸蜜シーンが見られたもののフォーカスが合っていなく、
本日もこの花に一瞬立ち寄る個体がいたが蜜を求めることなく飛び去って行った。
July 13, 2022 ブタナでの確実な吸蜜例も記録
連続 3 日となる加古川のシルビアシジミが生息する土手周りへと遠征。7/11、12 日と通って確
実な吸蜜場面の記録がとれなかったブタナについて、三度目の正直をねらうのが目的。土手上の
平坦部で草地を飛び交うシルビアシジミのなかから花にとまり
そうな動きをする個体を探してその動きについてまわると、ミ
ヤコグサ、ヒメジョオン、ヒナギキョウと転飛していた個体
が、ついには待望のブタナの花にとまる。ゆっくりと驚かさな
いように距離を置いてビデオ撮影を始め、フォーカス合わせに
注意しながら少しずつズームアップしていく。幸い、ズームア
ップ後も口吻を伸ばして確かに吸蜜する様子が記録できて留飲
を下げる。
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ヒメシルビアシジミ Zizina otis
ヒメシルビアシジミは長くシルビアシジミの八重山諸島亜種：riukuensis とされてきたが、DNA
解析と形態の再検討によって、シルビアシジミとは系統が異なる別種であることがわかり、2009
年に、シルビアシジミ：Zizina emelina とヒメシルビアシジミ：Z. otis に再分類された。
筆者はこのチョウを長い間ハマヤマトシジミだと誤って同定していて、よく観察すれば前翅裏
面中室の黒点 1 個を欠くことで容易に判別できる話だが、結局 1996 年に石垣島の川平で初めて本
種と出会っている。与那国島では 2003 年にタイワンヒメシジミが発生した場所で出会い、2007
年には石垣島のレストラン裏庭草地の低い位置をちらちらと飛び回る多くの個体が、ときには黄
色い小さな花で吸蜜する姿を見たが、小さい体で低い位置での行動が多いため、満足できる撮影記
録ができていない。以下、蝶紀行本文から抜粋。
Nov. 2, 2003

与那国島

タイワンヒメシジミが発生している現場につくと、いるわいるわ 4-5 人のネットをもった愛好
者が広場のあちこちで足元に地をはうように点在する食草ヒメノアズキを目印として、それこそ
目を皿のようにしてタイワンヒメシジミを探しまわっている。残念なことに高台となった広場に
は強い風が吹き付ける状況で、ただでさえ見つけにくいと思わ
れる小さいシジミチョウがのんびりと遊んでくれる状況には
程遠い。資料館建物の風の影響が少ないと思われる側へと回り
こむと、当然ながらそこにも先達の愛好家が地面をのぞきこむ
ようにして歩きまわっている。そのとき突然何か小さいチョウ
の動きが目に入る。愛好家いわく「シルビアシジミですよ。こ
このは超小型亜種ですよ」タイワンヒメシジミでないのは残念
だけど、通常のシルビアシジミも採ったことのない筆者には貴重なチョウとして確保する。
Nov. 5, 2007

石垣島真栄里

レストラン南側の裏庭部分に黄色い花が乱れ咲いて小さなシジミチョウがまさに乱舞している
様子が見える。クロマダラソテツシジミなのかどうか、遠めに確認できる範囲では尾状突起はない
ようで、ヤマトシジミでもなさそうだがもっと近寄らないとよく分からない。まだ食事の途中であ
るが、急ぎ車からビデオカメラとネットを取り出し、スタッフに
断りを入れて裏庭に出る。間近に観察できてはじめて、それらが
ヒメシルビアシジミだと分かる。カメラで迫るには位置が低く、
なかなかいいショットがえられない。たまたま用があって外に
出てきた調理担当のおばちゃんが「何がいるのかね」とのぞきこ
んでくる。割合珍しいチョウがここでは沢山遊んでいると話し、
新鮮な個体を 3 頭だけネットインしてひきあげる。
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ホリイコシジミ Zizula hylax
タイワンヒメシジミが与那国島で一時発生するまでは、おそらく日本産チョウの中で最も小さ
いチョウは本種ホリイコシジミだったと思われる本当に小さなチョウだ。幼虫がランタナという
植物を食草とすることから、このチョウに会いたければランタナの花周辺に注意すればいいのだ
が、意外になかなか縁がなく、実際、竹富島の牧場沿いにはびこるランタナの近くを飛び回る本種
を初めて観察できたのが 2003 年の 11 月 1 日。1993 年の沖縄・石垣島初訪問から実に 15 回を数
える八重山通いでようやくこの小さなチョウが実際に飛ぶ姿を目にしたわけで、2004 年 9 月の二
度目の出会いと合わせて、紀行文の記述を抜粋しておく。
2003 年 11 月 1 日竹富島
よく見ると，このランタナの花のまわりに小さいシジミチョウがチラチラと忙しげに飛び交っ
ている．日本産チョウのなかで，その個体の小さいことで 1,2 を争うホリイコシジミだ．ちょうど
筆者より 1 週間ほど早い 10 月半ばに八重山諸島探索をされた蝶友の海津さんからの携帯電話情報
によって石垣島でなら見られると聞いていたチョウだが，予期しない竹富島でいとも簡単に出会
えたことにおどろく．それにしても小さく，ビデオ接写もクリアー映像を残せず．試しに 1 頭を採
集してみたもののとても展翅標本作成にもっていく自信はなくてリリース．このホリイコシジミ
と遊んでいる間にとうとう雨が落ち始め，（後略）
2004 年 9 月 15 日石垣島
橋を渡った先には道路中央にランタナ花壇が百メートルほど続いていて，男性一人がその花壇
周辺にへばりついて何かをしているのが遠目にわかる．さらに遠くには新たな東屋が見え，その周
辺にあきらかに公園管理の業務についているとわかる複数の人影が動く．ランタナ花壇は赤系統
のものと黄一色のものが交互に配置されて連なっており，その横を歩くと複数頭のホリイコシジ
ミがチラチラと飛び交っているのが目に入るが，チョウに関心がないひとだったらおそらく全く
気づかないだろう．それほど見事なまでに小さいチョウで，とても展翅標本を作製する自信はな
い．例の男性は拡大鏡を片手に花穂を中心に細かく観察をしており，話しかけると「先ほど蛹から
羽化するところを見た」そうで，さらに産卵のタイミングをつかんで卵の観察も心している様子．
ホリイコシジミをカメラでねらうも，多くはオスの探雌飛翔のせいでめったに静止してくれない．
撮影できるとすれば比較的静止しやすいメスにねらいを定めるしかないが，それを探し当てるの
も容易ではない．結局，ねばりぬいて交尾中の場面を探し当て，ようやくじっくりとカメラに収め
る．
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ルリシジミ Celastriana argiolus ladonides
ルリシジミはその和名どおり、とても清楚で美しいブルー翅表をたのしませてくれるシジミチ
ョウだ。1982 年の七草山産標本は飼いネコも含めた家族で山歩きを楽しんだときの、当時 10 歳の
娘：純子が採集した記録である。尾状突起も目玉模様もない、きわめてシンプルな衣装のチョウだ
が、少しも見飽きるこ
とのない美しいルリ色
である。蛹で越冬する
ので近隣では早春に最
も早く出てくるシジミ
チョウで、ヤマトシジ
ミやツバメシジミと同
レベルの普通種でいろ
んな花の蜜を求めて飛
び交うのですが、前二者にくらべると地上低く飛ぶことが少
なく、木々の梢近くを忙しく飛ぶことが多い。ときに、路面の湿地に集団を作ることもあり、その
状態にちょっかいを入れるとみごとにブルーが輝くチョウ吹雪を楽しむことができる。路面湿地
で集団吸水するのは♂だが、志方町の山道で 5-6 頭の集団に出会
い、ビデオカメラ片手にチョウ吹雪の記録をもくろんだことがあ
るが、実際に目で追える美しさを映像としてキャッチすることは
成功していない。5-6 頭では数が少なかったからだと自らにいいわ
けをしたのだが、北海道富良野で 10 数頭の集団を経験した際にも
複数のブルーの輝きを撮りこむことは容易ではなかった。
ルリシジミの仲間は♀もそれなりに美麗であって、石垣島で出会
って以降親しくお付き合いをさせていただき、今は故人となられ
た立石市の蝶友のように、むしろ♀ばかりに関心を寄せ始める愛好家も少なくない。左標本写真に
示すようになかなか味わいのある色調が好まれる要因だ。この色
調は春から夏、秋と季節ごとに微妙に変化をしていく。今後は、
こうしたごく普通種の自然美にも目をむけたいと思っている。
ルリシジミは路面での吸水や花での吸蜜時、どんな場面でも翅
表を開くことがなく、美しい翅表が見られるのは静止状態から飛
び立って移動する瞬間
くらいのもので、複数
の個体が集団で吸水し
ている光景に出会えた
なら、高い確率で美しい翅表の輝きを観察できる。2015
年の 5 月に、集団形成場面ではなくただの 1 頭だけの吸
水場面だったが、ようやく飛び立つ瞬間を記録できたの
でここに示しておく。
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スギタニルリシジミ Celastriana sugitanii kyushuensis; ssp. ainonica
学名の sugitanii は日本のチョウ研究家として功績大の杉谷岩彦教授にささげられたもので、本
種との初の出会いは 1966 年京都の貴船である。ちょうどギフチョウ
の発生時期と重なっていて、鞍馬の竜王岳でギフチョウとの出会いを
楽しんだ後、貴船へと山越えをして会いにいったもの。大学 3 回生と
なって理学部化学科に配属が決定した春で、貴船は 1968 年にも訪れ
ているが、京都にいた間になぜかルーミスシジミがまだいた奈良春日
山へと出向かないままだったことが悔やまれる。
今でこそ本種の幼虫がトチノキだけでなくミズキやキハダの花蕾を食べて育つことが明らかと
なっているが、当時はトチノキのある渓流沿いにゆけば会えるチョ
ウと信じていた。1978 年に兵庫に移ってから、そのトチノキがある
音水渓谷を訪れて期待通り本種に会えたが、2010 年に再訪問したと
きには見ることができていなく、どの生息地でも個体数は多くはな
いと思われる。
2012 年の 5 月、白馬南二股のカタクリが咲く林道へと入った際、
湿り気のある路面で吸水する本種の♂に出会えたが、撮影目的で近づく当方の気配にはとても敏
感で、次々と場所を変える。それでも遠く飛び去ることはなく、5ｍ四方ていどの範囲から出るこ
とはなく、独特の濃いブルー翅表は一度も見せてくれないまま吸水し続けていた。その美しい翅表
を 1♂だけ捕獲して標本化したので示しておく。

なお、この白馬地区はイエローバンドという美しいタイプのギフチョウが生息していることで有
名なところで、実はこの日も林道進行方向 10ｍほど先の路傍に咲くスミレの花で吸蜜中のギフチ
ョウに気づき、急ぎ望遠モードでビデオカメラを ON として接近していったのだが、ギフチョウ
がスミレにいたのは数秒という短さで、さらに前方へと飛び去ってゆくのを見送るしかなかった。
この個体がイエローバンド・タイプであったかどうかは全く
分からず、かろうじてスミレの花で吸蜜中のギフチョウの姿
を捉えた撮影記録を残しておく。まるで判じ物の画像だが、
中心部をよくみれば、羽を広げたギフチョウが確認できる。
スギタニルシシジミの項になぜギフチョウなんだ、と批判を
浴びそうだが、同じ観察日の忘れられない記録なのであえて
追記した。
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ヤクシマルリシジミ Acytolepis puspa ishigakiana
Oct. 31, 1998：那智勝浦
社用出張で新宮市に仕事が入って、時間的調整により那智勝浦町ビジネスホテル宿泊の機会を
得る。時期的に、サツマシジミかヤクシマルリシジミがいるはずだと、わずかな空き時間を利用し
てホテル周辺を歩き回ってチョウが遊んでいそうな場所を探す。人家が密集する中にぽつんと小
高い丘がみえるので上ってみるが、サツマシジミがいそうな
環境なのに見たのはクロヒカゲのみ。さらに足を運んで高台
の中学校へと続く草原一帯を探索するも、近くのカシの樹に
ムラサキシジミを見ただけ。思い切って海側へと探索サイト
を移すと、自動車道の南側にセイタカアワダチソウが黄色い
花を咲かせて密生する原っぱがある。これは期待できるぞ、
と入り込んでみると、いるいる、普通のルリシジミに混じっ
て明らかにブルーが濃いヤクシマルリシジミが複数頭、求蜜
飛来している。ほとんどが新鮮度の低い汚損個体だが、でき
るだけきれいな個体を選んで採る。
Nov. 24, 2007：周参見
時間的にはまだチョウ活動タイムに少し早い 9 時半頃、2003 年 6 月に偶然みつけたサツマシジ
ミの発生ポイントに着く。谷筋にはまったく陽光が届いていないが、上方部山側には少しずつ日当
たり部分が見え始めているので、まだ日陰の多いサンゴジュ並木をぬけてアスファルトの急な坂
道方向へと歩を進める。坂道をのぼりつめると一気に平坦となる路傍のあちこちに、翅表のムラサ
キ色を輝かせて日向ぼっこをしているムラサキシジミが多く、ときおりウラギンシジミも翅裏の
銀白色鱗粉を光らせて目の前を横切って飛ぶ。こんなに蝶がいるとは想定外でビデオもカメラも
車においてきたことを悔やむが、この時点ではもっと日当たりがよくなった時間帯にもう一度こ
こにくればいいと考え、引き返しはしない。右手に背の高いススキ原が茂みを形成し、その中にや
はり背の高いノギクの仲間がうすむらさきの花をつけていて、そ
の周辺でブルーのシジミチョウが舞う。ブッシュをかきわけて踏
み込むとヤクシマルルシジミだ。ウラナミシジミも混じる。道路
に戻ると左手のセイタカアワダチソウの黄色い花にもヤクシマ
ルリシジミが求蜜飛来しており、比較的新鮮な翅表ブルーの濃い
ヤクシマルリシジミ 2♂を採る。ムラサキシジミが届き始めた陽
光を受けてきれいな翅表をめいっぱい見せてくれるのに、カメラ
類を置いてきたのがくやしい。ふいにきれいなアサギマダラがふ
んわりとした飛翔であらわれ、積極的に捕らえようという意思が
ないまま軽くすくうようにふりぬいたネットの中に入ってしま
う。このチョウがゆったりと舞いながら飛ぶ姿はとても優雅で美しいことから、今は白浜で遊んで
いる孫たちに生きた状態で持ち帰ってみせてやろうと、そっと三角紙に包み込む。突然サツマシジ
ミが飛び出してきてネットの届かない高い木の葉っぱ上で日向ぼっこを始める。しばらく舞い降
りてくる気配がないので坂道を下る。その右手セイタカアワダチソウでとてもきれいなヤクシマ
ルリシジミの♀が蜜を求めており、これをすばやくネットイン。自然界では羽化したての♀でも交
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尾をしている確率が高いので、生かして持ち帰り採卵して
みようという考えが浮かぶ。ピンセットで腹部を圧迫しな
いよう、慎重に三角紙に取り込もうとしたそのとたん、ピ
ンセットに加える力を加減しすぎていたせいだろう、ヤク
ルリの♀は、むらさきがかった深いブルーの美麗翅表の輝き
だけを当方の脳裏に焼き付けて、あっというまにどこかへ
逃げ去ってしまう。このあと、ここまできれいな♀には出会
えなく残念無念（右図は参考のための 2002 年飼育羽化個
体）。
Nov. 30, 2008

田辺市：天神崎

2001 年 5 月に妻と訪れて以来の訪問だが、車を止められる場所の環境は以前とほとんど変わり
なく、予想したほど冷たい風がふきつけているわけではなく、むしろ大きな岩壁が防風壁となって
適度な陽だまりとなっている。ここからすぐに登ることができる日向山を探索するべく車から降
りたそのとき、紛れもないヤクシマルリシジミ♂のブルーが輝き、ちょうど車のすぐ前を飛んで日
向山の上方へと消える。「いたー！」と急ぎネットとビデオカメラを準備して狭い道を登る。しか
し、チョウの姿を目にできたのはこの瞬間だけで、ひととおり探索した全域でチョウには出会えな
いまま海岸伝いの道路へと戻り出る。よくみると道沿いにノバラの緑色がけっこう目につく。もし
かしたらヤクルリの卵か幼虫が見つかるかもしれない。ピンセットを使ってバラの刺をさけなが
ら、すこしずつ、できるだけ新芽に近い葉っぱを観察してゆく。すると、ある。間違いなく白い小
さなヤクルリの卵が葉っぱの裏に見つかる。1 個見つかると、あとは母蝶が好んで産みつけそうな
葉っぱ、茎の傾向がいくらか見当がついてきて、結局、いくらか離れた位置の数箇所で 10 卵以上
を確保する。「やっぱりきてよかったね。感謝しなくてはね」という妻に「はい、おっしゃるとお
りです」と素直に感謝。
Dec. 1, 2008

串本町

障害なく海岸へと降りられそうな場所はないものかと
何気なしにカーブの突出した部分から下をのぞくと、ちょ
うど流木が岩場上に固定されてそれを足場に下りられる
ことが分かる。さらにラッキーだったのは、その道路沿い
海側壁面にテリハノイバラが自在に枝をのばして繁茂し
ていることだ。葉っぱの量があまりに多く、見つかればも
うけものという感じで新芽を中心に探すと、意外なほど容
易にヤクルリの卵が見つかる。さらには傾向として、海岸
側へと地面をはうようにのびる茎よりは、道路沿いに少な
い枝でのびる葉っぱに確率高く産卵されていることを知る。あいかわらず曇り空のままだが、突
如、ヤクルリの♀が飛来する。どこかに産卵してくれないかと期待してその挙動を見まもるが、結
局、ランダム飛翔を繰り返してどこかへと消えてしまう。14 時頃までの 30 分ほどで 10 卵を確保
して、あとは 15 時前でもチェックインができるという那智勝浦の「ホテルうらしま」へと走る。
Nov. 20, 2010

田辺市天神崎
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紀南のヤクシマルリシジミやサツマシジミに会いたくて、温泉三昧が大好きな妻と 11/20－24
のドライブ旅行。白浜のとれとれ市場で遅い昼食をとり、田辺市の天神崎へと寄り道をしてノイ
バラの葉に産みつけられたヤクシマルリシジミの野外卵を採取しようと走ると、ユニクロの売出
しのせいで国道 42 号がひどく渋滞している。一度はあきらめて U ターンし産直市場よってって
で新鮮なミカンや柿を物色し、それぞれ生産者の異なる数種類のあまいミカンの丸ごとの試食も
楽しんで、そのまま川湯温泉方面へと走ることにする。ところが、妻が「後悔するといけないか
ら、もう一度天神崎へ行ってみようよ」と車を逆方向に進めてくれる。訪問した天神崎で採取し
たヤクルリの卵は，密閉容器内で飼育して前蛹まで成育すると、異常に体が縮んで黒変し、つい
にはその異常前蛹から小さな寄生バチがでることになるが，この寄生蜂に関しては、Web 検索で
寄生蜂に詳しそうな東京農工大の大学院生を検索してツバメシジミチビアメバチであると同定し
てもらえただけでなく、その寄生蜂がヤクシマルリシジミの卵段階で攻撃していたという事実が
世界で初めての知見であることを明らかにした画期的論文発表へとつながるとは知る由もなく、
今宵の宿「まつや」のある川湯温泉へと向かう。
Nov. 22, 2010 串本町田原の荒船海岸へ
伊勢神宮参拝に向かう途中で今一度串本町荒船のヤクシマルリシジミ生息海岸に立ち寄り、そ
のヤクルリ♂♀とメスによる産卵行動を撮影記録。さらには格好の開翅姿勢で気温の上昇をまつ、
青鱗がみごとに美しいヤマトシジミの♀を記録撮影。ムラサキシジミ♀もウバメガシ並木の道路沿
いで V 字開翅の日光浴。ヤクルリ♀もウバメガシの新葉や路傍の低い位置の葉上で思い思いに日

向ぼっこをしており、いずれも適度な開翅姿勢でいてくれる光景の撮影を楽しむ。
最後に、ドライブ旅行の
初日に天神崎で採取した
ヤクシマルリシジミの卵
からの飼育で出た寄生蜂
に関して、日本鱗翅学会会
誌に妻も共著者とした論
文化を果たし、世界初の知
見記録が残せたことを示
しておく。
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サツマシジミ Udara albocaerulea
May 4, 1998：和歌山田辺市：天神崎
紀伊田辺駅に着くと、JR サイドビジネスの一つとしてレンタサイクル・サービスのあることが
わかり、これ幸いと 1 日のレンタルをお願いする。その際、周辺のおおまかな地図のついた観光パ
ンフレットをもらって、直ちに「天神崎」をめざす。複雑に入り組んだ信号地点から海側へと進む
と人家の間をぬける狭い道路となり、ウバメガシの林をくぐると左手に漁船が並ぶ港風景が広が
り、前方右手に「天神崎」の一角が見えてくる。広い岩棚がところどころ太陽光線を反射して光っ
ており、先端部には釣り人の姿がみえる。チョウがいそうな環境に注意しながら先へと進むと右手
に大きく窪んだ湿地帯があって、周囲を固めるように張り出た岩肌にトベラが白い花を咲かせて
いる。10 時前という蝶が活動するのには十分温度も上がった時間帯だというのにアオスジアゲハ
もまだ来ていない。さらに 100m ほど進んだところに山側へと入り込める道が見え、自動車も止
められる十分なスペースもあるので自転車をここに置いて本腰を入れた探索行動に移る。いきな
り急な上りで始まる狭い道だが、しっかりした木枠で階段を組んでくれた上り道を 50m も進むと
大きな茶色の岩盤地帯となり、すでに頂上部でもある。あたりには松の木や背の高くない潅木が茂
る。ウラギンシジミの♀が銀色を輝かせて飛ぶ。先の下り道へと進むと、不安定な木道を伝ってい
きなり湿地帯にでてしまう。降り立ったすぐ右横にイボタノキがあって蝶が好む花も咲いている。
さっそく大きなモンキアゲハがやってきて蜜を吸い始める。新鮮な個体で、このモンキアゲハが和
歌山での初採集蝶となる。これだけか、とイボタの花周辺を注
意して観察すると、イボタノキのすぐそばのカヤ科植物の葉上
にやや大きめのルリシジミらしきチョウが目に入る。さっとネ
ットを振って取り込むと、ルリシジミにしては白が目立つ。サ
ツマシジミの♂だ。新鮮体ではないが、蝶歴 40 年にして初めて
の採集個体だけにうれしい。このあと見たのはコミスジとキチ
ョウだけで、湿地帯をそのまま海側へとたどると先ほど自転車
をとめた場所からわずかしか離れていない本道へと出る。この
道を一気に天神崎の反対側終着点まで走ってみるも、チョウがあそぶのに適当な場所は見つけら
れず、トベラの花地点までもどる。案の定アオスジアゲハがきているが、ミカドアゲハはとうとう
ここでは見られないままひきあげる。
May13, 2000：高知市
五台山公園鹿の段で 1♂の新鮮個体を捕獲．水のみ場近くの路面でひときわ明るいブルーの輝き
を放つルリシジミ属が吸水行動をしており，その後ゆっくりとした飛翔でアセビの潅木が茂る木
陰に移動して静止したところ
をネットインし，初めてサツマ
シジミだと確認．この鹿の段に
は五台山植物園の管理事務所
があって，その周りの垣根とし
てサンゴジュが植えられてい
る．ずっと高知市の蝶観察を継
続している蝶友の大野浩氏に電話で問合せたところ，近年，サンゴジュが増えたせいかサツマシジ
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ミをみかける機会も多いとのこと．しかし，その後 5 月 14－16 日
とミカドアゲハ観察のかたわら鹿の段から五台山植物園までの一
帯を広く探索してみたが，新たな個体を見ることはなかった．翌
年の同じ日 May 13,2001 に，サンゴジュのある上記管理事務所
の庭内で新鮮な♀を観察できたことから，継続的に発生している
可能性が考えられる．
June 17, 2003：和歌山県周参見
社用による那智勝浦宿泊出張を終えての JR 特急利用による帰路、チョウが遊んでいそうなとこ
ろがあれば途中下車をしてチェックをしようと、ずっと窓外の風景に注意を向けてもどるなか、周
参見が近づいたあたりの山側景色がなんとなく好ましく思え、下車を決断する。駅を出て山側への
道を探して人家の間の小道をたどる。人家がまばらとなって山が谷を形成している場所へと踏み
込むと、人家の山側が樹高 2ｍ以上はあるサンゴジュの垣根となっ
ていて、よくみるとその梢部分を小さなシジミチョウが転々と飛
んでいる。感じからしてサツマシジミのように見えるが高すぎて
よくわからない。粘り強く観察しているうちに白っぽいブルーの
まさしくサツマシジミの♂が舞い降りてくる。ネットを一振、採り
込んだチョウはピカピカの新鮮個体で、ここまできれいなサツマ
シジミは初めてでうれしくなる。次いで反対側の草むらからサツ
マシジミにしては黒っぽいシジミチョウがゆるやかに飛びだし、す
ぐにそこらの草葉の上に静止する。その弱々しい羽根の状態から、
たったいま羽化して、ようやく飛べる状態になった♀だと見える。
傷をつけないようにそっとネットに採り込むと、まちがいないサツ
マシジミの超新鮮♀個体だ。JR 特急電車の中から、チョウがいそ
うだと直感した山際で新鮮なサツマシジミを一気に♂♀のペアでし
とめられるとは、あまりにもラッキー。ふしぎなことに、その後は
まったくチョウは現れずに終わる。
Nov. 3, 2014：和歌山県串本町
晩秋の荒船海岸は、道沿いに咲くツワブキの花にサツマシジミとヤクシマルリシジミが訪れて
楽しめる。訪れた時期がやや遅かったのか、新鮮個体が少ないが、それでも自然状態の記録を撮る
のにはいい環境が残っている。潮岬のハマヒサカキでは産卵中の母蝶も観察できた。
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タイワンクロボシシジミ Megisba malaya
非常に小さくて敏捷な飛翔をみせる本種は、初めて沖縄を訪れた 1993 年に初の出会いをしてい
るが、その沖縄では 1970 年に発見され、1973 年以降普通に分布するようになったようだ。八重山
諸島では早くから普通種となっていて、幼虫が食べるアカメガシワに産卵行動を示す母蝶の姿も
何度かみている。
Sep. 2, 1993 沖縄名護市平敷
山越えの林道はまわりに緑深い森が迫っていていかにも南国という景観ではあるが，蝶の姿は
乏しく，真剣にネットを振ったのはベニモンアゲハが現れたときぐらい．小さいタイワンクロボシ
シジミがときおりチラチラと飛ぶのでネットに納める．この蝶は藤岡知夫著『図説日本の蝶（ニュ
ー・サイエンス社刊 1972）』には「沖縄本島でも 1♂が採れた（名護，1970 年 10 月 7 日，三角典
久）」とあるだけで確実な定
着を認める記載とはなって
いないが，まちがいなく定
着を思わせる個体数を確
認．
Feb. 21, 2015

波照間島

好天気で昨夕のような強い風もなく、集落周辺のシロノセンダングサにたくさんのナミエシロ
ウが吸蜜飛来し、路傍の片隅に複数頭のリュウキュウアサギマダラとアサギマダラが、やはりセン
ダングサの蜜を求めている場面にでくわす。ナミエシロチョウの個体数が多く、8 月開催の「青少
年のための科学の祭典」で子供
たちに提供するアルバム作成
用の標本にする目的で、新鮮個
体にしぼって採集をする。波照
間島では最もチョウ密度が濃
いことを経験している南ジャ
ングルへと踏み込むと、ナミエシロチョウとリュウキュウアサギマダラ以外のチョウとして、前翅
翅表にきれいな白紋が目立つタイワンクロボシシジミの低温期型の♀がチラチラと飛び、たまにリ
ュウキュウミスジも飛び出す。秋の訪問時にみたリュウキュウムラサキ、メスアカムラサキ、アオ
タテハモドキなどのタテハチョウ類はまったくみられない。
ツバメシジミ Everes argiades
ツバメシジミという和名は、尾状突起がツバメのスマートにとがった羽先をイメージさせるこ
とからきていると思われるが、近隣でみかける小さくてかわいいシジミチョウの仲間の多くは、ヤ
マトシジミ、ベニシジミ、ルリシジミなど、このような尾状突起がなく、これら普通種とほとんど
同レベルにありふれたシジミチョウで唯一尾状突起をもつチョウとして目立つ存在である。
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♂翅表のブルーの濃さもヤマトシジミやルリシジミに比べるとより深みのあるブルーであって、
太陽光線のあたり具合ではとても美しく輝く。♀の方はほぼ黒一色で雌雄の差は歴然だが、後翅尾
状突起の根元に、みごとに美しいオレンジ紋がある。そのオレンジ紋には目玉を思わす黒い模様が
あって、小鳥などの天敵に対し、こちらが頭だとごまかすための自然が創り出した妙でだといえ
る。じっと静止した状態で尾状突
起のある後翅を左右交互にすりす
りと上下に動かして尾状突起をア
ンテナ（2 本の頭部触角）に偽装
し、その根元の目玉模様によって
実際はお尻側なのに鳥にこちらが
頭だよとだますみごとな戦法で、
やや羽を閉じた状態の♀写真が、
ちょうど左後翅を上にすりあげた状態を示している。もう一方の
♀の写真はハギの若芽に産卵をしようとしているところだ。ツバ
メシジミは非常に幅広い食性で、ハギ類一般、クサフジ、カラス
ノエンドウなどの雑草を食エサとするため、北海道から種子島あ
たりまで広く分布している。北海道では春に出る♀に、翅全体に
青色鱗粉が広がる美麗タイプが認められ、チョウ愛好家に珍重さ
れているようだが、身近でもいくらかブルー鱗粉のある♀をみることができ、Mar. 18, 2020 の撮
影個体がまさに低温期型の美麗♀である。翅表の美しい♂の濃いブルーの映像も記録しているので
示しておくが、普通種だからと見過ごせないことを知っていただきたい。

クロツバメシジミ Tongeia fischeri shoji; ssp. cauhalis, japonica （準絶滅危惧）
クロツバメシジミは西播磨地区にも数か所生息地が知られていて、毎年その発生時期には加古
川の里山・ギフチョウ・ネットのメンバーが写真撮影目的で出かけていっていて、クロシジミやオ
オムラサキの観察に行った際、遠目に「あの崖に食草のツメクサがありチョウがいる」と紹介して
もらったりしているが、筆者はまだ一度も現場まで足を運んだことがなく、撮影記録もとれていな
い。唯一の記録として、1970 年 5 月 1
日に、高知市の実家に帰省した時、日
帰りで遠征した梶が森で、ツメクサの
ある人家石垣部分で採集した個体の
標本が残っている。視力が弱った上
に、小さな体に 0-1 号の極細昆虫針を
つき刺すことも困難で、もはやこのよ
うな極小個体の展翅はとてもできな
い。
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カバイロシジミ Glaucopsyehe lycormas

（準絶滅危惧）

カバイロシジミとの初の出会いは 1962 年 7 月。家族旅行で北海道エースバスツアーに参加した
とき、能取岬が観光コースに入っていて、能取灯台をバックに集合写真を撮った後の自由時間に灯
台周辺の草むらを飛ぶ小さな青いシジミチョウを採集したのがカバイロシジミであった。次いで
移動した小清水原生花園でハマナスの花まわりで本種を捕獲している。今まで三角紙標本のまま
で残してあり、このたびアルバム形式の標本を作製した。この旅行では、初日にのぼった札幌の藻
岩山でエルタテハやウラゴマダラシジミを観察し、然別湖の湖畔でエゾシロチョウとコヒョウモ
ンとの初の出会いをしてい
る。阿寒湖ではホテルイそば
の湖畔にあった前田邸の庭
に咲くタンポポの花に無数
のコヒオドシがまさに乱舞
状態で、クジャクチョウも混
じるという光景を目にした
が、その後前田邸が公的開発
でなくなってしまい、二度と
あの夢のような光景は再現
されない。
オオルリシジミ Shijimiaeoides divinus barine; ssp. asonis （絶滅危惧ⅠA 類）
May 20-21, 2017

信州に遠征：希少チョウを観察

チョウ歴 60 年にして、まだ実際に野外で飛んでいる姿をみたことがない、オオルリシジミ（ 絶
滅危惧ⅠA 類）の観察目的で、信州まで遠征。オオルリシジミに関しては、地元の保護団体が開く
一般公開の「観察会」に便乗させてもらって、保護の実態を視察することも目的の一つ。5 月 20
日、まずは、オオルリシジミが自然状態で飛ぶ姿がみられるという「あずみの国営アルプス公園」
へ。シルバー入園料 210 円を払って園内を 15 分ほど歩いた池のほとりにクララが複数株あるがそ
こにオオルリシジミの姿はなく、やがてメンバーの一人がシロツメクサで吸蜜中の個体を見つけ
てくれる。新鮮度が高くはない個体で、飛翔時以外に翅表を見せてはくれない。しばらく観察して
見られる個体は 2-3 頭であることが分かり、ようやくまずまずの新鮮度の個体の吸蜜シーンを記
録できる。結局絵になるクララ
とチョウとの組み合わせを見
ることがないまま、明日の、東
御市での観察を期待して撤収。
クモマツマキチョウとオオル
リシジミの観察に夢中となっ
て、気がついたら昼食を全くとっていなく、宿泊先の夕食バイキングで 18 時過ぎからようやくす
きっ腹を存分に満たす。
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翌 5 月 21 日も朝から雲一つない好天気で、観察会が始まる 9 時より早い時間に現地に着き、主
催者の H さんに挨拶をしたあと、すぐにクララの多い草地へと向かう。先行したメンバーがもう
カメラを向ける先には、待望のクララの葉上で日向ぼっこをしている♀。他の場所でもすでに複数
の飛翔個体がみられ、メンバーの一人はニガナに似た黄色い花で蜜を吸う個体の撮影をしている、
その手前のクララにチョウ影
を認め、よくみれば交尾ペア
が。すぐに声を上げてみんな
に知らせてあげると、横浜か
らだというご夫婦もかけつけ
て撮影に専念される。同じク
ララには♂もいて、V 字開翅姿
勢をとってサービスをしてく
れるのでしっかりと記録。交
尾ペアには新たなオス個体が
ちょっかいを入れ、次いで別
の♂も絡むなど訳の分からな
い展開を見るが、その中で交尾中の♂が「いい加減にしてよ」と開翅しながら嫌がる光景を切り取
ってみる。この保護地では、当初の放蝶が必要ではないほどに自然発生状況が復活できているとい
ううれしい話も聞く。9 時からの観察会には支援企業側から今年入社したという大勢の若者が参加
して、遠くで飛ぶのがモンキチョウというモンシロチョウの仲間だとか、アカツメクサにやってき
たウラギンヒョウモンの裏を見れば名前の意味がわかるなどと説明をしてやると目を輝かせる。
初歩的な質問をしてくれたり、元気いっぱいの若者と接することは楽しく、小さなお嬢さんとみえ
ている若いお母さんには、大勢でカメラを向ける先にオオルリシジミがいますよと教えてあげ、横
方向に動いてチョウに飛ばれてしまっている男性には、チョウに近づく際には直線方向にだけ動
くようにとアドバイスをしてあげたり、せっかくの観察会が有意義に展開するよう陰ながら手助
けをする。今回の遠征は、自然の中で飛ぶオオルリシジミを初めて観察でき、満足のいく映像記録
が撮れて当初の目的を確実に達成できたすばらしい旅となった。遠距離を交代しながら運転をし
てくれた 3 人の仲間に心から感謝したい。
ジョウザンシジミ Scolitantides orion jezoensis
July 21, 19975. 北海道 瀬戸瀬温泉
JR 遠軽駅で瀬戸瀬温泉へのバス便を確認する。8 時 20 分発の便があるつもりで日程を組んで
いたが、なんと日曜祭日は 13 時頃まで便はないとのこと。とてもそこまで時間をむだにはできな
く時間を買ったつもりでタクシーを利用。30 分以上を要して瀬戸瀬温泉ホテルに着く。ホテル前
広場路面ではもう複数のコヒオドシとコムラサキが吸水をしている。宅急便で発送しておいた採
集用具を確認し、オオイチモンジを求めて林道に入る。やや新鮮度の低いホソバヒョウモンがあち
こちに飛び、複数のコムラサキとシータテハ、ヒオドシチョウが路面で吸水している。キバネセセ
リ、コチャバネセセリなどがキツネと思われる獣糞に群れ集い、路傍のヒメジョオンや山際のヒヨ
ドリバナの花には新鮮なコヒオドシ、ホソバヒョウモン、エゾスジグロシロチョウなどが群がって
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吸蜜している。昼食後はオオイチモンジをあきらめて Video カメラを持
たないでホテルから下方にむけてアスファルト道路を探索する。
道路沿いの草むらから飛び出たやや大き目のブルーをネットインする
と初めてのゴマシジミ。さらにヒメジョオンの花を注意して歩くとコヒ
オドシに混じって黒い小型のシジミチョウが目に入る。なんとジョウザ
ンシジミだ。これは予期していなかっただけに嬉しいが Video を置いて
きたことが悔まれる。脇道を登った広場でコムラサキを追い、この日は目
的のオオイチモンジに成果はなく終了。
July 10, 1999

定山渓豊平峡

朝食後は国道 230 号線を北上して、最後の蝶目的地：定山渓豊平峡にむかう。蝶採集案内書に書
かれていた駐車場のつもりで乗り入れた場所はいきなり冷水トンネルの入口となっており、電気
自動車のサービスもあるトンネル内を徒歩でダム方向に進む。およそ 2 キロの距離だ。トンネル
をぬけてまっすぐいけばダムだが、蝶が目的のわれわれはすぐ右のハイキングコースへと入る。右
の崖には黄
色のエゾキリンソウが咲いており、これは蝶採
集案内書の
記載どおり。
まもなく新
鮮なジョウ
ザンシジミ
がちらちら
と地面近く
に現れたと
ころをネットイン。遊歩道の左直下が深い峡谷と
なっていて、その崖にもエゾキリンソウが多く咲いており、北海道産亜種のギンボシヒョウモンが
キリンソウを目指して次々と飛んでくる。同じ場所でねばっても一番期待したシロオビヒメヒカ
ゲが出てこないので、5 メートルほどの短いトンネルをくぐって下の方へと進んでみる。再び地面
近くを飛ぶジョウザンシジミが目に入りすばやくネットイン。やはり新鮮な個体であり三角紙に
納める。
ヒメシジミ

Plebejus argus （準絶滅危惧）

July 22, 2009：開田高原
木曽馬の里：乗馬コース脇で小さなブルーのシジミチョウが飛ぶので近づくと、ヒメシジミの♂
が小岩の上でしぶいブルーを輝かせて羽を広げている。前翅右端が少し欠けた個体だがそれなり
にきれいな開翅状態をビデオ記
録し、ひらりと飛んだあとも、す
ぐ近くに咲く黄色い花へと移動
して求蜜しはじめるので、じっ
くりとビデオ撮影をする。次い
で翅裏にオレンジ色がめだつこ
とですぐに♂ではないとわかる
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♀が同じ花にやってくる。新鮮度はひくい個体だが、翅表を開いてみせてくれると褐色の地色に濃
いオレンジ紋が映えてきれいだ。畑地周辺にシロツメクサが茂る一角で、ほとんどは新鮮度が落ち
ているがヒメシジミが飛び交っていて♀が多い。突然カラスシジミもあらわれてシロツメクサの蜜
を吸い始めるので、急ぎビデオカメラで狙うも、あっというまのことで遠く飛び去られる。ヒメジ
ョオンの花にキバネセセリがやってくるが、この個体もシャッターチ
ャンスをくれずに飛び去ってしまう。そこにヒメシジミにしては大き
なブルーのシジミチョウが飛び出してくる。この大きさはミヤマシジ
ミだろうか。柵で囲われた草むらの方へと向かったかと思えば、ぬか
るみの残る砂利道側へともどってくる忙しい飛翔で、少しもとまる気
配がない。種の確認もしたいのでネット一振、この大型の青いシジミ
チョウをしとめる。羽まわりの白い鱗毛がそろった新鮮なヒメシジミ
の♂だ。こんなに大きいヒメシジミには出会ったことがなく、記念の標本として残すため比較的き
れいなメスも１頭だけ捕獲して三角紙におさめる。
July 22, 2010: 白馬五竜
恒例となった親類 3 家族での信州ドライブ旅行で白馬五竜のテレキャビンというゴンドラを利
用して青いケシも咲いているという高山植物園のある涼しい高原を訪問。高山植物園はゴンドラ
終着点一帯、さらに上へと登れるリフト乗り場までの遊歩道沿にも展開していて、新鮮なヒメシジ
ミがあちこちに飛び交い、コヒョウモンも混じる。しばらくこれらチョウの撮影を楽しむ。リフト

利用で終着点まで登り、散策路をさらに上るとキアゲハが多く飛び、シモツケソウが多いあたりで
フタスジチョウもみる。山腹を巻いて下る遊歩道沿いで新鮮なヒメシジミ(写真中央)に出会い夢中
で撮影する。再び植物園を散策して、青いヒマラヤケシやコマクサを鑑賞する。
ミヤマシジミ Plebejus argyrognomon （絶滅危惧Ⅱ類）
ミヤマシジミは現在絶滅危惧Ⅱ類選定の保護対象チョウで、一度は出会いたいと思っていたが、
可能性があると思われた妙高笹ヶ峰牧場でもみられず、確実に会える産地も知らないまま時が過
ぎていた。このようなチョウに、全く予期しない出会いをすればその喜びは大きいのだが、2014
年 9 月 9 日、くしくも妻の誕生日にそれは実現した。
Sep. 9, 2014：長野県大町
9 月初旬の信州地区ではミヤマシジミがみられると聞いてはいたが、実際に出会えるとは思いも
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しない早朝散歩の途上、走ってきた車にぶつかりそうになったシジミチョウが目に入る。車が行き
過ぎた直後、どこかが当たったのか、気絶状態で横たわるシジミチョウにそっと触れようとしたそ
の瞬間、チョウはよろよろと飛び立ち、路傍の土手側へと飛ぶ。その飛翔時にみえた裏面のオレン
ジ模様はヒメシジミかミヤマシジミ。大きさからすれば絶滅危惧Ⅱ類選定種のミヤマシジミのよ
うで、すぐにその飛翔についていく。朝日を受けてとまったそのシジミチョウは間違いなくミヤマ

シジミの♂。幸いどこにも損傷はないようだ。周りをよくみると
きれいなピンクの花をつけたコマツナギが自生している。密度
は濃くない。そこで他にもミヤマシジミがいないかと探してみ
ると、太陽光を受けて体を温めていると思われる個体が複数観
察でき、ここがミヤマシジミの発生地となっていることがうか
がえる。ほとんどが新鮮な個体だ。その中で、美しい紫がかったブルーを披露しながら開翅姿勢を
とる♂をみつけて初の開翅撮影記録。♀だと分かる翅表をみせてとぶ個体を追ってみるがとまった
状態で開翅はしてくれなく、他の撮影記録もメス個体かどうか分からない。いずれにしても予期せ
ぬミヤマシジミに出会えたことに感激ひとしお。ここではウラナミシジミがクズのマント周辺を
飛び交い、ツバメシジミやキタキチョウもみる。細いカワヤナギの枝から樹液が出ているのかコム
ラサキの♂がもぐりこむように飛来する。撮影には向かない位置のため近づこうとして飛び去られ
るが、朝から楽しい時間となる。
アサマシジミ Plebejus subsolanus （絶滅危惧ⅠB 類）
アサマシジミとの初の出会いは 1974 年 8 月。家族と霧ケ峰高原を散策し、マツムシソウで求蜜
するクジャクチョウを楽しみながら幼児用の背負いバッグ利用で 2 才の娘を背負い、3 才の息子は
妻と手をつないでジグザグの遊歩道を車山まで登ったのだが、富士山がわずかに望めた山頂部で
初めて捕獲したアサマシジミが三角紙標本で残っている。

July 27, 2010

信州ドライブ蝶紀行

7/19 の 21 時出発で信州へのドライブ旅行に出る。7/20 は南アルプス村長谷で昨年の樹液ポイ
ントまわりにオオムラサキが飛ぶのを確認。このときは樹液を訪れる個体を確認できなかったが、
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7/24 に再度たちよるときに期待。高遠杖突街道から入笠山へと上る。圧倒的にイチモンジセセリ
が多い入笠ヒュッテ周辺の草原をウラギンヒョウモンも飛ぶがスレ個体が多い。ヒメキマダラセ
セリの新鮮♂がいるかと思えばスレた♀もいる。 富士見側へと下る途中の見晴らしのいい斜面一
帯にヒヨドリバナが多く、アサギマダラやギンボシヒョウモンが吸蜜している。ギンボシは新鮮で
銀紋がとても美しいが映像記録はとれず。
「水神の湯ゆーとろん」で露天風呂を楽しみ、道の駅「信
州蔦木宿」で Parking Camp。
7/21 早朝、八ヶ岳鉢巻道路沿いの林道に入って適当に枝葉を叩くとミドリシジミ O 型♀とジョ
ウザンミドリシジミ♂が飛び出すがそれぞれ 1 個体のみ。木陰から飛び出したクロヒカゲに混じっ
てウラジャノメがいたのは意外。別荘利用者向けの朝市にたち
よってブルーベリー狩りもできるという胡桃庵の情報をゲット
し、蓼科の横谷峡へと移動。駐車場近くの水溜りにきたミヤマカ
ラスアゲハ♂と乙女滝近くの遊歩道で 7 月末には珍しいサカハ
チチョウの春型をみただけ。サカハチ春型は汚損度が高いので
ビデオ記録後に放して車山高原へ。期待したコヒョウモンモド
キは全くみられず、タイル張り路面で吸水するアサマシジミの
右羽ボロ個体を撮影記録。駐車場にもどる涼しいトンネル道にスジボソヤマキチョウが舞い込ん
だりしている。
オオゴマシジミ Phengaris arionides takamukui （準絶滅危惧）
July 30, 197

裏日光奥鬼怒

オオゴマシジミは 1975 年 7 月 30 日、裏日光奥鬼怒の八丁湯に近い遊歩道沿いを飛ぶ個体に初
めて遭遇している。路傍足元に黄色い花が咲く食草のヒキオコシの一種が固まって生えており、そ
の周辺に複数の個体を観察できた。当時はカメラ撮影などという手段を持たずに、もっぱらネット
インを楽しんでいる。そのときの三角紙標本が残っていて、このたび初めてアルバム形式の標本を
作成してみた。
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ゴマシジミ Phengaris telenis （絶滅危惧ⅠB 類）

July 22, 1997：北海道瀬戸瀬尾温泉
オオイチモンジとの初めての出会いを果たした瀬戸瀬温泉では、泊まったホテルの裏手から進
んだ林道沿いで、新鮮なコヒオドシが群れ飛ぶ一方で、くたびれたホソバヒョウモンも路傍のヨツ
バヒヨドリやアカツメクサに多くの個体をみた。散策中の路傍でヒメジョオンを訪れて吸蜜して
いるジョウザンシジミに出会ったのにカメラを持っていなかったのが悔やまれたが、帰りのバス
を待つわずかの時間に、ホテルの玄関先を飛ぶ青いシジミチョウをネットインしたら、これまた全
く予期していなかったゴマシジミ。短い時間に 2 個体を得たが、映像記録をとるタイミングはな
く、その後このチョウと出会う機会はなく過ぎて行った。
Aug. 2, 2015：岡山の高原草地
ゴマシジミは中国・九州産亜種が絶滅危惧ⅠB 類選定となって、季刊の「ゆずりは」などが中国
地方の詳細な産地紹介の記事を載せたりするため、珍しいチョウばかりを集めたがるマニアの標
的となってしまう困った状況だが、蝶友の K さんからその撮影に行かないかとの誘いがあって、
1997 年に北海道瀬戸瀬温泉で無意識にネットインをして以来、実に 28 年ぶりの再会を求めて深
夜に高砂まで車で迎えに来てもらう。朝日が昇る前から朝露でぬれる深い草むらで眠っているは
ずのゴマシジミを探すのだが見つからず。同行の T さんがよく知る生息地へと移動し、登山靴内
までぐしょぬれで気持ちの良くない状態のまま、どこまでも草深い道なき草原をかきわけてゴマ
シジミを探す。朝日が届き始め
る頃、ついに待望のゴマシジミ
が飛ぶ。まだ動きがにぶく、す
ぐに近くの草葉上にとまってく
れるので、ゆっくりと撮影。T さ
んも近くでみつけた個体に狙い
を定めて開翅のタイミングを待ち続けるが、その瞬間はおとずれることなく飛んでしまう。その姿
を見失わないよう、肩口まで茂る草をかきわけながらビデオカメラで飛翔について行き、かろうじ
て翅表のブルーを記録できたが、あらためてきれいな開翅シーンを撮ってみたいものだ。
クロマダラソテツシジミ Chilades pandava
八重山諸島や沖縄には迷蝶とよばれる、台風などの影響で一時的に偶発的発生をみるチョウが
いて、人によってはそういう情報を得るや否やすっ飛んで行くと聞くが、筆者にはそこまでの価値
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を迷蝶においてはいない。とはいっても、滅多に行けない八重山諸島まで足を運んだとして、もし
そのような迷蝶に出会えるとすれば触手は動く。
本種は 2001 年、与那国島で大発生をして島内のソテツがあちこちで食い荒らされたという情報
を得ていたが、その翌年 2002 年 9 月に故金子實氏と訪れる機会を得た際にはまったくその姿を見
ることはできなかった。そんなわけで本種も迷蝶の一つと位置付けられたわけだが、2007 年 11 月
に石垣島の真栄里林道へと足を
運んだとき、シロノセンダング
サに小さな青いシジミチョウが
吸蜜飛来し、よくみるとクロマ
ダラソテツシジミの♂。幼虫時
代に十分のソテツにありつけな
かったのか、異常ともいえる矮小個体である。
意外なことに本種が同じ 2007 年 9 月、兵庫県宝塚市で発見されていて、2008 年には一気に近
畿地区の全府県、そして三重・和歌山・岡山など本州の多くの地域に生息地が拡大した。おそらく
宝塚市で人為的に放蝶されたあと、分布を広げたものと思われる。
この 2008 年の分布拡大が身近な加古川市志方町にまで及ぶこととなるとは想定外で、加古川の
里山・ギフチョウ・ネット代表の竹内隆氏が、自宅近所の志方中学校校庭のソテツで発生している
ことを確認して情報提供してくれ、早速自転車をふんで観察に行ってみた。部活中の生徒の誰もが
見知らぬおじさんであるはずの筆者に対して「こんにちわ」とていねいに挨拶してくれる校風に感
心しながら、運動場におられた指導教諭の許可を得てソテツのところへと進むと、いきなり♀が足

元から飛び立ったあと路面で休んだり、小さな黄色い花で蜜を吸ったりしている。ソテツの新芽を
調べると、これではこのソテツは丸坊主にされるにちがいないと思わせる卵がびっしり。10 個ば
かりをいただいて持ち帰り、インゲンマメを
与えて飼育をしてきれいな個体の標本を作
製できたが、その後、中学校でどのような経
過をたどったかは未確認。
それにしても神戸市浜離宮あたりまで分
布が広がっているとまでは聞いていたのに、
いきなり加古川までやってくるとは。チョウの食草探知能力のすごさ
にはあいかわらず驚かされる。さらに驚いた後日談があって、実は筆
者の自宅から 10m も離れていない近所の庭に、全く気付かなかったソ
テツがあって、全く同じ時期に無数のチョウが発生してどうしようか
と困っていたとのこと。そんなに身近にいたのなら志方中学校までわ
ざわざ自転車を 1 時間もふむ必要はなかったわけで、本種には驚かせ
られっぱなしだ。
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Oct. 27, 2016 和歌山に遠征
和歌山の秋のチョウとの出会いを求めて遠征。田辺市天神崎の海岸道路沿いを歩くうち、水生昆
虫を子供たちに紹介するために調査に来たという男性に出会い立ち話。そこでクロマダラソテツ
シジミが発生している場所があるよ、と教えてくれる。この場所から遠くないことがわかり、すぐ
に行ってみてビックリ。3 か所にある大きなソテツのいずれものまわりに、遠くからだとヤマトシ

ジミが群れ飛んでいるようにしか見えないチョウが乱舞状態。すべてクロマダラソテツシジミで、
交尾ペアもあちこちにみられる。撮影は大きめの幼虫がいる部分だけの記録だが、全体的には若齢
幼虫がうじゃうじゃと数え切れない。ソテツのある場所の関係者に断りを入れ、インゲンマメを代
用食とする飼育目的で、幼虫がつく新芽を 3 本だけハサミで切り取らせてもらう。
Sep. 24, 2020

クロマダラソテツシジミが我が家に

加古川の円照寺までピンク色のヒガンバナを見に行こうと玄関を出た際、ヤマトシジミの飛び
方ではないウラナミシジミと思える飛翔個体が鉢植えの花にとまって吸蜜し始める。よくみると
ウラナミシジミではなく、なんとクロマダラソテツシジミ。ちょうど手にしていたビデオカメラ
ですぐに撮影記録をとる。いくらか蜜を吸ったあとに、飛んではすぐにそばの花へと移って吸蜜

という動作を繰り返す。飛び立つ瞬間の翅表の青色から♂だとわかる新鮮個体で、近くに発生源
のソテツがあると思われたが、円照寺から帰ってから調べることにする。
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帰宅後にまず調べたのがお向かい隣の Ka さん宅のソテツ。何かにかじられたように白くなった
固い葉が数枚見られるが幼虫はいなくて新芽もない。次は、2008 年 10 月に志方中学校のソテツ
新芽で大発生を見たとき、実はすぐ近くの Ki さん宅のソテツでも大発生があって、事情が分から
ない Ki さんは気持ちが悪いからと新芽を切り取ったと、ずいぶんあとで聞いたそのソテツ。歩み
寄る目に飛び込んだのはクロマダラソテツシジミの飛び古した♀で、2 本からなる大きなソテツ株
の小さな方になんと茎の根元が切られた新芽が数本あり、残る茎部分に複数の幼虫の姿もある。円
照寺へと出かける前にみた個体がここで発生したことは間違い
なく、やがて外出先からもどられた Ki さんの了解を得て、ソテ
ツ本体の中央部にまだ残る、ほとんど葉っぱがなくなった新芽
の茎をハサミで切り取らせていただく。赤褐色の幼虫がまだた
くさん生き残っており、回収した後、ソテツを食い尽くしてしま
えば、どこかで代用食となるインゲンマメを調達する必要があ
る。
Sep. 28, 2020

クロマダラソテツシジミの第 2 発生地を確認

加古川の里山・ギフチョウ・ネット代表の竹内さんから、加古川市志方町でクロマダラソテツ
シジミを観察できた、という電話があって、高砂でも観察しており、近隣のソテツを調べるつも

りだと話した後、高砂高校の校門にある大きなソテツを観に行こうと自転車を踏みだす。サルス
ベリの花が残る裏手の公園を横切る際、すぐ近くの老人ホームの駐車場にもソテツが複数あった
ことを思い出し、先にそちらへと立ち寄ってみる。すると遠目にソテツの新芽があるとは見えな
いが、あきらかに複数のクロマダラソテツシジミが飛び交う様子が見て取れる。近づくと間違い
なくクロマダラソテツシジミでポーチュラカの花壇周りを飛びまわり、ときには近くの草葉上で
休憩する。新鮮な♂に混じって飛ぶ翅が傷んだ個体は♀だが、新たに産卵できそうな新芽はな
く、次の世代はどうなることか。離れた位置にある別のソテツに幼虫に食い荒らされた後のある
新芽がみられ、よくみれば幼虫と蛹もみつかる。その撮影中にホームのスタッフである女性が歩
いてくるので事情を説明すると、携帯を取り出して長い種名を控えられる。きれいな♂の撮影記
録も見てもらい、実際に飛んでいる現場へも案内すると、とてもきれいなチョウだと感激してく
れ、ちょうど出てきた同僚の女性スタッフ 2 人を誘って夢中で観察してくれるのでうれしくな
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る。開翅して日向ぼっこをするムラサキシジミの♀に気づきカメラを向けたが翅を閉じてしま
う。ポーチュラカの花壇から離れた位置で開翅する♂が目に入り、しっかりと撮影記録をとり、
女性たちに知らせようかと思ったが、飛び交う様子をまだ楽しんでいるので声はかけずに高砂高
校へと転戦。
高砂高校のソテツ周りはすでに日当たりはなく、チョウが飛ぶ様子もないが、じっくり調べる
と数本の葉が食い荒らされたような茎が残っている。幼虫や蛹は見当たらないが、ここでも発生
した可能性が考えられる。
Sep. 29, 2020

美麗♂を密着撮影

老人ホーム駐車場の第 2 ソテツの周りを飛び交うクロマダラソテツシジミが今日も多数頭観察

できる。昨日うまく記録できなかったソテツにつく蛹を撮り直し、
色調が濃い青紫の新鮮な♂に密着して撮影を楽しむ。植え込みの葉上ですぐに開翅してくれるが、
別の個体が近くを飛べばすぐに追飛翔が始まってしまう。翅表の
青色が濃くて美しいヤマトシジミも混在していて、♀に求愛をす
る個体や、美しい翅を広げて日光浴をする♂もみる。クロマダラ
ソテツシジミは第 1 発生源のソテツ近くでも飛んでおり、キバ
ナコスモスが咲いているのを見向きもせずに、すぐ止まるのはな
ぜか植栽鉢の縁や、路面に近い草葉の上。ソテツにこだわるよう
に飛ぶ個体もいて、高い位置で開翅する♂の姿も記録しておく。
Oct. 1, 2020

夕刻のクロマダラソテツシジミ

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

73/86

夕刻にクロマダラソテツシジミが発生しているソテツ周りを観察すると、すでに飛び交う個体
はいなく、周りの植え込みに目を凝らすと複数の寝床を決めたと思える個体がみつかる。それらす
べてを撮影記録してみた。本種は発生源のソテツ周りからあまり離れない習性があるといわれ、実

際、ここ数日の観察でも同じ区域内で飛び回っているように見えるが、そもそも発端はどこか遠く
からソテツの新芽を察知して飛来した♀が産卵したことに始まっているわけで、どのようなきっ

かけで遠出をすることとなるのか、実に興味深い、謎に富んだチョウである。なお、まだソテツに
付着する複数の蛹も残っている。
Oct. 2, 2020

お隣さんの花壇に

高砂市曽根町のシルビアシジミの観察に出かける前、お隣の Ko さん宅の玄関先で飛び遊ぶクロ
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マダラソテツシジミが目に入りヒメツルソバやイワダレソウで吸蜜する様子を記録する。これは
Ki さん宅のソテツで発生した個体だと思われる。向かい隣の Ka さん宅にもソテツがあって、そ
の周りへと飛んでいくこともあるがこの個体は♂で、もしかしたら♀を探していたのかもしれない。
Oct. 3, 2020

交尾個体が 4 組も

帰宅前に立ち寄ったクロマダラソテツシジミの第 2 発生源であるソテツは、食い荒らされた葉

がすべて切り取られ、継続観
察をしていた蛹がいくつか犠
牲になったと思われる。10 月
1 日の夕刻には寝床を決めた 7
頭が観察できたが、本日は 1♂
だけが寂し気に日光浴をして
いる。花壇のある場所まで歩くと、別のソテツにこだわる個体が♀なのか、♂がやってきて絡み
の飛翔が展開する。
第 1 発生源のソテツまで戻ると、Ki さん宅の玄関塀に交尾ペアが止まっているのが目に入る。
チョウが発生した茎と葉がすっ
かり切られた部分をのぞいてビ
ックリ。そこには交尾ペアが 3 組
もいて、このあと産卵対象をど
うするのかがとても気になる。

Oct. 4, 2020

仮説を裏付ける知見

クロマダラソテツシジミが羽化後にもソテツの周りから遠く離れないという習性が観察されて
いる一方で、その発生自体はどこからか遠方からの飛来個体による産卵がきっかけとなった偶発
的な発生である場合がほとんどで、今回は高砂市 2 か所のソテツ周りでまさにその実態を体験し
た。昨日の交尾個体を見て感じるのは、いずれの場合も♂にくらべて♀が一回り大きいこと。さ
らには、ここ数日の観察でソテツ周りを飛び交う個体は♂ばかりで、♀を見たのは交尾個体だ
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け。これらの状況から、本種が分布を拡大している要因について、交尾を終えた♀は現在の発生
地にこだわることなく、大きな翅の強い飛翔力で子孫を残せる新たなソテツを探す旅に出るので
はないか、という仮説を立ててみた。もっとも、そのソテツに新芽がでていることが必須かどう
かはわからない。
その仮説を裏付けるように、今日のテニスのあと、高砂公園の花壇にクロマダラソテツシジミ
が飛来しており、その個体は遠くまで飛ぶだろうと考えた♀である。すぐ近くにある高砂南高校

玄関の大きなソテツは、固い葉っぱばかりで柔らかい茎や葉はみられなく、ここで本種が発生し
た痕跡はない。西に数百メートルの自治会館にもソテツがあるが、ここでも本種が発生した形跡
がないことは確認済み。ということで、この個体は上記 2 か所のソテツのいずれかで発生した可
能性が高く、子孫を残すために旅立って、新芽はないが高砂南高校のソテツを察知して約 1km
の距離を飛んできたと思われる。なお、ポーチュラカで花蜜を楽しんでいて、執着するのは黄色
い花だけかとみえたが、赤い花でも口吻を伸ばす様子を記録できた。
自宅近くの第 2 発生源であるソテツでは、まだ羽化まで時間がありそうな蛹とそのソテツにこ
だわる個体がみられるが雌雄の判別はできない。第 1 発生源であるソテツ周りではあいかわらず

成虫が飛び交い、羽化したばか
りとみえる個体も観察できる。
おそらく♀だと思うが確証はな
い。本種にソテツを食い荒らさ
れ、その主がこのように美しい
シジミチョウであることを知
らないため、おそらくいまだにいい思いをされておられないであろう Ki さんには、ぜひとも本種
が自宅の玄関先で飛び遊ぶ光景を目で見て確認してほしいものだが、あいにくお留守。
自宅にもどると、Ki さん宅のソテツから回収して蛹化に至った個体を吹き流し内に転がしてお
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いた中から 30 個体以上が羽化しており、曇り空のままの野外へとすべてを放してやる。30 分ほど
経ってから、飛び出していった個体がどうしているのかと周辺を探索すると、想像以上にどこにも
いない。ゆっくりと時間をかけて目を凝らすと、やがてひらひらと飛ぶ個体が現れ、外壁に静止す
る。一応撮影記録をとってみるがこれでは絵にならないので再び飛んでもらい、植物の葉上に止ま
るのをまって撮影記録。この個体の飛翔につられた別の個体が裏庭側から飛び出し、どこかに止ま
った様子。防虫スプレーを使ったやぶ蚊対策をすませて裏庭へと踏み込むと、シソの葉上で美しい
翅表を目いっぱい見せた状態でとまる♂がいて、そのムラサキ色を帯びたきれいな色彩を撮りこむ。
Ki さん宅のソテツまわりまで飛んでいった個体はいないようで、そこにはソテツに執着する個体
を 1 頭だけ観察。
Oct. 5, 2020

クロマダラソテツの美麗♀

羽化してくるクロマダラソテツシジミは次々とジッパー部分を開放した吹き流しから野外へと
飛び出していくが、一体、その後はどうしているのかが気なって家の周りを探してみる。
最も可能性が高いと見たお隣の Ko さん宅の玄関先に広がる花壇まわりは、ちょうど日当たりも
よくていろんな花が咲き乱れており、案の定複数のシジミチョウが飛び交っている。ヤマトシジミ
も混じるがほとんどがクロマダラソテツシジミだ。路面に近い低い位置に花が咲くヒメツルハギ
やイワダレソウの蜜を求める。その撮影記録をとっている際に他の個体がやってくるとたちまち

飛び立ってしまうが、チョウたちの活発な動きには自然の喜びを感じる。追飛翔場面のビデオ撮影
をスロー再生すると、美人の♀を♂が追いかけまわしていることがわかる。その♀の飛翔について
回ると、隣の Ka さん宅のソテツ周りを飛んだりするが、そこには新芽がなく、やがてオタフクナ
ンテンの葉上におちついてゆっくりと美しい翅表を見せ始める。近所で本種の発生を見て以降、♀
が開翅してくれるのは初めてで、しかも低温期型の美麗個体だ。少しずつ両翅の角度を広げてく
れ、その角度が 180 度を超えたその瞬間、予想もしなかったコバルトブルーの輝きに目を奪われ
る。まさに、”どう、もっときれ
いな色をみせてあげるね”、とい
わんばかりの演出だ。チョウは
自然に生きているときが最も
美しいことを実感できた瞬間
で、このビデオ記録を妻にみせ
ると、低温期型の翅表が見えた時点では特別驚くほどのことでもないような顔をしていたのが、キ
ラリと青の輝きが見えた瞬間には期待通り目を見張って喜こび、Ki さんにコピー写真を見てもら
ったら、と提案をしてくれる。
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Oct. 11, 2020

クロマダラソテツシジミの第 3 発生源を確認

テニスの合間の花壇巡りで、ポーチュラカの花蜜を楽しむクロマダラソテツシジミの♂を確認。

テニスを終えてさらに調べると
ウバメガシの垣根周りで羽を広
げて休憩中の個体や、ときには
3 頭が絡み合うなど複数の飛翔
個体がいて、これはどう考えて
も松波町からの飛来個体ではな
い。可能性があるのは高砂南高校のソテツで、さっそく見に行ってみると、校門に近いところに植
栽されているマリーゴールドまわりにもいて、すぐに校門の植えこみ周りを飛ぶ個体も目に入る。
先日確認した大きなソテツではなく、玄関正面にある中程度の大きさのソテツまわりを飛び交う
個体が複数頭いて♀の美しい翅表がキラリと輝いて見えたりするが、ソテツ自身に新芽はみられな
い。それでも茎の根元で産卵行動をみせる♀や、ソテツの葉上で日光浴をする個体が観察でき、い
くらか固い葉っぱでも幼虫が成育できるのかもしれなく、今後注意して観察をする。
Oct. 14, 2020

クロマダラソテツシジミの第 4、第 5 発生源を確認

ジャコウアゲハの発生地を調査した帰路、高砂高校の正門にある 2 か所の大きなソテツを調
べ、クロマダラソテツシジミの新たな第 4 発生源であることが確認できた。高砂高校のソテツは
9 月 28 日に発生の痕跡を見ていてその記録もとっているが、本日、新芽が切られたと思える株の
綿毛部分に幼虫か蛹が残っていないかとていねいに見ていくと、羽化したばかりの♂がいて確証
となる。あらためて周囲を調べると、手入れには大きな脚立がいると思える高い位置に、最近伸
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びたと思える茎葉が複数あって、そのまわりや新芽がないソテツの根元まわりなどに 3-4 個体の
飛翔も観察できる。新芽のない褐色の綿毛で覆われた部分や、固い葉っぱの上にも産み付けられ
た卵が観察でき、孵化後の幼虫の動向が気になる。さらに影となった裏側なども調べると 1 本だ

け新芽が出ていて産み付けられた無数の卵がみてとれる。これは世話をしている人にしてみれば
再び切り取る対象となるのは自明で、勝手ではあるが、ウマノスズクサを切り取る目的で持参し
ていたハサミで根元から切り取って回収。この様子では西畑 4 丁目の自治会館敷地内にあるソテ
ツも今一度調べる必要があると考え、帰宅前にそちらへと迂回する。
敷地内にはソテツが 3 か所植栽されていて、到着時点ですでにその周りに複数頭のクロマダラ
ソテツシジミの飛翔がみられ、第 5 発生源を確認できたことになる。ソテツの葉上には交尾個体

もみられ、1 株には新たな茎葉として生育する準備が整った豊富な新芽があって、複数の雌雄個
体がこだわるように集まっている。今までみてきたどの場所よりも♀の数が多く、これらの新芽
にはきっとおびただしい数の卵が産み付けられるはずで、その新芽が生育して食害が目立ってき
た段階で、見苦しくなったソテツを切らなくては、と考える住人が出てくる可能性もあり、継続
観察が必要だ。
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サンゴジュの垣根が続く自宅近くまでもどってきたところで、ヤマトシジミとは違う動きを見
せるシジミチョウがいるのでアメリカセンダングサの花蜜を求めて止まるまで待つと、クロマダ
ラソテツシジミだ。吸蜜を終
えて葉っぱ上で目いっぱいの
開翅姿勢をとってくれた時点
で、低温期型のきれいな♀だと
わかる。太陽光の反射角度に
よって、目の覚めるような構
造色が見えるのだが、このときはそういう角度での撮影はできず。ここでは黒化度が普通にもど
ったベニシジミと、クロマダラソテツシジミと絡みの飛翔をみせるヤマトシジミ、そしてよろよ
ろとした飛翔で登場し、ムクゲの葉上で休み始めるモンシロチョウの飛び古した♀をみる。
Oct. 15, 2020

クロマダラソテツシジミの第 6 発生源

妻が卓球仲間である西畑 2 丁目の H さん宅にソテツがあることを知っていて、聞いてもらうと
新芽があり小さなチョウも飛び回っているとのこと。これは期待できると現地にいってみると、チ
ョウの姿はないがソテツには小さいひこばえがあって、すでに無数の産卵がみられ小さな幼虫も

見える。複数ある株の数か所に
新芽候補が顔を出していて間
違いなく今回確認できた第 6 発
生源である。

Oct. 20, 202

クロマダラソテツシジミの第 7 発生源を確認。

夜の散歩中にみつけた新浜地区のソテツでの発生状況を見に行くと、新芽が複数あって、大小
複数の幼虫が観察でき第 7 発生源だと判定。急ぎハサミをとりに戻り、半分ほどを切り取って、

Ka さん宅からいただいた新芽で育てている幼虫と合流させる。当初の 27 個の卵には産み付けた
時期にかなりの差があったようで、10 個体程度が 12-15mm に育った一方で、3-4mm 程度の赤み
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を帯びた幼虫が複数頭新たに成育してきている。これらが成虫となった後、季節は一気に冬に向
かうわけで、次の世代につながる可能性は極めて低く、近隣の花々で最後の吸蜜を楽しんでもら
うよりほかはない。
Oct. 24, 2020

低温にも負けないチョウ

今朝の最低気温は高砂市で 10 度だったというのに、正午前に高砂南高校のソテツ周りではク
ロマダラソテツシジミの卍飛翔がみられ、暖かい石の上や日当たりのいい葉上を好んで日向ぼっ
こをする個体はすぐに開翅姿勢をとる。太陽光があたる角度を
少しずつ変えると微妙に色彩が変化するが、♀で見られるよう
な構造色は発現しない。よくみればそばにはツゲが小さな花を
咲かせていて、そこで蜜を楽しむ個体もいる。その撮影記録を
とっていると、複数の個体が画面内を横切って飛び交う様子も
記録できる。朝、キアゲハの幼虫のためにノラニンジンを採取

してもどる途上、立ち寄った高砂高校正門のソテツまわりにチョウの姿はないが、壁面に前蛹と
蛹がそれぞれ 1 個体みつかる。おそらくソテツ本体のどこかにも蛹化個体がいるものと思うが、
やはり次の世代が成育できる柔らかい芽や葉っぱはない。
Nov. 15, 2020

秋日和に出会えるチョウたち

風もなくて暖かい秋日和。お隣の花壇にはいろんな花があり、ヒメツルソバ周りを複数のクロマ
ダラソテツシジミが飛び交っている。撮影記録をとって翅の傷み具合などを比べると 4♂1♀を認め、

すべて筆者が放したやや小型の飼育個体だと思われる。♂同士の絡み飛翔が頻繁に展開し、ときに
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はその中にヤマトシジミが絡んでにぎやかになる。本日の一番の収穫は♂が飛び立った瞬間の翅表
の美しい構造色が記録できていたこと。
夕刻に高砂高校のソテツまわりを調べると、直下からはよく見えなかった最上部に新芽がでた
ようで食痕も見られ、そばの壁側に蛹が 2 個体みられる。ソテツ本体に蛹はないかと調べてもすで
に薄暗くて探せない。ところが
なんとこの時刻に羽化してき
た♂が観察できる。10 月 14 日
にこの場所で羽化したばかり
の個体をみたのは 12 時前で、
この週末、急に気温が高くなっ
たせいなのか、こんな遅い時間帯に羽化してくる個体がいるとは想定外。

Nov. 17, 2020

寝床を決めたクロマダラソテツシジミ

西畑 4 丁目のソテツ周りを確認しに行くと、生育した新芽に食痕が残るが幼虫も蛹も発見でき
ない。すぐ隣にある児童公園に残照で明るい一角があって、遠目
にみえる飛翔個体はクロマダラソテツシジミとヤマトシジミ。
両種ともに最後の太陽熱を名残惜しんでいる様子で、クロマダ
ラソテツシジミの動きに絞って観察すると、わずかに開翅状態
を見せてくれた後、ユキヤナギの垣根まわりで今宵の寝床を決
める動き。最終的に、適当な場所を決めたようで、近くをヤマト
シジミが飛んでも微動だにしない。
Nov. 18, 2020

確かに夜を明かした証拠

昨夕に寝床を決めたように見えたクロマダラソテツシジミの様子を知りたく、太陽光が届く前
に観察しに行く。予想通り、昨日と全く同じ場所にアンテナを下方に曲げて、まだ熟睡状態とみ
てもよさそうなチョウの姿を確認。正面からの撮影記録もとってみると、横から見た以上に意外

と隙間のある部分の葉上で夜を過ごしたことがわかる。ヤマトシジミはどうかと探すと、センダ
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ングサの花が散った穂先にとまり、まだ朝露で濡れている個体がみつかり、ユキヤナギの垣根近
くにもいたはずだと探すと、やはり昨夕と同じ場所で眠ったよ
うだが、近も個体には朝日が届き始めていて、アンテナの姿勢
からすでに目覚めている感じ。
Nov. 19, 2020

美麗♀

日当たりがいいお隣さんの花壇をのぞくと、ヒメツルソバで吸蜜しながら開始するクロマダラ
ソテツシジミの♀がいるので、急ぎビデオ撮影にとりかかる。ところがカメラを向けて以降少しも

翅表を見せてはくれない。わざと影を落として光変化を加えてもなかなか開こうとせず、自主的に
場所を変えるたびにきれいな翅表がキラリと光るが構造色の輝きは見られない。それでも負けず
に粘る続けると、ようやく開翅状態での吸蜜が始まる。ときどき吹き抜ける風で翅を閉じたりする
が、どこで発生したのか羽化して間もないと思える美麗個体だ。
Nov. 28, 2020

クロマダラソテツシジミの羽化場面を記録

昨日のウラナミシジミに引き続き、3 日前に羽化兆候を見せたクロマダラソテツシジミの蛹
が、本日の朝 8 時には翅の部分に空隙が広がってきていて、すぐに撮影準備を整える。小さなシ

ジミチョウが生まれ出る瞬間
を少しでも大きくとらえよう
と、いつものカメラ SONY
HDR-CX485 から接写レンズを
装着できる SONY HDR- CX170
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に替えて羽化の瞬間をまつ。腹節部の広がりも顕著となるとやがて口吻部分に亀裂が入り、羽化
が始まる。翅がすべて脱出する時点で低温期型の♀だとわかる。この個体でいつもと違っていた
のは、口吻の機能チェックにやたら時間をかけ、丸めては伸ばす動作を実に 44 回も繰り返した
こと。何が問題なのかとよくよく観察していたら、どうやら先端部がいつまでも丸く絡み合って
いるのがダメらしく、37 回目あたりでようやく先端部分が 1 本に伸びるように変化していき、44
回目で長い秒数をかけて納得がいったのか、それ以降は口吻を伸ばすことがなくなった。吹き流
しに移そうと指に乗せると、すでに飛ぶ気満々。それならば、とお隣さんの花壇に残るヒメツル
ソバの花に止まらせてみたが、再びの寒波が冷たい風を吹かせ、このままではかわいそうに見え
る。仕方なく再度手指に移し、室内の吹き流し内でしばし様子を見ることとする。
Dec. 3, 2020 クロマダラソテツシジミの蛹化場所
クロマダラソテツシジミの蛹化場所として観察記録がとれているのは、ソテツの葉表または葉
裏への帯蛹とソテツから離れコンクリート壁面へと移動してから帯蛹となった 2 例だが、新浜地
区のソテツでは葉裏などで蛹化する気配がみられない。そこで、新浜地区のソテツで蛹化しそうな

場所として葉の付け根にある
綿毛の中を想定し、ピンセット
を使ってそっと覗いてみると、
明らかにここで蛹化準備をし
ている幼虫が見つかる。
Dec. 6, 2020 クロマダラソテツシジミの綿毛内蛹化
一般的に、チョウの蛹が帯蛹となる際には糸がけによって体を保護することが普通だが、クロ
マダラソテツシジミがソテツの葉の付け根にある綿毛内で蛹化する場合、綿毛に埋もれた状態で
は糸がけで身体を安定させる対象がなく、実際はどうかを知りたくて、申し訳ないが綿毛をはが
して観察をしてみた。
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実態は、やはり何も糸がけをしないで綿毛にくるまる状態で寝転んでいる蛹が観察でき、大き
な葉の茎部分からの位置がわかるような記録もとっておく。撮影記録をとったあとは綿毛を元通

り戻しておく。葉の付け根にたまる綿毛を少しずつはがしてみると、蛹が見つかったすぐ近くの
綿毛内で、これから蛹化する準備をしている幼虫も 2 個体みつかる。おそらく前蛹という段階だ
と思われるが、さらに綿毛をはがすことはやめて元に戻す。
Dec. 9, 2020 クロマダラソテツシジミの綿毛内蛹化
新浜地区のソテツで綿毛の内部で蛹化している個体を観察。綿毛をめくるとすぐに蛹が見つか
るが、蛹化準備で潜り込んでいる終令幼虫の姿や、羽化した後の蛹殻も見られる。蛹化個体は 4

か所で観察でき、蛹 3 個体が寄り添うように並んでいる場面も
あって、いずれも蛹本体への糸がけはなく、綿毛に包まれると
いうだけの保護状態。飼育時の観察でも、蛹化に際して終令幼
虫が容器内に敷いている紙の裏側や隙間へと潜り込んで、何の
糸がけ保護もなく蛹となって転がっている。こうしたある意味
でいい加減な蛹化でも正常に羽化してくるわけで、このチョウ
の強い生命力を感じる。
Dec. 30, 2020 意外な羽化
12 月 27 日の前蛹に見えた個体はやはり蛹化しており、本日、大陸から寒気団がおりてきて暴
風が吹き荒れる朝、暖房をしていない室内で吹き流し内に静止している蛹のうち、1♀が羽化して
いてびっくり。その美しい翅表の輝きを記録しようと最初はティッシュの上にのせ、もっときれ
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いな白い紙の上で太陽光がうまく当たる状態を選んで撮影をしたのだが、いろいろしているうち
に鱗粉にキズがついてしまったのが残念。羽化個体の撮影記録には特段の加工処理をすることな
く、ソテツを背景とする写真を合成して残す。
Jan. 4, 2021 初観察はクロマダラソテツシジミ
2021 年、チョウの初観察は越冬中の蛹から産まれ出たクロマダラソテツシジミの
ないが、窓際につるした吹き
流し内に転がしているだけ
で、天気がいい日に適度の太
陽熱が蓄積して羽化の引き金
となったらしい。
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