エゾヒメシロチョウ Leptidea morsei
July 20-21, 1996 札幌から遠軽へ
札幌を 23:05 に出た夜行特急オホーツク 9 号の遠軽着は 7 月 21 日早朝 4 時 04 分。さいわい
北海道の朝は早くすでに暗闇はない。一緒に降り立った他の乗客数人はいずれも駐車場にむか

い各自の車を発進していってしまう。バスの時刻までたっぷり時間があるので「スーパー採集
ガイド⑤北海道東北部編（蝶研出版 1996）」の記載を参考に、朝靄がただようまだ人通りのな
い広い道路をゆっくりと自衛隊駐屯所方面に歩く。途中民家あちこちの庭先に純白のハマナス
が緑の葉に映えて咲いている。やがて大きくはない川を渡ると左手前方に自衛隊遠軽駐屯所の
検閲入口がみえ、交代の隊員が立っている。その道路反対側は一面畑地で右へと真直ぐな農道
がのびていて、その農道の右手一帯は川べりの疎林まで適度に深い荒れた草原が広がってい
る。ムラサキの花をつけたフジクサやナンテンハギが多くイシダシジミも期待できそうな環境
である。川べりの疎林樹木の葉っぱから始まって次第にヒメジョオンの咲く草原へと朝日が届
きはじめるとエゾスジグロシロチョウが活動を始める。ヒメジョオンが密度濃く咲いている斜
面にやや小型のシロチョウがチラチラと飛ぶので踏み込んで捕獲するとエゾヒメシロチョウ♀
だ。さらに小さ目のシロチョウはエゾヒメシロチョウの♂。期待したイシダシジミはみられな
かったが筆者にとっては初めての種エゾヒメシロチョウ 1 ペアをゲットして満足。駐屯所の裏
手が覗ける道路沿いではカラスシジミらしき飛翔個体を目撃したがネットインできるタイミン
グはえられず。クサフジやナンテンハギが咲く草原では多くの新鮮なコキマダラセセリがあち
こちで美しい翅表の橙色を広げて早朝の日光浴を楽しんでいる。
エゾシロチョウ

Aporia crategi adherbal

1996 年 6 月 23 日。旭川市内で自然環境が残っていそうな嵐山自然公園を訪ねてみる。路線バ
スの車窓越しに歩道沿いの樹木にエゾシロチョウと思われる大型のシロチョウが群れ集ってい
るのが目に入るがバスは容赦なく進んでしまう。札幌につながる広い国道 12 号を離れて右手の
急坂を左奥まで上り切ったところがバスの終点となっていて、新興住宅地の外れで降りて歩く。
ところどころにある草地にエゾシロチョウが舞い、住宅庭の低木の間をミヤマカラスアゲハが蝶
道を形成して往来している。カラフトヒョウモンらしき小型のオレンジ色が下方向から林の中へ
と消える。親子連れが吊橋を渡って対岸の自然公園内に駆け上っていく。子供は昆虫採集網と虫
かごをもっているが公園内にはどんな昆虫がいるのだろうか。しかし、いい年のおじさんが、あ
のような子供と競って蝶を追いかけるのはまずいような気がして公園内に入るのはあきらめ、バ
スの中から見えたエゾシロチョウの大群を確認したく、そんなに遠くはないとの推測のもと徒歩
でもどる。バスの終点からわずかもどった辺りで新鮮なエゾシロチョウが複数舞っていてつい道
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草を食う。近くの住宅の庭木にまとわりつくような飛翔である。そのうち 1 頭が庭先の草花に降
りてきたのでネットインして三角紙に納めていると住宅から奥さんが顔をだし「何かいますか」
と問いかけてくる。「エゾシロチョウという蝶で、この辺りで発生しているようです」と答える
と「そう、この木に蛹がいっぱいついていたけどこの蝶だったのね。もともと道路下の別の木に
いたみたいだけど、葉っぱがなくなってかなりの数がこの木に移ってきたみたい」と説明してく
れる。その木はいずれもリンゴやサクラの類ではなく、本種の食性が相当はばひろいことがうか
がえる。
急坂を下って国道 12 号を横切り、例の大群発生場所が近づくとニレの木と思われる街路樹に
もまとわりつくエゾシロチョウが目立つようになる。バスから見えた樹木はモモの木でホクレン
という会社の敷地内にあり、歩道とはヒノキの垣根で隔て
られているだけで正門にも近い。そのモモの木はどの枝も
ほとんど葉っぱはなく、枝という枝に蛹が螺旋状に隙間な
く付着している。羽化したばかりの♀のまわりには数頭の
♂がたむろして、いきなり交尾をしている光景があちこち
に見られ、これでは大発生するはずだとあきれてしまう。蛹
は垣根や歩道側
の街路樹の幹に
も付着し、閉じ
られた正門の鉄製格子のあちこちにもついている。そ
の鉄格子上から敷地内の垣根内側をみたとき、予想も
しなかった光景が目に飛込む。羽化したエゾシロチョ
ウの大群が垣根いっぱいに、白一色の帯状となって静
止しており、かすかな風にその白い列がゆれてまるで
花が咲いているかのよう。この珍しい光景をしっかり
Video に納める。いつのまにかスズメがやってきてこ
のモモの枝を物色しはじめる。このときは目の前で何も起らなかったが、蛹になってからも鳥に
やられることがあるのかどうかは分らない。
1997 年 7 月 7 日。朝早くきたかいあってオンネトー湖面がまるで鏡のように澄みきっており、
遠景が湖面に映った様はみごとというほかなし。やがて風がでてくるともうまったく様子が変わ
って、発生するさざ波のために湖面の透明さが消え
うせる。遅く到着した観光客は先ほどまで見られた
美しい湖面を知ることなく帰ることとなる。団体客
の少ない奥に進むとやや開けた砂利広場があって、
林縁に設けられた花壇に咲くルピナス花上にはコヒ
オドシが、サクラソウ科の濃いピンクの花には複数
のエゾシロチョウが、さらにはあちこちに咲く黄色
いタンポポの花にはホソバヒョウモンが蜜を求めて
群れており Video のいい被写体となる。
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ミヤマシロチョウ Aporia hippia japonica （絶滅危惧ⅠB 類）
ミヤマシロチョウとの初の出会いは、1974 年 7 月 30 日に長野県美ヶ原高原から九十九折りと
いう下山道をクネクネと歩いてたどりついた三城牧場の広小場で果たしている。まだビデオカメ
ラなどが普及していない頃の情景は記憶でしかたどれないが、膝ががくがくとなるような状態で
降りてきた路傍の草むらを複数のミヤマシロチョウがフワフワとのどかに飛んでいた様子が思
い出せる。当時は信州の生息地の多くで多産していて、集団で路面吸汁している光景などの記録
がいまではめっ
たに見られない
光景だとして
Facebook などに
アップされてい
るが、1974 年当
時は何のためら
いもなくネット
インをしていて、そのときの採集個体を自作のポリエステル樹脂
標本として残している。
July 16-17, 2016：群馬県丸山高原に遠征
2016 年 7 月、すでに絶滅危惧ⅠB 類選定の保護対象となった本種について、保全活動を継続
されている群馬県の保全団体との交流を企画。ヒメギフチョウの保全活動団体である「赤城姫を
愛する集まり」の松村さんにお世話していただき、群馬県の「高山蝶を守る会」の協力も得られ、
トヨタ環境活動助成プログラム 2016 のおかげで 1 泊 2 日の視察旅行を実現し、加古川の里山・
ギフチョウ・ネットのメンバー5 名で参加。7 月 17 日にミヤマシロチョウの生息地を案内して
いただき、18 日には午前中にアザミなどの花を訪れるミヤマシロチョウの撮影を楽しみ、目の

前で産卵行動をとる個体などを観察した後、午後には小烏帽子岳への軽登山でミヤマシロチョウ、
コヒョウモンモドキに加えて高山蝶のミヤマモンキチョウも観察できた。
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ミヤマモンキチョウ Colias palaeno aias; ssp. sugitanii （準絶滅危惧）
ミヤマモンキチョウは安曇野市の蝶友から送ってもらった蛹から羽化した新鮮個体♂♀の標本
が手元にあるが、現在は準絶滅危惧選定種として保護の対象であり、野外で飛ぶ姿を見られたら
幸いというまさに希少チョウである。本
種は紛れもない高山蝶で、標高 1700m 以
上の食樹であるクロマメノキが自生す
る高山帯まででかけないと出会えない
チョウ。平地でふつうにみられるモンキ
チョウにはない、翅縁にあるピンク色の
鱗毛が特徴的で、翅表の幅広い黒い部分
にいかにも高山蝶の風格を感じる。
July 17, 2016：群馬県小烏帽子岳登山
ヒメギフチョウの保全活動団体である「赤城姫を愛する集まり」の松村さんにお世話をお願い
して実現したミヤマシロチョウの保全状況視察時に、群馬県の「高山蝶を守る会」の協力も得て
軽登山でのぼった小烏帽子岳で、参加者の集合写真を撮っていることなど全く知ることもなく、
登山道を勝手にどんどん先へ
と進んで路傍一帯にクロマメ
ノキが茂る場所へと行き当た
り、そこでしばらく様子をみ
ていると、すばしっこい飛翔
でミヤマモンキチョウの♂個

体が飛び、やがてクロマメノキに産卵して回る♀個体も観察できる。路傍の近い葉っぱに産卵し
たので確認すると、同じ葉上にややピンク色を帯びた古く産み付けられた卵も見ることができる。
そのうち 300m 望遠レンズを装着した重いカメラをかついだ加古川の里山・ギフチョウ・ネット
の同僚もやってきて、筆者がみつけた雌雄で絡む場面をカシャカシャと連射で撮りまくる。ビデ
オ撮影記録から切り取った求愛行動が以下の映像で、このようなシーンにはそう簡単には出会え
ないと思われる。

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

4/26

モンキチョウ Colias erate poliographus
モンキチョウは"紋のあるキチョウ"で、"紋のあるシロチョウ"がモンシロチョウ。モンキチョ
ウは北海道から八重山諸島まで全国に分布する。モンシロチョウも含めごく普通にみられるチョ
ウは、よほど必要がないかぎ
り新しい標本を作らないた
め、1968 年の標本写真を示
しておく。羽の色が黄色いの
は例外なく♂だが、♀は白と
黄色両タイプがいるやっか
いなチョウだ。
2009 年 10 月 1 日、高砂市西畑の花畑で黄色型♀の交尾個体を
確認。筆者にとっては初めて見る黄色型♀で、そっと持ち帰ったあ
と交尾は 1 時間半後に解けたのだが飼育下に産卵はしてくれなか
った。松波町周辺でモンキチョウの幼虫はシロツメクサ（クロー
バー）やアカツメクサを食べ、荒井町浜風公園の芝生内に自生し
ている、シルビアシジミの食草でもあるミヤコグサでも発生している。シルビアシジミの飼育用
に加古川からミヤコグサを持ち帰った際にモンキチョウの卵がついており、クローバーで育てて
きれいな白色の♀を羽化させ、自宅ベランダから野外へと放してやったこともある。
モンキチョウは世界中で約 80 種を含む Colia 属に属し、日本では本州の中部山岳地帯だけに
みられる準絶滅危惧種指定のミヤマモンキ
チョウと 2 種だけだが、ヨーロッパのアル
プス地方や北アメリカなどに同族種が多
い。その北アメリカには”Dog Face”と称さ
れる面白い模様の仲間がいて切手にもなっ
ている。前翅の黄色部分に目もあってどう
みてもかわいいワンちゃんの顔にみえて楽
しくなる。
ところで、右のチョウの図が写真ではな
くすべて手描きだといったらすぐに納得が
いくだろうか？これらは William H. Howe
という昆虫学者でもある画家が全てのチョウを手で描き上げた“THE BUTTERFLIES OF
NORTH AMERICA” Doubleday & Company, Inc（1975）というカラー図版 97、描かれたチョ
ウの数 2093、総ページ 633、厚さ 5cm という膨大な図鑑から転載
（PLATE 75）したもので、彼が実際にチョウを描いている様子が
本の裏カバーに示されている。ヨーロッパにも“A Field Guide to the
Butterflies of Britain and Europe” Collins (1970) という図鑑があ
ってこれも 760 以上のチョウがカラー手描き。筆者の手元には 1954
年発刊のきれいな写真による原色日本蝶類図鑑があり、カラー写真
製版技術があるのに手描きにこだわった理由は何だろうか。いずれ
にしてもすごいテクニックである。
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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。
モンキチョウが川べりに咲くセンダングサの黄色い花で吸蜜する光景が絵になるので、濃い青

空を背景に撮影すると、比較的きれいな飛翔映像が記録できている。
May 24, 2018 平荘町の休耕田花畑
ウラギンスジヒョウモンの生息地に立ち寄って幼虫や蛹を
性懲りもなく探してもやはり発見できず、アカツメクサの花
蜜に夢中となっているモンキチョウを撮影。
June 13, 2018 平荘町の休耕田花畑
ヒメジョオンの花畑で蜜を求めるモンキチョウ、翅表がすっかり黒ずんだベニシジミ、キタテ

ハなどを撮影。ウラギンスジヒョウモンの♂が♀を探して柿の
木の陰部分へと潜り込んだりするので追いかけてみるが姿を
見失う。モンキチョウの交尾個体が梅の木の高いところへと飛
んで落ち着いたところを撮影
June 21, 2018 ヒメヒカゲ調査と平荘町の休耕田花畑
ヒメヒカゲの生息調査を終えて自転車を踏み出そうとする段階での最後の見送りはモンキチ
ョウだがヒメジョオンの蜜に夢
中で当方には全く関心なし。帰
路に再び立ち寄った休耕田で
は、黄色型の♀に求愛する 2 頭
の♂が負けてはなるまいと競っ
ている。
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キタキチョウ Eurema mandarina
モンシロチョウやアゲハチョウについで誰もがよく目にしているキチョウで、本種は東北を北
限として八重山諸島まで広く分布するが、1992 年に八重山地方のキチョウとは種として区別で
きるわずかな違いのあることがわかって、八重山産をキチョウ（別名ミナミキチョウ）、それよ
り北に分布するキチョウをキタキチョウと区別された。このキタキチョウについては、ごく普通
種でありながら、まだまだ解明できていないことがたくさんある、実に興味深いチョウの一つだ
といえる。例えば、東北地方では青森県でも発見されるが、青森県下で定常的に発生している確
証はなく、もっと南の地域で発生して迷い込んだ迷チョウ（その地域では発生していないチョウ
がたまたま迷い込む場合の呼び方）か、メスの迷チョウが生んだ卵からの一時的な発生だと考え
られ、真相解明はされていない。キタキチョウは、春型、春夏中間型（稀）
、夏型、夏秋中間型、
秋型、晩秋型と、最も多くの季節変異を示す。
春から夏への移行タイ
プ：春夏中間型は 2009 年に
注力して何とか標本を追加
できた。5 月 10 日の黒鱗粉
が見られない個体は、Apr.
5, 2008 の標本を晩秋型と
しているのと同じで、この
キタキチョウは晩秋に発生
した個体がチョウのままで
越冬して、暖かくなった春
先から再び活動を始めた結
果です。2018 年 4 月 13 日
にはカラスノエンドウで吸
蜜する越冬個体の記録をとっている。
次に 2008-9 年に初秋からの季節変異型にこだわって作製した実際の標本写真を示しておく。
翅表の黒い鱗粉がだんだん薄くな
っていく変化が明らかで、まさに、
百聞は一見にしかず。初秋型（G）
から秋型（I）までわずかに前翅のク
ロ鱗粉が小さくなっている。実は、
このキチョウの季節変異について
は、中学時代の恩師である理科担当
の先生から「チョウの標本をただ並
べるだけでは研究とはいえない。ご
く普通種のキチョウに関してもわ
かっていないことがいっぱいある。
そういう視点でチョウたちと接し
なさい」と諭されたことがあり、そ
の後、チョウの生態研究が筆者のラ

イフワークとなっている。写真に示した標本記録中面白い
のは、2008 年 10 月 13 日、加古川市志方町の同一場所・同
時刻に、準夏型（C）、夏秋中間型（右図）
、そして秋型（I）
が混在していたことです。翅表の黒い鱗粉の発達度は、幼虫
時代の日照時間、気温などの影響が大きいと考えられるが、
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全く同じ地域で同じ時期に育ったはずのチョ
ウが 3 種類の季節型として発生している事実
は、なんと説明していいのかわからない。なお、
あえて準夏型だと区別したのは Sep.9,2008 の
夏型と比べれば前翅黒鱗粉の発達度に明確な
差があることで納得できる。この夏型前翅の黄
色部分に注目すると、ある種の犬の横顔に似て
いて、アメリカには目玉模様まである Dog face
と呼ばれるモンキチョウの仲間がいて切手に
もなっている。越冬後の母チョウが産卵をして
育った第一化発生個体が 5 月頃からみられ、そ
の中に春夏中間型が混生する。キタキチョウは
ハギ類、ネムノキ、クサネム、ニセアカシアなどの葉っぱや花を食エサとして育ち、松波町周辺
では、ヌスビトハギなどで発生している。2008 年、志方町の水田横に自生しているクサネムで

産卵場面に出くわし、持ち帰って飼育した際の羽化直前の蛹と羽化後のキタキチョウの写真を示
す。2009 年 3 月西畑花畑では暖かくなってもなかなかチョウが飛ばなかったが、ようやく 18 日、
越冬後のキタキチョウが目を覚まして遊んでいた。
チョウが交尾をしている姿を観察できる機会はきわめて少なく、まさに偶然出会えるという
光景となるが、本種については 2012 年と 2017 年 7 月に撮影記録が撮れている。
Oct. 12, 2012 田園地帯秋のチョウ
秋晴れの午前中、久しぶりに黄金の稲穂が揺れる田園地帯を自転車で巡り、まずはクサネム
が繁茂する路傍の休耕田にキタキチョウが群れ飛ぶ光景をみる。あぜ道を伝って歩を進める
と、クサネムの茎に静止する交尾中の新鮮ペアがみつかる。すぐ上方には蛹の抜け殻があっ
て、おそらく羽化したばかりの♀に探雌中の♂がすばやくアタックしたものと思われる。このペ

アの撮影を終えて全体を見渡すと、さらに別の 2 ペアが目に
入る。単独で飛び回る個体をネットインして調べると、前翅
外縁黒紋が幅狭くなった夏型終盤型と、前翅端だけに黒鱗粉
が残る秋型が混じっている。
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ミナミキチョウ Eurema hecabe; タイワンキチョウ Eurenma blanda arsakia
キチョウの仲間は、ミナミキチョウが分類区別されて以降、日本本土産はすべてキタキチョウ
と呼ばれるようになり、沖縄以南にはミナミキチョウ、タイワンキチョウ、そしてキタキチョウ
が混生するのだが、初めて沖縄、石垣島を訪れた際には、キチョウについて何も意識をしていな
かったことが、1993 年の沖縄・八重山蝶紀行への記載で明らか。
Sep. 4, 1993：石垣島バンナ公園
公園裏手の道沿いにはスジグロカバマダラとリュウキュウアサギマダラが多く，ときおりベニ
モンアゲハがパタパタと抑揚のないはばたきで道を横切って山手の林内に消えてゆく．ツマベニ
チョウをひとまわり小さくした位の，それでもモンシロチョウなどよりははるかに大きいシロチ
ョウの仲間が敏捷に飛び交う．ウスキシロチョウのようだ．ウラナミシロチョウの不完全体も見
られる．キチョウの数もやたらと多い（この時点ではこれらのほとんどがタイワンキチョウであ
ることに気づいていない）.
その後、ミナミキチョウの同定に必要な、翅の縁取り部の鱗粉色に注目するようになるのだが、
それでも捕獲してじっくり観察をしないと分からない、実
にやっかいなチョウとなっている。2012 年以降には努めて
自然状態でのキチョウの仲間の撮影記録をとろうとしてい
るのに、結局はタイワンキチョウの訪花シーンを記録でき
ただけで、あとは標本とした中から同定が確実なものを示
しておくよりほかはない。
キタキチョウの翅表黒鱗粉が、春から秋にかけて季節変
異を示すことに興味をもって観察を続けているが、八重山諸島では少なくとも高温期型と低温期
型の変異があるようで、2015 年 2 月の記録は、キタキチョウでいえば夏から秋へと移行する際
にみられるタイプに似ている。なお、タイワンキチョウとキタキチョウは、前翅の黒鱗粉が内部
へと突出する部分の切れ込み度合がタイワンキチョウでより深いこと、ミナミキチョウは翅の縁
毛に黒と黄色が混じるというのが判別点となる。
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ツマグロキチョウ Eurema laeta bethesba （絶滅危惧ⅠB 類）
ツマグロキチョウはキタキチョウと良く似た小型のキチョウで、全国分布はせまくて太平洋側
では福島県、日本海側では福井県が北限、南は屋久島、種子島までが定着域で、沖縄などには食
草はあるけれども迷チョウだとされている。筆者は沖縄の名護市伊豆味で秋型 1 個体を捕獲記録
している。夏型と秋型と二つの季節型があり、残念ながら高砂市松波町近辺ではみたことがなく、
2008 年 10 月に初めて西畑の花畑でこのチョウに出会っている。まず、静止している状態を確実
にカメラ撮影記録し、外観だけからすぐには♂♀の区別が難しいためネットインしたら♂だった
ので記録標本用に確保した。その
標本を図示しているが黄色が鮮や
かなきれいなチョウだ。もちろん
♀だったらそっとしておいたのだ
が。ところで、西畑地区にはこの
チョウの幼虫が食べるカワラケツ
メイという植物はどこにも見当た
らない。いったい、どこからやってきたのか、前に紹介したキタテハ同様にまったく謎の風来坊
的飛来なのだ。図鑑類をよく調べると、どうやら秋に発生する個体だけは発生地からかなり遠く
まで飛散する傾向があるようで、このときの個体もどこか遠くから花畑をみつけてやってきたと
考えられます。申し訳ないと思いながらも貴重な記録標本として残すために犠牲となってもらっ
たのだが、嬉しいことにその数日後にも花畑にきてくれる新たな♂をみることができた。接近し
すぎて驚いたチョウは西畑町内方面へと飛び去って行方がわ
からなくなり、その後何日か通いつめても再びきてくれなかっ
た。その後、2015 年 9 月にもテニスコート傍の花にやってき
たが発生地はいぜんとしてわかっていない。
ツマグロキチョウは、本来、絶滅危惧種に選定されるはずの
ない普通種だったが、その食草であるカワラケツメイという植
物の自然生育する環境が、宅地造成や河川護岸工事による川原の消滅など、人為的開発が大きな
要因となって全国的に激変している。山口市徳地ではカワラケツメイの実を煎じた（筆者は実際
に光市出身の友人に飲ませてもらったことがあり、コクがあってとても旨い）「マメ茶」を嗜む
風習があって、その目的でカワラケツメイが栽培されていてツマグロキチョウの安定発生地とも
・ ・ ・
なっている。そこではとくじ健康茶企業組合と山口むしの会との協力によるツマグロキチョウの
保全気運が高まっていることもうれしいことだ。
なお、このチョウに異常型が出ることはめったにないが、翅表の黒い鱗粉がほとんど欠落した
変異個体を東京都内微生物化学研究所の裏庭草地で捕獲している。この草地周辺にはカワラケツ
メイは自制していなく、この変異個体もどこか他所で発生した
風来坊だと思われる。2009 年の正月に和歌山太地町の蝶友に
メールで依頼したら、快くカワラケツメイの種をたくさん送っ
てくれ、西畑花畑に種を蒔いて育てたがツマグロキチョウが飛
来産卵することはなく、多くのチョウが飛び遊んだこの花畑一
帯が 2012 年に始まった自動車道路設置工事のために完璧に破
壊されたのが悔しくてならない。
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スジボソヤマキチョウ Gonepteryx aspasia niphonica
1962 年 8 月、初めて高知県外：信州のチョウを楽しむチャンスを作ってくれたのが下諏訪市
の津田進さんであることを生きたクジャクチョウとの初めての出会いの項でも触れているが、霧
が峰高原に案内してくれたとき、和田峠や七
島八島湿原周辺でやたらと目についたのが
スジボソヤマキチョウであった。高知市で見
られるどのシロチョウ族よりも一回り大き
く、前後翅ともに先端部が図鑑で知るとおり
の状態に尖っており、黄色い翅表に濃いオレ
ンジの紋が鮮やかなスジボソヤマキチョウ
はとりわけきれいで、それが花蜜を求めて飛び交っている光景はさすがにチョウの宝庫：信州に
きたのだとの思いを強くしたものだ。淡い緑色を帯びた純白色の♀ではことさらオレンジ紋が映
えてとても新鮮にみえた。当時はほとんど砂利道を徒歩で探索したわけで、路傍に多くのチョウ
を見たのだが、ビーナスラインなど観光のための舗装道路が完備されて以降、チョウが激減した
ように思われて残念だ。1986 年 8 月、千葉の親類と女神湖湖畔キャンプを含む信州ドライブ旅
行を楽しんだとき、麦草峠から松原湖へと下る途中で白樺の広大な自然林に遭遇し、のんびりと
ネコたちを遊ばすこともできる適度な草原もあって、子供たちにはスジボソヤマキチョウとの追
いかけっこを楽しんでもらったのだが、2007 年に再度訪れた際、その場所が私的開発にあって
ゴルフ場などのレジャーランドと化して、楽しい時間を過ごした白樺林の自然美が失われてしま
っていたのはショックであった。
話が前後するが、1981 年 10 月に家族でハイキングを楽しんだ相生市三濃山の山頂近くでスジ
ボソヤマキチョウが風に流されるように飛んでゆくのを目撃して、兵庫にもいることを知る。そ
の後、2005 年 10 月 8 日、兵庫県佐用町でもあまり標高の高くない位置の草原でスジボソヤマキ
チョウをみかけ、急ぎカメラをもって忙しい吸蜜飛翔をフォローし続けたが、とうとう撮影チャ
ンスをくれないまま飛び去られてしまっている。
スジボソヤマキチョウは近縁種のヤマキチョウとともに成虫越冬することが分かっていて、な
ぜかスジボソヤマキチョウだけが越冬後に翅裏面にシミなどの汚点がめだつなど汚損する個体
が多いという図鑑記載があるが、1997 年 4 月に松本市浅間温泉近傍でまさにそういう姿をまの
あたりにして、セイヨウタンポポを訪れた汚損個体のビデオ記録をしている。ところで、チョウ
を標本化したあとチョウの体から染み出したと思われる油性成分がき
れいな鱗粉色を完全に消してしまう現象があって、スジボソヤマキチョ
ウでも起きる。この現象はブルーの金属光沢の美しさであまりにも有名
な南米産モルフォチョウ類で著しいことが知られていて、モルフォチョ
ウの標本でこの不都合を避けるためには尻尾部分を切り取ってしまえ
ばいいことも分かっているが、日本産で同様の油性成分が翅の美しさを
消してしまう例をテングチョウ、リュウキュウムラサキ、ウラギンシジ
ミ、ムラサキシジミなどでも経験している。筆者はこの現象が標本管理のために標本箱に入れる
パラジクロールベンゼンな
どが誘引している可能性も
あるのではないかと考えて
いるが検証はできていない。
なお、本種は花蜜や路面で
の吸汁中に開翅する習性が
ないため美しい翅表を見る
機会が少なく、2014 年 7 月
に長野県下伊那郡大鹿村で
撮影したビデオ記録から切り取った静止画像を示す。
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ヤマキチョウ Gonepteryx maxima rhamni
1962 年 8 月、前種のスジボソヤマキチョウが乱舞すると七島八島
高原周辺で、本種に出会っているかもしれないが、確かに本種だとわ
かってネットインをした記憶はなく、津田さんから頂いた美ヶ原産の
標本だけが手元にある。
ツマキチョウ Anthocaris scolymus
ツマキチョウは属名がギリシャ語の複合語（Antho+caris）「花を愛するもの」という意味の
Anthocaris で、日本にはクモマツマキチョウという天然記念物指定の高山蝶との 2 種だけがみ
られる。近畿地域ではツマキチョウは 5-6 月に蛹となりそのま
ま冬を越して早春 3 月頃にチョウとなって 5 月中には姿を消
す、まさに春にだけ活動するチョウ。寒冷地では発生が遅くて
北海道で 7 月半ばにツマキチョウに出会うと季節感がおかしく
なる。高砂市松波町周辺でまだみたことがなく、加古川市志方
町の里山周辺では、モンシロチョウなどと一緒に菜の花や、タ
ンポポ、ノバラ、スミレなどの花のあるところでみることがで
きる。飛翔時には翅表先端のきれいなオレンジ色の紋が目立た
ず、多くの人は小さめのモンシロチョウが飛んでいるな、としか認識していない。実は、その飛
び方に特徴があって地面から一定の高さを保ちながら小刻みなはばたきでほぼまっすぐに飛ぶ
ので、慣れてくると遠くからでも「ツマキチョウだ」と判別できる。例年、加古川市志方町で幼
稚園、小学生の子供たち対象の「チョウ観察会」を開催していて、ツマキチョウがみられる時期
に同伴している親御さんに実物を間近にみせてあげると「こんな愛らしいチョウが身近にいたな
んて」と一様におどろいてくれる。ツマキチョウ、クモマツマキチョウともに♀にはオレンジ紋
がなくて♂の方が数段美しく、雌雄の判別は容易。このチョウの後翅裏には下図のような緑のま
だら模様があって、菜の花などの緑葉のあいだにじっと羽を閉じて止まっていると、すぐにはチ
ョウがいるとは分からないみごとなカモフラージュとなっている。タテハチョウ類の羽裏の模様
が樹肌に似て一種の保護色（隠蔽色ともいう）として機能しているのと同じ自然の妙である。
クモマツマキチョウ
の分布が本州中部地方
に限られるのにくらべ
れば、北海道から対馬、
屋久島、種子島を含む
九州まで広く分布して
いる。幼虫はアブラナ
科のタネツケバナ、イヌガラシ、ハタザオなどを好み、ナズナやハナダイコンも食べるといわれ
ていて、筆者はツマキチョウに関して 2017 年になって初めて卵からの飼育を経験したが、越冬
蛹からの羽化の瞬間を撮影記録するのには成功していない。
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クモマツマキチョウ Anthocaris cardamines isshikii; ssp. hayashii （絶滅危惧Ⅱ類）
下諏訪の津田さんと同様に、郵便による蝶標本の交換をしていた南安曇郡（現安曇野市）在住
の丸山潔さんに、越冬蛹の形で送ってもらって生きたオスの美しさを体験はできていたクモマツ
マキチョウに、実際に出会える可能性がある産地へと案内してもらえたのが 1979 年 5 月 28 日。
丸山さんの HONDA アコードでドライブし、登山道入り口に車を止める。妻と子供二人には車
を止めた草原周辺で遊んでいてもらい、丸山さんと二人だけでクモマツマキチョウの探索活動に
移る。急斜面の草つきは体感的には 60 度以上に思ってしまう、ま
さに崖斜面こそがクモマツマキチョウの飛ぶ環境だとのこと。結局
この日はオスの飛翔場面には出会えず、丸山さんがメスを目撃した
だけ。引き続き妻と子供たちには車の周辺で留守番をしていてもら
って登山道を登って奥へと進む。やがて急な登りとなるがその距離
はそれほど長くはなく、途中、路傍にきれいなイワカガミがみられ、
平坦な道となってどんどん進むと道路わきに残雪があり、カタクリ
の花が咲く光景も見る。丸山さんはあちこち岩の隙間に生えている
食草のイワハタザオを探って花のつくすぐ近くの茎部にうっすらと黄色味を帯びた小さい卵を
見つける。卵は採取が容易なだけに取りつくすことのないよう節度が必要。岩場の一角にある平
坦な草地で「これはけっこう美味しいんですよ」と丸山さんがコゴミという緑濃い新葉をもぎと
る。この日の夕刻、丸山さん宅でおひたしの形で賞味させていただき、初めての山の幸を味わう
（後日調査：コゴミはクサソテツの若芽）。
翌 29 日。子供たちに雪渓までの軽登山を経験させてやろうと、家族だけのレンタカー利用で
再訪問。イワカガミが咲く登り道の途中、右手山際に咲くツツジの花にきれいな春型のミヤマカ
ラスアゲハが訪れているので捕獲。金縁色のビロード調鱗粉がすばらしく美しい。カタクリの咲
くそばの残雪で子供たちはクツだけの「スベリ」を楽しみ、雪渓の
手前でクモマクモマツマキチョウのメスが緩やかな飛翔であらわ
れ、初めての捕獲を果たす。この頃はまだメスから採卵して殖やす
という考えのなかったのが惜しまれる。1997 年に久しぶりに単独
でこの場所を訪れると、以前の環境はほとんど残っていなく、雪渓
近くでエゾスジグロシロチョウの卵がみつかっただけに終わる。
（現在、クモマツマキチョウは種指定の保護対象で採集はできな
い）
クモマツマキチョウの♂が自然の中で飛び交う光景を見たいという想いが実現できたのが
2017 年 5 月 20 日。安曇野市と東御市でオオルリシジミの保全状況を視察するドライブ旅行の
ついでに安曇野市の丸山さんに案内していただいてクモマツマキチョウに出会えるという渓谷
を訪問。雪渓のある遊歩道探索ではチョウに出会えず、ひきあげてきた目の前で、大勢の愛好家

がスミレの花に吸蜜飛来した♂個体にカメラを向けている光景が展開。急ぎビデオカメラ ON で
その集団に加わって初撮影。その後、自然の中で飛ぶきれいな♂や、♂同志が追飛翔をする様子
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も見ることができ、こうした機会をアレンジしてくれた丸山潔さんと加古川の里山・ギフチョウ・
ネットの仲間に感謝。
非常に珍しいこととして、1967 年に長野県諏訪郡富士見町で野外採集された幼虫からクモマ
ツマキチョウとの種間雑種♂が羽化していて、安曇野市にいる筆者の蝶友がその検証目的で人工
的に穂高産ツマキチョウ♂と八ヶ岳
産クモマツマキチョウ♀とを雑交さ
せ、ユキワリツマキチョウとよばれ
るきれいな♂の羽化に成功して自然
界で雑交がありうることを証明して
いる。通常、種間雑種は生命力が弱く
てほとんど正常に羽化できなく、こ
の検証は画期的な事例である。
クロテンシロチョウ Leptosia nina
Oct. 11, 1996：与那国島アギンダ
広場への帰路、左山手の薄暗い崖淵の奥まったところをかぼそい小さなシロチョウが弱々し
く飛翔しているのが目に入る。日本ではここ与那国にしかいないクロテンシロチョウだ。それに
してもあまりに小さい。ブッシュの隙間にネットを入れてこの可憐ともいえるシロチョウを採る。
クロテンシロチョウとの初めての出会いはまことに印象深く今でも可憐な飛翔が目に浮かぶ。翌
日、このシロチョウが、ほとんどがもっと大きな個体で群をなして飛んでいる場面に出くわすな
んて、このときは考えもしない。さて帰ろうかとしたとき、赤と黒 2 種類のネットをかついだ同
好者（後に空港で航空券格納用としてサービスされた簡易紙フォルダーの空いた部分に住所と電
話番号を書き記してもらって初めて埼玉の塩満裕さんだということを知る）が徒歩で上ってくる。
これまでのお互いの成果を語り合うなかで、さきほど珍蝶を採ったんだと興奮したクロテンシロ
チョウがウジャウジャいるところを回ったとの話はまだ実感としてイメージできない。
Oct. 12, 1996：与那国島桃原
第一便のキャンセル待ちはとてもかないそうになく予定どおりの第二便で帰ればいいと判断
して、大きなリュックを売店に預け徒歩での空港まわり探索に出る。滑走路を右手に舗装道路を
まっすぐに進む。蝶採集案内書には左手に小道をたどればポイントがいくつかあるとの記載があ
るが、どの小道も雨でぬかるんで入り込めない。やがて滑走路を背にして遠ざかる位置まで歩い
た頃、後ろから走ってきた白い商用車が近づき気味にとまるや運転していたおじさんが「どこに
ゆくのか」と声をかけてくれる。電力会社の車だ。「蝶のいそうなところを探している」と答え
ると「乗りなさい」という。直角の三叉路を左にとってどんどん山側に進み「このあたりから蝶
がいるよ。この道をまっすぐゆけば久部良で食事もできるから」と降ろしてくれる。地元のひと
のなにげない親切には本当に感謝の気持ちでいっぱいとなる。
路面は雨ですっかり水浸しだが、早速、クロテンシロチョウがあちこちでセンダングサの花を
求めて飛び交っているのが目に入る。蝶のネットインはきわめて容易だが、路面や草に触れるた
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びにびしょぬれとなるのには閉口する。やがて YS-11 の爆音から第一便の到着、そしてしばらく
後には離陸したことが分かるがいずれの場合も機影はみえず。キャンセル待ち番号が若かった塩
満さんは無事乗れただろうか。
クロテンシロチョウの多い道を久部良の方向に進んでみると、左手下に牧場、道路沿いにはス
レート造りの牛小屋がある所で、遠くの山際にツマベニチョウが複数頭、ときには低い位置まで
下りてくる情景が広がっている。残念ながらネットインできそうな場所はなく遠目に南国のチョ
ウが遊ぶ姿を楽しむだけ。このとき突然激しい雨が襲いかかるよう
に降りはじめ、牛小屋まで駆け戻りわずかな軒下でしのぐはめとな
る。内部が見えない小屋には番犬がいて、外の筆者の気配に激しく
吠えるのがつらい。雨水が覆った道路を赤い軽自動車がすさまじい
水しぶきをあげて走り去る。めったに車の通らない道だと思われ、
この赤い車をヒッチハイクすべきだったと悔やむが道路側に雨を
しのげる空間のないことが無念。今後はせめて音の気配だけでも逃
すまい、そう決めた矢先に車の気配。雨の中軒下から外に出ると白
い車がすぐ気づいてくれて停車する。なんと、濡れた窓越しに見えた運転者は塩満さんではない
か。助手席に招き入れてもらったときの嬉しかったこと。キャンセル待ちがかなわないと分かっ
た後、直ちに筆者がいそうなところを探して車を走らせてくれていたとのこと。この優しい心づ
かいにはどんな言葉も言い表す言葉はなくただただ深謝の気持のみ。
Sep. 15, 2002：与那国島桃原
自転車で走った 1998 年 6 月にタイワンモンシロチョウを見た場所からすぐの坂道路傍の樹陰
部に注意すると、クロテンシロチョウがただの 1 頭，チラチラと影部分を縫うように飛んでいる
のが目に入る。これでは撮影は
至難の業．こうなれば 1996 年 10
月に悪天候のために YS-11 が飛
べなくなったことを契機として
偶然出会えたクロテンシロチョ
ウの別のポイントへといってみ
るしかない。与那国空港から久
部良へとつながる道路沿いで、
適度にセンダングサの花が咲く
そのポイントには幸い複数頭のクロテンシロチョウがフワフワと遊んでおり、与那国島にはハブ
などの毒ヘビがいないことから金子先生はブッシュの中まで入り込んでオス、メスが戯れる情景
をたっぷり記録される。筆者もデジカメを駆使して少しでも絵になるショットをとチャレンジす
るが、加古川の立岩さんが開示しているみごとな生態映像には程遠い。
Oct. 30, 2003：石垣島オモト林道
金子先生がシロオビヒカゲのビデオ撮影に成功された竹やぶのあるわき道へと入り込むと、い
つのまに石垣島でも発生するようになったのか薄暗い草むら
をヒョイヒョイとクロテンシロチョウが飛ぶ。与那国島産にく
らべてずいぶん大型にみえ、記録として残す必要があるとの思
いでネットに収める。筆者と同じ兵庫からみえた男性と出会う
と、クロテンシロチョウが石垣島でも発生していることに驚い
たと話してくれる。林道を全面アスファルト化したせいだろ
う、かつては好んで路面の湿り気を求めて飛来したヤエヤマイ
チモンジには全く出会えず。例年 9 月にはたくさんみたヤエ
ヤマカラスアゲハの姿も少ない。オオイワガネの多いポイント
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にヤエヤマムラサキの発生跡はなく、路傍のシロノセンダングサに蜜を求めるクロテンシロチョ
ウを逆光角度のデジカメでねらってみるのが精一杯の楽しみ。

Nov. 5, 2007：石垣島野底林道
石垣島玉取岬の手前に野底林道という道標が目に入り、車で
進入してみたが、路傍に咲くシロノセンダングサを訪れたクロ
テンシロチョウとアカセセリをみただけ。
Dec. 2, 2012：与那国島アギンダ
妻との同行では初の訪問となる与那国島はやはりクロテン
シロチョウが多い。アギンダの荒れた植物研究所のセンダング
サのある草地でフワリフワリと飛び遊ぶ様子をビデオ撮影す
る。この日は、タイワンシロチョウ、タイワンキチョウも多く、
新鮮な秋型のタテハモドキもいい記録が撮れたが、ハイビスカ
スを訪れたツマベニチョウは、あいかわらず一つの花に長くい
てくれないので満足のいく撮影記録は撮れないまま。
ナミエシロチョウ Appia paulina minato
ナミエシロチョウとの初の出会いは 1997
年 10 月の石垣島オモト林道で、シロノセン
ダングサを訪れた個体を♂♀ともに採集して
いる。このときは同じオモト林道で、1995 年
10 月に訪れた二度目の西表島で初めて目にした♂個体の裏面の濃い黄色に、図鑑だけでは本当の
美しさが表現できていないことを知ったタイワンシロチョウの♀が飛翔中のところを捕獲し、さ
らに別の♀個体の飛翔も観察できて、タイワンシロチョウが石垣島にも分布していることを知っ
たのだが、当時、竹富島での発生も知られていたようだ。
1995 年は石垣島からの高速船で波照間島へ日帰りのつもりで初めて渡り、まずはナミエシロ
チョウが乱舞する光景に驚き、南ジャングル周辺には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多くのチョウが飛び交う光景を目にしたことから、自転車を借りた民宿
「たましろ荘」のご主人に予定外の宿泊をお願いして、翌日もたっぷりと蝶タイムを楽しんだ 10
月だった。
Feb. 21, 2015：波照間島
妻が沖縄や八重山諸島に同行してくれるようになって、まだ二人で行けていない波照間島訪問
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を計画。2 月の訪問は初めてで、どのようなチョウがいるのかよく分からないままだったが、最
も多かったのがナミエシロチョウで、翅表の黒鱗粉が薄い低温期型♂をみる。♀は高温期とあま
り差がなく、新鮮個体も多く見た。1995 年 10 月に初めて訪れて、小雨の降る間でも林の奥でス
ジグロカバマダラやリュウキュウアサギマダラが飛び遊ぶ様子を楽しめた、あの面影はまったく
なくなったブリブチ公園の入り口に、苔と思える緑が目立つ小さな池があって、その苔むした池
面で仲良く吸汁する 2 頭の♂が印象的で、遠くから撮影記録を撮る。
タイワンシロチョウ Appias lyncida formosana
Nov. 3, 1995：西表島大富林道
大富で調達した幕の内弁当を自転車荷台に置いて立ったままの昼食をとる。飲み物はあっさり
味のジャワティーがのどの渇きをいやしてくれる。もちろんゴミはすべて持ち帰りだ。元気が出
たところで帰路側の路面をヒヨイヒョイと飛ぶみなれない動きのシロチョウが目にとまる。突然
そばの茂みに飛込むように移動したかと思うとピタッと葉上に静止している。こんな独特の、か
つ敏捷な動きはこれまでに経験がないぞ、と近づいてハッとする。与那国島には定着していると
いうタイワンシロチョウではないか。ネットを近づけるとさっと場所を変え、なにを決心したの
か、いきなり道路と平行にどんどん坂道上方へと逃飛行を開始。これはついていかねばならぬ。
幸い昼食を済ませたばかりでエネルギーにはこと欠かない。もともと短距離競争には自信がある。
短い足の限界一杯にストライドをとってグイグイと迫る。急坂の登りで加速度は期待できない。
しかし珍蝶はほしい。この強い願望のみが力を与えてくれるのだろう。蝶との距離はどんどん縮
まりついには蝶を追い越して前方からネットが振れるまでに先行する。そのことを知ってか知ら
ずにか、相手はあいかわらず道路と平行にただ一定方向に進んでくる。その飛んでくる前方から
すーっとネットを
流すと絶好のタイミングで入ってくれる。後翅
裏面の黄色がすば
らしく鮮やかで、図
鑑の写真だけでは
タイワンシロチョ
ウがこれほどまで
に美しいとは全く
想像していなく興
奮がなかなか収まらない。どうしてあそこま
で走れたのか、今思いおこしてもなにか奇跡が起きたとしかいいようがない。橋にまで戻り、さ
らに奥までルンルン気分でどんどん入ってゆく。あとで自転車でも来られたのにと気がつくが、
このときばかりは距離も勾配もまったく気にならずにその足の軽いこと。吸水場所を求めて降り
てきたのだろうか路面すれすれに飛んでくるヤエヤマイチモンジの雌が、自然体のまま振るネッ
トにすんなりと納まる。余計な力が入らないのがいい。これもタイワンシロチョウを苦労して捕
らえることができた余裕のなせるわざか。
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Dec. 2, 2012：与那国島アギンダ
後翅が傷んだクロマダラソテ
ツシジミ、ミズイロナガボソウの
ムラサキの花を訪れたタイワン
シロチョウの低温期型♀。
カワカミシロチョウ Appias albina sampoli
Oct. 11, 2003 波照間島
かつては余裕を持って進むことのできた南の小ジャングル入口一帯は、勝手のわかった人でな
ければとても踏み込めないほどに荒れてしまっていて、あきらかに人の往来が激減したことを示
す。それでも奥へと踏み込んでいくと、いくらか道幅が広がって、リュウキュウミスジやルリタ
テハが陽だまりで遊んでおり、この島にはとりわけ個体数の多いシロオビアゲハが周囲の木影を
縫うように飛び交う。テングチョウの八重山亜種も道路沿いの枯れた枝先を好んで止まる。ナミ
エシロチョウにしては前翅端のとがりぐあいが鋭角となっているシロチョウが緩やかな飛翔で
あらわれたところをネットインすると、初めて手にするカワカミシロチョウの♂だ。道がさらに
広くなったあたりではオオゴマダラがゆったりとした飛翔をみせてくれるが、総じてチョウ影は
極端に少ない。
大きな貯水槽の左手から入り込める防風林沿いのブッシュは、７年前にくらべてやや貧相とな
ってはいるが、例のターゲットの一つであるシロノセンダングサがいくらか花を咲かせており、
遠めにもナミエシロチョウが群れて遊んでいる。前翅端の黒が目立ち、裏面黄色が濃い個体はナ
ミエシロチョウの♀で新鮮な個体が多い。この群れの中にカワカミシロチョウは含まれていない
ようだ。
ウラナミシロチョウ Catopsilia pyranthe
Sep. 5, 1993 初めての石垣島：バンナ植物公園
バンナ公園裏手の道沿いにはスジグロカバマダラとリュウキュウアサギマダラが多く、ときお
りベニモンアゲハがパタパタと抑揚のないはばたきで道を横切って山手の林内に消えていく。初
の出会いとなるウラナミシロチョウは不完全体だ。
Nov. 2, 1997 竹富島
「ちろりん村」という喫茶店まえにはみごとなブーゲンビリアが透きとおるような青空をバック
に濃いピンクとオレンジの花をいっぱいに咲かせていて、この花にウスキシロチョウとシロオビ
アゲハが求蜜に訪れている。動きのすばやいウスキシロチョウはなかなか被写体として捉えにく
いのでシロオビアゲハが南国の青空に映える画面をねらってシャッターを切る。その後、蝶の多
い元の小道にもどる途中の民家脇でセンニチソウを訪れたきれいなウラナミシロチョウの♂を 2
頭しとめる。。
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Sep. 19, 1998 浦内：月が浜
7 時 30 分からという民宿での朝食より早出したくて変速機つき軽快
自転車を借りて 7 時 15 分出発で月ケ浜に向かう。まだ朝日が届かな
いので蝶はほとんど活動していない。本道を離れて防風林に入れる小
道に踏み込む。細かい砂が厚みをもって覆っているために、自転車を
押して林に入っていく。右に植物栽培園、左にはクローバーの一種が
茂る草地内に点々と若木が植えられた広い区画がある。ロープを張っ
て立ち入りを禁止しているが、ウラナミシロチョウが群れをなして追
飛しており、そっと入り込んで新鮮個体を追う。

ウスキシロチョウ Catopsilia pomona
本種との出会いは初めて沖縄を訪問した 1993 年 9 月に、名護半島の伊豆味でツマベニチョウ
とともに、その素早い飛翔に感心しながら眺めているが、映像記録がとりにくいチョウだ。
Sep. 3, 1993：沖縄名護市伊豆味
町というよりは集落という感じの風景が広がる中で、きれいに舗装された自動車道路に沿って
流れる川の反対側には見事に花を咲かせたハイビスカスの大きな垣根が畑の境界ごとに幾筋も
あって、至るところでツマベニチョウやウスキシロチョウがいきいきと求蜜活動を展開している。
筆者も楽しそうな宴の景色のなかに飛び込んでゆきたい衝動を覚えるが、ハイビスカスの垣根根
元周辺一帯は深い叢となっており、ハブに遭遇する危険を考えて深追いは断念。
Sep. 29, 2005：石垣島バンナ公園
ネットの伸縮棒を短くして片付けようとしたそのとき、新鮮度の高いウスキシロチョウがすぐ
近くのセンダングサを訪れる。きわめて敏捷度の高いこのチョウも花蜜を求めるタイミングでな
ら容易にネットインの対象となる。さらに引き続いて上空から大きな
ツマベニチョウが舞い降りてくる。手にしているネットの色は赤では
なく緑なので、何をめがけてか、と注意すると、背が高いクサギがピ
ンクを帯びた白い花をつけており、きれいなメスがその花の蜜を吸い
始める。急ぎカメラの準備をするけれど、同じ花に長くとどまること
がないツマベニチョウの習性のため、シャッターチャンスをつかめな
いまま飛び去ってしまう。ずっと車の中にいた妻にきれいな自然界の
ツマベニチョウを見せてあげられなかったのが残念だ。
タイワンモンシロチョウ Pieris canidia
June 13, 1998 与那国島
そろそろ山を下りようかと進む道路脇で飛ぶモンシロチョウの黒色部がこころなしか変わっ
てみえたとき、思わず与那国では春にタイワンモンシロチョウが発生するとの『スーパー採集ガ
イド，新・八重山編』の記載を思い出す。
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6 月という季節にもいるとは全く
考えていなかっただけにネットイ
ンしたタイワンモンシロの新鮮体
に感激。その後に訪れた祖納や比川
でも決して少なくない個体に出会
う。長い起伏の坂道が続き、ようや
く峠道となる左側叢でタイワンモ
ンシロが飛ぶ。新鮮体でないとわか
ればネットからそのまま逃がして
やる。峠から左手にきれいな道路が宇良部岳の方向に伸びているが
今はまっすぐ進んで比川に向かう。
モンシロチョウ Pieris rapae crucivora
本当に身近な、誰でも知っているチョウといえばアゲハチョウとモンシロチョウだろう。本文
では、つい専門的な話に踏み込んだりしているが、一貫して「チョウの世界の不思議」を伝えた
いというスタンスで記述している。引き続き、モンシロチョウやアゲハチョウのようなごく普通
種にも意外に知られていない多くの不思議があることを紹介したい。モンシロチョウがキャベツ
やダイコンなどの害虫でもあることは誰もが知っているが、本来は山地性でイヌガラシなどの野
生植物を食べていたのが、人間による栽培野菜に順応して分布を広げ北海道から南西諸島全域で
見られるようになっている。人間の目では♀は翅表の黒い鱗粉が濃くて白っぽい♂と容易に区別
できるが、モンシロチョウ自身は紫外線が見えていて、
紫外線をよく反射する♀は♂には明るく光って見え、逆
に紫外線をよく吸収する♂は♀側からは黒く（正確には
補色の青緑色に）みえていることがわかっている。紫
外線透過フィルター使用で撮影された写真の右が♂で
上が翅表、下が裏面（参照１）
。色覚に関する研究では
紫＞黄＞青＞赤の順に反応が見られ、赤色にはほとん
ど反応しなかったとのこと。赤い花にくる場合も花の
芯部分が黄色であるとか、赤い色に惹かれての結果で
はないと説明されている（参照 2）。
モンシロチョウの♂の習性で面白いのは、他の種に対する強い排他性で、キャベツ畑などで近
縁のスジグロシロチョウがモンシロチョウの群れのなかに入り込むと、気づいたモンシロチョウ
がすぐに追い払おうと迫り、たちまち多数の♂がいっせいに加勢して群れをなした追跡飛行が展
開され、畑の外に追い出すという行動がみられる。個体密度が高まると雌雄ともに群れをなして
移動するという習性もあり、鹿児島、三重、千葉、秋田などで記録されている（参照 2）。岡本綺
堂による『半七捕物帳』に「蝶合戦」という 1 篇（注）があって、万延元年（1860）6 月の末、
江戸の本所に白い蝶が何万匹も群がって飛ぶという話がでてくるが、まったくのフィクションで
はなく、実際の数はオーバーに表現されているとしても昔からこのような事象の観察例はいくつ
かあるようだ。
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筆者は中学時代にモンシロチョウの羽にマジックで赤や紫などの色をつけて飛ばし、一度危険
な目にあって遠くへ飛び去っても再び同じ所に戻ってくるとい
う習性を確認したことがあるが、より専門的な研究では♂におい
て定着性が高く、発生地で羽化する♀との交尾確率を高くするた
めだと結論づけている。筆者のマジック彩色実験では「すごくき
れいな珍しいチョウを見たよ」と何も知らない母を驚かせてしま
ったという愉快なエピソードもあって、実際、そのときの菜の花
畑は色とりどりのモンシロチョウが飛び交ってとてもきれいだ
った。
ところで、モンシロチョウにかぎらず、♂に交尾を迫られた♀がお尻を高くそり上げるしぐさ
をするのを目にするが、これが「ハイ、どうぞ」という OK のサインだと思う方、それは間違い。
チョウの♀は多くが貞節で二度以上の交尾を拒否するようで、その際、上記のような拒否挙動を
みせる。この体勢をとられるといくら頑張っても交尾はできず、♂はしぶしぶ退散となる。
通常、キャベツやハナキャベツで育った幼虫はその葉裏などで緑色蛹となるが、越冬する場合、
食草から離れてスズメなどに見つからないような場所でうすい褐色の蛹となる。いずれの場合も
蛹の付着背景にあわせた保護色を実現しているわけで、どういうからくりで蛹の色を決めている
のか、アゲハチョウの項にはすごい研究例を紹介してある。
参照 1：小原嘉明著「モンシロチョウ」（中公新書、1689、p.39）← 一読の価値あり
参照 2：福田晴夫他著原色日本蝶類生態図鑑（Ⅰ）（保育社、1982、p.185）
注）http://www.aozora.gr.jp/cards/000082/files/1021_14998.html

スジグロシロチョウ Pieris melete; ssp. japonica
スジグロシロチョウは、遠くからみるとモンシロチョウとほとんど同じにみえ、実際、いまだ
にスジグロシロチョウというシロチョウがいることさえ知らない人が多いと思われる。間近でじ
っくりとみれば、名前のとおり翅表にはっきりとした黒い筋があるので本来判別は容易。モンシ
ロチョウ同様、♀は黒い鱗粉が目だっていて簡単に区別できる。本種には非常によく似たエゾス
ジグロシロチョウという近縁種がいるのだが、最近、北海道内にいるエゾスジグロシロチョウが
2 種に分類区別できることが分かり、故白水隆博士の最後の著書「日本産蝶類標準図鑑（学研、
2006、p.61-62）によれば、石狩平野より東にいる種を従来どおりエゾスジグロシロチョウとし、
石狩平野以西と本州以南に生息する群をヤマトスジグロシロチョウと改めてよぶことになって
いる。石狩平野では両種が混生するとの説明もある。
ところが、最近では日本鱗翅学会会報「やどりが」
（No.19、2009）に、山形、宮城以南の本州、
四国、九州に生息する上記ヤマトスジグロシ
ロチョウを新称：シロウズスジグロシロチョ
ウとして独立種扱いするのがいいという話が
でてくるなど、いっそうややこしくなってき
ている。
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スジグロシロチョウは、近縁の現名ヤマトスジグロシロチョウとはあまりによく似ているため
外見からの判別が容易ではないが、前翅の黒斑点模様がヤマトでは丸く、スジグロでは方形だと
いう点で一応の判別ができる。より厳密には、発香鱗という♂が♀を誘引するために匂いを放つ
元となる鱗粉を顕微鏡で観察すれば顕著なちがいがあるそうで、参考のために、牧村功著「日本
の蝶」
（成美出版、1994、ｐ.440）からスジグロシロチョウとエゾスジグロシロチョウの発香鱗を
図示するが確かに差がみられる。手持ちの顕微鏡を使って実際に調
べてみたく、インターネット検索を駆使してこの方ならとメールで
問合せたところズバリ的中。発香鱗研究歴のある方で、発香鱗は羽
全体に散在分布していて顕微鏡ではこういう方法で見ればいいと、
知りたかったことをクイックレスポンスで教えてくれた。なにより、
筆者のメールを出張先で受け取って、手元に参考資料がない状況下
にホテルで記憶をたどりながら記述されたという内容は実に具体的
で分かりやすく、一番知りたい発香鱗の違いをきれいな略図で示し
てくださるなど、ていねいで心のこもったありがたい返信だった。
現在手に入る専門的な蝶類図鑑の多くが「発香鱗を調べれば両種の
識別ができる」とだけの記述で具体的な説明がまったくないのは不
親切だと思う。
スジグロシロチョウは北海道から屋久島まで分布するごく普通種
なのに高砂市内ではまずみられなく、加古川の里山地区まで足を運ぶ必要がある。筆者は、高砂
でも阿弥陀町市ノ池公園や竜山周辺の環境であれば発生している可能性があるとみて今後注意
して調べまるつもりだが、高砂は加古川などにくらべて近畿地区ではごく普通のチョウが生育で
きる野山の自然環境がいかに少ないところかを痛感している。
なお、昔から日本に生息するシロチョウはスジグロシロチョウの方であって、モンシロチョウ
が実は外来種が定着したものであることは意外に知られていない。
エゾスジグロシロチョウ Pieris nesis pseudonapi
エゾスジグロシロチョウはチョウの時期に訪れた北海道ではおおむねどこでも目にできるチ
ョウで、あまり熱心に観察をしないでやり過ごしてしまうのだが、かつてオオイチモンジを目的
として訪れた瀬戸瀬温泉ホテルでの夕食時に、給仕をつとめてくれた仲居さんが、ここらでは後
ろ羽が赤い珍しいチョウをみる、と話してくれたその正体を突き止めた楽しい思い出のチョウに
なっている。
July 22, 1997 北海道瀬戸瀬温泉
夜明けの早い北海道だけあって、 7 時前だが本道から右手に入りこんだ沢方面には早くも朝
日が当たっているのでそちらに踏み込んで進む。右下にコンクリート堰堤が望める広場の足元
にピンクを
帯びたクロ
ーバーがた
くさん花を
咲かせてお
りエゾスジ
グロシロチ
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ョウが群れて吸蜜している。何という花粉が付着したのか後翅裏面を赤く染めた個体を多くみ
かける。昨夜ホテルでの夕食時に給仕にみえたおばちゃんが話してくれた、例の後翅に赤い紋
をもつ珍しいシロチョウである。それにしても吸蜜している花：ウツボグサには赤い花粉らし
きものは見当たらなく、この正体は不明のまま。ここらはまだ陽射もうすいのにエゾスジグロ
シロチョウはずいぶんと早起きの蝶だ。
July 11, 2017：北海道愛山渓
初日の蝶探索地として 1999 年にオオイチモンジに会えた愛山渓を目指す。アザミに吸蜜飛来
したカラスアゲハの撮影記録は
満足のいく映像として残せてい
ないが、エゾスジグロシロチョ
ウの姿は何度か目にするので撮
影記録だけはとっておく。
July 13, 2017：富良野の布礼別川林道
林道には 2 日続けての訪問。朝から気温 28 度の好天気で林道に湿地帯は少なく、車で入れる約
1km 区間に昨日同様 3 か所だけ。昨日とは場所が変わっているがエゾスジグロシロチョウの集
団吸水が今日も見られる。しかし、その規模は 2007 年 7 月 15 日にまだ全行程を走り抜けられ
た林道で観察できた、傍を車で走ると一面にチョウ吹雪が舞い上がった大集団に比べると寂しい
数。
ツマベニチョウ Hebomoia glaucippe liukiuensis; ssp. cincia; shirozui
Sep. 2, 1993

沖縄本部町平敷

蝶採集ガイド：
『沖縄八重山蝶採集ガイド(蝶研出版1985) 』に示されるおおざっぱな地図を参
考に乙羽岳を巻くように走る林道の山越コースへのチャレンジを選択する。
始発の今帰仁回りバ
スに乗客は筆者ひとりだけ。
途中の空にはまだ雨雲があるけど少しでも明るくなると窓外にシロ
オビアゲハの姿が見え「沖縄にきたのだ」との思いが込み上げる。約 8 年前の蝶採集ガイドに従
って平敷で下車。バス停近くにいたおじさんに伊豆味に越えられる道筋を尋ねると、まだ降る雨
のなかをなぜ、というような顔をしながら所要 1-2 時間のコースを教えてくれる。傘をさしたま
ま坂道を登りはじめる。
民家が遠くなって本格的な林道がスタートしたあたりにサトウキビ畑が
広がる。その山側にハイビスカスの垣根が設けてある。おりしも雨がやんで南国特有の熱気を肌
に感じ始めたそのとき、
どこからともなく大きなツマベニチョウがハイビスカスの真っ赤な花を
めざして舞いおりてくる。
背景の山の緑に
翅表先端部の紅色があざやかに映える大
きな白い蝶が、次々とふってわいたように
ハイビスカスの花に集まってくる。かつて
種子島の荒木フミエさんが飼育した蛹を
送ってもらい、羽化した蝶として目にはし
ていたけれども、自然の中でいきいきと舞い集うツマベニチョウが今まさに目の前にたくさん
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いる。これは感動ものであった。
Oct. 31, 1997

石垣島登野城

嵩田植物園から 1km もいかない道路沿いでツマベニチョウが舞う。
たたみ込んでいたネット
を広げてこちらに飛んでくるツマベニに迫ったが不規則な上下飛翔にタイミングを外される。
本日はこれでお終いと歩きはじめた視野左奥に多分ツマベニチョウとおもわれる大きめの白
が舞う。
よく見ると畑地に赤い花
の垣根があってそこにツマベニ
が訪れている様子。民家前の小道
を進んで畑地に出る。垣根の赤い
花はサンダンカ。時刻は 15 時を
過ぎて天気もよくないのだが、幸
いツマベニの宴の時間はまだ続
いていたようで 1pair をしとめて納得のいく成果。八重山諸島産のツマベニ捕獲は初めてだ。
16 時もまわったので明日はカメラをもってきてツマベニのいい写真をとろうと考えながら
石垣市内へと歩いてもどる。
石垣島産、沖縄名護市伊豆味産、種子島野首産と並べて比較すると前翅ベニ色の内側を縁取
る黒色部が北から南へと少しずつ狭くなるという地域変異がみられる なお、与那国島産の♀
は黄色味の強い個体が多いといわれるが、沖縄本部町でもそういう♀個体を採っているし、
同じ
本部町で得た卵から初めてツマベニチョウを飼育したときに羽化した♀もずいぶん黄色味が強
い個体であった。また、同年、名護市伊豆味でインパチェンスを訪れた♂を捕獲しているが、前
翅三角型ベニ紋の一番下に黄色い紋のある珍しい個体である.
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Nov. 6, 2006

今帰仁→本部町→八重岳

カーナビが乙羽岳林道経由の設定を受けつけないため、伊豆味を経て再訪問予定の八重岳桜
公園をセットしてホテルをあとにする。
観光スポットの今帰仁城跡横を通り、本部町という標識
を越えて広くてきれいな道で下っていく。その道中、密度濃いサンダンカを垣根とする民家があ
らわれ、
いきなりツマベニチョウの姿が目に入る。
赤ネットとカメラをもって車から降りるとサン
ダンカ花壇がある側とは反対側にもハイビスカスが多い適度の斜面があって、
そこにも複数のツ
マベニチョウが求蜜しているのがみえる。
チョウの密度が濃い左道路下を優先しようと進むと、
ふいに右側人家から老婦人が大きなビニール袋をもって道路わきにあらわれ、空き缶の回収日
なのかゴミ専用と思える網かごに収める。
ついでそこの嫁さんとおぼしき女性も出てきて、
当方
のいでたちに「チョウだったらうちの奥にたくさん飛んでいるよ」と声をかけてくれる。あり
がたい申し出で
はあるが、
いった
いどんなチョウ
がどういう環境
で飛び交ってい
るのかが分から
ず、
今はすぐ目の
前で当方の意図が容易にかなえられる状況が展開してい
ることから
「写真をとるのにも花の数や高さなどここで十分
ですから」と断って、まさにツマベニチョウの♀が訪れてい
るハイビスカス現場へと走る。
完全な個体からかなり羽の傷
んだ個体まで、
いろんな状態のツマベニチョウがあちこちと
花の蜜を求めて飛び交うなか、
できるだけきれいな個体をタ
ーゲットにカメラで追う。
標本用の♂も完全個体を探して捕
獲し、♀の数も多いことを確認して、鱗粉がやや黄色味を帯
びたきれいな♀をネットに収める。
Dec. 1-2, 2012 与那国島アギンダ
石垣島・与那国島地域の天気予報を気にして、当初予定の 11 月 17 日出発を 2 週間遅らせて
石垣島に入る。目的は Full High Vision Video Camera で可能なかぎりチョウの映像記録を撮
り、普通種をメインに、2013 年青少年の科学の祭典に必要な標本を確保すること。
Dec. 1, 2012： 11 時与那国島着。与那国ホンダの HONDA-Fit を借りて活動開始だが、
雲が厚くタイワンアサギマダラが飛来しているという宇良部
岳を探索するも、アサギマダラ 1 頭をみただけ。
Dec. 2, 2012： 気象予報が外れて青空ののぞく天気に意を
強くして 8 時過ぎから活動開始。ハイビスカスやセンダング
サの咲くポイントでツマベニチョウ、タイワンシロチョウ、
クロテンシロチョウ、ミナミキチョウ、シロミスジ、リュウ
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キュウミスジ、タテハモドキ、アマミウラナミシジミ、クロボシセセリ、クロアゲハなどを観
察。
Oct. 28, 2018 石垣島バンナ公園
次のチョウタイムは三度目のバンナ公園周回道路。サンダンカ花壇がつらなる領域ではおよ
そ 15 分間隔でやってくるツマベニチョウの訪花シーンを楽しむことができ、嬉しいことにオ
スのツーショット吸蜜シーンが眼前で展開され、しっかりとビデオ記録をとる。

シロノセンダングサの花蜜に
夢中になっているツマムラサ
キマダラの♀がときおり翅表を
見せ、新鮮度が高いイワサキ
タテハモドキの全開翅、V 字
開翅シーンもみられる。
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