ジャノメチョウ Minois dryas bipunctata
ジャノメチョウは、日本全体の同属種分布上ではごく普通種とみなされるが、昆虫少年時代を過
ごした高知では、海抜 1400m の大豊郡梶が森の山頂部に広がる草原地帯までいけば出会える珍
しいチョウのひとつだった。
登山者がたどるモウセンゴケなどが自生する赤土の小道をはずれて、
ちょっと草原へと踏みこむとまず飛び出すのが精悍なウラギンヒョウモンで、すごいスピードで複
数頭が飛び交うこととなる。そんな中、ヒョイヒョイと現れて上下にはずむような 飛翔をみせたあ
と、すぐに草むらに止まるのがジャノメチョウだ。高知市周辺の平地でこのチョウに出会った記憶
はなく、ウラギンヒョウモンとともに高知ではかなり山奥へと出かけないと 見られないチョウで
あったことは間違いない。
ところが、8 月の発生期に信州を訪れると、車道沿いの人家周辺でもちょっとした草むらがある
とあちこちでピョンピョンと飛んでいる。雌雄間で色彩斑紋に差のあるチョウで、♀は♂にくらべて
例外なく大型である。ちょっと目には決して美麗だとは思えないチョウで、微妙な自然の造形美を
愛でることのない少年期に、梶が森でこのチョウを追いかけた記憶はない。
兵庫県高砂市に居を移して自然環境が多く残る加古川市志方町に出かける機会が増え、絶滅危
惧種Ⅰ類選定となったヒメヒカゲの野外調査に力を注ぐようになって以降、
まるでヒメヒカゲの
発生が終わるのを待っていたかのように、同じ草原一帯を飛び交
い始めるのがこのジャノメチョウだ。加古川の里山・ギフチョ
ウ・ネット・メンバーの O 氏からの情報では、2011 年 6 月末、
草原の斜面一帯をおびただしい数のジャノメチョウが飛び交って
いたという。
2010 年のヒメヒカゲ発生状況調査の際に、メンバーの
M 氏が偶然ショウジョウスゲの根元に潜むピンクを帯びた淡褐色
の本種幼虫を見つけ、白水隆著「日本蝶類標準図鑑（2006）
」にショウジョウスゲも食草のひとつ
として知られていることがわかって、
このショウジョウスゲが多い草原にヒメヒカゲ、ウラナミジ
ャノメ、
そしてジャノメチョウの 3 種が少しずつタイミングをずらしながら発生する背景に納得
したものだ。
ちょっと目には美麗ではないと書いたが、
実はよく観察する
と決してそうではない。2008 年8 月にキベリタテハの多産を
楽しんだ松本市扉峠で、
長野飯山市から観光にみえたご婦人た
ちにたまたま現れたジャノメチョウをネットインして実物を
みせてあげると、眼状紋のなかにルリ色の鱗粉がちりばめら
れていることに一様におどろかれ、記念にと写メを撮る婦人
もおられたほど。このときはそのまま飛ばしてやったが、ルリ色鱗粉がきれいに出た（参照：鳥
取大山山麓で観察できた♀）個体の標本も残しておく必要があり、
今後、そういう視点で観察し直してみよう。左図は信州ドライブ旅
行の帰りに立ち寄ったサービスエリア片隅の木陰で休息している
♀である。撮影角度をもっと水平位置にとれるとよかったのだが、人
の気配に非常に敏感なチョウだけに、この位置からしか記録を撮
れていない。裏面後翅のグラジエントがかかった雲状模様には、自然
の芸術作品ともいえる気品があると感じるのは筆者だけではないと
思うがどうだろうか。
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キマダラモドキ Kirinia fentoni （準絶滅危惧）
1969-71 年、ヒロオビミドリシジミとの出会いを求めて兵庫県佐用町を継続して訪れ、周辺にキ
マダラモドキも産するという情報も得てはいたが一度も目にすることなく、1972 年 7 月東京への
転勤を機会にオオムラサキ目的で通った山梨の日野春でも本種には出会えないままで、関心も頭
の中から消え去ったまま時は過ぎていった。
1978 年に東京から高砂へと移る頃にはマイカーを駆使できる状況へと進展があり、佐用町へも
二人の子供に川遊びをさせてやる目的も含めて数度は再訪問したが、ナラガシワの激減がヒロオ
ビミドリシジミの激減と相応し、クリの花にくるチョウも多くがテングチョウで、アカシジミ、ウ
ラナミアカシジミ、ウラジロミドリシジミをみるだけという寂しいチョウ観察地に変貌してしま
ったことを痛感した。
2003 年 6 月 20 日、蝶友がクロヒカゲモドキに会いたいというので、1970 年代にみた上月町へ
と案内したとき、羽化したばかりの
ウスイロオナガシジミを観察したこ
とのあるコナラ林で、いきなりキマ
ダラモドキが飛び出し、即、二人して
その撮影に夢中となったのだが、実
は、当時、本種がこの周辺で多く見ら
れることは同行した蝶友から聞いて
いたので驚くことではなかった。し
かし、本種の実物を目にするのは初
めてで、特に裏面がこんなにきれいなチョウだったのかと認識を新たにした瞬間でもあり、1 個体
を標本化目的で捕獲したのだった。このとき、主目的のクロヒカゲモドキはまったく見られなく、
生息環境が著しく変わっているのがその要因かと考えられた。
夢中で撮影した記録は、蝶友の記録に比べるとあまりに稚拙で、何とかきれいな撮影記録をとり
たいと考えていた。2012 年 7 月、姫路市近郊
でオオムラサキの占有行動がみられたという
情報をもとに、急峻な山道をのぼったピーク地
で本種をみかけ、リベンジの機会に恵まれた
が、撮影に適した挙動を見せてくれなくて満足
のいく結果が得られず、2013 年 7 月 7 日、友
人が誘ってくれたクロシジミの観察を果たし
ての帰り道、オオムラサキもみようと迂回して
くれた佐用町のクヌギ林でようやく満足のいく撮影記録がとれた。
本種は北海道から九州まで分布するが発生地は局地的で、兵庫でもどこでも見られるというチ
ョウではない。発生地では、飛翔がそれほど敏捷ではなく、たいがい、すぐに近くの樹肌にとまる
習性があるが、まだ開翅場面にでくわしたことはない。樹液にきている個体であれば開翅を期待で
きるかもしれない。幼虫はカヤツリグサ科、イネ科植物を食草としているとのことで、メスを捕獲
して産卵させれば飼育は簡単かもしれないが、試したことはない。
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June 26, 2016 西播磨の樹液食堂へ
低い位置一面に繁茂する笹竹の周囲にはキマダラモドキの姿がみられ、ススキの葉上で珍しく
開翅する個体を目にしながら撮影のタイミングを逃して悔しい思いをし、帰り際に葉裏へと潜り

込んだ個体を無理な姿勢で低い位置から記録してみてもフォーカスが甘くて残念。
July 6, 2016 三度、西播磨の樹液食堂へ
樹液食堂にオオムラサキのメスが来るのを待つ間はひたすらキマダラモドキと遊ぶ。すでに翅
の傷んだ個体ばかりだが、いろんなポーズで付き合ってくれた。樹液から離れると笹竹の奥深い部

分へと潜り込み、フォーカス合わせがむずかしい。場所を変えると、日当りのいい笹葉上で開翅姿
勢をとる個体がいて、珍しく長い時間 V 字開翅状態を保ってくれる。新鮮度の低いのが残念だが、
本種の開翅シーンはめったに見られないため、カメラを三脚にセットしてじっくりと撮影記録を
とる。樹液が出ていない木の樹肌にとまる個体とも付き合い、
オオムラサキをあきらめて帰る途中の最後の樹液をチェック
中に、パトカーがやってきて「何をされているんですか」と不
審者扱い？ 樹液に来ている昆虫を観察していることを説明
している最中に、おそらく♀と思われる新鮮個体がやってくる。
「準絶滅危惧種で、とてもきれいな個体だから・・」とビデオ
撮影にかかると「邪魔になってはいけないね」と気遣ってくれてパトカーはいなくなる。♀なら採
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卵してみようか、と捕獲すると見えていなかった左前翅がかなり破れた個体で、生かして持ち帰
り、チガヤを使って産卵するかどうかを見守ってみる。
July 3, 2018 西播磨の樹液食堂で再会
オオムラサキの母チョウを捕獲する目的で訪れた樹液食堂に、11：10-14：00 まで粘ってもオオ
ムラサキはやって来ず、笹竹の茂みに立ち入ってチョウを探すとキマダラモドキの♀が飛び出し、

すぐに葉陰に身を隠す。そっと近づいて撮影記録をとり、その後、クロヒカゲに次いで樹液に♂が
やってくる。樹肌に垂直に近い姿勢での吸汁で、撮影アングルがよろしくないが、これも自然の記
録。カメラに見下されるのが気に触ったのか、樹木の裏側へと飛び移ったのを真横から撮影して、
本日の唯一の成果といいきかせ、オオムラサキの♀を連れ帰る目的を断念して撤収。
July 2, 2020 西播磨への遠征

Ser.2

6 月 29 日に絶好の出会いがありながら撮影記録が取れなかったキマダラモドキの美麗♀と再会
したいと探索を開始。この日はキマダラモドキを早い段階で目にすることができ、深く入り込んだ
ことがない林の中を飛ぶキマダラモドキもいて、その動きを追っていくと、路傍の笹竹が茂る部分
へと飛んで姿が見えなくなる。止まったと思える部分にそっと近づくと、見事に美しい♀がみつか
る。三脚なしでの撮影となるのが残念だが、しばらくねばってみると静かに翅を開き始める。これ

は 29 日に脳裏に焼き付けた光景よりも断然勝っていて、V 字開翅からさらに翅を広げて見せてく
れるので、ゆっくりと回り込んで正面からの撮影記録もとる。オオムラサキの♀をおびき寄せるた
めに準備した、4 グラムのスポーツドリンク粉末を 200cc の水に溶かし、梅酒を 5cc ほど加えた液
体を、カナブンなどが集まっているコナラの樹液まわりに簡易スプレーで噴霧する。その効果なの
かはわからないが、29 日には 2 頭しかみなかったキマダラモドキが次々と樹液周りにやってくる。
めったに開翅姿勢をとってくれない本種が、樹肌にとまって翅表を見せてくれているシーンも撮
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影できてうれしくなる。
オオヒカゲ Ninguta schrenckii
オオヒカゲとの初の出会いは北海道南富良野の布礼別川林道。オオイチモンジとの出会いを求め
て、2000 年 7 月 11 日－15 日の 4 泊 5 日、レンタカー利用の蝶探索旅行を企画。7/12 に銀泉台
から層雲峡方面へともどる大雪湖周辺で、予期していなかった複数のオオイチモンジが飛ぶ。その
後石北峠、丸瀬布でもオオイチモンジをみることができて、最終 15 日に 1999 年 7 月 8 日にオオ
イチモンジを楽しんだ布礼別川林道へと入る。以下、当時の蝶紀行から抜粋。
白い砂利道のみなれた道を奥へと進むと、昨年と同じ林道入り口の湿地帯におびただしい数のコ
ムラサキが吸水している情景が目に入る。オオイチモンジは 1 頭もいない。エゾスジグロシロチョ
ウとルリシジミがそれぞれ同じチョウ同志で集団を形成している。数ではコムラサキが圧倒して
いるのに、1 箇所にびっしりより添うような集団とはならず、至るところで歩き回りながら吸水し、
優雅な滑翔も展開している。種によって集団化するものとしないもの、その差はなんであろうか。
いずれにしても壮観である。澄んだ黄色が美しいキアゲハも仲間意識が強いのか複数頭が路面で
吸水していて、いっせいに飛び立つ。3
頭が斜め縦に並ぶように配置したとき
の見事な映像を Video のファインダー
にとらえていながら録画スイッチも押
さずに見とれてしまう。この林道ではオ
オヒカゲの新鮮体があらわれて初めて
のネットイン。オスの特徴である後翅基
部の銀白色の毛並みが美しい。妻は本来
チョウ目的で北海道までやってきたのだからもう少しねばってみたら、と気をつかってくれるが、
結局、本命のオオイチモンジには出会えず。
オオヒカゲは 1979 年から 1993 年まで兵庫県にも記録
があるが、その後絶滅した可能性が高いと思われ、その自
然状態での撮影記録機会もきわめて少ない。唯一の記録を
過去の Digital Video 撮影記録から取り出したのが右の図
で、札幌の岡田さんに案内していただいた月形町のキベリ
タテハ産地で、路傍のオオイタドリだと思われる太い茎に
止まっているオオヒカゲである。かなり離れた位置からの
撮影のためフォーカスが甘く、いずれもっときれいな記録を撮りたいと考えていた。その機会を得
たのが 2015 年 8 月 2 日。蝶友からゴマシジミの撮影に行こうと誘われて訪れた朝露でぬれる岡山
の高原草地で、予期して
いなかったオオヒカゲが
飛び出してびっくり。撮
影できる態勢でとまって
くれるまでビデオカメラ
で追跡し、ようやくまず
まずの映像記録をとる。その翅表は飛翔中のビデオ撮影記録でしかみられない。
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ヒカゲチョウ Lethe sicelis （日本特産種）
ヒカゲチョウはナミヒカゲともよばれ、その名のとおり、このチョウは好んで林縁などの日陰で
過ごす。幼虫の食草がメダケ、クマザサなどのタケ、ササ類で、その植
生に依存して幼虫時代から日陰の多い環境で生育、チョウとなってか
らは樹液、果汁、獣糞などに集まる習性がある。今はやっていないが、
ギフチョウの飼育をしていた頃、野外からエサのヒメカンアオイを採
取する際にその葉っぱの裏に下垂するヒメヒカゲの蛹を偶然見つけた
ことがあり、本種の幼虫が食エサ植物から離れた場所で蛹となる習性
もあることを知った。
写真は権現ダム周回道路一帯を自転車に乗ってチョウ探索をしていた際、路傍の獣糞を夢中で
吸っている場面に出食わして、じっくりと接近撮影したもの。よくみれば後翅に連なる複数の眼状
紋周囲と外縁を飾るようにブルーの鱗粉をちりばめていてとてもおしゃれなデザインの持ち主で
ある。道路から奥は林床にササ類が繁りコナラなどの広葉落葉樹が林立する木陰の多い環境で、林
内にも複数頭が飛び交っていた。
高砂市松波町近隣にはこのような環境がなく、ヒカゲチョウが発生するとは思えないのだが、
2006 年 7 月の暑い日中、木曽町の人家玄関先にコクマザサの植え込みがあって、その周りを飛ぶ
やや羽の汚損したヒカゲチョウの姿が目にとまり、なんでこんな街
中にと注意してみていたら日陰となった葉裏に卵を産むのを観察
した。こうした笹の類はこの家のほかには見られない完全な街中で
の観察。さらに、この家は決して新築ではなく笹もかなり前からあ
るわけで、どういう経緯でヒカゲチョウがここを訪れたのか。ユキ
ヤナギで発生を続けているホシミスジの場合と同様、移植された時
点でヒカゲチョウの卵か幼虫がついていたとしても、いったい何時
ごろからなのか、そうでないとしたらどこからか笹の香りをかぎつけて飛んでやってきたのか。周
辺一帯にチョウのエサとなる樹液環境もなく、いったいどのように命をつないでいるのか、1 頭だ
けでひっそりと産卵活動をするチョウがとてもいじらしく思えた。その後の経緯観察はできてい
ないが、継続発生した気配はない。現在、松波町周辺にはコクマザサの植え込みが多いのだが、チ
ョウとなってからのエサ場がないのでヒカゲチョウが生息する条件は整っていない。
ヒカゲチョウは別名ナミヒカゲとよばれるくせに、その生息分布は、世界中で日本にだけ生息す
る特産種で、中国、四国、近畿には普通、それより北の本州では東北地方で陸央部だけとせばまり、
九州は北部に局地的に生息し、北海道や九州南部以南にはいない。ヒメヒカゲの発生時期にはケネ

ザサの多い場所で必ず新鮮個体に出会える。
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クロヒカゲ Lethe diana
June 24, 1996：北海道愛別町
まずは JR 愛別駅方向にもどって，近くにみえる山すそを探索する．愛別町内自転車店で借用で
きたのはミニサイクルなのでなかなか距離が伸びないが，ぜいたくはいわない．右手には両側にカ
ラマツ林が連なる平坦な林道が分岐しており，その少し左上は砂利の多い広場から黒い土の道が
上り坂となって小高い森に入り込んでいる．ここでは蝶がいそうな森をめざして左の坂道を登っ
てみる．ひょうきんなクロヒカゲが汗をかいた腕にとまったりして出迎えてくれる.
July 5, 1999：知床半島
知床五湖は 25 年ほど前に幼い子供たちと訪れたときと同じような猛暑のなか第一湖をめざす．
この日は第二湖までの散策だけが可能で，他の湖はヒグマが
出没するという理由で踏み込みが禁止されている．散策路は
およそ 2 キロ．キツツキが穴をあけリスが棲みついたのでは
ないかと思われる穴だらけの大きな枯れ木があったり，どれ
だけの時間をかけて雨だれが穿ったのか，あちこちを浸蝕さ
れた小岩が通路のど真ん中にあったり，あるいは路傍のクマ
ザサで日光浴中のクロヒカゲが愛嬌たっぷりにアンテナを動
かしているなど，短い探勝路も楽しみ方はいろいろ．
Aug. 18, 2008：月夜沢林道
軽く腹を満たせるおにぎりとお茶のペットボトルをもって、チョウのたまり場と思われる上方
の岩場まで行ってみることにする。新調した軽量ビデオカメラは福井方面に旅行に出た娘の純子
家族に貸して、持ってきた重い方のビデオカメラは車に残して往復 2 時間以内にはもどるという
目標で歩き始める。登山靴を準備していないため足裏に荒れた路面の岩角があたって痛いが、無理
のないテンポで上る。あたりに笹竹の繁る場所ではゴイシシジミが薄ムラサキ色と白を交互にち
らつかせるフラッシュ飛翔で目を楽しませてくれる。数が多くはないので新鮮な個体を 2 頭だけ
採る。クロヒカゲとヒメキマダラヒカゲがやたらと多く、当方の身体にもまとわりつくように飛び
交う。いずれも新鮮度は低くネットを振る対象ではない。ヒヨドリバナが咲く場所では、アサギマ
ダラがただ 1 頭だけのんびりと蜜を吸っている。林道は何度もカーブしながら高度をあげて続く
が目的地は遠い。やがて最初の防護壁がある部分にでるが、キベリタテハはいない。三度目の防護
壁がカーブしながら続く場所で、待望のキベリタテハが現れて染み出し水のある部分に止まる。そ
こから数百メートルほど上った部分で、林道として 30cm 幅も残っていない大崩落現場を目の当
たりにし、なぜ林道入口に車での侵入禁止警告看板があったのかを納得する。その崩落部のくぼみ
ではクジャクチョウが 1 頭日向ぼっこを楽しんでいた。
July 23, 2009：入笠山
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車をとめた広場にもどると、アザミの花でミドリヒョウモンの♀やギンボシヒョウモン、イチモ
ンジセセリが蜜を吸っており、その様子をビデオで追う。雨
露が乾いたクマザサの葉上には新鮮なクロヒカゲがとまっ
ているので、翅表のビロード調の感じを撮りこもうとゆっく
り迫るが、残念ながら裏面の眼状紋はみせてくれない。ごく
普通種で近縁のヒカゲチョウよりは山地性の分布となるが、
このチョウの新鮮個体裏面は眼状紋を包むようにブルーの
鱗粉がちりばめられていてとても美しく、ヒカゲチョウには
そのようなブルー鱗粉はみられない。
July 17-18, 2016：ミヤマシロチョウ保全状況の視察に遠征
まだ日が昇らない時刻、ミヤマシロチョウの観察地へと向かう登山道沿いにもっとも個体数が
多かったのがヒメキマダラヒカゲで、あちこちで開翅姿勢をとっ
ていて、新鮮個体はとても美しい。クロヒカゲも多く飛び交い、
眼状紋まわりのブルーが美しい新鮮個体や、翅表全開あるいは V
字開翅でひなたぼっこをする個体もみる。翌日の早朝からヤナギ
の樹液を吸いにやってきているクロヒカゲはシルエットとして
記録してみる。

シロオビヒカゲ Lethe europa pavida
初の出会いは石垣島 (Sep. 1, 1994)：帰路の海岸沿いの道にいっそう苛酷な試練が待ってい
た。台風の余波で真正面から強い向い風を受けての自転車こぎがそれは辛く、遅々として進まな
い。まわりに気をまぎらせてくれる蝶もいなく、前に進まなくては帰れない････。重いペダルを精
一杯踏み込み、
やがてバンナ岳が遠目に見えはじめる辺りにパインジュースの看板を出した休憩所
があり、救われた気持ちで自転車をとめる。おバアとお嬢さんとが自前のジュースを造り、庭に並
べたいかにも年季の入った木造テーブルでくつろいでいる。
流れ出る汗をふきふきパインジュース
を注文する。そのとき、パインの香りに惹きつけられたのかヒカゲチョウらしき姿がテーブルをか
すめて飛び、やはり年季を感じさせる木造の椅子のかどに止まる。シロオビヒカゲだ。”石垣島
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にも定着したらしい”という事前調査での記事を思い出す。本種が確かに定着していると思える
記録のひとつになるので完全体ではないけれども三角紙に納める。
西表島 (Sep. 18, 1999)：レンタカーの強みを発揮して古見の方へと移動する。古見は 1995 年
11 月3 日に訪れて以来二度目。
草地の周囲や隣のサトウキビ畑の周りには適度の竹やぶがあって
古くからシロオビヒカゲの発生地として有名な場所だが、
いきな
りそのシロオビヒカゲが竹やぶから飛び出してくる。メスであ
ることが分かる幅の広い白帯がくっきりと目に焼きつくがネッ
トインできるようなやさしい飛び方ではない。そのまま竹やぶ
の薄暗い茂みにもぐりこんだと思うとラッキーにもはっきり目に
見える場所にピタッと止まって動こうとしない。周りの竹がじゃ
まとなってネットが振れないので Video での記録に専念する。
うまくすればネットインできるかもと、むりやりネットを差し入れて下からすくい上げてみた
が、チョウには見事にすりぬけられ行方不明となる。
白浜地区への移動後にもどった古見の草地をさらに踏み込んだ農道でアオタテハモドキを追
っかけてみるが取り逃がす。
こいつをさらに追ううちにサトウキビ畑横の竹やぶの端に突き当た
る。午前中に取り逃がしたシロオビヒカゲがいてもいい環境だ。
「夢よもう一度、しかしまさか」
と思いつつ竹やぶを叩いてみる。するとどうだろう。なんとシロオビヒカゲが飛び出してきたでは
ないか。これにはむしろビックリする。あいかわらず軌道の定まらない、どうすればネットに納め
られるかと戸惑う動きで、竹やぶから二畝ほど入り込んだサトウキビの根元に止まる。またしても
ネットが使える状況ではない。
それでも近くまでいけば何とかなるだろうとサトウキビ畑に入り込
む。とっさにサトウキビ畑にはハブが潜んでいる確率が高い、という定説が頭をかすめるが足が勝
手に動いてしまう。そのとき、当方の動きを察知して再びシロオビヒカゲがせまいサトウキビ畑
から飛び出てくる。その褐色と白の動きをめがけて勘だけをたよりにネットを振る。と、どうや
らチョウがネットに納まった様子。とたんに心臓が高鳴る。まちがいない。ネットの中にシロオビ
ヒカゲが新鮮体そのままで納まっている。
筆者にとっては3 頭目だが完全体のメスは初めてでい
い年をして嬉しくてたまらない。
石垣島（Feb. 23, 2015）: 午前中にウスイロコノマチョウがいた林内草地を再度探索して思いも
しないシロオビヒカゲが飛び出して興奮度最高潮となる。笹竹を叩いて本種の飛び出しを期待し
た午前中には全く姿を見せず、発生時期ではないのかと思っ
ていただけにこれは驚き。このチョウは夕刻以降に飛翔が活
発となるが、昼間はあまり飛ばずにすぐにとまる習性がある
ので、どこにとまるのかと集中力を高めて注意する。止まった
ところは、撮影記録をとるのに好ましい位置ではないが、今一
度飛ばれるとブッシュ奥へと逃げられるかもしれないので、
静止位置を確認できた段階で近づきすぎて驚かさないよう注意しながら証拠記録撮影をする。
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サトキマダラヒカゲ Neope goschkevitchii
ヤマキマダラヒカゲ Neope niphonica; ssp. marumoi
この両種は長くキマダラヒカゲという 1 種のチョウとしてあつかわれてきたが、静岡の高校で
生物を担当されていた高橋真弓先生の実に 22 年に及ぶ研究の結果、上記 2 種に分類区別されるよ
うになった。高橋先生は中学 2 年の頃に長野県島々谷や徳本峠などの高地産キマダラヒカゲが平
地産に比べると黒っぽくて小さくずいぶん違うという印象をもたれたのが最初で、専門家による
地理的変異にもとづく亜種扱い説が出たあとも静岡県内各地、岐阜県、長野県、山梨県などの個体
を調べて多くの疑問をもち、その解明のために複数の昆虫同好会の協力もとりつけて、ついに両種
を異なる種として扱うべきだとの結論をえたのである。専門家の説に安易に妥協することなく、自
らの観察眼を信じて 22 年間も粘り強く調査研究を進められたみごとな成果である。
両種ともに幼虫はタケ、ササ類を食べ、その発生地域では決して珍しいチョウではないが、高砂
ではサトキマダラヒカゲを市ノ池公園のクリの木がある林縁などで見かけるていどで個体数は多
くない。ヤマキマダラヒカゲは兵庫でも山地に入り込まないと見られないチョウで福知渓谷産を
図示しておく。羽だけの蝶アルバム標本で両種の違いを何箇所みつけられるだろうか？（ヒント：
前翅一番下の黄色紋、後翅裏面の胴体に近い部分の小さな 3 個の紋の並び方 etc）。
標本ラベルには明確に♂♀と表記しているが、両種共に♂の前翅を光線に透かしてみれば、羽の

中央部に暗色の性標鱗粉があるの
で容易に♀と区別できるのだ。
今回、キマダラヒカゲ属の整理をしていたら前翅翅表に斑紋異常のある個体がいくつか見つか
った。しかも、整理した北海道、山梨、兵庫、高知産全 10 頭の中に、こうした変異個体が 4 頭も
混じっていたのは驚きで、どの部分のことなのか宝探し感覚で調べてみてほしい。実は、ここに図
示した変異の 2 例は、白水隆博
士による日本産蝶類標準図鑑
（学研、2006 年、p.269）にも
全く同じタイプが複数例図示
されており、割合頻度高く見ら
れる斑紋変異だと思われる。今
後、このキマダラヒカゲ属は地
理的変異や斑紋変異など、気を
入れた調査に値する面白いタ
ーゲットになりそうである。
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May 20, 2012 ヒメヒカゲの初見日に
ヒメヒカゲの初見発生を確認記録していよいよ帰ろうという
小道でサトキマダラヒカゲが飛び出してきて、筆者の右手甲部
にとまる。これでは撮影のしようがなく、手を払うと今度は帽
子にとまるというひょうきんもの。帽子をぬぐと、得意のラン
ダム飛翔で近くのケネザサの枯れ葉部分へと移ってくれる。
May 7, 2016 ギフチョウの幼虫調査の合間に
ギフチョウの幼虫調査を終えて、解散する段階で、汗をかぎつけたのかサトキマダラヒカゲが
やってきて、車のまわりを飛び回ったかと思うと、ヘッドライト部分やボンネットにとまって愛
嬌をふりまく。めったに見せ
てはくれない翅表が、偶然飛
びあがった瞬間の映像として
記録できている。カメラを
10cm ほどの距離まで近づけ
ても逃げようとはせず、左足
を少しあげて態勢を整えてい
る様子が可愛い。おかげでヤマキマダラヒケゲとの差異が明瞭に判定できる記録が撮れる。
July 12, 2017：北海道富良野の布礼別川林道へ
渓流沿いの樹にヤマキマダラ
ヒカゲが固執しているので確認
すると樹液が出ているらしく、
スズメバチやここでも交尾中の
ミヤマクワガタを見る。

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。いつもとは違う急峻な岩だらけの狭い登山道をたどると、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へと進むスタート地点で、
昨年も滲み出していたウバメガシの樹液を求めるサトキマダラヒカゲが新鮮で美しい。せっかく

だから昨年 4 月 22 日に同じ場所の岩場で休止姿勢から飛び立つ瞬間に少しだけ翅表がみえる静止
画像を切り取っているので示しておく。
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ヒメキマダラヒカゲ Zophoessa callipteris
ヒメキマダラヒカゲは森林性のチョウで、幼虫が食べるクマザサやチシマザサがある生息地にゆ
けばごく普通種のように複数頭が飛び交う光景を容易にみることができ、決して珍しいチョウに
はみえないが、四国・九州で見られるのは標高 1000ｍ以上の山地帯に限られる。古い図鑑には学
名：Harima callipteris となっていて、昔の日本国名：播磨にちなんで命名されたらしいが、現在
は Zophoessa c. となっていてその
経緯と意味は知らない。蝶類図鑑に
は”近畿・中国地方では標高が 500ｍ
以下の低い場所でも見られる”とい
う記載があって、確かに現在の播磨
ではそんなに高い山でなくても山地
へと入れば出会える。それでも、加古
川周辺のような低標高地で本種をみることはできない。その色調や斑紋は、ちょっと見ただけでは
地味で華やかさもなく、このチョウを標本目的に採集する愛好家は多くないと思われる。しかし、
ジャノメチョウ科のチョウすべてにあてはまるのだが、じっくりと眺めれば、裏面の眼状紋やその
周囲はきわめて精緻にデザインされていて、はっとするほど美しいブルーまたはルリ色の鱗粉が
ちりばめられていることを知る。
そうした自然美を表現したいとカメラでねらうのだが、これがなかなか難しく、クジャクチョウ
の撮影目的で訪れた信州八千穂高原で、数少ないチャンスをとらえて数カットの記録をとってみ
た。
後翅のうすい黄色紋のなかに周囲に微妙なボカシの入った大き
な黒い紋が美しく並んでいるのが残念ながらまだ十分に捉えきれ
ていない。後翅裏面の芸術的な模様と色彩も満足のゆく記録とは
できていなく、今後、入れ替えに足る撮影記録をねらいたい。
July 17, 2016 群馬県湯の丸高原
ミヤマシロチョウの保全状況を視察する目的で訪れた初日の早朝、その生息地へと向かう登山道
沿いでもっとも個体数が多かったのがヒメキマダラヒカゲで、あちこちで開翅姿勢をとっていて、
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新鮮個体はとても美しい。

ヒメジャノメ Mycalesis gotama fulginia
ヒメジャノメは分類学的にはタテハチョウ科ジャノメチョウ亜科に区分される種で、この仲間
にはみんな図のように羽に目玉模様があり漢字では「蛇の目」と表記される。一般に鳥類はこう
した目玉模様を恐れるらしく、チョウはこの目玉模様で鳥を驚かせて身を護っているという見方
がある。「蛇の目」：二重丸の中を塗りつぶした図形と定義されているが、実際にヘビの目はクリ
クリとした愛嬌のある目だろうか。とんでもない。まぶたが重くて眠たいという感じで、決して
パッチリと見開いてなんかいない。むしろ、鋭く光るタカの目ならジャノメチョウの模様といく
らか似ていて、鳥が目玉模様を嫌うのは獰猛なタカの目を思わせるからだという説はどうだろう
か。その場合、タカノメチョウとなってしまう。ジャノメチョウ属には一定間隔で羽の開閉を繰
り返す習性があって、閉じていた羽を急に開くと鳥の眼前に大きな”眼"が現れ、驚いた鳥は一瞬
攻撃をためらい、そのすきにチョウが難を逃れるという眼状紋効果が想定できるが目玉模様のあ
る部分を鳥についばまれたと思われるジャノメチョウ類が野外で観察されることもあるので話は
ややこしくなる。急所かどうか分からないが、敵の目を攻撃して戦意を喪失させるという戦法は
じゅうぶんありえる。そういう外敵に対してジャノメチョウ類は実際に目がある頭部分から遠い
羽に偽装としての目玉模様を設けており、鳥が目玉だとおもってつっついた瞬間ヒョイッと飛び
去れば、鳥は何が起こったのかと目を丸くするにちがいない。
さて、ヒメジャノメだが、高砂市松波町ひまわり公園のアジ
サイの葉っぱで休んでいるのを見かけ、急ぎビデオ撮影をし
た。脚が 4 本しかないのが不思議にみえる？昆虫は 6 本脚の
はず。実は、タテハチョウ科に属するチョウは前脚が退化して
いて脚としては 4 本しか使えないのだ。前脚は味覚などの感
知に利用され、イシガケチョウの♀が食樹であるイヌビワの葉
っぱを前脚で忙しく叩くしぐさ（tapping）を繰り返してから
産卵するのを見たことがあり、葉っぱが産卵するのに適したも
のかどうかを、叩くという刺激でなんらかの識別成分を発生させて確認しているように見えた。
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幼虫の食草となるイネ科のススキ、メヒシバ、エノコログサなどは身近な草原のあちこちにある
が、このチョウを身近に見たのは 2008 年 6 月 11 日（松波町）と 2013 年 6 月 25 日（荒井町浜風
公園）の二度だけで、山里から離れた市街地にまで飛来した経緯はミステリー。翅裏には縦に白い
筋模様があって、目玉模様とあわせてじっくり眺めると、
なかなか味のあるきれいなチョウだ。奄美大島から八重山
諸島にかけて全体のデザインがヒメジャノメとそっくりの
色調が濃くていっそうきれいなリュウキュウヒメジャノメ
がいるが、静岡高校生物担
当の高橋真弓先生が、奄美
大島から八重山諸島にかけ
て生息する当時亜種とされていたヒメジャノメについて交配実験
を繰り返し、生まれた幼虫が続々と死ぬとか、通常 5 回の脱皮後
に蛹となるところ 4 回で蛹になるなどの異常を認めて別種かもし
れないと研究を進め、リュウキュウヒメジャノメとして分離独立
すべきことを明らかにされた。実に 4 年間という大変な努力の結果である。
コジャノメ Mycalesis francisca prediccas
日本国内で見られるチョウのうち、このコメジャノメほど内気で太陽光のもとに姿をみせない
恥ずかしがり屋はいないと思われる。確実な生息分布は、九州から岩手県中部までで、南西諸島に
も産しない。加古川市の近郊に多くはないが生息していて、暗い林内でひっそりと遊んでいる光景
を何度か目にしながら、人の気配に敏感で、その都度カメラを向けて構図を狙う間もなく飛び去ら
れ、撮影記録をとれない唯一の普通種として時ばかりが過ぎていた。
2013 年 9 月 14 日、郷里の高知市五台山に数年ぶりに帰省するチャンスを得て、チョウ観察が
できる時間をたっぷりと取るべく、滅多に利用しない三宮からの JR 西日本夜行バス便で、早朝 6
時過ぎに高知市はりまや橋に降り立つ。少ない本数で市内から五台山公園までのバス便があるけ
れど、それで山に入るのはあまりに早すぎる。距離にして約 5km は徒歩でゆっくり向かうのに決
して遠い距離ではなく、途中、マクドナルドに立ち寄ってのんびりと朝食タイムをとる。慣れない
夜行バスで熟睡ができていない頭を熱いコーヒーですっきりさせると足取りは軽い。
五台山公園は、四国八十八か所遍路めぐりの 31 番名刹竹林寺と、牧野富太郎博士に因む牧野植
物園の存在が有名で、観光地として車が一方通行道路を頻繁に走るが、独鈷水という弘法大師が独
鈷を投げて清水が出たと
いう伝説のある深い林へ
とつながる道があること
を知る人は、もはや少な
い。その林にはヤマビワ
が多く、スミナガシやア
オバセセリの発生地で、路傍に多いススキを食草とするクロコノマチョウやホソバセセリもみら
れる。山全体にカシ類などの広葉樹が多く、ムラサキシジミやムラサキツバメが豊産することでも
よく知られた、1956-62 年は間違いなく昆虫の宝庫であった。しかし、近年、観光道路以外に人が
通らなくなって林内と旧生活道路は荒れ放題で、この存在すら知らない人がほとんどだろう。
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独鈷水のうっそうとした林内は、暑い夏場だと涼を求めるモンキアゲハがこの林道を蝶道にし
て飛び交い、イシガケチョ
ウやスミナガシにも出会え
る格好の場所なのだが、こ
の日早朝の探索ではチョウ
影がない。鹿の段へと続く
山道を登る途上、陽光が届
き始めている草原手前の暗い林床でコジャノメが遊んでいる。すぐに飛んで逃げるのをそっと追
いかけ、緑の葉上に静止したところをようやく撮影記録。本種の撮影を目標としてからゆうに 10
年は経過しており、その安堵感と喜びはひとしおだ。この日、1962 年頃には室戸岬まで遠征しな
いとみられなかったヤクシマルリシジミの姿に驚くが、少なくとも 2009 年以降ここでは普通にみ
られるようになっているそ
うで、2000 年頃から見られ
るようになったサツマシジ
ミ同様、地球温暖化の影響
に違いない。いろんなチョ
ウとの再会を楽しんで五台
山の麓にある実家に寄って行こうと下る旧山道で、最後に見送ってくれるのが再びコジャノメだ
というのがうれしい。
リュウキュウヒメジャノメ Mycalesis madjicosa madjicosa; ssp. amamiana
リュウキュウヒメジャノメは奄美・沖縄･八重山諸島に産し、それより北には類縁のヒメジャノ
メが分布する。この両者は同一種だとされていたが、静岡県立藤枝西高等学校の高橋真弓先生によ
る地道な研究によって、ヒメジャノメの亜種ではなく、独立した
別種であることが明らかにされたことで有名なチョウである。
筆者は 1993 年に初めて訪れた石垣島バンナ公園の「ハブに注
意」という立て札のある裏道で本種との初の出会いをしている。
身近にみるヒメジャノメよりも裏面模様にメリハリがあって、そ
の眼状模様はみごとな自然芸術作品で、地味な普通種ではあるが
大変美しいチョウだと思う。
以下、紀行文の関連記述を一部改変して転載。
June 13, 1998：与那国島祖納ホワイトハウスの近くで，フクギが果汁にみちた実をつけている場
所にシロミスジを発見．初めて限りなく新鮮に近い個体がいてうれしくなる．その後もフクギ果汁
を目的として 2-3 頭が次々と現れ，ルリタテハ亜種も混じる．このわずかな広場の奥はそのまま深
い樹林が勾配をあげてティンダハナタの崖につながっていて,樹冠にはツマベニチョウが蝶道を形
成して飛び交い,足もとの道路沿い草地の日陰ではリュウキュウヒメジャノメが休憩している．明
るい日向ではタテハモドキとツマグロヒョウモンが仲良く遊んでいた．
Oct. 29, 2004：沖縄本部半島
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八重岳上り道にも朝日が届き始めるとチョウの活動に期待したくなるが，チョウにとっては体
温がじゅうぶんに上がってはじめて自由な飛翔活動に入れるわけで，シロオビアゲハのオス，メス
ともにさらに時間をかけて体温の
上昇を待っている気配．本日の早
起き一番はアサギマダラで，朝日
に翅表の真珠光沢を輝かせながら
大き目のカラムシの葉っぱに点々
とついた朝露をおいしそうに吸っ
ており，次いでセンダングサの花
へと移動して蜜を吸い始める．アサギマダラに次ぐ早起きはリュウキュウヒメジャノメで，朝日を
受けて V 字型の間歇的開翅行動をみせてくれる．
Nov. 5, 2007：石垣島真栄里林道
道路右手の薄暗い部分にリュウキュウヒメジャノメがいて、
ぴたりと閉じた羽根裏のくっきりとした模様の美しさにみとれ
てしまう。ビデオカメラでねらうと、得意の間歇的開翅もやっ
てくれる。あとはきれいなスジグロカバマダラがビデオカメラ
の撮影対象となってくれただけで、何度か目を楽しませてくれ
た真栄里ダム近くのシロウラナミシジミ発生地にまったくその
姿をみることはなく、今回の八重山チョウ探索を終える。
ヒメヒカゲ Coenonympha edippus arothius （絶滅危惧ⅠB 類）
ヒメヒカゲはつい最近日本絶滅危惧Ⅱ類からⅠB 類への選定変えとなった、このまま放置して
おいたら絶滅してしまうおそれのあるチョウ。実際、少なくとも 1982 年に兵庫県砥峰高原の湿原
まわりにみられたヒメヒカゲは、同様にこの高原に生息していたウスイロヒョウモンモドキとい
うタテハチョウ科のなかまともども、今では絶滅してしまっている。秋の砥峰高原に広がるススキ
が原を観光の目玉とするために徹底した野焼きが繰り返し実施されたことが絶滅の原因だと考え
られる。限られた自然環境のなかで生きているチョウたちにとって自然環境の急激な変化が致命
的となった実例だ。まさか絶滅してしまうとは考えもしなかったことで、1982 年に採集して保管
していたヒメヒカゲの標本はまさに貴重な生息記録となったため、ウスイロヒョモンモドキの標
本とあわせて三田市の「兵庫県立人と自然の博物館」に寄贈したが、博物館からは丁重な感謝状を
いただいた。
ゴルフ場開発や宅地造成など、日本全国で草原性自然環境が激減しており、砥峰高原のような状
況があちこちで起きているが、幸いなことに加古川には安定して発生を継続している地域がいく
らか残っている。それでも 2008 年に加古川の里山・ギフチョウ・ネットと加古川市環境政策課と
がタイアップし、有志ボランティアの協力も得て実施した精力的な生息域調査では、数年前には相
当数の発生が認められたはずの場所でほとんど発生が確認できないなど、憂慮すべき状況が進展
していることがあきらかになった。
2008 年 12 月、筆者は残念ながら足をケガして参加できなかったが、ギフチョウ発生地区で行
ったと同じような生息地の環境整備活動として、草原維持に悪影響となるヤマモモの木の枝うち
作業などが実施され、2009 年以降、その効果確認の再調査が計画されている。
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ヒメヒカゲは幼虫で越冬してスゲ類の葉っぱを食べて育ち、5 月下旬から 7 月上旬まで活動す
る。翅表は地味な黒で、写真に示すように雌雄共に裏面がとてもきれいで、その眼状模様の数や形
態に変化もみられ、そうした変化を好む採集者の格好のターゲットとなっている。加古川では岩山

の斜面に広がる草原地帯に生息し、きわめてゆるやかな飛翔で飛び遊ぶため、その気になれば簡単
にネットで捕獲されてしまう。保全をめざすメンバーは無節操な採集者に現在の危機的状況を理
解してもらうために警告看板をたてたりしなくてはならないのが実になさけなく思う。
なお、♂が交尾をしかける際にこれを拒む♀は草陰にもぐりこんでしまう習性があり、上記生息
調査の過程で雌雄がからみあう場面を目撃している。ビデオカメ
ラで追っていると、草原の陰となる隙間に確かに♀がストーンと
落ち込む様子がみえたあと、♂もその草影へと同じようにもぐり
こんでいって見えなくなり、それ以上は追跡記録ができなく、も
しかしたら草陰で交尾が成立したのかも知れない。写真では分か
りづらいが、ビデオ映像ではからみの過程が比較的よく記録でき
ている。
チョウは蛹となれば羽化するまで全く動けなくなるため、天敵などに見つからないようにとて
も巧妙な蛹化場所を選ぶため、野外でチョウの蛹を見つけるのはきわめて難しいが、筆者は偶然に
本種の蛹を発見でき、その蛹化環境があるていど推測できるようになって結局、2009 年に 2 個体、
2010 年 1 個体を発見。2012 年の発見時には野外での自然羽化の記録もとれ、
「やどりが」に発表
した（No.237, p.33-40, 2013）。さらに 2017 年にも蛹をみつけることができ、野外での自然羽化
の記録を「月刊むし」に発表した（No.559, p.40-42, 2017）。
June 3, 2012

ヒメヒカゲ自然羽化記録

昨日テニスで汗をかいたあと、何かが起こりそうな予感があったというのか遅い時間帯のフ
ィールドに出る。そしてそこに幸運の女神が微笑む。はっきり羽化の兆候を示すヒメヒカゲの蛹
が見つかったのだ。本日の羽化本番の記録を達成するまではと、昨日のうちに「蛹再発見！」と
アップしたいのをぐっとこらえたのだが、そのわけは、これまで 2 度もあと一息というところで
自然羽化のビデオ記録に失敗
しているためだ。今回こそは
との思いで、早朝 5 時からフ
ィールドで待機。胸・腹の境
界部分が幅広くなってきたら
羽化が近いという 2010 年の経
験を生かして、不思議なほど余裕をもってビデオ撮影準備を整える。
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7 時 40 分過ぎに蛹がぴくりと動き、やがて胸部が割れて羽化が始まる。まさに三度目の正直で
胸が高鳴る。ところが、飼育個体の羽化とはまるで勝手がちがって戸惑う。カメラアングルの自由
度が利かないのだ。チョウが裏側へと回ってもカメラはそちらに入れない。さらには三脚固定のカ
メラでフォローしづらい場所へと移動しはじめるのには参るが、かろうじて遠くはないケネザサ

葉裏に落ち着いてくれて、最後はじっくりときれいな♀の後翅をアップで記録する余裕さえでてく
る。この日は、フィールドに長くはいられず、元気でたくさんの子孫を残してくれよと願いながら
引き上げる。
May 31, 2017

ヒメヒカゲの蛹を発見

例年、卵や幼虫を観察できる湿地帯まわりでそれとなくヒメヒカゲの蛹を探してみる。2012 年
に蛹からの自然羽化記録を撮って以降はまったく蛹は発見できていなく、今回も徹底的に探そう
という気構えがあるわけでは
ない。さっさと食草のある株
を上からのぞいて歩くだけな
のだが、枯草となったコイヌ
ノハナヒゲが多い株をそっと
のぞいたそのとき、まぎれも
ない緑色のヒメヒカゲの蛹がみつかる。あらためて実際に目に飛び込んできた状態を記録する
と、蛹がどんなものであるのか知らなければ見過ごしてしまうほどの小ささで下垂しており、蛹
にフォーカスして少し拡大すれば、ようやく下垂蛹を認識できる。
June 3, 2017 ヒメヒカゲ：野外での羽化の瞬間を撮影記録
5 月 31 日発見のヒメヒカゲの蛹が 6 月 2 日に羽化の兆候を示し、本日の羽化を推定して、昨日
とは逆に加古川河川敷ルートで北上サイクリング。到着した現地の草原にはカメラマン 3 名の姿
がみえるが、蛹のことを話すと撮影に集中できないおそれがあるので、声かけをせずに単独行動
をとる。10 時過ぎの蛹は腹節部がいくらか伸びていて、午前中に羽化するのが間違いないと思わ
れ、すぐにビデオ撮影 ON として様子をみる。蛹の微妙な色調変化を知りたいのだが、いくらか
陰のある部分の下垂蛹の変化を太陽光のハレーションが避けらないビデオの小さなファインダー
越に識別するのは容易ではなく、羽化の瞬間をしっかり記録するためにフォーカス合わせを再確
認してビデオ撮影 ON を継続。
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ウグイスの谷渡りやカラスの鳴き声も撮り込まれる自然のもと、やがてヒメヒカゲの羽化が始
まる。現地到着時の蛹の記録を確認すると、その場では知ることができなかった翅部分がすでにじ
ゅうぶん褐色を帯びていたことがわかる。ちなみにビデオ撮影をセットした様子も別カメラで記

録しておいた。撮影中の蛹の近くで似たような環境を調べてみると、なんとヒメヒカゲの羽化脱皮
殻がわずか 1m も離れていない場所に見つかったりする。近くでみつけた蛹の羽化脱皮殻は、もろ
い枯草茎への下垂蛹で、撮影しやすいように周りをいじるのは禁物だ。自然羽化の撮影記録を終え
ようとするタイミングで、ヒメヒカゲの撮影目的で草原にいた三木市からという O 氏と F 氏がや
ってくる。ヒメヒカゲが今羽化したところだと教えてあげると、自然状態での羽化シーンの撮影に
いろいろ工夫される。羽化後の翅の開閉動作がみられる段階で、筆者も再度の撮影記録をとり、し
ばし談笑をかわして別れる。
シロオビヒメヒカゲ Coenonympha hero latifasiata; ssp. neoperceis （準絶滅危惧）
July 7, 1999：阿寒湖
久しぶりの阿寒湖畔の早朝散策に適当な庭とか森はなく、適度に叢が残るバスターミナル近く
を探ってみる。6 時前の早朝叢はまだ夜露にぬれており、気温もあまりあがっていないために、さ
すがに飛び遊ぶチョウはまだ目に入らないが、長年きたえたこの観察眼が、斜面叢の一角に静止す
るシロオビヒメヒカゲを見逃さない。そのままではネットをいっぱいに伸ばしても届かない高い
位置。さいわい斜面を補強するひし形のコンクリート枠が足場として利用でき、ゆっくり登って北
海道中東部産亜種をしとめる。水平距離換算で 10 メートルばかりの斜面は、中ほどに幅 50 セン
チ程度の平坦部が設けてあって、そこに繁る長めの芝草にまだ数頭のシロオビヒメヒカゲがいて、
わずかに気温があがる気配にヒョイヒョイと飛びはじめる。数頭の新鮮体をゲットしてホテルに
もどる。
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July 10, 1999 年：定山渓豊平峡
年配の同好の男性が白いネットをもって上ってくる。シロオビヒメヒカゲはいたかと尋ねると
別の採集者がジョウザンシジミと 1 頭ずつ採ったらしいとのこと。上の崖下でねばればジョウザ
ンシジミは採れるかもしれないと伝えて下る。道沿いに熊笹が繁る平坦な道でボロのジョウザン
シジミに出会いビデオ記録をして進むと、若いカップルがともにネットをかついで仲良く歩いて
くる。シロオビヒメヒカゲをしとめたのは多分彼らだろうと話しかける。
「どこらへんにいました
か」「この辺りですよ。決して個体は多くないですね」「もう発生時期が過ぎたということ？」「い
や、時期は今でもじゅうぶんいい時期ですがね」
。どうやら彼らはもっぱらシロオビヒメヒカゲ目
的でここのポイントを行ったりきたりしているらしい。われわれは時間的に余裕がないのでさら
に下るのみ。いよいよ暗い樹林内の道に入ろうかという辺りの熊笹の枯葉上にまぎれもないシロ
オビヒメヒカゲを見つける。オオイチモンジなんかに比べれば採集に苦労しないチョウなので、待
望のきわめて貴重な採集タイミングであるにもかかわらず、左手にクジャクチョウ幼虫のための
イラクサをもったまま右手 1 本でネットをかぶせこんでゲット。普通、ネットの先端を高くかか
げるとチョウも上の空間に移動し
て処理しやすいのだが、今のヒカ
ゲ君はネットと地面とに隙間でも
あろうものならサッと逃げてやろ
うという魂胆がみえみえの動きを
している。しかたなくイラクサの
束を近くに放置して珍チョウの回
収に専念する。ネットの中で動く姿をネット越しにビデオ撮影もして生の記録とする。阿寒湖畔や
金山ダムで採れた個体にくらべて白帯の幅が狭く、この辺りにしかいないというきわめて珍しい
亜種が採れて、ついに今回の豊平峡訪問の目的を達成する。
クロコノマチョウ Melanitis phedima oitensis
”黒い木の間蝶”という名で、雑木林の暗い林床を棲家とし、落葉の上に羽を閉じてとまっている
ときには、右図に示すように翅裏の模様が落葉と同化してしまって、そこにチョウがいるとは容易
に確認できない、そんな見事なカムフラージュ
を得意とするのがクロコノマチョウだ。筆者は
高知市で過ごした小学校時代に本種の標本に
「コノハチョウ」というラベルをつけて高知市
科学展に出品し、後に中学校進学でご指導を仰
ぐこととな
る審査委員
の故岡本盛
康先生に、クロコノマチョウの間違いだよとご指摘いただいた
思い出深いチョウである。幼虫はススキやジュズダマの葉を食
べて育つので、高砂市近郊でみかけても不思議ではないのだが、
通常市街地で見かけるチョウではない。ところが、2009 年 11
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月 21 日、テニスを終えて帰宅した玄関先ポーチ部にまぎれもない本種が羽を閉じた静止状態で出
迎えてくれたときは驚かされた。もともと南方系のチョウで、近年特に早春、加古川市志方町周辺
の雑木林内で越冬個体を見る機会が増えてはいるが、雑木林な
どが全くないこんな住宅地にいったいどういう経緯で現れた
のか。本種は雑木林内でも、驚かすとピョンピョンと跳ね飛ぶ
ようなランダム飛翔で数メートルも飛べばすぐに翅を閉じて、
あたりの落葉と同化して姿を見失う、そんな挙動が特徴的で、
一気に長距離飛翔をするようなチョウとは思えない。そのよう
な珍しい飛来記録なのに、玄関を通らねばカメラを持ちだせな
いわけで、結局じっと静止するチョウに近づいてそっと翅をつ
まんで捕獲することとなった。そして吹流しの中に取り込
み、底部に落葉をしいて室内で越冬できるかどうか観察を
続けたのだが、時々霧吹きで湿気をあたえ、その際には驚
いて羽ばたくなど元気を保っていたのに、室温が 4-6℃で
野外では零下となる寒波が数日継続した 12 月 21 日、吹流
しの下部につかまるように静止していたチョウが落葉のあ
いだに降りてじっとしており、場所を移しただけかと思っ
てよくみると、残念ながら息絶えていた。仕方なく標本に
したが、秋型の特徴である前翅のオレンジ紋が右前翅で色
薄く、羽化してからかなりあちこちと飛び過ごしてきた個体だと考えられる。6-8 月に発生する夏
型はこのオレンジ色の模様がなく一様に黒くてお世辞にもきれいだとはいえない。1960 年代、郷
里の高知市五台山の山腹：ススキの茂る山道沿いで、食痕のあるススキ株の葉裏周辺をよく調べる
と、グリーン一色のきれいな蛹をみつけることができたが、今でも発生を維持しているはず。
クロコノマチョウは、地球の温暖化によって北方へと分布をひろげているチョウでもある。
Oct. 27, 2016 和歌山に遠征
妻が暇任せに日和山へと入り込んだ際に足元から飛び出した
チョウがいたようで「このあたりにコノハチョウはいる？」と
聞いてくるので、クロコノマがいたのだなとわかる。確認をす
るべく暗い樹林の林床へと踏み込むと、いきなり 2-3 頭のクロ
コノマチョウが飛ぶ。そのなかの 1 個体の飛翔を追うと、すぐ
に林床に静止するが、よく見定めてから近づかないと静止位置
を見失ってしまう。
July 17, 2017 珍チョウが飛来
高砂市松波町の自宅周りはどちらかといえば都市の一部で、自然豊かな野生的環境ではない。
そのような自宅で水やりをしていた妻が「珍しいチョウがいる」と呼ぶので確認すると、なんと
夏型のクロコノマチョウ。
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南側庭の植物影で休息していたところにいきなり水を浴びせられ驚いて飛び出し、北側の駐車
場横へと移動したのだという。撮影のために近づきすぎて一度場所を変えるが、すぐそばに止ま

ってくれる。その後、数分も経たないうちに飛び立って行方を
見失ってしまったが、我が家へのクロコノマチョウの訪問は
2009 年 11 月に秋型が玄関のたたきに飛来休止して以来の珍事
で、住宅街裏手に部分的にススキ原があるとはいえ、果たして
ここで発生した個体なのかどうか、謎のまま。
ウスイロコノマチョウ Melanitis leda
ウスイロコノマチョウは兵庫県姫路市などで観察されているようだが、加古川や高砂には記録
がない。沖縄や八重山諸島には普通に分布をするチョウだといっても、活動時間帯が夕刻以降であ
るため、日中に出会う機会は多くない。
このチョウと初めて出会ったのは 1997 年 10 月 31 日、石垣島嵩田でサンダンカの花を訪れたツ
マベニチョウを追いかけた足元から飛び出した本種で、すぐにウスイロコノマチョウだと分かっ
たが、路傍のブッシュへともぐりこんだため、ハブが怖くてそれ以上の探索をあきらめたいきさつ
がある。その初採集となると、以下の紀行文に記述したように、まさに奇跡的タイミングで成し遂
げている。
Sep. 7, 1997：石垣島
刻々と夕闇がせまる中をどんどん街へと進むうち，再びウスイロコノマチョウと思われる黒い
蝶が歩道左端から車道側へと飛び出してくる．西の空はまさに夕日が沈む直前で，チョウの姿は動
くカゲとしか判別できない．ましてやその飛び方ときたらヒカゲ
チョウ属特有の全くのランダム飛翔．少ないとはいえ車がときお
りかなりのスピードで駆け抜けていく，そういう状況だが，この
チョウには触手が動く．黒い動きに向かってネットを一振すると，
またこれがみごとに捕獲できているからたまらない．わが動体視
力と運動神経の連携プレーにほくそえむ．さらに暗闇が濃くなっ
たというのに，瞬間わざに自信を得たこともあって，道路から入
った畑の奥にある大きなフクギの根元周辺で追飛するウスイロコノマにもチャレンジする．19 時
を回ったこんな時間帯にコウモリではなく活発に追飛するチョウを見るのは初めてである．そん
な闇の黒い動きにアタックしてさらに 2 頭の新鮮ウスイロコノマチョウをゲットできたが，今宵
の蝶採集体験は貴重な思い出となること間違いなし．
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Feb. 23,26, 2015：石垣島オモト林道
かつてミカドアゲハが蝶道を成して飛び交っていた公園裏
手も荒れ放題で、そこに踏み込むとウスイロコノマチョウが
驚いて飛び出し、ランダム飛翔のあとみつかるものかと落ち
葉の上に身を潜めるが、当方の慣れた観察眼は見逃さない。
翅の傷んだ個体で、ネットイン後に翅表のきれいな模様のみ
を記録して放してやる。非常によく似た近縁種のクロコノマ
チョウは、大きな目玉模様の中にある白点模様が、中央部から外側へと偏ることで区別できる。
ベニヒカゲ Erebia neriene niphonica; ssp. scoporia
郵便による蝶交換をしていた下諏訪市の津田進さんから、直接来ないかという誘いがあって、
1962 年 8 月、初めて単独での高知市から県外旅行をする。一日目は七島八島高原を案内してもら
う。スジボソヤマキチョウが多く、路傍の花々のどこにも群れ飛んでいる。一番うれしかったのが、
初めて目にするクジャクチョウで、歩道上の湿り気を求めて、まるできれいではない裏面の黒だけ
が目立つ体勢で、10 頭以上があちこちで夢中になって吸水している。
8 月 3 日、茅野駅前から八ヶ岳登山口までバスに乗り、そこから本格的な登り道へと進んでい
く。高知で 1400m の梶が森への登山が唯一の経験であるが信州八ヶ岳への登りで、どんなチョウ
に出会えるのだろうかという期待感いっぱいで急坂も苦にならない。途中の路面で日向ぼっこを
していたクジャクチョウが驚いて飛び立つのは、高知でいえばルリタテハでよくみる光景だ。津田
さんが雪解け水の流れ落ちるところでその冷たさを体験させてくれる。どれだけ時間を要したの
かの記憶が薄いが、やがてクロユリ平を経て中山峠をいくらか越えた場所で登山道を右に外れた
道なきダケカンバの林へと踏み込む。樹林帯を横切るように進むと、赤岳の斜面だと思われるかな
り傾斜のきつい明るい大草原に出る。あたりは一面花畑がひろがり、ベニヒカゲとクモマベニヒカ
ゲがまさに乱舞していた。
Aug. 28-29, 1977：新鹿沢温泉、湯の丸高原地蔵峠
湯の丸高原地蔵峠 11：50 着。霧が流れて涼しい。バスは小休止後、峠を下って温泉に向う。最
初のカーブのところにベニヒカゲの姿が見える。アザミの花にきているらしい。右手に見える谷筋
草原にもいくつか見る。しかし霧がいっそう深く、日差しはまったくなし。ベニヒカゲもその飛び
方が弱々しい。霧が少し残っているものの峠一帯に雨はなく、ときおり日差しも見られる。峠を新
鹿沢温泉側へと少しもどるともうベニヒカゲが姿をあらわす。新鮮個体を確かめて採る。クロヒカ
ゲ、ヒメキマダラヒカゲ、ミドリヒョウモンなども飛んでいるが、もっぱらアザミやアキノキリン
ソウに群がるベニヒカゲだけを追う。15 時
のバスまでひたすらベニヒカゲと戯れる。
雲が多くなると急にチョウの姿が減ってし
まうため 15：14 のバスに変更していま少し
ねばる。冬にはスキー場となるスロープに
も霧が立ち込めてくるが、あえてその中に
入り込むと羽を休めるベニヒカゲが見つか
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る。ここら一帯には黄斑型の♀が多い印象。個々の斑紋に微妙な違いがみられ、そういう視点でつ
いつい捕獲数が増えて、結局新鮮個体を 20 頭も採ってしまうが、汚損個体もふくめてあたりには
まだまだ多数頭のベニヒカゲが乱舞しており、乱獲採集にはあた
らないと自己弁護 （現在、ベニヒカゲは種指定の保護蝶となって
いて長野・群馬県では採集が禁止されている）。
Aug. 20, 1988：湯ノ丸高原
高校生の娘と妻の 3 人で何年振りかに訪れた湯ノ丸高原で、ア
キノキリンソウが咲く草地を飛び交うベニヒカゲをカメラで撮影。娘の撮影記録が右の画像だ。
Aug. 27, 2010：白馬黒稜平
リフト終点から遊歩道を進むと、発生ピークは過ぎたスレ個体のベニヒカゲが飛び交っており、
その忙しい飛翔を追いかけてビデオ撮影。飛翔中のベニヒカゲ撮影は、ファインダーが小さいた

め、しっかりと中央部に撮りこむのが難
しく、草むらのなかまで足を踏み込んで
追いかけ、走り回ったあげくの成果が右
端の 1 枚だけとはふがいない。
ベニヒカゲは産地ごとの変異が多い
チョウとして有名だが、蝶友の塩満さん
にいただいた北海道日高産は後翅に全
く紅紋がなく裏面もまるで表のようだ。
北海道では、実際にベニヒカゲに出会え
てはいない。
クモマベニヒカゲ Erebia ligea takanonis; rishirizana
Aug. 3, 1962：八ヶ岳中山峠
下諏訪に住んでいた故津田進さんに招待
をしていただいて、初めての県外単独一人
旅で信州チョウタイムを経験した。ほとん
どが図鑑では見ていても実物を見るのは初
めてというチョウが多く、あこがれのクジ
ャクチョウは生かして持ち帰って高知市の
自宅で家族に飛ばせて見せたりもした。七島八島では乱舞状態のスジボソヤマキチョウを楽しん
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だが、採集個体の中にヤマキチョウも混じっていて、どこで捕獲したのかはまったく記憶にな
い。
強烈に印象深いのが八ヶ岳の中山峠を越えた少し先で、どんどん先を歩く津田さんについて樹
林帯を抜けたとたんに目の前に開けた広大な崖上山腹の斜面お花畑で、ベニヒカゲとクモマベニ
ヒカゲがまさに乱舞状態。クモマベニヒカゲは裏面の白条紋がとてもきれいでいかにも高山チョ
ウの風格があり、意識して捕獲した記憶がある。
ヒメウラナミジャノメ Ypthima argus
ヒメウラナミジャノメは北海道から種子島まで広く分布し、幼虫がシバムギ、カモジグサ、チガ
ヤなどのイネ科植物で成育するきわめてありふれた普通種。
食草があたりにいくらでも生える雑草
なので近隣にいてもおかしくないのに高砂市松波町周辺ではみたことがない。5-6 月にちょっと
山地環境にでかければ必ずみることができ、
林縁の草地や道路上をヒョイヒョイという感じで飛ぶ。
タンポポやノバラなどの花の蜜を求める光景も普通に見られ、蜜を吸っている最中とか、普通に
葉っぱ上にとまっている
ときにも、数秒間隔では
ねを閉じたり開いたりし
て眼状紋を間歇的に見せ
る独特の動作がみられる
が、前に紹介したヒメジ
ャ ノ メ な ど ジャノメチョ
ウ属に多くみられる、鳥な
どの外敵を一瞬驚かすためとも考えられるしぐさである。翅の表裏ともに眼状紋が多く、学名：

Ypthima argus のargus はギリシャ神話にでてくる、ゼウス（Zeus）の妻ヘラ（Hera）に命じら
れてイオ（Io）を見張った百眼の巨人 Argus（アーガス）に由来する命名で、誰が見てもこの複数
の目玉模様が印象に残るチョウだ。写真に示したように、♀の前翅眼状紋のまわりにはうっすらと
グラディエーションがかかって、新鮮個体ではとても味わい深くきれい。
加古川にはヒメウラナミジャノメによく似た少し大型のウラナミジャノメという絶滅危惧Ⅱ
類選定の珍しいチョウがいる。ウラナミは文字通り羽の裏に波状模様があるからで、沖縄から八重
山諸島にかけて近縁種がリュウキュウウラナミジャノメ、マサキウラナミジャノメ、ヤエヤマウラ
ナミジャノメ（決して早口言葉ではありません！）と 3 種いる。ヒメウラナミジャノメはウラナミ
ジャノメよりやや小型なのでヒメ（姫）がつく。
ウラナミジャノメは後翅裏の目玉模様の数が通常3 個、
ときには写真のように4 個になる場合も
あるが、ヒメウ ラ ナ ミ ジ ャ ノ メより少なく、その紋 の 大 き さ や 並 び 方に 明 ら か な 違 い が
あ る の で 種 の 判 別は
容易。また、両 者 の 発 生
の 時 期が わ ず か に 異 な
り 、ウラナミジャノメが
発生する 6 月半ばには
ヒメウラナミジャノメの
多くが飛び古した汚損個
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体となる。ヒメウラナミジャノメの後翅裏面眼状紋の数は通常の 5 個から 6,7 個までとか、♀の後
翅表の紋が通常2 個なのに5,6 個になるものも見られるらしく、普通種だといって見過ごすことな
く、変異個体を探してみるという楽しみ方もある。
ウラナミジャノメ Ypthima multistriata niphonica
ウラナミジャノメについてはヒメウラナミジャノメの項で比較近縁種として記載したように、
絶滅の危機が増大している絶滅危惧Ⅱ種に指定されている。高砂市には生息していなく、近隣では
加古川のごく限られた何箇所かの狭い地域で、6 月半ば頃からみられる。日本全国でもその分布は
せまく、神奈川県小田原市が東限でどこの産地でも発生場所は局地的な傾向が強いといわれ、対
馬、壱岐、屋久島、種子島には生息が確認されているという。筆者は高知市でホシミスジが生息す
る地区で、ちょうど同じ発生時期にこのウラナミジャノメもいて目にしたことはあるが、昨 2008
年 6 月に初めて加古川の里山・ギフチョウ・ネット会員が中心となってヒメヒカゲの生息調査を実
施した際に、50 数年ぶりにこのウラナミジャノメにも出会えた。
近縁のヒメウラナミジャノメとは、翅の目玉模様の数が少ないのが明瞭な区別点で、通常後翅裏
面には 3 個の眼状紋がみられ（ヒメウラナミジャノメは 5-6 個）、2008 年には 4 個という個体も
みられた。同時に片方の翅の目玉模様が異常に流れた珍しい変異個体にも出会えた。雌雄は翅表の

眼状紋まわりに薄くグラディエーションがみられるのがで、♂の場合は全体が均一の鱗粉発色とな
るが、太陽光線の当たる角度によって虹色の反射光を感じることもできる。ヒメヒカゲと同様で、
足しげくフィールド通いを続けていると交尾シーンにも出会える。
ひとつ一つのチョウに著者による思い入れのタイトルが付されたユニークなエッセイ集である
師尾信著「蝶ウォッチング百選」という本の続編（晩聲社、2003、p.044）に”疎林に遊ぶ”ウラナ
ミジャノメという項があって、その中で「静岡県浜北市には後翅裏面の蛇の目紋が一つオマケにつ
いた 4 個のものが多い」という記述があり、地域によってそういった特定の遺伝子をもった群が
密度濃く生息している。こういう事実があるため、全く異なる地域で発生しているチョウをもって
きて異なる野外に放つ「放チョウ」という行為は遺伝子レベルでの撹乱がおきるのでやめよう、と
いう意見につながるわけだ。
ウラナミジャノメの幼虫の食草としてススキ、イヌビエなどのイネ科、カヤツリグサ科のショウ
ジョウスゲなどが確認されているが、加古川の発生地では何を食べて育つのかは長く種が確認で
きないままであった。ウラナミジャノメが好んで飛ぶ環境にはジャノメチョウ科の幼虫のエサと
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してよく利用されるササ・タケ類が多く、撮影記録ができた場所でもほとんどがササの葉っぱにと
まる個体で、これらササの葉っぱを食べればいいのに、とつい思ってしまったほど実にマッチして
見えた。幼虫の食草について高い関心をもって観察を続けるなか、 2010 年 4 月についに野外で
ショウジョウスゲを摂食中の幼虫を発見できた。ヒメヒカゲの発生地でその幼虫を探している過
程で偶然発見したもので、幼虫の頭部に細毛があるという点でヒメヒカゲの幼虫とは明瞭に区別
ができた。
本種は地域によっては第二化の発生が見られるが、加古川にでは唯一 2006 年 11 月 5 日の確実
な記録以降の観察例はない。飼育時にチガヤやエノコログサなどを与えると 9 月以降に第二化が
羽化することがあるが、加古川で自然状態での第二化発生が認められない理由はいぜん謎だとす
る考察を含めて「やどりが」（No.229, p.32-39, 2011）に論文発表をした。さらに 2015 年 5 月に、
上記しているケネザサも食草になっていることが分かって、やはり「月刊むし」に短報（No.536,
p.53-54 2015）として発表した。以下にブログとしてまとめたものを示す。
Apr. 3, 2010 ウラナミジャノメ幼虫、野外で発見
ウラナミジャノメの野外における幼虫をついに発見した。おそらくヒメカンスゲだと思われ
る、ヒメヒカゲの幼虫が
好む食草を夢中で摂食す
る幼虫を確認。実は、本
日の目的は、昨年に確認
していたヒメヒカゲ幼虫
の越冬明け状態をみるこ
とだったが、目的の場所
にヒメヒカゲ幼虫を確認
できず、昨日までの雨で
ぬかるむ草むらを少しだ
け範囲を広げてヒメヒカ
ゲ幼虫の探索を始めた、
その目に、緑濃いウラナ
ミジャノメ幼虫の姿が飛び込んできたというわけ。その後の調べで、この食草はヒメカンスゲで
はなくショウジョウスゲだと同定できた。
現在、ウラナミジャノメにツクシスズメノカタビラを与えて飼育中で、緑一色のなかに保護色
の幼虫を探すのが習慣となっており、今回の野外での発見は、こうした飼育下で幼虫に対する観
察眼を養っていたことが役立ったといって間違いはないだろう。それもちょうど食草の葉先を食
っている場面に出くわしたことがラッキーで、しばらくすると下の画像に示すように U ターンを
して草の根元に身を隠してしまうという野外でならの挙動がみられ、もしもこの段階であれば、
野外での幼虫発見はとても難しいことだろう。周辺環境の写真は中央の緑地帯が幼虫のいた場所
で、特に木陰があるわけではなく平坦な草むらの一部であることを伝えるために入れておいた。
兵庫県では唯一イネ科のメリケンカルカヤでの幼虫記録があり、昨年の幼虫調査ももっぱらイネ
科植物を中心に調査をした。一方、母蝶から採卵させて以降はエノコログサやスズメノカタビラ
など、あたりの雑草なら何でも食いそうな印象であった。今回、スゲ科植物で幼虫を発見できた
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ことは、ウラナミジャノメの食性が多岐にわたる可能性を示しているが、さらなる野外実態調査
が必要だ。
May 9, 2015 重要新知見：ケネザサを食う幼虫
蛹化準備で移動したはずの幼虫のその後が気になって、ヒメヒカゲの幼虫観察に再度フィール
ドへ。その幼虫の行方は結局わからないままだが、胸躍らせる新知見に遭遇！何と、ケネザサを
食っている幼虫が観察できたのだ。撮影時に近づきすぎて警戒されたのか、摂食活動を停止して
20 分以上動きを見せない。もしかしたらそのまま眠っている？クローズアップ撮影記録からは頭

部に細毛が多いのを観察できるが、ヒメヒカゲなのかウラナミジャノメなのかがすぐには判別で
きない。2010 年 4 月にショウジョウスゲを摂食中のウラナミジャノメ幼虫を観察して「やどり
が：No.229, pp.32-39, (2011)」に投稿しているが、ウラナミジャノメの幼虫がこの草原で何を食
べているのかが分かっていなかった頃、ケネザサを食っているのではないかと推定して探索した
こともあった。しかし、これまで、いずれかの幼虫がケネザサを食っている現場を発見したのは
今回が初めて。幸い、自宅にショウジョウスゲとケネザサ双方を植栽している鉢があるので、正
確な判定のためこの幼虫を持ち帰り飼育をしてみることにする。
May 10, 2015 ウラナミジャノメか？
フィールドから連れてきた幼虫の「ネコ顔」の撮影記
録をとると、その細毛の多い点でウラナミジャノメの可
能性が高いように思えるが、蛹化まで進まないと確信が
持てない。
May 17, 2015 やはりウラナミジャノメ
ケネザサを摂食していた幼虫は、推定通りウラナミジャノメであることが蛹化した段階で確実と

なった。脱皮蛹化の瞬間は見逃したが、早朝に蛹化したらしい。そろそろ蛹として安定しただろ
うとのぞいた 2 時間経過した時点でも、まだ緑が濃くてみずみずしさが残って見える。低い位置
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からの撮影で三脚が使えないため、位置をあげて撮影すると、光の当たり具合も変化して、蛹の
体や、翅脈が透けて見える映像記録となった。
なお、本種の卵はヒメヒカ
ゲが純白であるのに対し、美
しい青緑色をしている。野外
での自然卵はいまだに見た
ことがありませんが、母チョ
ウに産卵させた記録を示し
ておく。
June 17, 2019 ウラナミジャノメの自然状態での前蛹から羽化までを初記録
日本初と思われる自然状態でのウラナミジャノメの前蛹を May 17, 2019 に発見し、誰にも環
境を乱してほしくなかったため極秘に観察を続けて、自然状態での羽化の瞬間までを撮影記録で
きたので「月刊むし」に投稿。June 13, 2019 に受理との E-メール返信があり、月刊むし,
(584):33-35, 2019 に公表された内容の要約を記述する。
前蛹の発見場所は、昨年の 6 月に自然状態での産卵 1 個をみつけた周辺で、ヒメヒカゲの自然
状態での蛹をみつけた要領で、スゲ類の茂みを上からのぞくように探していった結果、緑色の前
蛹の一部が細い葉っぱからはみ出すように見えたという次第で、茂みの横からだと前蛹の姿を判

別するのが難しい。手前の草をかきわけて前蛹の全体像を記録
し翌日には蛹化を確認。6 月 1 日に翅部分が淡褐色へと変化し
て羽化の兆候がみられ、2 日にはさらに黒化色となっていよい
よ羽化間近とみなせた。これまで飼育した経験上、チョウの多
くが午前早い時間帯に羽化するとの推定で、6 月 3 日の午前 6
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時半に現地を訪問。腹節部の幅が広がってきた 8 時半頃からビデオ撮影 ON で待つこと 1 時間
10 分。9 時 42 分に羽化が始まり、ヒメヒカゲの羽化と同様、2 分も経たないうちに翅が伸び切
った。
実は、筆者自身二度目となるヒメヒカゲの自然状態での羽化の瞬間を 2017 年 6 月 3 日に撮影
記録していて、その時の羽化時刻は 10 時 50 分だったが、まったく同じ日付での羽化観察となっ
た。蛹化位置は羽化後にものさしをあてて約 10cm だと確認しているが、ウラナミジャノメもヒ
メヒカゲも蛹化位置が地上約 10cm という点で共通している理
由を考えてみると、高すぎると野鳥などの天敵に発見されやす
く、路面に近いとオサムシ類やトカゲなどに攻撃される可能性
が高くなると推定できる。ちなみにヒメカンアオアイの葉裏に
下垂するヒカゲチョウの蛹を見つけたことがあるが、やはり同
じように地上約 10cm の位置であったことを、投稿報文に記載
しておいた。
マサキウラナミジャノメ Ypthima masakii （準絶滅危惧）
翅裏の波状模様で特徴づけられるウラナミジャノメの仲間は、ヒメウラナミジャノメが種子島
よりも南の地域を除く日本全国に普通に見られ、その他の 4 種：ウラナミジャノメ、リュウキュウ
ウラナミジャノメ、マサキウラナミジャノメ、ヤエヤマウラナミジャノメはその産地分布が限られ
る。その中で、マサキウラナミジャノメは石垣島と西表島の固有種だが個体数は多く、両島におい
てはごく普通種となっている。
マサキウラナミジャノメとリュウキュウウラナミジャノメは裏面の波状白模様が色濃くてよく
似ているが、幸い、後者は沖縄本島より南には分布しなく、逆にマサキウラナミジャノメは石垣島
より北には産しないので、それぞれの同定を間違う心配はない。
筆者は 1993 年に初めて沖縄名護地区と石垣島を訪れたのだが、そのときに本種を目にした記憶
はなく、1995 年 11 月 3 日に西表島仲間川林道への入り口となる地点の路傍草むらで初の出会い
を果たしている。発生時期であれば、路傍のあちこちでその姿をみることができ、2007 年 11 月の
石垣島屋良部地区では、シロノセンダングサで吸蜜する新鮮個体のビデオ撮影を楽しめた。
以下、紀行文の関連記述を一部改変して転載。
Nov. 3, 1995：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．下手なハンドル操作を
すると自転車の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をブレーキ
駆使で進む．ますます林道らしくなってきた下り坂の両サイドで叢の間を縫うようにヒョイヒョ
イと飛び交うのは羽裏の白い縞模様がきれいなマサキウラナミジャノメ．
Sep. 18, 1999：例年になく気温の高い期間が長く雨も少なかったせいだろうか，大富林道深く入
り込んだ時点でもあいかわらずチョウの姿が少ない．それでも石垣島に多かったヤエヤマムラサ
キがここでも多く発生しており，竹富島とはちがって昨年と全く同じオオイワガネに若令幼虫の
群れが見つかる．マサキウラナミジャノメが路傍の叢をぬうように飛ぶ．スジグロカバマダラやツ
マムラサキマダラがあまりに少ない．
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Nov. 5, 2007：数百メートル上った屋良部林道沿いにハマセンダンの花があり、無数のチョウが求
蜜活動を展開している。ナミエシロチョウやヤエヤマカラスアゲハ、スジグロカバマダラ、ツマム
ラサキマダラ、アサギマダラ、リュウキュウアサギマダラ、オオゴマダラ、キチョウ、マサキウラ

ナミジャノメ、コウトウシロシタセセリなどが同定できる。ヤエヤマカラスアゲハはボロが多い。
路傍のシロノセンダングサなどいたるところに新鮮なマサキウラナミジャノメが飛び遊ぶ。
Oct. 28, 2018：屋良部林道林道
K さんの提案で屋良部林道へと移動し、昨日は奥までいかなかったアスファルト道路から分岐
する林道を進んでみる。10m も行かない路傍でマサキウラナミジャノメの 2 段階開翅動作が観察

記録でき、500ｍほど歩いた暗い林の高い位置に花が多いハマセンダンにはクロ系アゲハ、アオ
スジアゲハ、ミカドアゲハ、ツマムラサキマダラが乱舞状態だが、枝葉も入り組んでいて、採集
はもちろんビデオ撮影もままならない。
ヤエヤマウラナミジャノメ Ypthima yaeyamana

（準絶滅危惧）

ヤエヤマウラナミジャノメとの初の出会いは 1995 年 11 月、西表島の大富林道から仲間川を見
下ろす第一展望台へとつながる林内へと入り、くねくねと細い道をたどって下りる途中で、足元の
くさむらを飛び遊ぶ本種を採っている。路傍足元から林床にかけて、幼虫が食べるチジミグサの仲
間が見られたので、この周辺が発生地となっていたようだ。この道沿いにはツル性のヤマイモの仲
間も立ち木にからみついていて、産卵目的で訪れるコウトウシロシタセセリの♀と、その♀を追い
かける♂も観察している。1997 年には石垣島の於茂登岳登山道へと続く林道沿いで発生していた
が、台風によるがけ崩れがあって以降、個体数が激減したようだ。
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Nov. 3, 1995：西表島大富林道
自然観察路の案内板が立つ広場から細い下り道をたどって第一展望台まで降りてみる。途中の
林で滋賀の布藤さんがバンナ公園でねらっていたヤエヤマウラナミジャノメを採る。また、ヤマイ
モ科植物様の白い花をターゲットにすばしっこく飛翔するコウトウシロシタセセリもこの林で 2
頭採る。展
望台には
父親と幼
い女の子 2
人の家族
連れがい
て、ちょう
ど帰ろうとするところで入れ違う形となる。上の広場に止めてあった四輪駆動の家族だろう。女の
子達は「さようなら」を繰り返しつつ急坂の階段を登って帰って行く。展望台から仲間川を望む景
色は天然のジャングルが広大な緑のジュウタンのごとくに展開しており、それはすばらしいなが
めだ。タイミングよく観光船のエンジン音が上流から次第に下流へと消えていく。ここからさらに
下れば、もっと身近にジャングルの様子が体験できるかも知れないが、古見の部落と、さらに時間
が許すなら南風見田海岸の防風林近くにも行ってみたいので早々にひきあげる。
Sep. 21, 1997：石垣島オモト林道
広い三叉路を突っ切って登るとうっそうとした樹林のトンネルに入る。足元に花類はないがい
かにもヤエヤマムラサキがでてきてもよさそうな環境である。と、やはりいた。林の奥からクロア
ゲハが現われたその時、まさしくヤエヤマムラサキがひらりと飛び出して己のテリトリーへの進
入者であるクロアゲハを追い立てたのである。後翅縁の白条が特
徴的でヤエヤマムラサキだと分かり緊張する。追飛が終わって近
くの木の葉裏に逆さに静止したところをサッと下からすくうと
完全体のままで入る。前翅端に白紋を有し、わずかに前翅両縁に
紫の幻光がみられる新鮮♂だ。初めてヤエヤマムラサキの新鮮体
を捉えたうれしさに、しばらくは心臓の高鳴りがおさまらない。
結局ヤエヤマムラサキはこの 1 頭のみで、このあと踏み込んだ於
茂登岳への登山道でヤエヤマウラナミジャノメを 2 頭採ってオ
モト林道での採集を終え、長いアスファルト道路を下って公民館
のある広場に向かう。
Oct. 31, 2018：石垣島オモト林道
嵩田植物園の前から急坂をのぼり、その途上で新鮮なベニモンアゲハをみる。坂道を登り切った
ところで、道路から離れた深い草むらにリュウキュウアサギマダラ、スジグロカバマダラ、ツマム
ラサキマダラなどがシロノセンダングサに集まっていて、よくみればヒメアサギマダラも混じっ
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ている。昨日撮影できなかったシロオビヒカゲには会えないが、ヤエヤマウラナミジャノメの新鮮
個体が葉上で休んでいる姿や、交尾をしている場面にも出くわし、ルンルン気分でじっくりと撮影
記録をとる。この交尾中の♀は、
撮影時はまったく気づかなかっ
た前翅の眼状紋に小さな紋が付
加した異常型だったことがあと
になってわかる。
リュウキュウウラナミジャノメ Ypthima riukiuana （準絶滅危惧）
沖縄から八重山諸島に分布するウラナミジャノメの仲間は、リュウキュウウラナミジャノメ、マ
サキウラナミジャノメ、ヤエヤマウラナミジャノメの 3 種で、マサキウラナミジャノメは石垣島
と西表島の固有種だが個体数は多く、両島においてはごく普通種となっている。一方、リュウキュ
ウウラナミジャノメは裏面の波状白模様が色濃くてよく似ているが、沖縄本島より南には分布し
なく、逆にマサキウラナミジャノメは石垣島より北には産しないので、それぞれの同定を間違う心
配はない。
筆者は 1995 年に沖縄名護市伊豆味地区への二度目の訪問時、初めて本種に出会っているが、そ
のときには本種がのちに準絶滅危惧選定となる希少種であることには気づいていないし、ビデオ
カメラを携行していたのに撮影記録もとれていない。他のいくつかの種でも、筆者自身による撮影
記録がない場合、八重山の蝶に関してビデオ記録によるチョウの生態研究分野で偉大な功績を残
された、今は亡き金子實氏による撮影記録から、氏の了解を得て生きたチョウの姿を引用させてい
ただくことにしているが、以下に八重山蝶紀行から抜粋する。
Oct. 30, 1995：名護市伊豆味
『真紅のハイビスカスを訪れる伊豆味のツマベニチョウ』としてビデオ記録をしたいが，ツマベニ
チョウは次々と訪花位置を変えて活発な求蜜を繰り返すため映像チャンスがなかなかつかめない．
その群れの中から完全体のツマベニチョウ♂，同じく黒い模様の濃い♀を採る．南国ならではの白
化型美麗ナガサキアゲハの♀も完
全体であることをしっかり確認し
て捕獲する．舗装道路は勾配をあ
げながらカーブして峠に続く．途
中の薄暗い路傍でリュウキュウウ
ラナミジャノメが飛ぶ．このとき，
のちに準絶滅危惧選定種となる希少種であることには全く考えが及んでいない．峠の道路脇には
四国や関西にも見られるクサギの大木が花盛りで，ナガサキアゲハが複数頭熱心に蜜をあさって
いる．左手には造成途中という感じの赤土が多い広場があって，その林縁に咲くセンダングサには
ベニモンアゲハやリュウキュウアサギマダラが訪れており，広場の方のまばらな叢にはリュウキ
ュウミスジの雌雄が追飛を繰り返しながら戯れている．
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