キバネセセリ Buraya aquiline chrysaeglia
筆者が 1954 年に昆虫少年を始めた高知市五台山周辺や市街平地でキバネセセリには会えなく、
大豊郡梶が森まででかけ、海抜 7-800m の仏嶽寺周辺まで登って初めて見ることができる希少種
であり、今でも高知では山岳部でしか出会いないチョウに変わりはない。これは幼虫が成育する食
樹であるハリギリが山地性の植物であるためだと思われるが、そのハリギリの生育分布について
はよく知らない。2000 年の 7 月、北海道丸瀬布の林道でツル性植物の白い花に集まる本種の大乱
舞を体験したが、一般的に同一場所で多くの個体を観察できるような種ではなく、その撮影記録も
簡単には残せずにいた。
July 24, 2010：伊那市長谷
嬬恋で親類と別れて南アルプス村長谷へと走り、樹液に集ま
るオオムラサキを確認。この樹液のある場所はすぐ下に国道が
あって車が頻繁に行き交うがオオムラサキは悠々と樹液を楽し
んでおり、キバネセセリもきていた。
July 23, 20104：しらびそ峠
大鹿村地蔵峠経由で訪れたしらびそ峠から、左へとのびる最近ではほとんど人が入りこまない
と思われる瓦礫だらけの道を歩くと、左手山側は赤茶色の岩肌が目立つ険しい崖で、右側はいきな
り深い谷を形成する断崖絶壁で、行動には十分注意が必要な環境が続く。その山側斜面にはウツギ
の白い花が多く、ミドリヒョウモン、ウラギンヒョウモン、ギンボシヒョウモン、ウラギンスジヒ
ョウモン、オオウラギンスジヒョウモン、ミヤマカラスアゲハなどに混じって、本種も楽しげに蜜
を求めて飛び回っている光景が
展開している。崩れ落ちそうな斜
面に足をかけ、吸蜜中の♀個体に
できるだけ接近してビデオ撮影
をし、その静止画像をきりとって
初めて翅表の白紋列を確認できる。
次いで、大鹿村から分杭峠経由で諏訪湖へと向かう途上、路傍にブッドレアの紫色の花がびっし
りと咲く場所があって、くたびれたミヤマカラスアゲハに交じってキバネセセリも蜜を求めてい
たが撮影記録はとれず。
July 12, 2017：布礼別川林道
木陰となった部分が格好の湿地帯となっていて複数頭のキバネセセリがあちこちで吸水してい
る。最初の撮影対象は路面で夢中になって吸水中のコムラサ
キ。翅表のムラサキの輝きはときおり開翅して見せてくれる瞬
間にだけ観察できるが、北海道産は幻色が濃くてきれいだ。道
の真ん中に転がる獣糞ではシータテハやコチャバネセセリが
こちらも夢中になって吸汁している。圧倒的に個体数が多いキ
バネセセリはそこかしこで吸水しており、どこで発生している
のかその数の多さに驚く。
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オキナワビロードセセリ Hasora chromus
沖縄・八重山諸島には、アオバセセリを含めた大型のセセリチョウが、タイワンアオバセセリ、
オキナワビロードセセリ、テツイロビロードセセリ、バナナセセリの 5 種いるのだが、いずれも簡
単に出会えるチョウではない。このなかでアオバセセリの美しさとは程遠くて、なんでアオバなの
と言いたくなるタイワンアオバセセリはすでに記述している。テツイロビロードセセリは仲間川
林道でシロノセンダングサに吸蜜飛来した個体をみているが撮影記録はなく、沖縄・八重山諸島訪
問 16 回目の 10 月に、ようやくオキナワビロードセセリの画像記録が撮れた。
Sep. 20, 1997：西表島仲間川林道
午前中に一時を過ごした林道でしばらく粘ってみるが「竹盛旅館」に同宿している田中さんのい
われた通りでヤエヤマイチモンジの活動時刻は過ぎたらしい。ちょうど木陰のトゲのある厚手の
植物葉上に止まったクロセセリを Video で狙うもいい絵としては捉えられず。偶然にもオキナワ
ビロードセセリの産卵状況を目撃できてクロヨナという植物がマメ科といいながら結構な大木で
あることを知る。この木が陰を落とす地面すれすれにヒョイヒョイという感じで忙しく飛び回る
ヒカゲチョウをネットインすると、なんと後翅が傷んだシロオビヒカゲ。近くに竹薮がみられるこ
とで納得だが、蝶採集案内書に従って薮を叩いてみてもシロオビヒカゲは踊らず。ハブが恐いので
深入りはしない。
Oct. 27, 2004：沖縄百名
この場所ではルリウラナミシジミとトガリチャバネセセリをネットインしただけの成果に終わ
せーふぁー う た き

り、
「 斎 場 御嶽」までバスでの移動を考える。ただし、行きのバスの運ちゃんに乗り換えができる
と聞いてはいるが、バスの本数が
どのていどなのかはまったくわか
らない。元の車道坂道へと戻ると、
道路沿いのセンダングサの花でテ
ングチョウやオキナワビロードセ
セリが蜜を吸っているのでカメラ
で迫る。
テツイロビロードセセリ Hasora badra
テツイロビロードセセリという名前からはどんなチョウなのかすぐにはイメージができないが、
図鑑では実にしぶい色調だと分かる。沖縄・八重山諸島へと足を運ぶようになって、アオバセセリ
と同じていどのサイズのオキナワビロードセセリを目にし、テツイロビロードセセリにもぜひ会
ってみたいと思うようになっていた。図鑑によれば幼虫がマメ科のデリスという植物を食べると
あるが、そのデリスがまたどのような植物なのかよく調べもしないまま、西表島の白浜という場所
にはそのデリスがあって、本種も発生しているという情報は得ており、機会があれば注意してみよ
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うと頭の片隅にその思いはあった。そして、初の出会いは 1998 年の八重山諸島蝶探索旅行で訪れ
た西表島の、文献にある白浜地区ではなく、ずっと手前の白浜旧道であっさりと実現した。
Sep. 19, 1998：西表島白浜旧道
「蝶採集ガイド」の記載どおりに旧道を進む。沿道の草が刈り込まれたばかりで青臭い匂いがプン
プンしている中を徐々に山道へと入っていく。旧道は周辺に植物が適度に茂って日陰も多く、ツマ
ムラサキマダラが多い。新鮮な♂を捕まえてみると、標本写真のように青白色の斑点模様が発達し
ていて前翅楕円模様がマルバネルリマダラのそれに似た横条紋を形成する個体もいて、たくさん
いるからと見過ごすわけにはいかないことを知る。ヤエヤマイチモンジ♂が敏捷な飛翔で行き交
うが、ネットの届く範囲にとまろうとはしない。上の方でバイクの音がしたかと思うと、白いネッ
トをかついだ同好者がすでに探索中らしく、筆者に気づいたためなのかどうか、そのままＵターン
をして上側に引き返す。ここではセンダングサの花にきたテツイ
ロビロードセセリの新鮮体も採れてさすが白浜だとうれしくな
る。峠を越えると登りに比べてはるかに急な坂道が白浜へと下る。
やや勾配がゆるくなった長い下り坂途中に後翅が白いヤエヤマム
ラサキが路面で静止している。筆者の気配を感じて道路際のネッ
トがつかえない茂みに逃げ込む。仕方なく素手で捕まえると、今ま
でに見たことがない♀の後翅白条紋タイプである。羽の傷みがき
ついが三角紙に包み込む。最後の左カーブを下ると白浜の町に出るという場所で、再びテツイロビ
ロードセセリを採る。
追記：1998 年はビデオカメラも持参して、オオイワガネの葉裏で、孵化した幼虫の群れがみられ
るその葉にいぜんしがみついているヤエヤ
マムラサキの母蝶を記録しているのに、テツ
イロビロードセセリの記録を撮っていなく、
故金子實氏の記録を示しておくが、翅表にこ
のようなきれいな模様があることに初めて
気づくとは、なんというていたらく。
アオバセセリ Chaspes benjamini
アオバセセリは昆虫少年時代を過ごした郷里の高知市五台山で、ヤマビワを食樹とするスミナ
ガシと同じ場所で発生していて、スミナガシの幼虫探索の際に、葉っぱを巻いたなかにひそむ派手
な色調の幼虫を観察したことがある。高知市ではアオバセセリの成虫は、ネギボウズやグミの白い
花に吸蜜飛来する個体を目にできたが、次々と場所を変える吸蜜飛翔のために長い間まともな撮
影記録が撮れずにいた。
May 8, 2016：兵庫県宍粟市
ミヤマカラスアゲハが観察できる兵庫県中部山岳地帯の渓谷を訪問。渓流沿いにミツバウツギ
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の白い花が咲き誇るところに、頻度高く蜜を求めてやってくるミヤマカラスアゲハやカラスアゲ
ハなどの大きなチョウに混じって、小さなチョウがすばしっこく飛び交う。それを目で追うと、時
折後翅端のオレンジ色がはっきりと認識でき、アオバセセリだとわかる。その吸蜜行動は忙しいの

ひとことで、次から次へと場所を変え、しかもその転飛のスピードがのどかに舞うように飛ぶアゲ
ハ類と違ってあまりに速い。そのアオバセセリの飛翔をビデオカメラで追いかけて、なんとか記録
できた画像はいずれも似たような構図ばかり。
May 22, 2017：兵庫県宍粟市
2016 年の 5 月に訪れた渓谷沿いはミツバツツジがまだ開花していなく、アゲハ類もアオバセセ
リもまったく姿を見せない。仕方なく、さらに山奥のタニウツギが咲く渓谷へと足をのばすと、オ
ナガアゲハ、クロアゲハ、カラスアゲハ、ミヤマカラスアゲ
ハが次々と蜜を求めてやってくる格好のポイントがあり、
時折ミヤマチャバネセセリも現れるがタニウツギでの吸蜜
時間はきわめて短い。そななか、ようやく姿をみせたアオバ
セセリだったが、このチョウはミヤマチャバネセセリより
もさらに滞在時間が短く、ビデオ撮影がかろうじて間に合
うほどのタイミングで飛び去ってしまう。アオバセセリは
やはりタニウツギよりは、ミツバウツギのような白い花での吸蜜がよく似合うチョウだ。
タイワンアオバセセリ Badamia exclamationis
Dec. 4, 2012 石垣島川平
人工開発の手がどんどん伸びて、川平の自然破壊が進んでいるのが出入りするダンプカーの動
きで明らかで悲しい気持ちになるが、幸い、あたり一面多くのチョウが乱舞する休耕地を見つけ
る。関西が真冬であることを忘れて大汗をかきながら走り回る。
右図は、石垣島川平で記録したものだが、すごいスピード
で飛び交うけれども、体が大きいだけあって、遠くからでも
「いるな」とくらいには判別でき、すぐに花の蜜を吸う姿勢
をとってくれるので、撮影は容易である。それにしても、ここ
まで大きな目をしたチョウは少なく、
「撮影だけだろうな」と
当方の動きににらみを利かせているように見える。
幼虫時代にはキントラノオ科のコウシュンカズラを主な食
草とするそうだが、ジュースの原料として栽培されるアセロ
ラも食草となっており、近年、一般家庭でも園芸栽培する人が増えるのに合わせて分布を広げてい
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るようだ.
Oct. 27, 2012：屋良部林道
林道沿いにカラスザンショウとハマセンダンの花が咲く場所では、アオスジアゲハ、ミカドアゲ
ハ、ヤエヤマカラスアゲハ、クロアゲハが群れて吸蜜している
が、多くがどこかを破損した個体だ。裏面の鱗粉が薄れたタイ
ワンアオバセセリやコウトウシロシタセセリもやってくる。
コウトウシロシタセセリはすぐに翅を全開状態でペタリと広
げてくれるので撮影のしがいがあるが、タイワンアオバセセ
リに申し訳ないが、薄汚い蛾の仲間だとしかみえない。
コウトウシロシタセセリ Tagiadea trebellius martinus
Oct. 30, 2003：西表島
帰路，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．
Oct. 31, 1997：石垣島オモト林道
前日確認した 7:00 発のオモト行きバスに乗る。7:35 に終点の公民館前に着くまで乗客は皆無。
石垣への帰りの過程で通学の生徒を拾うための早朝便なのだそうだ。天気はべたぐもり。もっとも
いやなのは強風が継続的に吹き荒れていること。雲が厚く天気がよくなる気配のない状況下オモ
ト林道へと登る。9 月にヤエヤマムラサキがいた樹林にはルリウラナミシジミが翅表のルリ色を輝
かせて敏捷に飛び回っており，しばらくここで時を過ごす。時折ジェット機のようにコウトウシロ
シタセセリが後翅のきれいな白紋の軌跡を樹陰内に描く。
Sep. 28, 2005：石垣島オモト林道
昨年 9 月 18 日にミカドアゲハの集団吸水を楽しんだ新設
の公園内を今年もミカドアゲハが飛び交ってはいるが、集
団吸水を形成するような適度の湿地帯はどこにもない。と
きおり大きなツマベニチョウが高い位置を飛ぶ。1990 年代
後半まで、ヤエヤマイチモンジやヤエヤマカラスアゲハが
多かった峠越え部分は、アスファルト道路となって以降そ
の姿が激減した印象だ。ヒカゲヘゴの葉っぱ上で日向ぼっ
こを始めたコウトウシロシタセセリにそっと近づいてカメ
ラ撮影をする。人の気配に敏感なチョウなのでもっと迫りたいのをがまんし、適当な距離でフォー
カスを合わせてシャッターを切る。
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Oct. 27, 2012：屋良部林道
林道沿いにカラスザンショウとハマセンダンの花が咲く場所では、アオスジアゲハ、ミカドアゲ
ハ、ヤエヤマカラスアゲハ、クロアゲハが群れて吸蜜してい
るが、多くがどこかを破損した個体だ。裏面の鱗粉が薄れた
タイワンアオバセセリやコウトウシロシタセセリもやって
くる。コウトウシロシタセセリはすぐに翅を全開状態でペタ
リと広げてくれるので撮影のしがいがある。
ダイミョウセセリ Daimio tethys
学名も含めて大名とは、またずいぶんりっぱな名前をつけてもらったものだが、その由来はよく
分かっていない。日本産チョウの学名や和名に関してその由来を考察した、今井彰著「帝揚羽蝶 命
名譚」（草思社、1996）という面白い本があるが、学名 Daimio tethys の属名 Daimio は 18711888 年の間、日本でチョウを採集したヘンリー・プライヤー（H.Preyer）から標本を提供しても
らった「日本産蝶類目録」
（1876）中の 8 種にその名をとどめているマーレー（R.P.Murray）とい
うイギリスの牧師が命名したとのこと。この時期、すでに日本に大名は存在していなく、なぜ

Daimio と命名されたのかは謎のままというわけ。筆者が 1954 年に昆虫少年を始めた高知市五台
山にこのダイミョウセセリはいなく、自転車を駆って高知市郊外にまで行動範囲を広げた中学生
以降になって、小高坂山や円行寺という当時のチョウの多産地で初めて目にしているはずだが、正
確な記録はない。円行寺は蛇紋岩地帯で、少なくとも 1960 年代まではチャマダラセセリが春、夏
と 2 度安定して発生していたところだが、今は絶滅している。
July 22, 2014：恵那市
セセリチョウ科のほとんどは、花蜜を求める際や植物葉上などに静止休息する場合、4 枚の羽を
硬く閉じるか、あるいは広げるときは、前翅が斜め 45 度くらいで後翅はそれよりやや深い斜め角
度に広げた、セセリチョウ科独特の体勢をとるが、このダイミョウセセリはみごとに水平に羽を広
げて見せてくれる。中央画像のヤマイモの一種にこだわるような挙動をする本種は産卵目的の♀の
ように見えるが、後翅の白紋が明瞭ではない関東型といってもいいタイプ。東海地区はちょうど関
西型との中間に位置するわけで、後翅白紋の発現度が微妙。その翅表には黒地に白い斑点模様があ
るのだが、地域によって後翅の白紋がまったく消えてしまうという実に興味のある 2 型をもつチ
ョウでもある。その違いは福井県中部と三重県中部を境界として、東側で白紋が消失する。下に実
際の映像記録を示そう。
左端は糸魚川市内のイタドリの花で朝 7 時半頃に求蜜中、中央が恵那市、右端は兵庫県神鍋高
原で撮影記録したものである。

このチョウは、会いたいから何時どこへ行こう、といって確実に出会えるような種ではなく、か
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といってめったに会えないというような希少種でもない。この HP の「チョウとの出会い」になか
なか登場させることができなかったのは、上の、両タイプの撮影記録がそろうのを待っていたとい
うのが真相。
幼虫がヤマイモ類の葉をたべるので、ヤマイモが多く自生するような山道沿いなどでみること
ができる。神鍋高原の個体をみた周辺道路沿いにはヤマイモがたくさん自生していて、食痕らしき
穴のあいた葉っぱもみられたが、幼虫の姿は確認できなかった。そして、この個体はそのヤマイモ
のある場所に固執しているような飛翔行動を示し、撮影時に近寄りすぎると飛びたって、ときには
葉裏に身を隠すがその位置は数メートルも離れていなく、そのときも羽を広げて止まる。葉裏では
撮影しづらいので驚かせて再度飛び立たせると、すぐ近くの葉っぱ上で翅表全開姿勢をとってく
れるなど、しばらく撮影モデルをつとめてくれた。
チャマダラセセリ Pyrgus maculatus （絶滅危惧ⅠB 類）
セセリチョウの仲間で絶滅危惧種に選定されている希少種は、北海道特産種であるヒメチャマ
ダラセセリ、北海道、本州（東北・関東・中部）、四国に分布し近畿と九州とには生息しないチャ
マダラセセリ、本州と対馬にしか生息しないホシチャバネセセリ、本州の特産種であるアカセセ
リ、そして石垣島と西表島の特産種であるアサヒナキマダラセセリの 5 種がある。
筆者の郷里である高知市では、円行寺という自宅から自転車で 1 時間以上を要して通えるチョ
ウの宝庫があって、そこの畑地周辺で、少なくとも 1956－1962 年にはチャマダラセセリを春型と
夏型の、年に二度は観察することができた。残念ながら、当時写真撮影記録をとるなどという習慣
はなく、他のセセリチョウ科のチョウと同様に本属を標本とすることにあまり熱心ではなくて採
集の対象ではなかった。ただ、中学校時代に始めた「高知市に生息するチョウの生活史研究」とい
うテーマでの自然観察記録だけはまめにノートしていて、上記春型、夏型の二つの発生のピークが
あることはその記録から判断できる。
高知県外での生活が主となって、たまに帰省した 2000 年の 8 月、数少ないチョウの宝庫であっ
たこの円行寺一帯に人工的な開発の手が入り，ダンプカーが土煙を巻き上げながら行き交う光景
が展開していて激しくショックを受けたものだ。希少種であったチャマダラセセリをはじめ、多く
のチョウの発生地が破壊しつくされてしまったのだ。低地でオオムラサキと出会うことができた
唯一の場所でもあった。チャマダラセセリが完全に絶滅したと考えられる今になって、せめて標本
を残しておくべきだったと悔やんでいる。
ミヤマセセリ Erynnis montana rusticanus
例年、ギフチョウとの出会いを求めて早春の加古川里山の雑木林へと踏み込むと、林床を黒い小
型のチョウがあちこちで飛び交うのが目に入る。ミヤマセセリだ。忙しく飛び回るのは♂の場合が
多く、いわゆる探雌飛翔である。飛び疲れてなのかどうかは分からないが、いずれ適当な陽だまり
にとまって翅表全開で日光浴を始めるので、その場所を予測して接近して撮影する。人の気配には
かなり敏感で、左右の動きをしないように気をつけてまっすぐにゆっくりと近づくのが鉄則だ。
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ミヤマセセリの幼虫はコナラやクヌギの葉っぱを食べて育つ。ギフチョウが舞う雑木林はコナ
ラが多く格好の発生地となっているようで、通常、一地域に多くのミヤマセセリを見ることは珍し
いといわれるが、加古川の里山一帯には多産している。写真は前翅の白い模様が大きく、これは♀
の特徴である。白水博士の日本産標準蝶類図鑑には、休息時に蛾のなかまがするような前翅を屋根

型にたたむ他のチョウにはみられない面白い習性がある、との記載があるが、飛車そういう光景に
出会ったことがない。
チョウが趣味だといえば必ず聞かれるのが「チョウとガとはどこが違うのか」という問いだが、
正解はいずれも鱗翅目として包括され分類学的には区別できない。事実、フランスではパピヨン、
ドイツではシュメッテルリンクという総称で両者を区別していない。それでも感覚的に明らかに
違いがあるようにも思えるわけで、蝶ではアンテナが棒状だが蛾では毛状、蝶は昼間活動するが蛾
は夜、蝶は翅を閉じてとまるが蛾は開く等々、なるほどと思える差異を列挙できるが、これらすべ
てに例外があり決定的な差はつけられない。では、日本で普通に区別するチョウとガとでどちらが
より進化していると思うだろうか？
常識的には人間の生活リズムに近いチョウだと答える人が多いだろうが、実はガの方が生物学
的に進化しているというのが正しい。分かりやすい話をすれば、ほとんどのチョウは蛹となるとき
体がむきだしだがガでは多くが繭をつくってその中で蛹となり、防御という点であきらかにガの
方が進化しているわけだ。セセリチョウの仲間はチョウのなかでは一番ガに近く、それだけ進化し
ているグループだといえる。からだは小さいけれども相対的に太い胴体にジェット機のようなス
マートに尖った羽をもつものが多く、すごいスピードで飛ぶことができる
。
ギンイチモンジセセリ Leptalina unicolor （準絶滅危惧）
ギンイチモンジセセリとの初の出会いは、飼い猫 2 頭を連れて大河内町から徒歩で登った兵庫
県砥峰高原の草地で、ウスイロヒョウモンモドキとともに予期しない出会いを果たしているが、撮
影記録がとれていない。この草原の一角にあった湿地にはヒメヒカゲもいて、ウスイロヒョウモン
モドキとともにこの地での絶滅が明らかとなった時点で、当時の採集個体標本を三田の「人と自然
博物館」に寄贈した。
July 6, 2008：兵庫県ハチ高原
二度目の出会いは、ウスイロヒョウモンの保護団体が主催する
「チョウ観察会」に参加した際に、ウスイロヒョウモンモドキと
ともに、高丸山の山頂部草地でアザミの花を訪れた個体に遭遇
し、初めて撮影記録を撮れた。
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この個体はすぐに草むら奥へと飛び逃げたが、なんとか見失う
ことなく落ち着いたところの記録も撮ったが、周りの草のせいで
フォーカスが甘くなってしまった。
Aug. 2, 2015：岡山の高原草地
三度目の出会いは、ゴマシジミを撮影に行こうとの蝶友の誘いで訪れた、岡山の高原草むらから
少し離れた、キセルアザミなどもあっていかにもヒョウモンモドキが発生していた時期もあるの
ではないかと思わせる湿地帯で、ひっそりと静止している本種に
出会う。発生からいくらか時が過ぎているのだろう、すでに新鮮
度が低いが、おのように思いもしないチョウに出会うとうれしく
なる。
北海道、本州、四国、九州と分布は広いが、その生息地は局地
的だとされる。幼虫の食草は多くのセセリチョウの仲間と同じく
イネ科のススキ、チガヤ、ヨシ、アブラススキなど食性は広いようで、知人が公開しているブログ
記事などを見れば、兵庫県では河川敷などにも発生地があるようだが、筆者はまだそのような場所
を知らない。
カラフトタカネキマダラセセリ Carterocephalus silvicola
July 6, 1999 摩周湖
この日宿泊予定の阿寒湖畔を左にやり過ごして 241 号線を摩周湖へと進む。すでに使い慣れた
カーナビの指示にしたがって、ゆったりとした起伏を伴うせいで次々と発生する『逃げ水』がき
れいな長い直線道路を進む。やがてカーブが増え次第に高度をあげて、摩周湖第一展望台に着
く。ここは駐車が有料である。
天候は快晴。かけらの霧もない
濃いブルーの湖面が神秘的に美
しい。観光バスが次々と到着し
その都度展望台で記念撮影の団
塊が入れ替わる。その合間をぬ
って Video 撮影や、景色を楽し
むひとときを過ごし、蝶採集案
内書から期待できるカラフトタカネキマダラセセリを求めて第三展望台に移動。まずは新たな角
度での眺望を楽しみ、そのあと、周辺の叢に目をこらす。斜面にチシマフウロのうすムラサキの
花が咲いていて、この花にセセリチョウがきている。近づいてよく注意すると黄色が濃いカラフ
トタカネが混じっている。やや
新鮮度がおちるが羽に汚損がな
いのでネットイン。よく観察し
ていると、チシマフウロの吸蜜
に訪れた際、花びらにとまった
とたんに自身の重みで花びらが
ヒラリと外れて落ちる場合があ
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り、あわてて場所を移すというヒョウキンな様が二三度見受けられた。残念ながら Video を準備
していなく映像記録はない。翅表と裏面の差がわずかであることをアルバム標本として示す。
July 12, 2000 石北峠
翌年の 2000 年 7 月、石北峠の山側斜面にルピナスなどの
花畑があって、休憩タイム中にシロオビヒメヒカゲとカラフ
トタカネキマダラセセリを採集している。石北峠産の個体は
図示したように 1999 年の摩周湖第三展望台産にくらべ
て一回り小さい。前翅前縁の長さを実測すると、
14mm/12mm で、わずか 2mm の差であっても全体とし
てはずいぶん小さく、両者を並べてアルバム標本にする
とその違いがよく分かる。
ホソバセセリ Isoteinon lamprospilus
ホソバセセリとは高知五台山の山腹でクロコノマチョウの蛹探索中に初の出会いを果たしてい
るが、なんとその 2 日後の夜間に自宅の蛍光灯のあかりめがけて部屋へと飛び込んできたチョウ
としても忘れることのできない種だ。その後も夜間に家に飛び込んできたチョウは経験がない。
「高知市五台山の蝶」として確実な記録のある種について文書をまとめてあるが、ホソバセセリに
ついては以下のような記載をしている。
29．Isoteinon lamprospilus (C.Felder & R.Felder,1862）ホソバセセリ
【初見】July 5,1959【終見】July 15,1959
【食草】ススキ
【生態】局地的に極めて短期間の発生をみる．現在確認できている産地は独鈷水と鹿の段，及び唐
谷地区だが，観察者の行動範囲に依存しているだけで実際はもっと広く分布している可能性があ
る．クロコノマチョウの場合とは異なり，やや明るい道路脇のススキの食痕に注目すれば，幼虫や
蛹の発見は難しくない．夜間，蛍光燈への飛来例あり（July 7,1959）．
郷里の五台山ではススキの葉を筒状に綴った幼虫から蛹までの巣を野外で比較的容易に発見し
ており、そのきっかけは同じく幼虫がススキの葉を食べるクロコノマチョウの幼虫や蛹を探して
いる過程で、葉っぱに特徴的な巣をつくるホソバセセリにも気づいたという次第。
セセリチョウの仲間はキマダラセセリの項でも触れたように、とにかく動きがすばしっこく、ネ
ットインしようものならそのネットの中で強い筋力で羽をおもいっきりばたつかせるため、きれ
いな鱗粉がはがれるとか、背中部分に密生する（そろっていればきれいでとても見栄えがする）毛
も取れやすくてみっともない照りの出たハゲ状態となるなど、とにかくセセリチョウの仲間は標
本とするのにはとても手を焼く種なのだ。したがって筆者はセセリチョウの仲間にかぎっては標
本とした種がきわめて少ない。さいわい最近では性能のいいデジカメやハイビジョンビデオカメ
ラを駆使できるようになったことで、あらためてセセリチョウにも強い関心を寄せ始めている。
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2008 年から絶滅危惧Ⅰ類指定のヒメヒカゲの保全活動に打ち込むようになって、その過程でセ
セリチョウの挙動にも気をつけているのだが、昨年からホソバセセリにも出会う機会が増えてき
た。翅表の白紋が黒地にくっきりと映え、裏面も他のセセリチョウにはない独特のめりはりのある
きれいな模様で、カメ
ラのターゲットとして
はなかなかいいチョウ
だ。人の気配に敏感な
セセリチョウの中で
は、いったん飛び去ら
れても比較的せまい領
域にとどまって近くの
草葉にとまってくれる
習性がありがたい。
ホシチャバネセセリ Aeromachus inachus （絶滅危惧ⅠB 類）
セセリチョウの仲間で絶滅危惧種に選定されている希少種は、北海道特産種であるヒメチャマ
ダラセセリ、北海道、本州（東北・関東・中部）、四国に分布し近畿と九州とには生息しないチャ
マダラセセリ、本州と対馬にしか生息しないホシチャバネセセリ、本州の特産種であるアカセセ
リ、そして石垣島と西表島の特産種であるアサヒナキマダラセセリの 5 種がある。
ホシチャバネセセリに関しては、プロ級のカメラ撮影技術をもつ友人が信州などのどこかで本
種の撮影に成功していて、兵庫県の限られた生息地でも撮影していることは知っていたのだが、そ
こがどこだと教えてもらってまで出向く考えはなく、北海道のヒメチャマダラセセリ同様、おそら
く一度も目にすることはかなわないチョウだと決めつけていた。
ところが、2013 年 7 月、思わぬタイミングで生きた本種に出会うことができ、貴重な撮影記録
もとることができた。そして、その場所はどうやら友人が本種を撮影したところそのものだと聞か

され、本種に出会えるなどとはまったく考えもしないチョウ探索行動の過程で偶然目の前に現れ
てくれた本種にただただ感謝するばかり。同行した他の友人二人も、よくぞこのような小さなチョ
ウに気づいてくれたと筆者による本種の発見を喜び、みんなして撮影に夢中となったひと時であ
った。

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

11/25

クロセセリ Notocrypta curvifascia
Sep. 20, 1997：西表島仲間川林道
午前中に一時を過ごした林道でしばらく粘ってみるが，T さんのいわれた通りでヤエイチの活
動時刻は過ぎたらしい．ちょうど木陰のトゲのある厚手の植物葉上に止まったクロセセリを Video
で狙うも映像としては記録できず．偶然にもオキナワビロードセセリの産卵状況を目撃できてク
ロヨナという植物がマメ科といいながら結構な大木であることを知る．この木が陰を落とす地面
すれすれにヒョイヒョイという感じで忙しく飛び回るヒカゲチョウをネットインすると，なんと
後翅が大きく欠損したシロオビヒカゲ．そういえば近くに竹薮がみられ納得．蝶採集案内書に従っ
て薮を叩いてみるがシロオビヒカゲは踊らず．
Nov. 3, 2003：与那国島 2 日目
幸い 2 日目も好天気．飛行機の時間までせいいっぱいのチョウタイムを楽しまねば，と朝食を
さっさと済ませて，アギンダへ．昨日の活動で勝手がわかった場所だけに各人各様にネットを片手
に目をこらす．以前にくらべて栽培園の管理がおろそかになっている気配が濃く，道路沿いにはス
スキの類がはびこっている．そのせいかクロセセリの静止する姿が目に入り，デジカメで撮影を試
みるが，よくばって接写距離を縮めていいアングルを選んでいるうちに飛び去られる．
Sep, 19, 2004：石垣島オモト林道
於茂登山麓のシロウラナミシジミを最後のチョウタイムとする目的で於茂登トンネル経由のル
ートをとりシロウラナミシジミの観察場所へと進む．MK さんからまだあまり蝶屋には知られて
いないと教えていただいたポイントのはずだが，オモト林道で出
会った同好者が先にきていて 2,3 人が白いネットをゆらしている．
KT さんを誘って，昨年ウコンの花を見せてあげた場所に行って
みるとそこはすっかり荒れ地と化している．足元の草葉上にとま
っているクロセセリに気づき KT さんにネットインを勧めるも，
まわりの草がじゃまをして逃がしてしまう．
Sep. 20, 2004：石垣島オモト林道
シロウラナミシジミがいる可能性の高い畑と道路との境界部分
に入り込んでブッシュを叩いて回ることにする．背の高い男性は
「畑には絶対に入らないほうがいいよ」と忠告してくれるが，あく
まで畑の中ではなく林縁を歩くだけだからと観察を続ける．KT さ
んもついてきていつの間にかクロセセリをネットインし，これは
何，と見せにくる．
「きのうとり逃がしたクロセセリじゃないか．完
璧な新鮮個体だよ．やったね」とやりとりしていると，・・・・
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Apr. 26, 2017：沖縄八重岳
TV の天気予報は朝から雨で、12 時頃に曇り空のタイミングがあってまたすぐに雨だという。実
際、目覚めた 6 時頃にはもう降っていたが、朝食を終えた 8 時頃には雨が止む。それでも晴れ間
がないなか、どこに行けばいいのか。最も近い八重岳ではコノハ
チョウがいた場所でなにか出会いがありそうな予感があり、着い
た時点ではアザミを訪れたシロオビアゲハをみるだけだったが、
カメラ片手に歩く遠方ガードレールの支柱上面に何かがいる。こ
れまで何度か静止状態を目にしながらすぐに飛び去られて画像
記録が残せていないクロセセリだ。左後翅が少し傷んでいる。接

近しすぎるとあっというまに飛び立ち、めまぐるしい飛翔で路傍の草地を飛び回るが、じっと待っ
ていると斜面のシダ類の葉上で休み始める。あいかわらず多いイシガケチョウがあちこちで追飛
翔を繰り返すが、コノハチョウは姿をみせず。昨日も見たリュウキュウヒメジャノメはこの日も多
く、ただおとなしいチョウだと思っていたが、シロオビアゲハがそばを飛ぶととびかかる光景も目
にする。クロセセリがいたわけは、路傍にゲットーが多いことで納得がいく。と、再び素早く飛ぶ
クロセセリが目に入り、やがて小さなカタツムリとのツーショット。これは先ほどの左後翅が破損
した個体ではなく、新鮮で、先ほどの個体同様に草葉上へと転飛して V 字開翅姿勢でモデルとな
ってくれる。雨が来ないうちにここよりは多くのチョウとの出会いが期待できる伊豆味地区へと
移動。その伊豆味でもクロセセリに出会うことができる。
オオシロモンセセリ Udaspes folus
チョウを主とした昆虫採集を始めた少年時代は、目にするどのチョウも新鮮でことさらベニシ
ジミを捕まえたときには、このような美しいチョウが身近にいることに驚き、ミョウガ畑に入り込
んでネットインしたサトキマダラヒカゲの目玉模様や裏面の複雑なデザインに自然が示してくれ
る芸術性に度肝を抜かれた。昆虫図鑑を手元に眺めるようになると、色がきれいで精悍なタテハチ
ョウ科のチョウに特に惹かれるようになり、セセリチョウの仲間ではアオバセセリ以外にはあま
りに地味なチョウが多く目もくれなくなっていた。ところが、与那国島で出会ったチョウ愛好家の
塩満さんが注力する種がシジミチョウ科とセセリチョウ科で、石垣島での主狙いがオオシロモン
セセリだと聞いて以来、オオシロモンセセリとはどんなチョウだろうかとがぜん興味がわいた。
1996 年にそれらしき飛翔個体を目にしたが、何も証拠記録を残せず、2017 年の 4 月になって初
めて沖縄の伊豆味で本種の撮影に成功したが、翅表などの記録は簡単には撮らせてくれていない。
Oct. 14, 1996：石垣島
車を止めた右奥の畑地沿いにセンダングサが花をつけている。塩満さんは直ちにアスファルト本
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道路沿いを探索しはじめたが、筆者は畑地に踏み込んでみる。いきなり中型で後翅の白紋が明らか
なセセリチョウがブッシュ沿いに跳ねるように低い高度で飛び出てそのまま前方へと姿を消す。
畑地の行き止まりまで探したが結局見つからず。西表島で採ったコウトウシロシタセセリとは明
らかに違うあの白紋はオオシロモンセセリに違いない。塩満さんに話すもすでに後の祭り。
Apr. 26, 2017：沖縄伊豆味
雨が来ないうちに多くのチョウとの出会いが期待でき
る伊豆味地区へと移動。幸いにも青空も見える状況とな
り、車を止めた広場のすぐそばでいきなりアオタテハモ
ドキのメス個体をみる。シロノセンダングサが多く茂る
一角では、アオタテハモドキのオスや、モンキアゲハが小
さな青紫の花で蜜を求め、木陰となった路傍のシロノセ
ンダングサに、筆者にとっては初記録となるオオシロモ
ンセセリがやってくる。新鮮度の低い夏型のタテハモドキや、緑色の輝きが美しいナナホシオオキ
ンカメムシもみられる。アオタテハモドキの新鮮オス個体や、翅の傷みがあわれなタテハモドキが
シロノセンダングサの花蜜を楽しみ、イシガケチョウが吸蜜するシーンもみる。
クロボシセセリ Suastus gremius
シュロチクやフェニックスなどのヤシ科植物で生育するというクロボシセセリは 1973 年 6 月
に石垣島で発見されたのが最初だそうだ。最近では八重山諸島のどこでも目にする普通種で、1993
年の石垣島初訪問時にもう出会いを果たしているが、2012 年の与那国島訪問で初めてまともな撮
影記録ができてようやくここに記載できる。
以下、八重山諸島蝶探索紀行から抜粋。
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．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．セセリチョウの
仲間は背中部分の細毛がとれやすくて標本として整理する対象としにくいが，クロボシセセリな
どを採る．
Aug. 31, 1994 石垣島バンナ公園
路傍一帯に展開するセンダングサの白い花が多い草むらではウスキシロチョウが敏捷な動きで
次々と場所を変えて飛びまわる．クロボシセセリも混じる．足元をリュウキュウヒメジャノメが横
切って飛ぶ．あいかわらずツマベニチョウは訪れてくれないハイビスカスの並木道では，下草を形
成するセンダングサの花上で珍蝶イワカワシジミやシジミチョウには珍しく美麗なブルーの金属
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光沢をもつルリウラナミシジミなどを採ることができて，悪天候のなかをやってきた甲斐はあっ
たと胸をなでおろす．
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、精悍なクロボシセセリ、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♀、センダングサ周
辺をフワリフワリと飛び交うクロテンシロチョウ、リュウキュウ
アサギマダラ、など可能な限りのビデオ撮影をしている間に、妻
が「こんなチョウが採れたよ」と見せにきたのは見事に新鮮なシ
ロミスジだ。先ほど、ブッシュ奥で翅を開くシロミスジにカメラ
を向けながら飛び去られており、このような新鮮個体をネットイ
ンしてくれたのには驚いてしまう。
コチャバネセセリ Thoressa varia
コチャバネセセリは、信州や北海道で 6-7 月にチョウ目的で山道を歩けば、いやでも野生の獣糞
に群れをなして集まっている光景を目にする地味な小型のセセリチョウで、
果たして初めて出会っ
たのがいつだったのか、また、その場所は？と想いだそうとしても確
実な記憶はない。筆者が初めて記録しているのは、北海道愛山渓で
ヤマキマダラヒカゲとともに獣糞にたかって吸汁していた情景で
ある。日付は 1996 年 6 月 25 日、チョウ採集を主目的として初め
て北海道旭川を基点として自転車を借りて走りまわったときのこ
とだ。
本種はごく普通種だが市街地や平地ではみられなく、いくらか山
地性のチョウである。信州の渓流沿いに遊歩道などを散策すると、
路面の湿った場所で静かにストローを伸ばしている個体に出会うことが多い。驚かせば、ハエの
動きにも似たすばやい飛翔で場所を変え、再び路面で吸汁し始めたりする。新鮮個体だと太陽光
の当たり具合で鱗粉が金色に輝いてみえ、その様子を何度か撮影記録に残そうと努めているが、
目に見えるほどの金色を再現するのは簡単ではない。
加古川周辺では一箇所で大量の個体が発生しているということがないせいで、北海道などで目
にする大群で獣糞にたかっているような光景に出会うことはめったになく、
多くはただの 1 頭だけ
が路面でひっそりとストローを伸ばしていたり、
あるいは路傍の草葉や小石上でジェット機のよう

な形にはねを広げて、日光浴を楽しんでいたりする姿をみる。
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May 4, 2019 コチャバネセセリの珍しい変異個体
道路際に咲く藤の花蜜を求めるコチャバネセセリが目に入り、その撮影に集中する。コチャバネ
セセリは 2 個体いて、お互い競うように蜜を求めて花房の多い藤の花周りでその位置を変えてい
く。カメラのファインダーにとらえることができるセセリは小さくて、鱗粉の発達具合などの差異
をその場で判定するのは簡単ではなく、裏面が金色を帯びた明かるい黄色で普通ではない個体だ
な、と感じながら撮影記録をとったのだが、帰宅してその画像を確認すると、明らかに本来見られ
るはずの紋が一つもない珍し
い変異個体だったことがわか
る。その撮影記録をとって月刊
むしに投稿してみたが、変異だ
とは断定できないという理由
で受理されなかった。コチャバ
ネセセリはその気になれば普通に出会える種で、希少種ばかりに重きをおく愛好家は見向きもし
ないが、分け隔てなく観察すればごく普通種のチョウでもこのような面白い発見がある。
ヒメキマダラセセリ Ochlodes ochraceus
July 20, 2009：長野蓼科横谷渓谷
霧降りの滝から王滝まで谷川沿いの、ほとんどが木陰となって続く散策路をたどる中、唯一コン
クリートの坂道となったところで新鮮なスジボソヤマキチョ
ウ♂に出会い、横谷峡最初の記録種としてネットにおさめる。
やや明るい空間にニワトコの赤い実が目立つのでついついカ
メラをむける。王滝手前の湿地にコチャバネセセリが多く、ヒ
メキマダラセセリも緑の葉っぱ上で開翅姿勢をみせてくれる。
いま少しチョウタイムがとれるので車に戻って、大門街道との
交差部で白樺湖からは遠ざかることになる左奥方面へと走っ
てみる。勾配をさげて続く広い道が大きく左にカーブするコー
ナーに東大門林道の入口がみえ、
迷わずここに車をとめる。いきな
り大きなオレンジが濃いヒョウモ
ンチョウとキタキチョウが飛ぶ。
ヒョウモンチョウはすばやく飛び
交うため、すぐには種の特定がで
きないが、ネットインをして初め
てメスグロヒョウモンの♂だ
とわかる。木陰が続く林道奥
には 2 頭でからむようにゆっ
たりと舞うアサギマダラもみ
える。路傍のススキの類には
くすんだオレンジ色のセセリ
チョウが複数頭、追飛翔した
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り陽だまりの葉っぱ上に羽を広げてとまったりしている。ヒメキマダラセセリだ。適当なカメラア
ングルを探してシャッターを切る。いきなり紅色がきれいなイカリモンガもあらわれる。蛾のなか
までは羽をぴったりと閉じてとまる特異な存在だ。
July 24, 2009：伊吹山
山頂近くのシロツメクサを 2 頭のコチャバネセセリだとみえ
るセセリチョウが訪れており、やがてそのうちの 1 頭が夢中で
蜜を吸う個体にじゃれつくような飛翔を繰り返す。どうやら求
愛行動のようで、その様子をじっくりビデオ撮影する。このセ
セリチョウはあとでスロー再生をしてはじめて、どうやらヒメ
キマダラセセリだったようだとわかるが、セセリチョウのなか
まは種の同定がとてもむずかしい。
コキマダラセセリ Ochlodes venatus
セセリチョウの仲間は非常に動きが速く、ネットインできたとしても元気に暴れまわる習性が
あって、その過程で背中部分の細毛がはがれおちて完全な標本にはしづらいチョウである。そんな
わけで筆者のストックにセセリチョウ科の標本はほとんどなく、最近になって、加古川市周辺の蝶
標本を誰でもがみられる形できちんとそろえようとの思いで、やっとイチモンジセセリ、チャバネ
セセリ、オオチャバネセセリ、キマダラセセリ、ホソバセセリを標本化し、公共施設で自由に閲覧
できる状況までこぎつけている。
一方、加古川市周辺ではみられないコキマダラセセリなどの標本はいぜんないままだが、セセリ
チョウ科は敏捷な飛翔をみせるけれども、いったん止まれば
多くの場合 4 枚の翅をジェット戦闘機を思わせる態勢でみご
とに開いて見せてくれるので撮影の対象としては貴重な存在
だ。初めて気にいった撮影記録をとれたのは北海道富良野の
ラベンダー畑で、紫の花にコキマダラセセリのオレンジ色が
とても映えて美しくみえた。
兵庫県では中北部、西部に局所的に分布し、産地の明るいススキ草原や湿地周辺の草原などが生

息地だとされている（広畑正巳、
近藤伸一共著、「兵庫県の蝶」
2007, 岩峰社）
。今でもウスイロ
ヒョウモンモドキが観察できる
数少ない地域となっている兵庫
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県ハチ高原は、まさに本種の生息に適した草原が広がっており、2013 年 7 月には、存分に新鮮個
体を撮影記録できた。
本種は、九州と四国には分布していない。
キマダラセセリ Patanthus flavus
身近に普通にみられるセセリチョウのなかできらびやかできれいなチョウがキマダラセセリだ
が、イチモンジセセリやチャマダラセセリほど多くはなく、筆者も高砂では西畑の斎場内でホシミ
スジの観察中に一度みかけただけ。セセリチョウの仲間は人の気配にとても敏感で、そのときには
カメラを向けたとたんに飛び去られて記録がとれていない。
写真記録のような姿勢をとってくれるとき、翅表の黄色部分が太陽光線のあたり具合で金色を
帯びて輝くことがあり、とてもきれいだ。翅の裏は和名のとおりまだら模様となっていて、信州な
どにはヒメキマダラセセリなど翅表の模様がたいへんよく似たセセリチョウがいるけれど、キマ
ダラセセリのような裏面模様のチョウは他にはいないので区別は容易。6 月頃にみる個体はその次
の夏型にくらべて大型で見栄えがする。
キマダラセセリの学名は Potanthus flavum で、属名の Potanthus はギリシア語の複合語 Poto+anthos
をラテン式に書き換えた
もので”花を吸う”という
意味であり、flavum はラ
テン語 flavus の中性形で”
黄色の”という意味だそ
うだ。幼虫はエノコログ
サも食べるというからもっと身近に普通にみられてもいいと思われるチョウである。
July 1, 2020 ヒメヒカゲ調査 Ser. 21 by Car (Final)
6 月 27 日にヒメヒカゲが 3♀観察できたことから、まだ生きているような気がして、月替わりの
初日、確認目的のフィールド訪問。フィールド到着は 14 時で、
調査を 14 時 5 分に開始。草原一帯を涼しい風が吹き抜ける状
況で、天候は曇り。ケネザサに覆われる小道を歩くと、キマダ
ラセセリとホソバセセリが観察でき、ウラナミジャノメと入れ
替わって第二化の新鮮なヒメウラナミジャノメが発生してい
る。
ネッタイアカセセリ Telicota colon hayashikeii
Oct. 31, 2003：波照間島
ちょうど飼い主の地元婦人がヤギの様子をみに軽自動車を乗りつけてきていて、ネットとカメ
ラをもつ筆者に「あのむこうの角っこにチョウがいっぱい集まっているよ」と教えてくれる．遠目
にもスジグロカバマダラだと分かるが，近づくにつれ，かつて与那国島で出会った大群にも匹敵す
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るその数の多さにおどろく．畑の隅の三角地となった部分にシロノセンダングサが豊富に咲く適
度の草むらがあって，そこらの花々にスジグロカバマダラやナミエシロチョウ，ネッタイアカセセ
リなどが群れて吸蜜活動を展開しているのだ．せまく限られてはいるがまさに「蝶の楽園」といっ
た感じで，その様子をビデオ記録として残したいといろいろ角度を変えて液晶ファインダーをの
ぞいてみるが，楽園というイメージの表現は難しい．畑の道路沿いにもセンダングサが豊富に花を
つけており，ネッタイアカセセリの数も多い．スジグロカバマダラの群れ飛ぶ中に，ひときわオレ
ンジ色が濃いと見えるチョウが目に入る．メスアカムラサキの♀だ．翅表の大きな白い紋とムラサ
キの幻色光沢が美しい♂も花から花へと忙しく飛び交う．波照間島の自然環境で，食草のスベリヒ
ユがそれほど豊富にあるようには見えなく，飛び交う個体は少ない食草をあちこち探し歩いてや
っとここまでのきれいな成チョウとなったのだ，そう思うと花から花へと楽しげに飛び回るチョ
ウがとてもいとおしく思え，いきいきとした美しい映像を精一杯記録に残そうと，作物の大豆など
を踏まないように気を使いながら畑地にまで入り込んでチョウと戯れる．
Nov. 5, 2007：石垣島野底林道
上り時点でクロマダラソテツシジミをみたセンダングサの群生する路傍を再確認していると、
大型のネッタイアカセセ
リが飛来して、きれいに
羽根を広げて夢中で花の
蜜を吸い始める。求蜜中
に 4 枚羽根を縦に広げて
いる姿勢は格好いいジェ
ット戦闘機を思わせる
が、その雄姿をカメラに
収め、標本用にネットにも納める。この日、屋良部林道でもまったく同じような光景を眼にする。
Dec. 4, 2012：石垣島川平
スジグロカバマダラ、ナミエシロチョウ、オオゴマダラ、
アマミウラナミシジミなどが多く飛び交うなか、ネッタイア
カセセリの開翅シーンにしっかりフォーカスを合わせた記
録撮影をする。
スジグロチャバネセセリ Thymelicus leoninus （準絶滅危惧）
チャバネセセリといえば、イチモンジセセリに似た茶褐色のセセリチョウで、その和名にも違和
感がなく、オレンジ色調のセセリに対するキマダラセセリ、ヒメキマダラセセリという和名も素直
に受け入れられる。ところが、オレンジ色なのにチャバネセセリと名付けられたちょっと納得しが
たいのがスジグロチャバネセセリとヘリグロチャバネセセリだ。しかもこの 2 種はとてもよく似
ていて、野外で観察するだけではどちらなのかを容易には判別できない。両種ともに幼虫が主にイ
ネ科植物を食草としていて、樹木と草原が入り混じった環境に生息する点も共通している。日本で
Copyright© 2009- Soft House JUMP. All rights reserved.

19/25

の生息分布は、本種が北海道から本州で近畿地方では兵庫県西部だけと分布が限られるが、ヘリグ
ロチャバネセセリはさらに四国、九州にまで広く分布しているようだ。
筆者にとってスジグロチャバネセセリは 2008 年 8 月 19 日、入笠山のアカツメクサやヒヨドリ
バナが咲く標高の高い草原で捕獲したのが種として初めて確認した記録となっているが、北海道
の草原で何度か目にしていたはず。総じてセセリチョウの仲間は体が小さく、標本化目的に捕獲し
てもネット内で激しく暴れ、下手をすると背中部分の細毛がはがれて標本価値がなくなってしま
う。そのせいでセセリチョウの仲間に対する関心が低くて標本も乏しく、せめて写真記録で残そう
かという対象となっている。それなのに 2008 年の入笠山ではまともな撮影記録がとれず、2013
年 8 月、松本市扉峠でようやく花を訪れた個体の記録が撮れた。とはいえ、裏面だけでは種を特定

できなく、ビデオ撮影のフォーカスが甘い飛翔時静止画像でかろうじて翅表を観察できる。前翅外
縁の黒帯幅がほぼ一定であることからスジグロチャバネである可能性を指摘できるが、ヘリグロ
チャバネとの決定的な区別のためにネットインをし、前翅表面中室外方の黒斑が第 4 室の上縁お
よび基部に侵入することを確認して初めてスジグロチャバネであると同定できた。
今後、セセリチョウの仲間については、難しい展翅標本ではなく、種の同定に有効なアルバム形
式の標本化を充実させていくこととしたい。
ヘリグロチャバネセセリ Thymelicus sylvaticus
スジグロチャバネセセリとヘリグロチャバネセセリの 2 種はとてもよく似ていて、野外で観察
するだけではどちらなのかを容易には判別できない。両種ともに幼虫が主にイネ科植物を食草と
していて、樹木と草原が入り混じった環境に生息する点も共通している。日本での生息分布は、ス
ジグロチャバネセセリが北海道から本州で近畿地方では兵庫県西部だけと分布が限られるが、ヘ
リグロチャバネセセリはさらに四国、九州にまで広く分布している。
Aug. 19, 2008 長野入笠山
ヘリグロチャバネセセリは 2008 年 8 月 19 日、入笠山の
アカツメクサやヒヨドリバナが咲く標高の高い草原でスジ
グロチャバネセセリとともに捕獲したのが初めて確認した
記録となっている。総じてセセリチョウの仲間は体が小さ
く、標本化目的に捕獲してもネット内で激しく暴れて背中部
分の細毛がはがれてしまうのが悩みに種で、そのせいでセセ
リチョウの仲間に対する関心が低くて標本も乏しく、せめて
写真記録で残そうかという対象となっている。スジグロチャ
バネセセリについては松本市の扉峠で撮影記録がとれてい
るが、本種はまだとれていなく、今後のチャレンジ対象だ。
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ユウレイセセリ Borbo cinnara
Feb. 21, 2015：波照間島
ユウレイセセリとは実にユニークな和名だが、白水標準図鑑には「楚南仁博氏（1932 年）の命
名で、これは同氏が本種の学名を調べたときに、長いことその名前が分からず、＜正体不明の幽霊
見たいなもの＞ということで名づけられたもの」（同氏私信による）との記述がある。
1993 年を皮切りとした筆者の八重山諸島訪問は 21 回を数えるが、セセリチョウの仲間への関
心がうすく、トガリチャバネセセリとよく似た本種については、いずれの種かどうかを確認するこ
ともなく見過ごしてきた。
夏の暑い時期に南の島への旅行などとんでもない、と同行を拒んできた妻が、ようやくその気に
なってくれたのが 2006 年 11 月の沖縄訪問で、その後、2005 年 9 月に石垣島と竹富島、2007 年
11 月に石垣島と西表島、2012 年 12 月に石垣島と与那国島、そして 2015 年 2 月に石垣島と波照
間島訪問で、主要 5 島への訪問を達成したのだが、波照間島の日本最南端東屋で昼食をとってい
たとき、目の前のシマアザミに吸蜜飛来したのが、初めて種名を確認できたユウレイセセリだっ

た。
セセリチョウの仲間は、休憩中だとすぐにジェット戦闘機のような開翅姿勢を見せてくれるが、
花の蜜を夢中で吸っている間に翅を開くことは少なく、結局、このときも翅表をみせてくれること
なく飛び去ってしまった。
イチモンジセセリ Parnara guttata
チョウのなかでとりわけすばしこく飛び回る種がセセリチ
ョウの仲間で、セセリという和名は花の蜜を吸う際にさかん
に口吻を動かす動作＝”せせる”からきている。イチモンジセ
セリはセセリチョウ科のなかではもっともありふれた種で北
海道から沖縄、八重山諸島まで広範囲に分布している。この
チョウの種名 guttata は“点のある”という意味で、翅の点
状模様にもとづいたも
の。イチモンジセセリは
後翅の白点がきれいに一
文字にならんでいること
から命名されている。幼
虫がイネ科の植物を食
べ、かつてはイネの害虫
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ともなっていたが、今はエノコログサやメヒシバ、ススキなどが主な食草だと思われる。思われる
としかいえないのは、他のチョウにくらべて特別きれいでもなく、発生時期にはどこに行っても目
につく、チョウ愛好家の言い方で「駄チョウ」の最たるもので、
熱心に飼育などをしていないからだ。しかし、よく観察すれば
目玉がやたら大きくて愛くるしいところがある。胴体の太さ
にくらべて小さすぎるように見える鋭角にとがった翅、この
形体こそがセセリチョウの素早い飛翔をもたらしている。イ
チモンジチョウはときには大群をなして移動をすることもあ
るチョウとして有名で、西畑の花畑でも秋になるとたくさん
の個体が花から花へ飛び回っていたが、疎水周辺のコンクリート化と新たな自動車道路の設置工
事で今は花畑もない。太陽の日差しが届き始める早朝だと、あたりの葉っぱのあちこちで 2 枚の写
真のようにジェット戦闘機にも似た体勢に翅を少しだけ広げて体温の上昇を待っている。右側の
写真にみられる個体の左後翅をよくみると、左側の正常個体にはない白い大きな斑点がのぞいて
見え、明らかに斑紋異常の個体。撮影時にすぐ普通ではないことに気づいたが、捕獲用のネットを
持っていなくて手元でじっくり観察することはできていない。このチョウには面白い習性があっ
て、なぜか、気温の高い路面や日あたりのいい葉っぱの上などでなかよく並んでいる様子がしばし
ば見うけられる。
筆者の子供時代のイチモンジセセリにとっては実にむごい話をすれば、まず、エノコログサの花
穂をしごいて糸状とする。そのやわらかい先端部をまるめてチョウの胴体に巻きつけるように軽
くしばりつけ、茎の丈夫な根元を手にもってゆらすと先端部でチョウが動く自由度がある翅をふ
るわせてもがき暴れる。やがて、この動きに気づいたトンボが先端のチョウめがけて飛び掛ってく
るので、労せずしてトンボが手づかみにできるという話。そう、トンボを捕まえるトラップとして
イチモンジセセリを使って遊んだわけで、今のようにりっぱな捕虫ネットなどがない時代の子供
のせいいっぱいの知恵だったと言い訳をしておこう。
沖縄、八重山諸島にはこのチョウに似たユウレイセセリという名のチョウがいるが、長いあいだ
学名が不明だったことからついた和名だそうで、ウソのような本当の話。
オオチャバネセセリ Zinaida pellucida
Aug. 11, 2008：山梨大菩薩峠
見事に晴れわたった天候で賽の河原へと少し進んだ稜線左手に富士山がくっきりとそびえて見
える。あいかわらず瓦礫の多い平坦地にどうやって利用するのかわからない山小屋がぽつんと建ち、
何本かの細い登山路がこの平坦地からのびている。道路わきにはアザミの花が多く，わずかにマツ
ムシソウの薄紫や紫のクガイソウ
が目立つていど。キベリタテハが
訪れるとすれば後者の花々が考え
られるが、直感的にはキベリタテ
ハが好む環境とは思えない。30 分
ほどねばってみたがアザミ花上を
吸蜜してまわる、初の出会いとな
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るオオチヤバネセセリをいいアングルで映像化できたのが唯一の収穫で、キベリタテハは下の林道
沿いでしか期待できないと判断して下山する。セセリチョウの仲間は胴体背中部の細毛がはがれ落
ちやすくて見栄えの悪い標本しか作
れないため、ほとんど採集の対象と
していなく、大菩薩峠でも上記写真
撮影しか残していない。
一方、加古川の里山・ギフチョウ・
ネットの会員となって地域の小・中
学生たちへの自然教育を意図するよ
うになって、加古川市周辺に生息するチョウすべての標本を整理しておく必要があると考え、その
努力を始めているのだが、2011 年 10 月、ヒメヒカゲ幼虫の調査に出かけた草原で、イチモンジセ
セリに混じるオオチャバネセセリを観察。
ケネザサが多い環境で、ススキやチガヤもあることから、それらのいずれかを食草として発生し
たものと思われ、写真記録を撮ったあと捕獲して標本とした。

本種はイチモンジセセリとよく似ているが、後翅の白紋が一直線に並ばない点で区別できる。そ
の後の観察で加古川では 6-7 月と 9-10 月、年 2 回発生していることを確認できたが数は多くない。
2015 年にはケネザサの多い小道沿いで交尾個体の観察記録が撮れ、安定的な発生を繰り返してい
ると考えられる。
ミヤマチャバネセセリ Pelopidas jansonis
Aug. 2, 2015：岡山の高原草地
ミヤマチャバネセセリは「加古川のチョウ」図鑑を作成すると決めたとき、加古川市近郊でも観
察できる種だと知ったが、本種にとてもよく似たオオチャバネセセリとの出会いを果たせて以降、
なんとしても会ってみたいチョウ
の一つとなっていた。そんな矢先、
ゴマシジミを撮影に行こうとの蝶
友の誘いで訪れた、岡山の高原草
むらで、いとも簡単に本種が活発
に飛び回る光景に出会う。本州、
四国、九州に分布し、その地域で
ならどこでも見られるというわけ
ではなく、むしろ見る機会が少な
い稀なチョウで、この日の岡山の
草原は、貴重な多産地という印象
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を受けた。幼虫の食草はイネ科のススキ、チガヤ、ヨシ、アブラススキなどだとされており、元牧
草地であったと思われるこの深い草原は、本種にとってとてもいい生息環境なのだろう。こうした
自然はいつまでもそのままで残ってほしいものだ。
May 17, 2016 兵庫県宍粟市の渓谷
本格的な雨のあと好天気になるとチョウが飛び遊ぶ習性に期待して、タニウツギが咲く山岳部
の渓谷へと遠征。蝶友が教えてくれた渓流沿いのあちこちにタニウツギが咲き、期待通り黒系アゲ
ハが複数頭舞っている。広く開
けた湿り気の残る原っぱでは、
ミヤマチャバネセセリが楽し
気に吸汁をしていて、長いスト
ローをいっぱいにのばして、実
に器用に吸汁をする様子は見
飽きない。
May 17, 2017 兵庫県宍粟市の渓谷
昨年は路面の湿り気のある場所で吸汁をしていたミヤマチャバネセセリが、今日はタニウツギ
の花へと飛来する。時間をおいて再び訪れたのはたぶん同一個体だと思われ、わずかに翅表をみせ

てくれたあと、どこかへと姿をくらます。
チャバネセセリ Pelopidas mathias
和名は「茶色の羽をもつセセリチョウ」で、その発生地では一般に個体数も多いごく普通のチョ
ウであり、日本のどこにでもいるかと思ってしまうが、本州関東以南に分布し、それより北の地域
にはいない。セセリチョウの仲間は例外なく花蜜が好きで、夏の終わりから秋にかけて個体数を増
す本種も、コスモスやマーガレットなど、花芯が黄色い花を好むように思う。左写真のように高砂
市西畑の花畑ではイチモンジ
セセリと本種とが競うように
花から花へと飛び回る光景を
目にする。幼虫はイネ科植物を
食べて育つとされ、身近ではチ
ガヤ、ススキ、メヒシバなどで
発生していると思われるが、身
近野外では実際に確認できていない。加古川志方町ではケネザサに筒状の巣をつくって潜む幼虫
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を観察したことがある。右下の写真記録は、まさにケネザサが茂る山すその小道沿いで撮影したも
のだが、ちょっと驚かせても遠くへとは逃げることなく、すぐに近くの葉上へと移動するていど
で、愛くるしい大きな目でこちらが次にどういう行動に出るのかを探っているように見えてしま
う。実際、こちらが少し動くと再び飛んで、また近くの葉上あるいは路面上で同じポーズをとる。
オミナエシやリンドウが咲く秋の草原すその小道で、まるでハンミョウが道案内するかのように
飛んではとまる本種と戯れるのは結構楽しい。
トガリチャバネセセリ Pelopidas agna
トガリチャバネセセリは、初めての沖縄を経験できた 1993 年、
せっかくだからとやはり初めて渡った石垣島のバン公園裏道で、
クロボシセセリなどとともに目にしているが、なにしろ動きがす
ばしっこくて映像記録が取れていなく、セセリチョウの仲間でネ
ットインをしたのはコウトウシロシタセセリだけで、他のセセリ
類は採集の対象ともしていなかった。
Oct. 27, 2004︓沖縄百名
この場所ではルリウラナミシジミとトガリチャバネセセリをネ
せーふぁー う た き
ットインしただけの成果に終わり、
「 斎 場 御嶽」までバスでの移動
を考える．ただし，行きのバスの運ちゃんに乗り換えができると聞
いてはいるが，バスの本数がどのていどなのかはまったくわから
ない．元の車道坂道へと戻ると，道路沿いのセンダングサの花でテ
ングチョウやオキナワビロードセセリが蜜を吸っているのでカメ
ラで迫る．
Dec. 24, 2012 石垣島川平
簡単な昼食をとり、関西が真冬であることを忘れるほどに汗をかいて走り回る。この川平地区で
観察できたチョウは、アオスジアゲハ、ヤエヤマカラスアゲハ（少）
、クロアゲハ（少）
、タイワン
キチョウ（多）、ミナミキチョウ、ナミエシロチョウ（多）、リュウキュウアサギマダラ（多）、ス
ジグロカバマダラ（多）、オオゴマ
ダラ、テングチョウ（少）、アカタ
テハ（少）、イシガケチョウ（少）
、
リュウキュウミスジ、ルリウラナ
ミシジミ、アマミウラナミシジミ、
ウラナミシジミ、タイワンクロボ
シシジミ（少）
、ヤマトシジミ（多）、
タイワンアオバセセリ（少）、ネッ
タイアカセセリ（少）、トガリチャバネセセリ（少）の 21 種で、アオアタテハモドキらしき個体が
頭上を飛ぶのを目撃したが確定はできないまま。セセリの仲間は背中部分の細毛がはがれやすく
て標本とした場合に見栄えが悪くなることから、あいかわらずネットインすることが少ないが、特
に選り好みなく採集してくれる妻が捕獲した中にトガリチャバネセセリが混じっている。
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