ホソバヒョウモン（ヒメカラフトヒョウモン） Clossiana tore jezoensis
June 25, 1996 初の出会いは愛山渓
左手の林が途切れて、緑濃い広場が展開する場所で、たまたま明るい陽射がそそがれたとき、
濃いオレンジ色がまわりの明るい緑に映える形でホソバヒョウモンが現れる。そのコントラス
トがとてもきれいで Video 撮影もしたいが、飛翔の感じからそこらでゆっくり遊ぶようにも思
えず、ついネットが先に動いてしまう。このあと二度とホソバヒョウモンは姿をみせなかったの
で、採集目的が果せたことをよしとする。
July 21, 1997 瀬戸瀬温泉
JR 遠軽駅で瀬戸瀬温泉へのバス便を確認する。8 時 20 分発の便があるつもりで日程を組ん
でいたが、なんと日曜祭日は 13 時頃まで便はないとのこと。とてもそこまで時間をむだには
できなく時間を買ったつもりでタクシーを利用。30 分以上を
要して瀬戸瀬温泉ホテルに着く。ホテル前広場路面ではもう
複数のコヒオドシとコムラサキが吸水をしている。オオイチ
モンジを求めて林道に入る。やや新鮮度の低いホソバヒョウ
モンがあちこちに飛び、コムラサキやキバネセセリ、コチャ
バネセセリなどがキツネと思われる獣糞に群れ集っている。
路傍のヒメジョオンや山際のヒヨドリバナの花には新鮮なコヒオドシやエゾスジグロシロチ
ョウなどが群がって吸蜜している。林道の至るところに湿った部分があるが期待したオオイ
チモンジが吸水する姿はまったく見られない。
July 7, 1999：オンネトー
朝 8 時スタートでオンネトーにむかう。チョウはオオイチモンジがいればもうけもの。
札幌
の岡田さんからのＥメールによれば阿寒湖周辺の草原であればカラフトタカネキマダラセセリ
が期待できるという。ところがこれらはいずれも空振り。摩周湖同様、観光バスが着くたびに団
体客による占有状態が繰り返される記念撮影場所周辺でコ
ヒオドシが舞う。湖とは反対側のくぼ地に咲くタンポポ花
上で求蜜しているヒメウラナミジャノメが実にきれいで
Video 撮影のあとネットにも納める。普通種だが北海道産
はやや大型でジャノメの模様がくっきりと浮き出てきれい
に見える。続いて、湖側の土手に咲くタンポポ花上でも夢
中になって密を吸うホソバヒョウモンの撮影をする。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、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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カラフトヒョウモン Clossiana iphigenia

（準絶滅危惧）

カラフトヒョウモンなど、名前を聞いただけでまず出会いなどありえないチョウとして、初め
て父親とデパートに行って購入してもらった横山図鑑をただ眺めるだけであったが、社会人とな
ってから北海道上川郡愛別町の中学生と郵便による蝶標本の交換をするようになって、いきなり

入手可能なチョウとなり、1996 年に初めて本種が野外で飛び交う様子を目にしている。
June 24, 1996 北海道愛別町
1972 年頃、蝶友の一人に北海道愛別町の中学生がいて、エゾシロチ
ョウの蛹やエゾヒメギフ、カラフトヒョウモン、ホソバヒョウモンなど
を送ってくれたことがあり、6 月 24 日旭川から JR 上川線で愛別に向
う。車窓は、旭川市郊外から早くも広大な北海道の風景が展開しほとん
どが畑地あるいは農場という感じだが、草花が多い樹林地帯が増えてく
ると、もうどこで降りても蝶がたくさん遊んでいるような気がしてく
る。実際に JR 愛別駅に降り立つと、どこにいけばいいのか皆目見当が
つかない。蝶がいそうな山方向へと行きたいが徒歩では効率がわるいのでなんとかレンタサイク
ルを確保したく街の中心地にむけて登校生の後をついて歩く。国道を横切ってゆるやかな坂道を
下ると愛別の街に入る。自転車屋の看板が見えるがレンタル業の看板はない。ちょうど自転車の修
理をしていた気のやさしそうなおやじさんに、蝶採りに走りまわるための自転車を借りたいが、と
相談すると、すぐには取出せそうにない店内の入組んだ在庫の群からミニサイクル 1 台を引っ張
り出してくれて、蝶がいるかどうかは分らないが最近できた「愛別ダム」まで 10km ぐらいだか
ら、一見の価値はあるよ、と勧められ、いよいよ自由行動に移る。
まずは JR 愛別駅方向にもどって、近くにみえる山すそを探索する。ミニサイクルなのでなかな
か距離が伸びないが、ぜいたくはいわない。農家が散見できる道をどんどん進むとやがて長い坂道
が左にカーブして登っていく。幸い車の数が少ない坂道をのんびりと自転車を押しながら道路脇
ガードレール下の草むらに注意していると、ひらひらとカラフトヒョウモンが現れる。ガードレー
ルから距離がある草むらの真下には周囲にノアザミ類の花も咲く沼があり、人が入り込める環境
ではないため蝶にとっては格好の遊び場となっているようだ。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、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
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ヒカゲが汗をかいた腕や頭にとまったりするのにかまうことなく進むと道が 2 つに分かれる。右
手はうす暗いカラマツ林。左手奥には伐採あとの日当りもいい開けた斜面が見える。昔、高知の梶
が森でウスバシロチョウのゆるやかな飛翔を楽しんだときの環境によく似ていて、いかにもヒメ
ウスバシロチョウが出てきてもおかしくない。しばらく道路からこの斜面を観察していると、予測
どおりふんわりと純白のヒメウスバが現れる。ノイチゴの白い花を転々と吸蜜して回っているよ
うだ。雲が切れて晴間が斜面全体にひろがると、どこにいたかと思えるほど急にヒメウスバの白が
増え、足場のよくない斜面草地で白いグライダーとの追っかけっこを楽しむ。走りつかれて道路上
にもどり一息ついていると、カラフトヒョウモン 2 頭がじゃれあうように斜面の林縁から飛出て
くる。おもわずネットを一振して 2 頭ともゲット。北海道にしかいない蝶を初めてみずからの手
で捕える感触は格別である。林道は赤土の色を濃くしてだんだん下り道となって深い林につなが
っているが、林の奥に蝶はいない。あらたに新鮮なカラフトヒョウモンが斜面の林縁から風にのっ
て現れ、道路上を高く舞いあがって斜面とは反対側林の奥へと飛び去る。木々の間をよくみると遥
か下方に小さな沼が光っている。どうやら、登ってくる途中で左手にみたあの沼のようで、やはり
カラフトヒョウモンにとって絶好の遊び場だとの推測があたっていた。
ヒョウモンチョウ Brenthis daphne
ヒョウモンとの初めての出会いがどこであったかは定かでない。本種ときわめてよく似たコヒ
ョウモンがいて、その項で本種との違いを詳しく述べているように、野外でみただけでヒョウモ
ンチョウだとは断言できなく、おそらく何度も通った信州のどこかで初の出会いを果たしている
はずである。確実な記録だと思えたのは、ここ数年親類 3 家族で信州ドライブ旅行を継続してお
り、2010 年 7 月 22 日に白馬五竜高山植物園を一周する山道でみた個体で、前翅外縁部が直線的
である点でヒョウモンチョウだろうと推定したが、以下に示す本年（2013）の記録と比較する
と、むしろコヒョウモンの特徴：前翅表 1b 室の 2 紋がほぼ同大で融合しているように見える。
2013 年 7 月 25 日、親類とのドライブ旅行で 3 年ぶりに訪れた霧ケ峰高原はニッコウキスゲが
満開という絶好のタイミング。しかし、高原は強い風が吹き抜けてニッコウキスゲやワレモコ
ウ、イブキトラノオなどが大きく揺れ動く状況で、以前み
たヒメシジミなどが飛び遊ぶ光景は期待できないと覚悟
し、ひたすらニッコウキスゲを楽しみながら遊歩道を歩
く。大勢の観光客が行き来するその道は小岩があったりし
て足元にも気をつける必要があるのだが、そのおかげで目
線を落とした路傍に、新鮮なヒョウモンチョウが強風をさ
けてじっとしている姿が目に入る。みごとに美しい個体な
のに、このチョウに気づく人はひとりもいない。思わず
「きれい！」と声をあげて親類にも知らせてみてもらう。前翅外縁部が直線的であることからヒ
ョウモンチョウだとみなせるが、嬉しいことにゆっくりとした翅の開閉もして見せてくれ、コヒ
ョウモンとの区別判定に好都合の写真撮影記録がとれ
る。1) 前翅表 1b 室の外縁近くにある 2 個の黒紋の大
きさが内側で小さく、かつ両者が分離している、2) 後
翅裏面にみられる白帯が、コヒョウモンではきわめて
明瞭であるが、本種は不明瞭、というこれら 2 点の特
徴からヒョウモンチョウであると判定できる。2010 年
7 月の個体は当時の位置関係からどうしても裏面の撮
影記録がとれない状況で、野外撮影記録だけで種を同
定することがいかに困難であるかを知らしめることにもなっている。
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本種はコヒョウモンと同じく北海道と本州に分布し、白水標準図鑑には、"両種の混生地でもす
み分ける場合が多く、コヒョウモンが湿潤な草原あるいは畦畔などの湿地に多いのに反し、本種
は乾燥した草原に多い"、と記されている。筆者の印象で
はヒョウモンチョウは限られた地域でしかみられない珍
しいチョウである。ヒョウモンチョウ類の多くはスミレ
の仲間を食草としているが、本種とコヒョウモンはシモ
ツケ、ワレモコウの仲間を食草としている。ついでに触
れるなら、絶滅が危ぶまれるヒョウモンモドキの食草は
タムラソウ、キセルアザミというアザミ科植物で、ウス
イロヒョウモンモドキはオミナエシ、カノコソウ（オミナエシ科）が、コヒョウモンモドキでは
クガイソウが食草となっている。
本種は近縁種のコヒョウモンとの判別が難しいことを上述したが、2017 年、さらにややこしい
ことに、ヒョウモンチョウがキタヒョウモン（準絶滅危惧）とコウゲンヒョウモン（絶滅危惧Ⅱ
類）の 2 種に区別されることが交配実験に関する研究よって明らかになったと、最新刊の日本チ
ョウ類保全協会編「フィールドガイド：日本のチョウ」（2019 増補改訂版, 誠文堂新光社 ）に
明記されている。
コヒョウモン Brenthis ino
コヒョウモンとの初めての出会いは 1968 年 8 月の上高地。小梨平キャンプ場での貸しテント
利用で、自前飯盒炊さんをしたり、キャンプファイヤーを囲んだりの一夜を過ごした後、妻と明
神池までの散策を楽しむ途上、樹林帯の少し開けた沢沿いに咲くヒヨドリバナを訪れていた本種
をネットインしたもの。当時、国立公園内では小石の位置を動かしてもいけない、という法規制
があるようには聞いていたが、上高地でチョウの採集が禁止されているかどうかは知らなく、明
神池近くの河原でコヒオドシや色あせたツマジロウラジャノメ♀もネットインしている。初の本
種採集個体は右図で分かるように、前翅外縁沿いに縦に並ぶ大きな黒紋が右の紋にくらべて左側
で横長に大きく非対称となった変異♀である。
その後、北海道南富良野の布礼別川林道のあちこちで多数頭が飛び交う光景に出会い、信州の
高原でもその姿を目にできたが、信州ではヒョウモンチョウとの混生があって、捕獲してから手
元でじっくり観察しないかぎり、その区別は難しい。野鳥の会メンバーやチョウは写真撮影だけ
という人のなかに
は、野外観察や写
真記録だけでよく
無益な殺生はすべ
きでないと言い切
る人がいたりする
が、学術的な見地
からの採集による
標本化は決して無益な殺生ではなく、教育的な立場からも必要なことである。学術標本としては
一地域♂♀表裏で 4 個体あればいいわけだが、ゼフィルスなど飼育によって多数の新鮮個体を羽
化させる技術が進んだために、ひとつの標本箱に同じチョウをぎっしり並べて眺めることを趣味
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とする愛好家がいることも事実で、自然界での無益な殺生はしないでおこう、という考えには賛
同する。
いずれにしても、このコヒョウモンとヒョウモンチョウとの違いを野外観察だけで見破ること
は簡単でなく、たとえ写真記録を撮ったとしても、前翅外縁がやや丸みを帯びたのがコヒョウモ
ンで、ヒョウモンチョウでは直線的であるとか、白丸部黒紋がコヒョウモンでは楔状だがヒョウ
モンチョウでは四角、水色丸部の黒紋 2 個がヒョウモンチョウでは分離するなどという特徴以外
の差異を読み取ることは難しい。両種個体を手元に準備して裏面の複雑な模様を比較すればさら

に両種の微妙な違い：外縁沿いの青白色帯がコヒョウモンでは明瞭だがヒョウモンチョウでは不
明瞭となる、などの特徴で判別できるが、その差異を判じるだけの裏面写真記録を撮ることは容
易ではない。
July 11, 2017 愛山渓
かつてオオイチモンジをみた二股の右奥ダムまで行こうとしたが途中が工事中で進めず、その
往復途上に 1999 年の訪問時に路面で吸水していたコヒオドシやミヤマカラスアゲハなどのチョ
ウの姿が全く見られないという寂しい状況。やむなく一気に高度を下げてブタナが一面に咲く広
場へと戻り、黄色い花に群がるウラギンヒョウモンを「青少年のための科学の祭典」用に妻と二
人でネットインして過ごす。裏面の模様や鱗粉の濃淡など、かなりの個体差がみられるが、いち

いち確認することはしない。稀にクジャクチョウとコヒオドシもブタナでの吸蜜目的で飛来する
が、コヒオドシはカメラでの接近に敏感でとうとうこの日は撮影記録がとれず。ヒメジョオンに
は春型のサカハチチョウがいて、ブタナにはコヒョウモンもやってくる。
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ミドリヒョウモン Argynnis paphia tsushimana
July 20, 2009：蓼科高原
国道 299 号を下る途上、朝に立ち寄った草むらに咲くシ
ョウマの一種の白い花にヒョウモンチョウの類が訪れてい
るのが目に入り、朝と同じ場所に車をとめてもらう。近づ
いてよくみると、やや羽の痛んだミドリヒョウモンが夢中
で蜜を吸っている。裏面の緑色鱗粉が時おり陽光に映えて
きらりと輝いてとてもきれいだ。ミドリヒョウモンという
命名に納得がいく瞬間である。
July 23, 2009：入笠山
富士見側から入笠山登山道をのぼるあいだ天候の回復を期待するけれども、中腹で射し込んで
きた陽光も長続きせず、昨年クジャクチョウなどを楽しめた目的地あたりではすっかり霧が濃く
なってしまう。途中、なぜこんなところにと思う道路際にひ
とりたたずむ高校生の姿をみる。
さらに進んだ先の天気がよ
ければ眺望がきくシシウドが多い位置に再び若者がひとり
陣取っている。そこから 50m ほど下ったところに車をとめ
られるちょうどの広場があり、
ネットとビデオカメラをもっ
て降りてみる。若者のところまでいって声をかけると、東京
からきた高校 1 年生で、野外にでてから現地で自分自身が
研究テーマを決める SSH (Super Science High-school) 指定校生徒による活動だという。彼はこ
こにきて「シシウドを訪れる昆虫たち」を 研究テーマとして、昨日から 15 分ごとに、これと
決めたシシウドをみてまわって訪花昆虫類を観察記録しているらしく、ノートと捕獲したカミキ
リムシを見せてくれる。
ニンフハナカミキリなど普通種が多いが、彼自身は昆虫の名前はあとで
調べないとわからないとのこと。途中みかけた高校生も、この子と同様、独自の研究テーマに取
り組んでいたのだろうと納得。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。
ミドリヒョウモンは日本産ヒョウモン属のなかではごく普通種であるが、
加古川市権現ダム周回
道路で、路傍側溝の苔むしたコンクリート壁面に直接産卵する現場を観察したことがある。ツマ
グロヒョウモンも食草
のスミレ類がある周辺
の枯れ草などに産卵す
るのをみるが、このミド
リヒョウモンが産卵し
た近くにはこれといっ
たスミレ類はみあたらず、
孵化した幼虫は大変な目にあうな、と同情したものである。2007 年
Copyright© 2009- Soft House JUMP. All rights reserved.

6/85

発刊の「兵庫県の蝶：広畑政巳、近藤伸一共著」によれば本種の食草としてタチツボスミレだけ
が確認できているとのことで、
兵庫県ではその他のほとんどのヒョウモン類の食草がスミレ類の
いかなる種であるのかが確認できていないという。
昨年の秋、ウラギンスジヒョウモンの発生現
地で、白い花をつけたスミレの群落をみつけたが、もしかしたらウラギンスジヒョウモンの食草
として利用されている可能性が高く、
筆者の研究者魂がむくむくと沸き起こってきている。
そのた
めにはスミレの現物をみてすぐに名前がいいあてられるよう、植物図鑑の勉強から始めなくては
ならない。
July 12, 2015

ハチ高原チョウ観察会

ハチ高原で開催された「ウスイロヒョウモンモドキ観察会」に参加。加古川の里山・ギフチョウ・
ネット代表の竹内隆さん運転の車にメンバー3 名が便乗させてもらって JR 宝殿駅を 7：50 発。9
時 40 分到着時の好天気は、参加
者約 50 名への 1 時間弱の案内
レクチャーが終わる頃には次第
に曇り空となって気温も 12℃程
度から上昇せず、山登りの高度
があがるにつれて風も強くな
り、本命のウスイロヒョウモンモドキは現れない。主催側：ウスイロヒョウモンモドキを守る会の
立岩さん、刈田さん、板野さんたちが、何とか参加された方々にウスイロを観察してもらいたいと、

広い草原のなかへと深く踏み込んで探し回ってくれる姿がとても痛々しい。オミナエシの花をシ
カが食べつくすような状況が招いた結果なのか、結局ウスイロヒョウモンモドキはみられないま
ま山を下りることになる。その途上、アザミを訪れたキアゲハを見逃すことなく走り寄って撮影。
風当たりが少ない谷となった部分に咲くアザミには複数のウラギンヒョウモンが訪れており、左
前翅に小さく白変異紋がみられる個体や明らかに後翅に明瞭に白い変異紋がみられる珍しい個体
もみる。次いでミドリヒョウモンの交尾個体がみられ、ウツボグサで吸蜜をするウラギンヒョウモ
ンにも出会う。
メスグロヒョウモン Damora sagana liane
日本産チョウのなかには雌雄でその羽の模様が異なる種はいくつかあるが、
メスグロヒョウモン
ほど違いのあるチョウはいない。現に、江崎悌三校閲・横山光夫著
「原色日本蝶類図鑑（1954）
」に古
くはこの雌雄が別の種とさえ誤認されていたという記述があり、実際いつ同一種だと確認された
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のか知りたいところだ。
オレンジ色の♂と黒い模様の♀との交尾が観察されて最終確認に至ったで
あろうことが容易に推定できるが、
その第一発見者の興奮度合いは相当のものだったと思われる。
調べればその報告論文がどこかにあるはずだが、手元にあるどの図鑑も歴史的証明事実には触れ
てくれていない。
上記横山図鑑は、栗の花上に入り乱れて飛来するのは美しい、と記述しながらも、北海道から九
州まで広く分布するがあまり個体数は多くないと結論し、最近の図鑑類もおしなべて、本種はど
の産地でも個体数が多くはないとしている。それでも、食草な
ど生息環境がいいのか、加古川市志方町には本種がかなり密度
濃く発生する地域がある。筆者は中学時代に高知大豊郡梶が森
の中腹で、白いウツギの花蜜を求めて群れるアカタテハやミド
リヒョウモンに混じる本種の雌雄、両個体との初の出会いを一
気に果たしているが、高知市内ではめったに見ることができな
いチョウで、手元 に 残 る 標 本 は 、 僻 地 教 育 に 力 を 注 い だ 亡
き 父 の 赴 任 地：高知県香美郡物部村岡の内小学校を家族
で訪れた際に採集した 1♂だけである。加古川の里山・ギ
フチョウ・ネット代表の竹内隆さんは本種雌雄がなかよく
並んで静止するみごとなツーショットの撮影記録をされ、
交尾個体の観察もできたと聞くが、筆者はまだ交尾個体に
出くわしたことはない。
秋風が顔に涼しい 10 月中旬に、加古川権現ダム湖周回
道路をサイクリングした際、
新鮮度の落ちた夏眠あけの本種♀が道路沿い側溝近くで日向ぼっこ
をしている場面に出会い、
まるで産卵行動のようにもみえる動きをみせたが、目の前での産卵は
確認できなかった。
さらに進んだセイタカアワダチソウが咲く路傍に夢中で蜜を求める♀がい
て、このときはじっくりとビデオ撮影を楽しめた。
新鮮個体であれば裏面は緑色を帯びたきれ
いな模様で翅表とは明確に差がみられるが、飛び古してきた個体では、もはや翅表とほとんど
同じ模様に見えてしまう。ホ シ ミ
ス ジ に 本 種 の ♂が 求 愛 飛 翔 で
接 近 す る様が昆虫写真家：海野和
男 氏 の デ ジ タ ル 昆 虫 記に公開
されているが、こと ほ ど さ よ う
に ♀ の 模様 は ミ ス ジ チ ョ ウ 族
に近似している。
参考）http://eco.goo.ne.jp/nature/unno/diary/200507/1120534617.html

ウラギンスジヒョウモン Argyronome laodice japonica （絶滅危惧Ⅱ類）
日本に生息するチョウのなかで、人間による自然破壊の影響をもっとも強く受けているのが草
原性のチョウだといわれている。せまい国土にこれほどまでの数が必要かと眉をひそめたくなる
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ゴルフ場開設のために、いったいどれだけの自然が失われたことだろうか。チョウの発生にふさわ
しい草原の減少は、もちろんゴルフ場開発だけではなく、営農形態の変化によって定期的な草刈な
どが行われなくなって単調なススキ原へと変化したことも大きいだろう。土手や堤防にあっては
逆に河川工事など人為的開発によって自然環境を大きく変えてしまったことが影響していると思
える。絶滅危惧種指定となったなかで、かつては北海道をのぞく本州から四国・九州にかけて広い
範囲で普通にみられていた草原性チョウの代表格：オオウラギンヒョウモンが、いまでは中国地方
と九州の一部だけでしかみられなくなっている。
ここで話題にしたいウラギンスジヒョウモンは、もともと一度に複数個体をみられるようなチ
ョウではないが、2012 年に絶滅危惧種Ⅱ類の選定チョウとなってしまっている。やはり、幼虫時
代を過ごすための草原性環境の減少がその大きな要因だと思われるが、筆者がウラギンスジヒョ
ウモンに初めて出会ったとはっきり思い出せるところは 1993 年の夏に訪れた妙高笹ヶ峰高原であ
る。広い牧場があって、家族で散策できる
広大な草原もあり、休憩場の屋根軒下部分
が分厚い藁仕立てで独特のむんむん感を
漂わせており、なぜかそこの壁面などにミ
ドリヒョウモンやメスグロヒョウモンが
たくさん集まっていて、そのなかにウラギ
ンスジヒョウモンとオオウラギンスジヒ
ョウモン、それに比較的珍しいクモガタヒ
ョウモンも混じっていた。草原に咲くアザ
ミやヒヨドリバナなどにはウラギンヒョウモンとギンボシヒョウモンが多かったがオオウラギン
ヒョウモンはいなかった。
一般的に、あのチョウにはいつごろどこにいけば会える、といいきれる種はいくらかあるが、通
常、ウラギンスジヒョウモンは、会いたいのであそこに行こうなどと簡単にいうことができない種
である。ところが、ありがたいことに発生時期となれば必ず出会えるのが兵庫県加古川市だ。希少
種となったチョウをあえて採集したいという困ったチョウ愛好家がいるので具体的な発生場所は
示せないが、かなりのスピードで飛び交う姿を確実に観察できるところだ。しかし、このチョウの
写真記録をとろうとしても、アザミの花があるのになかなかその求蜜現場には出くわせずもっぱ
ら飛び交う姿をみるだけということが続く。それでもあきらめずに活動がそれほど活発化しない
午前の早い時間帯なども訪れて機会をうかがっていたら、やはり努力はするもの。いきなり目の前
のブッシュに舞い降りて休息
する場面に出くわしてじっく
りとビデオ撮影ができた。こ
うした時間帯を知ってさらに
二度目の撮影チャンスも得て、
木の葉上に静止して翅を開閉
する場面もしっかり撮影でき
た。あとはアザミなどの花を
訪れるシーンを撮りたいし、生活史も追ってみたいものだ。
Oct. 25-26, 2017：秋型のキタテハとの出会い目的で、セイタカアワダチソウが咲くポイントへ
とサイクリング。新鮮なヤマトシジミが多く、翅表全開で日向ぼっこをする姿の撮影記録を撮り終
えたそのとき、路傍のブッシュ奥から大型のヒョウモンチョウが飛び出してくる。例年、6 月と 10
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月にこの地域一帯で見られるウラギンスジヒョウモンの♀で、実は本種との出会いも密かに期待を
していたわけだが翅の傷みはかわいそうなほど。この日はその記録を撮っただけで帰ったが、産卵
してもらって飼育をしてみたくなり、翌日に再訪問。翅の傷みが大きい個体はどこかへ行ってしま
って会えなかったが、休耕畑地の草原から別個体が飛び出てきて、産卵行動らしき飛び方を繰り返
すので注意をして追い続けると、
産卵をすることなくセイタカアワ
ダチソウで吸蜜し始める。その様
子をしっかりビデオ撮影してから
ネットインし、周辺でスミレを探
してみる。食痕のある株など少な
いながらいくつか採取でき、もしかしたら本種の発生地として特定できるかもしれないとテンシ
ョンアップ。帰宅後自宅のベランダに自生するスミレと合わせて鉢植えにし、夜の散歩途上でみつ
けたセイタカアワダチソウの瓶挿しを添えた吹き流し内に母蝶に入ってもらう。これで産卵をし
てくれればいくらかは生活史を解きほぐせるかもしれない。
Oct. 30, 2017 ウラギンスジヒョウモンの野外自然産卵
10 月 26 日に出会ったウラギンスジヒョウモンのお母さんと感激の再会ができ、セイタカアワ
ダチソウの花蜜を楽しむ様子をたっぷりと撮影させてくれたあと、ちょっと目をはなした間に姿
が見えなくなる。あそこまで翅が傷んだお母さんに産卵を期待するのは無理だろうなと早めの昼
食タイムとし、足元で目につくスミレ類で葉っぱの表裏や茎まで調べてみるが卵は見つけられな
い。少し範囲を広げて調べようと足を踏み出したそのとき、いつの間に現れたのか明らかに産卵場

所を探す動きを見せる先ほどのお母さんが目の前に。すぐにビ
デオカメラを ON としてその動きを追う。お尻をまげて確かに
産卵をした場面を Video 記録から静止画として切り出すと、場
所を特定できそうな環境特徴がいくらかあるが、休憩し始めた
記録を撮ってからあらためてこの画像を参考にして産卵の確認
をしようと思って探しても、なぜかその場所が特定できない。それほど広い範囲ではないというの
に産みつけた直後に見ない限り、卵の発見は容易ではない。
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May 4, 2018

幼虫を発見

越冬後の幼虫の成育度合いを推定して 2018 年 5 月 4 日に現地を訪ずれ、♀が産卵をしていた場
所一帯でアリアケスミレの周辺を調べた。食痕のある株を目印として探し続け、深い草むらに埋ま
るアリアケスミレの根元近くに潜む中令幼虫 1 個体（体長 15mm）を発見できた（図 1）。この位

置に目印をつけて 5 月 9 日に再訪問し、終令となった幼虫（体長 28mm）がアリアケスミレを摂
食している場面も撮影記録できた（図 2, 3）
。この記録は本種の幼虫がアリアケスミレを食草とし
ていることの確かな証拠となる。 その後、5 月 12, 15 日 に幼虫を探したが発見できなかった。
兵庫県で本種幼虫の食草を特定できたのは今回の知見が初めてのことで、
「きべりはむし」に投
稿し公表された：41(1): 12-14, 2018。
オオウラギンスジヒョウモン Argyronome ruslana
日本産ヒョウモンチョウ類は、総じて翅表の模様がよく似ていて、初心者にとってその種名同
定がやさしくない族である。
このオオウラギンスジヒョウモンもウラギンスジヒョウモンときわ
めてよく似ており、その大きさ
も種名どおりに”大型のウラギ
ンスジヒョウモン“とはいい
きれない個体もいて、必ずしも
種名判別の切り札とはならない。
白水博士の標準図鑑（2006）に
は北海道、本州、四国、九州に分
布、寒冷地に多く、暖地では一般に少なく山地性のものである、と記述されている。
筆者の本種との出会いは、1973 年 8 月、妻と 2 才半の息子、それに 9 か月の娘を背負子利
用で背中にかついだ家族旅行の際に、路線バスを利用して足をのばした妙高笹ヶ峰高原だ。標本
箱に当時の正確な記録ラベルの
ついた♂個体の標本があるので
間違いないが、悲しいかな出会
いの瞬間など何一つ当時の記
憶はない。草原に腰をおろし
て昼食をとっている最中、風
に流されるように小さなシジ
ミチョウが飛んできて急ぎネットを振るとウラゴマダラシジミだったことだけは妙には
っきり覚えている。決してそのリベンジというわけではないのだが、
ちょうど20 年後の1993
年8 月、マイカーの HONDA インスパイアー利用で新潟佐渡が島を訪れたついでに笹ヶ峰
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高原を訪れている。ゴンタとチイコというネコを同伴しての家族旅行で、このときは草原内に
ある休憩所の壁に数種のヒョウモン類 がミネラル補給を目的としてだと思われる群れをな
して集っており、
じっくりと種名を判別しながらネットインを計ったわけで、オオウラギンスジ
ヒョウモンは♀だけを見た。
ミドリヒョウモンが壁面に向かって頻度高くまとわりつくような
飛翔をみせるなか、ウラギンヒョウモンを主とする多くの個体は、湿っぽい土壁 に並んで盛ん
にストローを動かしていた。草原に咲くノアザミやヒヨドリバナ周辺にも元気よく飛び交う
ウラギンヒョウモン、ギンボ
シヒョウモン、ウラギンスジ
ヒョウモンなどがみられ、
壁
際にへばりつく個体群は花蜜
へと飛ぶ気配はみせなかっ
た。
このとき関心をもって熱
心に探索したのがミヤマシジ
ミだが、
牛が放牧された周辺のクローバー花上にみられたのはヒメシジミだけ。
ごく最近では、2013 年 7 月 14 日にウスイロヒョウモン
モドキ観察会で訪れた兵庫県養父市のハチ高原で、オカト
ラノオの花蜜を求める複数の本種を観察している。この日
は転戦した神鍋高原でもクロシジミを探している際に新
鮮個体が観察できた。
ギンボシヒョウモン Speyeria aglaja fortuna; ssp. basalis
July 10, 1999：朝食後は国道 230 号線を北上して、最後の蝶目的地：定山渓豊平峡にむかう。
駐車場のつもりで乗り入れた場所は、いきなり冷水トンネルの入口となっており、どこか変だなと
は思いつつ電気自動車のサービスもあるトンネル内を徒歩でダム方向に進む。およそ 2 キロの距
離だ。トンネルをぬけてまっすぐいけばダムだが、蝶が目的のわれわれはすぐ右のハイキングコー
スへと入る。右の崖には黄色のエゾキリンソウが咲いて
いる。まもなく新鮮なジョウザンシジミがちらちらと地
面近くに現れたところをネットイン。遊歩道の左直下が
深い峡谷となっていて、その崖にもエゾキリンソウが多
く咲いており、北海道産亜種のギンボシヒョウモンがキ
リンソウを目指して次々と飛んでくる。これをカメラで
ねらっている間に妻が遊歩道の柵から身をのりだして
ギンボシヒョウモンをネットインしたらしく、危ない行
動に「落ちるなよ」と叫んでしまう。妻が採った個体は
自然羽化体に時折みられる羽の一部に穴があいてしまった個体で、それなりに貴重な記録標本と
なる。
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July 23, 2009：富士見側から入笠山登山道をのぼるあいだ天候の回復を期待するけれども、中腹
で射し込んできた陽光も長続きせず、昨年クジャクチョウなどを楽しめた目的地あたりではすっ
かり霧が濃くなってしまう。天気がよければ眺望がきく位置に若者がひとり陣取っている。そこか
ら 50m ほど下ったところに車をとめられるちょうどの広場
があり、ネットとビデオカメラをもって降りてみる。若者の
ところまでいって声をかけると、東京からきた高校 1 年生で、
野外にでてから現地で自分自身が研究テーマを決める SSH
(Super Science High school) 指定校生徒による活動だとい
う。彼はここにきて「シシウドを訪れる昆虫たち」を研究テ
ーマとして、昨日から 15 分ごとに、これと決めたシシウド
をみてまわって訪花昆虫類を観察記録しているらしく、ノー
トと捕獲したカミキリムシを見せてくれる。ニンフハナカミ
キリなど普通種が多いが、彼自身は昆虫の名前はあとで調べないとわからないとのこと。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。
July 25, 2013：女神湖のホテル・アンビエント蓼科を出発するまでの時間、チョウを探してみる。

ま だ 陽 射 し が ゆるい
林 内 へ と 入 る とノア
ザ ミ の 蜜 に 夢 中にな
っ て い る ス ジ グロシ
ロ チ ョ ウ と ミ ドリヒ
ョウモンがいる。ミド
リ ヒ ョ ウ モ ン♀の ア
ップ撮影にとりかかっていたら、すぐ隣のアザミをギンボシヒョウモンが訪れ、さらにはすでに後
翅が傷んだアサギマダラも現れて草葉上で体温の上昇を待つようす。再びミドリヒョウモン♀の動
きを追っていたらアサギマダラがヒヨドリバナの蜜を吸い始める。
ウラギンヒョウモン Fabriciana adippe
初の出会いは高知梶が森標高 1400m の山頂部に広がる草原である。中学校 1 年時代、クラブ
活動科学班行事として理科担当の故岡本盛康先生が梶が森登山昆虫探索を企画・案内して下さっ
たときのことで、標高800m あたりにある仏嶽寺で一泊したあくる朝、ガクアジサイの咲く緩 や
かなスロープをたどり、
やがて幾筋か山頂部へと続く赤土の荒れた小路が現れるともうあたり 一
面が草原で、小路をたどらなくても草地を踏み込みながら山頂へと進むことが出来る。その踏 み
込みでいきなり飛び出したのがウラギンヒョウモンで、高知市などの平地ではみられなく、
高知で
は完全に山地性のチョウだ。
新鮮個体に出会うと、
平地に多いツマグロヒョウモンとは異なる裏面
の銀色紋の輝きが強烈なインパクトを与えてくれる。
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その後、家族旅行で信州方面へと出かけるようになると、あちこちで普通に飛び交うチョウの
仲間入りとなって、
八重山諸島でのスジグロカバマダラがそうであるように、
よほどの新鮮個体で
ない限りネットインを計る対象ではな
く、入笠山で久しぶりに裏面が見事に銀
色に輝く個体を観察して標本にしてい
る。ビデオカメラを駆使するようになっ
てからは、アザミを訪れる情景を狙ったり
してみるのだが、多くの場合、山の草原で
は風が吹いてアザミが揺れ、さらには忙
しく吸蜜するウラギンヒョウモンが、
なかなかこちらの望む体勢をとってくれないなど、野外にお
ける自然状態のチョウの撮影は、終わりなくいつまでも楽しめる趣味だ。カメラだけで見事なチ
ョウのスナップ撮影をされる友人が多いなか、筆者はもっぱらビデオカメラに頼ってしまってい
る。
ウスイロヒョウモンモドキの観察会当
日ビデオ撮影したなかから静止画像と
して取り出した画像を示すが、
右は羽化
したばかりかと思うきれいな大型の♀。
2015 年 7 月の観察会の終盤、⾵当たり
が少ない谷となった部分に咲くアザミ

には複数のウラギンヒョウモン
が訪れており、左前翅に小さく
白変異紋がみられる個体や明ら
かに後翅に明瞭に白い変異紋が
みられる個体もみる。同様の変
異個体は 2014 年 9 月の信州ド
ライブ旅行の際，女神湖の白樺高原でも記録していて、それほど珍しい変異ではないようだ。
Sep. 3, 2016 諏訪湖新作花火大会の合間にチョウ探索
19 時から諏訪湖で開催される第 34 回全国新作花火競技会の鑑賞目的で、9 月 2 日の 9 時半に
高砂を出発。翌 3 日の 8 時前には霧ケ峰高原につき、マツムシソウの群生する一角で花蜜を求め
て飛び交うイチモンジセセリ、ウラギンヒョウモン、モンキチョウを見るが、期待したクジャク
チョウやキベリタテハの姿はない。霧ケ峰高原へと戻って、マツムシソウで吸蜜中のモンキチョ
ウを撮影したあと、白樺湖を経由して女神湖の白樺高原へと移動し、アザミが群生する草原に入
り込むと、新鮮度が落ちたウラギンヒョウモン、ミドリヒョウモンが乱舞する昨年の訪問時と同
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じ光景をみる。アサギマダラが林の奥からフンワリと緩やかな飛翔でやってきてアザミの花蜜を
吸い始めるので深い草をかき分けながら近づくと、左前翅先端が欠けた個体。ミドリヒョウモン
は撮影対象にできる個体がいなく、ウラギンヒョウモンのできるだけ翅に傷みの少ない個体を探
してアザミの間を動くと、薄手のズボンの上からアザミのトゲがあちこちに刺さって痛い。

July 11, 2017：北海道愛山渓
かつてオオイチモンジをみた二股の右奥ダムまで行こうとし
たが途中が工事中で進めず、その往復途上に 1999 年の訪問時
に路面で吸水していたコヒオドシやミヤマカラスアゲハなどの
チョウの姿が全く見られないという寂しい状況。やむなく一気
に高度を下げてブタナが一面に咲く広場へと戻り、黄色い花に

群がるウラギンヒョウモンを「青少年のための科学の祭典」用に妻と二人でネットインして過ご
す。裏面の模様が微妙に異なる個体変異がみられるがヤマウラギンヒョウモンではない。
ヒョウモンチョウの項でふれた分種の系統分類の研究が進み、本種もサトウラギンヒョウモンと
ヤマウラギンヒョウモンの 2 種に区別できることが分かったという（2005 年）。さらには北海道
渡島にヒメウラギンヒョウモンとして区別できる種が認められるともいい、分類研究の進展は、
一般のチョウ愛好家にはただ混乱を招くばかりのようにも思えてしまう。
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オオウラギンヒョウモン Fabriciana nerippe （絶滅危惧ⅠA 類）
日本で絶滅が危惧されるチョウの多くは、草原性の種で、ゴルフ場開発や宅地造成などの人間生
活を優先する諸事情で、草原の自然環境が破壊されたり失われたりしたことが大きく影響してい
る。そのようななかで、オオウラギンヒョウモンは現在環境省が指定するレッドデータの最高ラン
クである絶滅危惧ⅠA 類選定で、山口県の秋吉台と熊本阿蘇高原、および長崎県の自衛隊演習場で
しか見ることができなくなっている。
オオウラギンヒョウモンがいったいいつ頃から希少種となったのか詳しく知らないが、少なく
とも 1960 年半ばまでは長野県から近畿、中国地方にごく普通に産していたようで、実は筆者も気
づかないまま 1962 年 8 月に信州の七島八島高原で採集している。このことに気づいたのはなんと
採集年から 48 年経過した 2010 年 7 月のこと。2008 年以降、ギフチョウの保護ボランティア団
体：加古川の里山・ギフチョウ・ネットのイベントとして「青少年のための科学の祭典」にブース
出展するようになって、そこで子供たちに「チョウアルバム作成」を体験してもらう新たな企画を
立ち上げた。アルバム作成には蝶の三角紙標本をピンセットで 4 枚の翅だけとする標本材料の準
備が必要で、過去の保管標本からウラギンヒョウモンを対象に次々と翅を外していったのだが、取
り外したその直後に後翅裏面の外縁形態がオオウラギンヒョウモンにしか出ない M 字型になって
いることに気づいたという次第。採集した当時にもオオウラギンヒョウモンを捕獲したという認
識はなく、当時は希少種でもなんでもなかったようで、三角紙にもオオウラギンヒョウモンとの記
載がないまま複数のウラギンヒョウモ
ンに埋もれる形で保管していたのが実
情だ。本種の母チョウから 1200-1860 弱
という採卵をして大量飼育をした故鳩
山邦夫氏の話が有名だが、加古川の里
山・ギフチョウ・ネットのメンバーで「兵
庫県の蝶」の著者でもある近藤伸一氏も
かつて同様レベルの飼育をされており、
筆者はそのときの羽化個体を提供して
もらっている。最近では、上述のチョウ
アルバムの材料として友人が持参した
標本の中に長崎産のオオウラギンヒョ
ウモンが混じっているのに仰天。新鮮度
が低い個体だが、希少的価値を知らない
子供たちに提供するのはもったいない
と回収させてもらって筆者がアルバム
作成をして保管している（右図）。

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

16/85

クモガタヒョウモン Nephargynnis anadyomene midas
クモガタヒョウモンとの出会いは、1958 年 7 月、青柳中学校 1 年の時に理科担当の故岡本盛康
先生に引率いただいて高知市内から遠征した、海抜 1400m の昆虫の宝庫といわれた梶が森だ。便
利なザック類が簡単に買えるような時代ではなく、薄手の毛布に新聞紙、缶詰などを入れた母手製
のリュックを背負い、山頂まで 6.4km という山登りも初体験だった。海抜 800ｍ辺りにある仏嶽
寺が自炊を条件に宿泊させてくれるところで、板張りの部屋に雑魚寝状態。新聞紙は、朝方の冷え
込みに対して背中に挟み込めば確実に保温効果があると岡本先生が教えてくれたノウハウ用だ。
クモガタヒョウモンは、豊永駅からの登山道を 1km ほど上った人家が点在する辺りで、ウツギの
花蜜を求めて集まっていたアカタテハ、キタテハ、イチモンジチョウ、サカハチチョウ、ミドリヒ
ョウモン、メスグロヒ
ョウモンなどに混じ
る本種を見たのが初
の出会いだが、手元に
ある唯一の標本は 4
年後に蝶仲間と登山
した際に同じ場所で
採集した個体である。
この辺りを 5 月に訪
れると、白い鱗粉が目
立つことで四国産亜種とされるウスバアゲハが飛び交い、人家石垣に自生するツメレンゲ周りに
はクロツバメシジミも見られたが、50 年以上経った現在も継続発生しているかどうか分からない。
日本産ヒョウモンチョウ類の和名は、特徴の少ないヒョウモン＝豹紋の並ぶ翅表ではなく、裏面
の特徴にもとづく命名が多く、本種は後翅裏面の漠として表現しにくい色調を雲形と命名したも
のだ。緑の色調が濃い帯模様があるのはミドリヒョウモン、褐色帯に銀色の紋が映えて美しいのは
ウラギンヒョウモン、銀紋がことさら美麗なのはギンボシヒョウモン、褐色帯に白い筋模様があれ
ばウラギンスジヒョウモンで、それに酷似するやや大型の種はオオウラギンスジヒョウモンと、い
い得て妙なる和名がつけられている。白水博士の標準図鑑には北海道から九州、佐渡島、壱岐、対
馬などと分布は広いがどの産地でも個体数が少ないと記され、加古川市では 1983 年 5-6 月の観察
記録以降、発生が途絶えている。
クモガタヒョウモンは、どこそこに行けば必ず
会えるというような種ではなく、長く自然状態の
撮影記録が撮れずにいたが、2012 年 9 月、標高約
1600m の信州八千穂高原で、クジャクチョウなど
と一緒にキク科オオハンゴンソウの黄色い花の蜜
を求めてやってきた個体をようやく撮影できた。
すでに記録できている種でも技術の進歩でさらに
高精細画像として再度撮影記録したい種が多く残
る状況でチョウとの付き合いにはいつまでも終わ
りがなく、マイナスイオンに満ちた自然の中で走り回って過ごすひと時は楽しく、健康にもすこぶ
るいい。
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ツマグロヒョウモン Argyreus hyperbius
猛暑が続く松波町内で、いま最も元気のいいのがツマグロヒョウモンというオレンジ色が鮮や
かなチョウで、暑さが和らいだ秋にコスモスの花を訪れる光景は、特に♀の場合格好のカメラター
ゲットとなるとても美しいチョウだ。いずれも地色にその名前の由来となった豹柄模様が並び、写
真からわかるように雌雄別種だと
見間違っても不思議ではない。前
翅裏面にはきれいな赤桃色がみら
れます。右画像は♂が筆者の指先に
とまってくれている様子だが通常
こんなに簡単には指に止まってく
れることはなく、人の気配にはき
わめて敏感で飛翔スピードも速い
精悍なタテハチョウだ。このときはたまたま野外で自然羽化したばかりの♂に出会って指先にも止
まってくれた。♀の模様は、体内に毒をもつせいで鳥などの攻撃から身をまもっている毒チョウ
（例：カバマダラ；沖縄・八重山諸島に普通）の仲間とそっくりで、自然界で生き抜いていくため
に毒チョウに擬態しているという説があるが、筆者は、たまたま同じ模様であるために生き延びた
「自然淘汰説」がふさわしいと考えている。
幼虫がスミレ類の葉を食べて育つ種で、例えば高砂市松波町 S さん宅の前庭のスミレから毎夏
きれいなチョウとなって飛び立っている。もともと南方系のチョウで、地球温暖化の影響もあって
分布を北方へと広げており、多くの家庭や公共花壇に植栽されるパンジーも幼虫が好むいいエサ
となるため、どんどん増えているチョウだ。2006 年 7 月、いわゆるゲリラ豪雨が高砂市西畑地区
を襲ったとき、テニスコート周りに自生しているタチツボスミレを食エサとしていた本種の幼虫
が、そのスミレ群がすっかり水没したせいで行き場を失ってテニスコート周辺を徘徊している状
況に遭遇した。そのときの幼虫の数は何と 100 頭をしのぐ大群で、筆者は路頭に迷うこれら幼虫
の全てを家に持ち帰って飼育をした。野外のあちこちへと自転車を乗り回して野草スミレを調達
し、すべてをチョウにまで育て上げて最後には一部の異常例を除いて家のベランダから次々と放
して飛び立っていく様が楽しめた。その際、近所の子供たちが思いもかけない大量のチョウの飛翔
に気づかないはずはなく、本来は魚
を捕る網をもって追い回す光景も見
られた。チョウにとっては迷惑な話
だが、筆者が助けなかったなら多く
が餓死していたとも考えられた事例
である。それにしても同一種 100 頭
ほどを飼育羽化させたことは初めて
で、さすがにこれだけの数になると
図のような通常とは異なる黒化また
は白化した斑紋変異などの異常タイプ（右側のアンテナは折れたのではなく発育不全）も発生し、
それらは記録標本として残している。
なお、このチョウは食草のスミレから離れた場所で蛹
となるが、その蛹は 5 対の紋が神秘的な金色の輝きを放
つ。このような金色はルリタテハの蛹にもみられ、一体、
食草のいかなる成分が金色紋に関与するのか興味深い。
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June 26, 2015 豊岡市来⽇岳⼭頂部で
草むらで交尾していたのに気づかず驚かせて、場所を変えたツマグロヒョウモンのペアを撮影
記録できたが、チョウの交尾個体は狙って観察できるものではなく、常に偶然の発見でしかない貴

重な記録だ。
Apr. 21, 2018

チョウが舞う黒岩山へ

平坦な尾根道を進めば、アゲハ、キアゲハ、アオスジアゲハ、ツマグロヒョウモンが忙しい絡み
合い飛翔をみせる。樹液にサトキマダラヒカゲとルリタテハが集まるウバメガシのある場所から
北西側の市街を見下ろせるところにはきれいな裏面の銀紋を光らせながらツマグロヒョウモンの

♂がテリ張りをしている。
June 13, 2018 平荘町の休耕田花畑
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。そこへ
ピンチヒッターとして登場したツマグロヒョウモンの美麗♀が
アカツメクサの花蜜を楽しむ光景を記録して本日の自然観察を
終了。
タイワンキマダラ Cupha erymanthis
Sep. 19, 1998 初の出会いは西表島月が浜
月が浜の元の小道にもどって先
に進むと 100m も行かないうちに
浜辺に出てしまう。小道横に空き
地があって枝先に新芽をつけた樹
の先端に、オキナワビロードセセ
リがテリトリーを張っている。こ
の小型の蝶の動きを Video で追う
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がすばしっこくて絵にならない。と、小道の反対側の植物群にふわりとオレンジの蝶が舞い降りて
くる。タイワンキマダラだ。こんなにも穏やかな飛翔だとは思っていなかった。ゆっくりと飛
翔にあわせてネットイン。きわめて新鮮な個体で、予想していたよりはオレンジが濃くてき
れいだ。この蝶が触れるように飛んだ未知の植物をよく観察すると食樹のトゲイヌツゲだ。
若葉
に食痕のある小枝もあるけれど幼虫はみつからない。
卵も産みつけられた形跡はない。
本道にもど
る小道でヤエヤマムラサキ♂が飛び出しセンダングサで求蜜を始める。Video で記録を撮ってい
たら、いつのまにか左手指に小さなカミキリムシが止まっている。名前はわからない。
Sep. 18, 1999：西表島月が浜
日帰りで白浜地区まで足をのばす計画なので、次にタイワンキマダラを求めて浦内に向かう。途
中、西表島ではかなりの確率でマルバネルリマダラがみられたという高那地区に着いた頃に昼食
タイムとなる。
車中でパンとお茶という簡単な昼食をとりながらマルバネルリマダラが出てきて
くれたらなあ、
との思いだけが募る。
結局クロアゲハやヤエヤマカラスアゲハ以外にチョウの姿を
見ることなく船浦、
上原地区を経て浦内へと進む。
さっそく月が浜バス停あたりでタイワンキマダ
ラが舞う。
昨年多くの個体をみた小道に入ると複数頭がシロノセ
ンダングサ花上で競って吸蜜
しており、金子先生がVideo で
ねらう。ここでも生きたチョウ
のいい映像を撮るためには
チョウと仲良くなることが
何よりも大切だという心構
えを教わる。チョウは危害を
加える相手ではないと分かると、悠然とした動きでいくらでもこちらの希望するポーズをと
ってくれるというわけ。さらにはクローズアップレンズの能力も生かして、先生の映像は 実に迫
力がある。
カバタテハ Aradune ariadune pallidior
Sep. 17, 1999：竹富島
チョウの生態 Video 記録の第一人者：金子先生に同行。 10 時近い竹富島の広い白い道はすで
に日差しが強い。喫茶「ちろりん村」横を少し進んだ小道にギョボクがあるはずなのでそちらに向
かう。ところがどうも様子がちがう。両側にシロノセンダングサが茂ってコンドイ浜へと続く小道
のはずが、右手林のかなりの部分が大きく切り開かれ、やたらと道幅が広げられている。肝心のギ
ョボクも切り倒されてしまったのか
かけらもない。これでは村落入口の看
板にうたっている「草花・蝶・魚貝・
その他の生物をむやみに採取するこ
とを禁止する」という規制の文言は一
体何なのか、生物が生きていくための
環境の保護こそが第一ではないかと
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腹立たしさを覚える。自然破壊がなまなましい悪路横の荒れ畑にカバタテハの食草であるヒマが
茂っており、筆者にとっては初めてのカバタテハが、メスの産卵行動なのかそれとも♂が♀を探し
ているのか、この緑の一角で軽快な滑空を展開して遊んでいる。カバタテハの習性に詳しい先生が
すぐさまカバタテハの幼虫を発見し Video 撮影に入る。その間、筆者は初めてのカバタテハをネ
ットで追っかける。決してきれいなチョウではないが、どこにでもいる種ではないので標本として
確保しておきたいのだ。粘土質の赤土がじゃまをするものの、水平に滑空するタイプはネットイン
するのにあまり苦労はしない。2 頭をゲットしてよしとする。
Nov. 3, 2003：竹富島
昼食タイムをいつものそば屋「やらぼ」で過ごす。車エビがドカーンと盛られた名物野菜ソバを
もう一度堪能するかとも考えたが、エビ殻をむくめんどうくささを思い出して普通の沖縄ソバに
する。あいかわらず麺そのものは決してうまくないが、独特のだし味のスープを楽しみ、そのあと
で一気に飲む冷たい麦茶がとてもうまい。満足感にひたりながら店を出ると、とめてある自転車の
先に見える草つきでカバタテハが複数頭、独特の飛翔パターン
で遊んでいる。クズなどの豆科植物がマントを形成している場
所では竹富島でもウスアオオナガウラナミシジミがごく普通に
飛び交う。ハンドルをとられる深い砂利道から広いアスファル
ト道路に出て、コンドイ浜方面とは反対方向へと道路沿いの草
花を注意しながら走る。例年、シロノセンダングサに群れて飛
ぶスジグロカバマダラが今回はセンダングサの花が少ないこと
も関係しているのか数がまばらで、ジェット機のランダム飛行を思わせるウスキシロチョウの元
気あふれる訪花もみられない。かつて自転車を放置して延々と入り込んだ畑地沿いの緑深い草道
は、おそらくスジグロカバマダラ、シロオビアゲハ、ヤエヤマカラスアゲハ、リュウキュウムラサ
キ、リュウキュウミスジ、あるいはオオゴマダラなども遊んでいるだろうが、やり過ごして進む。
西港につながる小道へと降りてゆくとカバマダラがゆったりと飛んでいる。
イワサキタテハモドキ Junonia hedonia ida
Feb. 24, 2015：石垣島バンナ公園周回道路
イワサキタテハモドキというチョウが石垣島で発生し、バンナ公園まわりのオギノツメを食草
として安定的に生息するようになった、という情報を、入野さんのホームページ「昆虫愛ランド in
石垣島」の昆虫観察日記（八重山編）で見て知ってはいたが、まさか実際に目にできるとは考えも
せずに、2015 年 2 月、裏面の金色がとても美しいというミカドアゲハの早春型に会いたいという
思いで石垣島に入る。
ミカドアゲハの発生時期のピークは過ぎていたようで個体数が少なく、川平公園で翅表の緑鱗
粉がきれいなヤエヤマカラスアゲハが観察できて、こちらなら、とオモト林道で粘る。オモトでは
名蔵ダムへと谷川がそそぐ上流部の荒れた公園地帯で蝶タイムを過ごし、昼食のために石垣市内
へと戻る途中、バンナ公園の周回道路沿いのサンダンカ生け垣へと寄り道をすると、その赤い花に
ヤエヤマカラスアゲハやクロアゲハがやってくる。道路際の草地へと踏み込むとリュウキュウミ
スジやリュウキュウヒメジャノメが遊んでいたり、ヤエヤマイチモンジの♀が頭上の葉上で当方の
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動きを見張っているような挙動を見せたりする。
ブッシュから飛び出したリュウキュウヒメジャノメをビデオカメラで追っていたそのとき、小
ぶりのカバタテハに似たタテハチョウの仲間がゆるやかな飛翔で現れて、道路沿いの土手斜面葉
上にとまる。石垣島にカバタテハはいたっけ、と思いながら近づくと、なんと実物を初めて目にす
るイワサキタテハモドキだ。ゆっくりと翅の開閉を繰り返していて、撮影記録をとるにはカメラア

ングルがよくないが、驚かすとどこか撮影しづらいところに飛び去るかもしれないため、この記録
が精いっぱい。それにしてもここまでサイズが小さいチョウだとは思わなかった。まさに百聞は一
見に如かず。
Oct. 29, 2018：石垣島バンナ公園周回道路
三度目のバンナ公園周回道路。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てくれ、きわめて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。

タテハモドキ Junonia alaman
筆者にとってタテハモドキは南国のクジャクチョウ。1993 年 9 月に初めて沖縄を訪れた際、名
護市伊豆味でオレンジ色が薄い夏型を目にしたのが初の出会いだが、以下に紀行文から印象に残
る出会いを抜粋する。
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。港から 5 分ほど歩いた
道路沿いに自転車レンタルが可能な土産
物店があり余計な荷物を預けて仲間川林
道への分岐点大原に向かう。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。自転車をとめて
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容易にネットイン。濃いオレンジの鱗粉が新鮮でとてもきれいな秋型のタテハモドキも採れる。こ
の時期、秋型に混じってまだ夏型もいるのがいかにも南の島らしい。
Sep. 17, 2004︓与那国島祖納。朝一番にアオタテハモドキが出迎えてくれた路面近くでスジグロ
カバマダラとは異なるオレンジが舞う。新鮮なタテハモドキがサトウキビ畑と農道との境目で日
向ぼっこを始めたらしい。ビデオ記録の大家である金子先生が「チョウと友達になる気持ちで接す
ればチョウは必ずいいチャンスをくれる」と教えてくれた極意を胸に、ゆっくりと一眼レフカメラ
で近づく。幸いアオタテハモド
キのように驚いて飛び去ること
はなく、サトウキビの葉っぱ上
でみごとな開翅動作を見せてく
れる。アオタテハモドキとも友
達になりたいのに、残念ながら
その後もこのようなシャッター
チャンスを与えてくれず。
Dec. 2, 2012：与那国島アギンダ；気温があがるとツマベニチョウも飛び始め、やがて目の前のハ
イビスカスにきた個体をビデオ撮影してからネットイン。シロノセンダングサに蜜を求めて飛来
したタテハモドキはオレンジが濃い美麗秋型で、じっく
りとビデオで撮影記録をとり、さてネットインもと網を
構えると素早く飛び去ってしまう。しばらくして、妻が
「このあたりにもクジャクチョウがいるの？」と聞いて
くる。おそらく先ほどのきれいなタテハモドキが目の前
に来たのだろう。

アオタテハモドキ Junonia orythia
Sep. 5, 1993：石垣島川平
あたり一面おびただしい数の蝶が群れ飛んでいる中で、とりわけ敏捷に飛び交っているのがタ
テハチョウの仲間だ。メスアカムラサキとリュウキュウムラサキ、それに小型ではあるがコバルト
ブルーの金属光沢がとてもきれいなアオタテハモドキが参加し
ている。いずれのタテハチョウ属も花の蜜を求めて急旋回して
は白いセンダングサ花上に静止するが、マダラチョウのように
ひとつの花上でゆっくりと味わうような落ち着きはまったくな
い。アオタテハモドキは少し開けた陽当たりのいい肌地に直接
羽を広げて止まるのが特に好きとみえる。美しいコバルトブル
ーの金属光沢を見せびらかしたいのであればもっとゆっくりと
見せてくれればいいのに、次々と場所をかえてあっちこっちと
飛び回る。センダングサの隙間に赤土が剥き出しの荒れた畑地
に踏込むと場所によっては足首まではまり込んでしまう柔らかい部分もあるが、タテハチョウ属
との追っかけっこはとても楽しい。
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Oct. 28, 2004：沖縄名護市
すでに 16 時近いため、日当たりのいい場所を探して進むと、昔は荒地だった場所に何軒かの民
家が建ち、名護城側の林縁に沿って幸地川が流れ、その周辺に適度な草原が広がる場所に出る。幸
いここらに咲くセンダングサを中心にアオタテハモドキやタテハモドキ、カバマダラ、ヒメアカタ
テハなどが残りすくない時間帯を惜しんで遊んでいる。奥の林周辺にはツマムラサキマダラの雌
雄が飛び交う。さっそくカメラを準備していいアングルをと、チョウの気持ちになってその動きに
ついてゆく。なかでもアオタテハモドキ♂のムラサキがかったブルーが太陽光線を受けてひときわ
美しく映える個体に魅せられる。一方、コバルトブルーに輝く石垣に静止する個体に対してもシャ
ッターを切る。いずれも和歌山の石垣さんが撮影記録しておられるメスの場合に出る赤い紋が前
翅にくっきりと見えるタイプだが、本部半島には案外普通タイプなのかも知れない。

イチモンジチョウ Limenitis camilla
イチモンジチョウとの初めての出会いは、サカハチチョウの項で書いた中学 1 年のときの科学
班企画高知市鏡村川口への昆虫採集行だったはずだが、サカハチチョウの印象が強すぎて、残念な
がらイチモンジチョウを初めて目にした瞬間の記憶がない。しかし、黒地にきりっとした白色の一
文字模様が映えるこのチョウは今でも好きなチョウで、とりわけ近縁種のアサマイチモンジとど
こに差異があるのかと、ずいぶん熱心に両者を捕らえては比較した種だ。
大学生となってからチョウと接する時間が極端に減ってしまうが、それでも土日の天気のよい
日には自転車を駆って京都市内を巡り、特に、比叡山の登山口となる修学院音羽谷へはよく通っ
た。そこにはイチモンジチョウとアサマイチモンジとが混棲していて、そのおかげで両種をまちが
いなく区別できるようになった貴重な産地であった。また、谷あい斜面には大きなアワブキがあっ
てスミナガシの絶好の発生場所となっており、四季を通じてキタキチョウの季節型をフォローす
るのにもいい環境が保たれていた。ところが、この谷あいの一角がどこかの裕福な個人の私有地だ
ったとはとても信じられないが、ある日、このアワブキがいきなりでかいブルドーザーによって取
り除かれる場面にでくわして驚く。結局、アワブキのあった谷あい斜面が広く切り開かれて、谷の
自然流の一部を庭景観として採用した一見風流な私邸が建造され、筆者にとってチョウ観察の場
として重宝した場所は消え去ってしまった。
イチモンジチョウはガマズミなどの白い花の蜜を吸う光景も目にするが、多くの場合、林道のや
や開けた場所で路面の水分を吸う姿に出会う。2004 年 8 月 25 日、開田高原のとある林道では、止
めた HONDA Stream 車の屋根の上で、そこに水分があるようには見えないのにゆっくりと羽を広
げて口吻をのばす様をいろんな角度でカメラ撮影を楽しんだ。撮影記録をじっくり眺めると、灼熱
のアスファルト道路でよくみる陽炎状に屋根表面にもわずかな水分の層ができていて、その水分
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を吸っていたのだと思える。ときには路傍のクマザサの葉上に移動して休憩し、あるいは路面にま

でおりて石の上で日向ぼっこの姿勢をとるなど、このイチモンジチョウは長い時間、筆者のカメラ
タイムのいい被写体となって遊んでくれた。石の上で日向ぼっこをするイチモンジチョウが自身
の大きな影に気きづいているとしたら、いったいどんな心境なのだろうか。
アサマイチモンジ Limenitis glorifica
イチモンジチョウの項で、1964 年頃、比叡山の登山口となる修学院音羽谷がイチモンジチョウ
とアサマイチモンジとの混棲地となっていたことを述べたが、今はどんな状況なのだろうか。
一般的にイチモンジチョウにくらべてアサマイチモンジはその生息分布が狭く、北海道、四国、
九州ではみることができない。筆者の郷里、高知市でもごく限られたところにしかいない珍しいチ
ョウという位置づけであったが、兵庫県播磨地区は、むしろアサマイチモンジの方が多くみられる
稀有な地域のようである。幼虫の食草はイチモンジチョウと同じスイカズラで、5 月から 6 月にか
けてきれいな薄黄色の花を咲き誇らせ、アサマイチモンジの母蝶が産
卵のためにその周辺を飛び交う光景が楽しめる。母蝶はスイカズラ若
葉の裏側に産卵することが多いよ
うだが、左図のように葉表に産卵す
ることも少なくない。孵化した幼虫
は、若葉の先端部から食い始め、イ
シガケチョウやスミナガシの幼虫にみられる独特の糞塔を形成
して枯れしおれた葉っぱをカーテン状にぶらさげ、葉脈の先端
から糸状にのびた擬似葉脈にそっと静止して自身をその細糸と
一体化するか、あるいはカーテンの陰に身を隠す。これらの習性は小鳥やハチなどの外敵に対する
みごとなカムフラージュであるが、この習性を知る人間にとっては幼虫発見の格好の目印となる。
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近似種のイチモンジチョウとは野外で飛翔している姿をみるだけでは区別がきわめてむずかし
く、右図のように静止した状態であれば、後翅上から 4 番目の白紋内側にある黒い 2 本の線状模
様が V 字を呈していればアサマイチモ
ンジだと判定できる（イチモンジチョウ
では平行線：下の標本裏面を参照）。ま
た、羽を広げてくれている場合、標本図
の前翅に着目して、下から 2,3 番目の白
紋を直線で結んだ延長線が下の白紋の
外＝右前翅なら右側を通り、イチモンジ
チョウでは内＝右前翅なら左側へとぐ
んと斜めに角度がついた延長線となるこ
とで、明確に区別ができる（参考のためイ
チモンジチョウ標本も示す）。
2009 年 5 月下旬から 6 月上旬にかけて
は、播磨地区における絶滅危惧種Ⅰ類指
定ヒメヒカゲの生息調査で忙しいが、そ
のあいまにアサマイチモンジが複数頭、
スイカズラの花が咲くまわりをスイースイーとみごとな滑空をみせてくれるのが、眼の保養とな
る。１頭の♀を２頭の♂が追いかけ始めて展開される、3 頭によるスクランブル飛行はなかなか見
ごたえのある光景である。
和名は最初に発見されたのが浅間山周辺だったことからつけられたものと思うが、世界で日本
の本州にしかいない特産種であるだけに、大切にしたいチョウである。
June 24, 2009

アサマイチモンジ羽化

アサマイチモンジの蛹化、羽化の記録。蛹は次第に固化するにつれて背部の小紋がみごとな金
色の輝きを放つようになる。ツマグロヒョウモンやルリタテハにも見られるこの金色はいったい
どのような成分から成り立つのか、沖縄や八重山ではオオゴマダラ、ヤエヤマイチモンジのよう
に蛹全体が金色に輝く種類もあり、自然界の不思議は山とある。ヒメヒカゲは蛹から体が出るま
でにわずか 30 秒だったがアサマイチモンジでは 1
分 30 秒を要した。逆に羽がのびきるまでの時間は
ヒメヒカゲで約 10 分、アサマイチモンジでは 7

分ていどで完結した。チョウの種類によって
蛹の大きさから想像する以外の要因がありそ
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う。なお、ヒメヒカゲ母蝶は 6 月 24 日現在 20 卵を産んでまだ生きていている。羽化から 18 日
目だ。
June 26, 2009 アサマイチモンジ：ふるさとへ 第一章
アサマイチモンジの雌雄が続けて（♀は 6 月 22 日朝 8 時
半、♂は本日早朝 5 時半に）羽化したところで、卵の段階で
野外から持ち帰った元の発生地にもどしに出かける。ふる
さとを覚えているとは思わないが、時刻が朝 9 時半で気温
は十分高い時間帯なのに一気に飛び去ることもなく近くの
木の葉上で休憩してくれる♀の雄姿をじっくりと撮影記録。
July 7, 2009

アサマイチモンジ：ふるさとへ 第二章

初令幼虫の段階でアシナガバチ攻撃を回避するために自宅に持ち帰ったアサマイチモンジが、
7 月 5（♂）,6（♂）,7 日（♀）と 3 日続けて羽化したところで、まとめて元のスイカズラが茂る
林縁へと戻すために自転車を踏む。7 月 3 日に新たなルートで 40 分に更新した所要時間を本日は
さらに 35 分に短縮更新して 9 時 20 分現地到着。一時も早くふるさとで飛ばしてやろうという心
意気で行程のほとんどを最速モードで走った
結果だ。まず早く羽化した♂から放すが、いず
れもいったん当方の汗をかいた腕にとまって
躊躇の気配をみせてから静かに近くのスイカ
ズラなどの葉上に移動するから嬉しくなる。
今朝生まれたばかりの♀はじゅうぶん羽が固ま
っていないのかすぐに路面に落ちるので、そ
っと指にとまらせて近くの葉っぱ上に移して
やる。やっと落ち着いてくれたかと思うまも
なく、放したばかりの♂のうちの 1 頭がいき
なり求愛にやってくる。早く羽化した方でも
まだ 3 日目なのに精子は十分受精能があるの
だろうか。何度かまわりを飛んでみせ、やが
てお尻をまげて迫り、なんなく交尾成立。雨雲が
迫ってきたため 1 時間以上の観察はあきらめた
が、交尾時間はけっこう長いようだ。せっかくだ
から今朝 4 時過ぎから待機して、完璧にビデオ記
録がとれた♀の羽化経緯も示しておこう。
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オオイチモンジ Limenitis populi
1999 年 7 月 8 日

富良野

TV ドラマで知れ渡った「北の国から」のロケ地に向かう観光バスの多い布部川沿いのアスフ
ァルト道路をやり過ごして、砂利道の布礼別川林道に入る。例によって妻も前方の蝶影を見逃さ
ないような運転で進んでくれる。やがて湿り気のある路面で吸水する複数のコムラサキに出会
う。あまり気乗りはしないが、妻が「せっかくだから採ったら」と勧めるので降りて 1 頭をしと
める。三角紙に納めて車にもどろうとしたそのとき、車より後方の路面にオオイチモンジが舞
う。この絶好のチャンスをしっかりモノにして車にもどるや「私のゆうことをきいたおかげよ」
とやられる。
どんどん進んでやや明るく開けた場所の向こうに長い木陰が続く沢沿いの林道に近づいたその
とき。木陰がはじまるすぐの路面にひときわ白帯が目立つオオイチモンジがいる。♀である。す
ぐにネットをかぶせたらまちがいなく採れるタイミングだっ
たと思うが、これこそ Video 撮影の対象だ、との考えが優
先。その準備にかかった矢先、夢中で吸水している限りそう
簡単には飛び立たないだろうと勝手に思ったのとは裏腹に、
突然飛び立って沢沿いに遠ざかる気配。あっけにとられて
Video 撮影を忘れてネット片手に走り出す。オオイチモンジ
はネットをどのタイミングで振ろうかとの当方の迷いを見透
かしたかのように、身体のごく近くの旋回もふくめて滑空を
繰り返したあと、急速に周囲の樹林めがけて高度をあげ、日当たりのいい梢むけて飛び去ってし
まった。旋回の段階で勇気をもって振りぬけばネットインできたかもしれない、など、後悔をす
ればきりのないくやしい時間ではあった。強がりをいうとすれ
ば、♀であっただけに、卵をたくさん産んで、次の機会への楽
しみを増やしてくれるにちがいなく、採れなくてよかったかも
しれない、と。
この日は富良野のラベンダーや美瑛の広大な風景もみてから
小樽まで移動しなければならない状況下、さらに奥へと探索し
た時点で、妻は先ほど逃した新鮮♀をなんとかしとめさせてや
りたいと思ってくれているらしく「もう少しねばっていいよ」
と最初の路面に戻る。そこで黒っぽい蝶が目に入り「降りてみたら」と勧めてくれる。やや大型
のミスジチョウだとわかり、もうネットインする対象ではないのでもどろうとしたそのとき前方
湿地でオオイチモンジがヒラリと舞う。きわめて新鮮な♂である。路面上で吸水態勢に入り静か
におちつくのをまってゆっくりネットをかぶせてゲット。「またしても私のいうことをきいたお
かげでしょ」「ハイハイ、感謝々々ですよ」
2007 年 7 月 12 日

大雪湖

大雪湖の近くまでくると、明らかにオオイチモンジとわかる飛翔が車窓を横切る。木陰に車をと
めてネット片手に降り立つと、周りには食樹のドロノキの大木があり道路と平行にとんでくるオ
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オイチモンジがみえる。明らかにそれとわかる水溜りがあるわけではないがチョウは砂利道を
転々と旋回しては静止する。新鮮オスである。オオイチモンジは吸水中にネットをかぶせても動じ
ることなく吸水しつづける驚
異的な鈍感さを示すという記
事を読んだことがあるが、必ず
しもそうではない。タテハ属の
チョウにネットをかぶせたと
き、採集者のとる常套手段はネ
ットの底（先端）部分を持ち上
げて上部に空間を作る。そうし
て自然に上の空間部へと移動するチョウをピンセット利用で三角紙に回収する。これが一般的手
法なのだが、オオイチモンジにはこの方法が通用しないのだ。夢中で吸水をしている場面でなら記
事のような状況もあるだろうが、わずかの湿り気を求めて静止しているオオイチモンジを相手と
した筆者の経験の多くでオオイチモンジは実に頭がいい。ネットをもちあげてできる上部空間に
は目もくれず、地面とネットの間に少しでも脱出できる隙間はないものか、と地面を離れることな
く鋭く羽ばたきながら動き回るのだ。今年は、愛山渓、大雪湖、石北峠、丸瀬布と、実に 4-5 回は
この動きとの戦いで、狭い空間で動き回るためきれいな鱗粉がはがれ落ちないよう、ましてや羽が
汚損しないよう、このチョウの回収には手を焼いた。
July 13, 2017：最終日も富良野布礼別川林道へ
昼食タイムのあと、オオイチモンジの再飛来を期待してもどった奥の湿地帯で、ようやく表れた
個体は、午前中に目撃した♀と同じ個体だと思われ、湿地帯の手前でヒラリと滑空したあと、かな
りの速さで流れる渓流の対岸へと飛び、やがて向こう側の渓流沿いで吸水しはじめる。急な流れの
渓流は深い部分もあるようだが、上流側へと行けば浅い部分があることを確認し、オオイチモンジ
から目を離さないようにして靴をぬぎ、靴下もぬいで裸足となる。川原一面にころがる大小の石表
面が強い陽ざしで熱く、裸足での移動はつらいがオオイチモンジが少しずつ吸水場所を変えてい
くのを見逃さないよう注意しながら渓流へと踏み込む。苔むした川底の小石まわりは滑りやすく、

速い流れに足をとられそうになるのに耐え、ビデオカメラを落とさないようゆっくりと対岸に渡
る。オオイチモンジはやや落ち着いた様子で湿地面にストローを伸ばしている。驚かさないように
遠回りで徐々に接近し、ズームアップでとらえられるあたりからビデオ ON で迫る。やはり新鮮
度がかなり低いが、白い帯が広い♀を身近にみるのは初めてでうれしくなる。♂には出会えなかっ
たものの、今回の主目的をかろうじて達成できたことに感無量。
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ヤエヤマイチモンジ Athyma selenophora
Nov. 2, 1995：石垣島バンナ公園
初めての道をどんどん辿ってバンナ公園南西側裏門に到達。自転車を入口に置いて大樹のデイ
ゴ並木道がつらなるきれいな導入路を進む。園内のうす暗くなった木陰に咲くサンダンカの赤い
花にはクロアゲハが群れて求蜜している。タイワンクロボシシジミが周辺のアカメガシワの大き
な葉に産卵をしておりこれが食樹であることが分る。そのとき頭上に黒いタテハチョウの一種が
現れてデイゴのかなり高い位置の葉上に静止する。羽を広げた瞬間に初めて見るヤエヤマイチモ
ンジの♂だとわかる。きれいである。高貴な感じさえ漂わせている。ビデオ撮影もしたいがなんと
かネットインできないか、うまくジャンプをすれば届くかも知れない。ねらいを定めて飛び上がり
ざまネットを振りあげたが残念ながらネットには入らずに道路反対側の木々の梢を越え、もはや
手のとどかない下方の広い森の方向へと飛び去ってしまう。
Sep. 20, 1997：西表島大富林道
今回の目的はヤエヤマイチモンジ♂。林が開けて陽あたりのいい林道に踏み込むと、路傍のセン
ダングサにスジグロカバマダラたちが群れ飛び、路面では 2 頭の
ヤエヤマイチモンジ♂が遊んでいる。いずれがより新鮮体なのか
区別判断する目的も兼ね、驚かさない程度に距離をおいて Video
撮影を試みる。ファインダー越しにいずれも羽が少し傷んでいる
のが明らかだ。路面で吸水している手前の 1 頭にネットをかぶせ
て初の♂をしとめる。白帯のまわりにわずかに光る violet blue が
きれいだ。あとの 1 頭は身の危険を感知したのか近くの木の葉上
先端に移って、よく知られた占有見張り状態に入る。静かにネッ
トを下から近づけて迫るも、あと少しというところですばしっこく飛び去ってしまう。後に石垣島
と竹富島でタテハ族には緑ネットがより近くまで警戒されないことを体験するが、この時ネット
の色は赤。
『1 頭がいなくなってもすぐに別の♂が現われる』というヤエイチ♂のテリトリーに関す
る生態図鑑の記載どおりにはことが運ばず、30 分ほど粘っても再び姿を見ることなく終わる。
Sep. 29, 2005：石垣島オモト林道
オモト林道一帯にはヤエヤマイチモンジの食樹であるコンロンカが至る所に自生しているのだ
が、タイワンオガタマノキのすぐそばにも大きいコンロンカがあって、その大きな緑の葉陰にキラ
リと光る金色が目にとまる。ヤエヤマイチモンジの蛹である。昨年は幼虫を見つけて持ち帰る途中
どこかで落としてしまうという苦い経験をしたチョウの蛹が、今、美しい金色を輝かせて葉裏にぶ
らさがっているのだ。これは感動もの。初めて目にする自然蛹をしっかりデジカメ撮影をしてから
寄生蜂な
どにやら
れていな
いことを
願いつつ
枝を折り
取る。
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シロミスジ Athyma perius
Oct. 11, 1996：与那国島アギンダ
そろそろ引き上げようかと自転車にまたがったその目の前に、いきなりタテハチョウが飛来す
る。ピッタリと合わせ閉じた翅裏のこれまで見たこともない模様と色調は図鑑でのみ知るシロミ
スジ。これほど美しい色調だとは思いもよらなかった魅力的な蝶だ。ゆっくりと自転車を立て直
し、ネットを広げている間この蝶はじっとしていてくれた。横払いに初めてのシロミスジ捕獲とな
る。残念ながら完全体ではない。たぶん野鳥についばまれたのだろう、後翅がほぼ左右対称に破れ
てしまっている。
June 11, 1998：与那国島祖納
アギンダの上り口にある水場でタイワンアオバセセリが産卵
活動をしている。上流谷川沿いに群生するオオイワガネにヤエム
ラ発生の徴候はなし。リュウキュウムラサキの新鮮♂が遊んでお
りネットイン。ツマベニチョウも林縁に少なくないがネットが届
く範囲にはこないので先を急ぐ。急坂カーブ左の畑地で行止まり
となる道に入るとツマベニやタイワンシロが多い。新鮮体ではな
いシロミスジが遊んでいる。努めて自然なすがたをカメラでねらう。
June 13, 1998：与那国島祖納
16 時の飛行機の時間まで祖納近辺のポイントで探索するべくもどる。前回宿泊の世話になった
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（ルリイチモンジ）
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おり、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。
Dec. 2, 2012：与那国島ギンダ
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。
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リュウキュウミスジ Neptis hylas
加古川周辺に普通に見られるコミスジときわめてよく似たリュウキュウミスジというチョウが
奄美大島から南の地域に分布していて、その飛翔形態までそっくりだが、両種が混生する地域はな
く、じっくり観察すればその区別も難しくはない。1993 年 9 月、初の沖縄訪問時に本部半島平敷
でツマベニチョウとの出会いに感動したその同じ日に、このリュウキュウミスジも初めて目にし
ているが印象はうすい。
Oct. 30, 2003 年︓波照間島南
「南」小ジャングル入り口では、以前と同じようにあたりの草を食んでいる 2 頭のヤギが 7 年ぶ
りの訪問を出迎えてくれる。自転車１台がやっと通れるあぜ道脇で、7 年前と同じようにテリトリ
ーを張るリュウキュウムラサキの♂をビデオに収める。ルリタテハやウスキシロチョウも防風林縁
をかすめて飛ぶ。かつては余裕を持って進むことのできた小ジャングル入り口一帯は、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、低い位
置の葉っぱ上で休んで
いる金緑色の光沢を輝
かせたナナホシキンカ
メムシが目に飛び込ん
でくる。
Sep. 15, 2004︓石垣島バンナ公園周回道路
あらたなランタナ花壇への訪問者はきれいなアカタテハ。このチョウも花から花へといそがし
く飛び回るがホリイコシジミにくらべれば蜜を吸うために静止のタイミングがあるだけ撮影はや
さしい。もっぱらランタナ花壇を中心に観察をしている視野に山側上方から降りてくる大きな白
いチョウ:ツマベニチョウが飛び込んできて、わずかに真っ赤な花がみられる山側道路沿いのハイ
ビスカス並木に舞い降りる。急いでカメラのシャッターチャンスを期待するが、一つの花で数秒蜜
を吸っただけで撮影のタイミングをえられないまま飛び去られてしまう。しかたなく、その並木周
辺をスイスイと飛び遊
ぶリュウキュウミスジ
だけでもできるかぎり
いいショットを、と
次々と場所を変えるチ
ョウについていく。
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コミスジ Neptis sappo
ホシミスジの項で少し触れたコミスジの生態写真をやっと確保できたので、
久々に身近なチ
ョ ウについて書くことがでる。飛び方にとても分かりやすい特徴があって”ツンと羽ばたい
て はグライダー様にスイーと流れるしぐさで軽やかに滑空し、
その飛び方から遠くにいても
ミスジ チョウの仲間だと分かる”とホシミスジの項に記載した。日本には学名 Neptis で分類
されるフタスジチョウを含むミスジチョウの仲間が 5 種類いて、コミスジは北海道から屋久
島までもっとも広く分布する 普 通 種 だ 。 コ ミ ス ジ の 種 名 aceris は カ エ デ 類 の 属 名
Acer に由来しているが、カエデで育つのはミスジチョウとオオミスジであってコミスジの

幼虫はマメ科のニセアカシア、フジ、クズやナンテンハギなどのハギ類で育ち、カエデ類は
食べないのに命名者がよく調べなかったのか間違いを犯したようだ。学名は一度登録される
と簡単には訂正されないようで、大英博物館にコマドリが Erithacus akahige、アカヒゲが

Erithacus komadori と取り違えて登録されていることが分かっても博物館は決して訂正
を認めない事例が有名。この 2 種の小鳥は日本の鳥シリーズ切手に採用されているので、関心
のある方は確認してみてほしい。
コミスジなどのミスジチョウの仲間やイチモンジチョウ類では、翅表に比べて裏面の背景
色調が黒から明るい褐色に変わってなかなかあじわい深く、Video 撮影のスロー再生で飛び立
つ様子を切り出した2 番目の図と2010/8/24 の記録にその特徴をみることがでる。

真横からカメラでねらえる位置にとまったところを Low Angle で迫った際の記録は風が強く
ていい映像となっていないが、 2010 年8 月24 日、
ようやくV 字開翅姿勢の撮影記録がとれた。ミ
スジチョウの仲間は、多くの場合静止する際には上右端図のようにミスジ（三筋）模様が目立つ
ように目いっぱい翅を広げた姿勢でとまって静かに開閉を繰り返す。♀は羽の形が丸 みを帯びて
総じて♂よりも大型で、♂は後翅表面の前縁部に光 沢をもった灰白色のいくらか広い部分がある。
これらの特徴を調べると雌雄の区別は比較的容易といえる。越冬した終令幼虫は何も食べずに蛹化
するそうで、加古川周辺では 4 月の中旬から 9 月下旬までの成虫活動が記録できていて、年 2 回
以上は発生していると思われるが正確な発生回数は確認できていない。
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ホシミスジ Neptis pryeri
ホシミスジは、1960 年頃、筆者の郷里高知市では例年 6 月 10 日前後に、郊外の逢坂峠という小
高い山肌の草地まで約 4km 自転車を踏んでやっと出会えるたいへん珍しいチョウだった。1990 年
代後半だったと思うが、このホシミスジの幼虫が高砂市西畑の自宅庭のシモツケにいるのを見つ
けたときは、一体どこから？と不思議に思えた。すっかりそのことを忘れていた 2004 年 5 月、た
またま斎場南側の公園近くを自転車で通りかかった際、まぎれもないホシミスジがひらひらと路
面で遊んでいるのに出くわし、あたりを良く見ると、斎場をとりまく高台となった部分の垣根がす
べてホシミスジの食草となるユキヤナギだった。このユキヤナギが垣根植物としてどこからか運
ばれてきて、そのときホシミスジの卵、幼虫、蛹のいずれかが複数ついていたと思われる。自転車
をゆっくり踏みながら斎場側に気をつけると、他にも何頭か飛んでいるのがみえ、明らかにここで
継続発生している様子。場所が場所だけに戸惑いながらもカメラ持参で斎場事務所へと立ち入り、
観察許可を得て場内のユキヤナギを調べ
ると、若令幼虫も見つかり、目の前で産
卵する♀も撮影できた。V 字に羽を開い
た写真でわかるように、後翅裏の付け根
あたりにある星状の黒い斑点がホシミス
ジという名前の由来で、本州、四国、九
州に分布し東北地方では稀となる。
ホシミスジの仲間に幼虫があちこちでマントを形成するクズの葉っぱを食べるコミスジという
一回り小さなチョウがいて、どちらかといえばコミスジの方がはるかにポピュラーな存在なのに、
近隣ではホシミスジだけが目につきます。普通にみられるはずのコミスジは松波町や西畑地区で
なぜかみたことがありません。いずれもツンと羽ばたいてはグライダー様にスイーと流れるしぐ
さで軽やかに滑空し、その飛び方から遠くにいてもミスジチョウの仲間だと分かります。
西畑から松波町へ越してきて 4 年経
過した 2007 年夏に初めて玄関前にシモ
ツケの鉢植えをおいて様子をみていた
ら、来てくれました。2008 年 6 月 19 日、
大きな♀が 1 個だけ卵を産んでくれ、産
卵後その名前のミスジ（三筋）とホシ模
様をしっかり見てくださいよ、といわんばかりに隣のゼラニウムの葉っぱ上でゆっくりと V 字体
勢を交えた開閉を繰り返し見せてくれてからどこかへといなくなりました。その後、卵は無事チョ
ウにまで育ち元気良く飛びたちました。３班裏の花畑に植栽されたユキヤナギにも幼虫がみつか
るなど、斎場を発生原点としてじわじわと勢力を広げているのがうれしくなります。
May 26, 2015 昼間の庭にホシミスジ
ここ数日、ホシミスジが庭を訪れてふわりふわりと飛び遊ぶ光景が見られ、カメラをもって庭
に出るとなぜか飛び去られるばかりだったが、今日は陽射しが暑いせいかどうか、木陰となった
部分を探して長居してくれそうな気配。昔ギフチョウの飼育に利用したヒメカンアオイの葉に口
吻を伸ばしたりして固執するようなそぶりを見せるが、葉っぱに湿り気があるわけでもなく、や
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はり暑すぎるのか、となりのジャスミンの葉陰へと飛び移る。やがてヒラリと飛び立って、とっ
くに花の終わったボタンやシランの影となっている周辺で飛翔を繰り返す。その様子をビデオカ

メラで追ってみるが、チョウの姿を大きくとらえるのは難し
い。この個体は前翅が丸みを帯びているので♀なのかもしれ
ない。玄関先にシモツケを植栽した年には、どこから現れた
のか母蝶がすぐにやってきて産卵してくれたのだがそれ以降
産卵してくれたことはなく、近くの公園などにいくらでもあ
るユキヤナギが発生源だと思われる。
June 12, 2016 ホシミスジが産卵
ホシミスジが家の周りをフワリフワリと楽し気に舞う光景が何度か見られたが、本日、うす曇
りの天候のもと、玄関先に植栽してあるシモツケに母チョウが産卵しにやってきた。一度産卵し
た後、近くで休憩し、やがてカメラを持つ筆者の周りをゆっくりと飛んでからシモツケへと止ま

り、いい位置をきめたのか、お尻をぐっとまげて産卵。産み付
けた葉っぱを確認後、クローズアップレンズを装着してから可
能な限りの接写で記録するとこれまでに気づかなった、縦筋で
はなくミラーボール様の細かい突起群が見てとれる。このシモ
ツケへの産卵はこれで二度目だが、これからの観察が楽しみ。
July 7, 2016 ホシミスジの幼虫
6 月 12 日に母チョウが飛来して鉢植えシモツケに産卵をしてくれたのは、結局 2 卵だけだった
が、本日確認できる幼虫は体長 7mm ていどの 1 個体だけになっている。タツノオトシゴが陸上
生活へと変更したかのような姿かたちがユニークな幼虫だが、1 週間ほど前までは独特の巣作り
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をしてその中に潜んでいたわけで、6 月 19-20 日には確かに幼虫 2 個体を確認記録できている。
鉢植えシモツケには小さなアリの仲間がパトロール散策をしていることを承知していて、アリに
幼虫が持っていかれたのか、あるいは同じく周辺でパトロール飛翔をしているアシナガバチにや
られた可能性も否定できない。何とかこの幼虫だけでもチョウにまで育ってほしいものだ。

ミスジチョウ Neptis philyra excellens
ミスジチョウは、その学名：Neptis philyra の日本産亜種名が excellens となっている。このこと
に関して、江崎禎三校閲、横山光夫著の「原色日本蝶類図鑑（1954,保育社）」には、"種名 phylira
は「妖精の娘」の名。亜種名は「優秀」の意, これは石川千代松博士の描かれた本種の原図がきわ
めて優秀であって, 本種はタイプ標本に依らず描画によって命名された異例の由緒による。"と説
明されているが、近年の蝶類図鑑にこのような裏話的ユニークな説明がないのは残念だ。
幼虫がカエデ類の葉を食べて育つチョウで、発生地は山間部である場合が多く、本種との初の出
会いは標高 700m ほどの高知県梶が森登山道：1956 年 7 月、恩師の故岡本盛康先生に引率してい
ただいて初めて本格的な登山を経験したときのこと。山頂部は標高 1400m で、オオミドリシジミ
やカミキリムシ類が上昇気流にのって吹き上げられてきて、辺りの灌木を探索すればいろんな昆
虫が見つけられることを経験した場所だ。
次の出会いは 1975 年 7 月、日光戦場ヶ原と奥鬼怒裏日光で観察しているが、採集はしていなく
撮影記録もない。映像記録として 1989 年 7 月 15 日、兵庫福知渓谷でカエデの高い位置に産卵目
的で飛来した本種のメスをかろうじてズームアップでビデオ記録している。今となっては古い機
種での撮影記録なので、静止画像として取り込んでも鮮明度が低い。翌年の 6 月に再訪問した同じ
場所で採集した個体が手元にある唯一の古い標本。
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その後、以下に示すように北海道では数か所で本種を観察できており、特に 1999 年 7 月のチミ
ケップ湖まわりでは多数の個体が飛び交う光景に出会えたが、通常、一度に複数個体をみることは
少ない。

北海道での観察記録
July 5, 1999 愛山渓
July 6, 1999 チミケップ湖
July 7, 1999 オンネトー
July 10, 1999 愛山渓
July 10, 2000 愛山渓
July 11, 2000 愛山渓
本種は幼虫で越冬するのだが、カエデの枝に枯葉でつくった越冬巣が目立つ形で残るため、その
習性を知る愛好家は比較的容易に見つけられるという。なのに、筆者は機会あるごとに注意してみ
るのだが、これまでに越冬幼虫が潜む巣を見つけたことはない。
July 13, 2017：最終日も富良野布礼別川林道へ
美瑛を思わせる広大な風景を眺めながら、昨日と同じ林道入口から 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。昨日も見た

ミスジチョウがこの日は渓流沿いを伝うように飛び、川原の岩の上を転々と移動していくのにつ
いて回る。路面で吸水する個体も複数見る。一番奥の湿地帯は朝からの好天気で吸水場所が少なく
なっているが、それでもやってくるのはクジャクチョウ、シータテハ、コムラサキ、コヒオドシ、
ミドリヒョウモン、メスグロヒョウモン、そして一番多いのがキバネセセリ。
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オオミスジ Neptis alwina
オオミスジは、その名の通り"大型のミスジチョウ"で確実な生息分布は北海道と本州。幼虫がウ
メ、スモモ、アンズなどのバラ科植物の葉を食べるため、中部地方の人家周辺でもよく見られるチ
ョウで、最初の出会いは 1962 年 8 月 5 日、下諏訪市在住のメール友達だった方に招待いただき、
初めて高知県外へとチョウ採集の旅にでたとき。今となっ
ては初採集の場所やその瞬間を思い出せないが、標本が証
拠として残っている。この採集行では、霧ケ峰高原の七島
八島で初めてクジャクチョウ、スジボソヤマキチョウ、エ
ルタテハを目にし、霧ケ峰高原から長い距離をずっと歩い
て降り立った落合という渓流の堰堤部ではミヤマカラスア
ゲハが囮に群がってくる様子も目の当たりにした。また、
八ヶ岳の中山峠を越えて踏み込んだ林の奥に広がる広大な
斜面草原で、いずれも初めての出会いとなるベニヒカゲ、クモマベニヒカゲ、シータテハなどが辺
り一面に乱舞する光景に歓喜したものだが、あの生息環境が今でも存続されているのかどうかは
分からない。
二度目は、1987 年 8 月 12 日、西穂高・新平湯温泉へ家族で旅行をした際、宿泊宿：甚九郎の
玄関先にあった梅の木のまわりを飛ぶきれいな本種をみているが、ビデオカメラを持ってはいた
のに撮影記録はなく、採集もしていない。このとき、西穂高ロープウエイに乗るまで長蛇の車の列
ができて 5hr ほど待たされたものの、ロープウエイ内では首から上だけを出す形でボストンバッ
グに入れて飼い猫のゴンタを連れていくなど、愉快な経験をしている。ちなみに、今は天国にいる
我が家の飼い猫たちは、遠出の宿泊旅行のほとんどに同行させ、佐渡島、妙高笹ヶ峰牧場、上高地、
女神湖、白樺湖、車山高原、愛媛石鎚山、高知梶が森、南は鹿児島桜島、指宿温泉、開聞岳などを
経験させている。
オオミスジに関する珍しい記録として、2009 年 7 月 23 日、伊那市長谷で、オオムラサキ、コ
ムラサキ、スズメバチが競っているコナラの樹液にこだわって、何とか仲間入りをさせてもらおう
と割り込む様子を観察している。
白水標準図鑑には、山間部の森林中でみることは少ないとの記述があるが、2005 年 8 月 27 日
に訪れた人里からはるかに離れた月夜沢林道で、おそらく産卵目的の♀だったと思える個体がカエ
デ類の多い深みのある林のなかを飛んでいるのをみている。
かろうじて自然状態を撮影できたのが、2012 年 9 月 1 日、飯田市南信濃の道の駅：遠山郷足湯
のまわりに植栽されているモモの木に産卵目
的でやってきた♀個体のズームアップ記録で、
どう見ても産卵行動ではなく飛びつかれて休
憩しているようにみえる。あちこちと場所を
かえて飛び回るのを、人の気配に敏感なため
刺激しないようについていっての望遠撮影の
ため、鮮明な記録がとれていない。それにし
ても、9 月 1 日とはかなり遅い発生記録では
ないだろうか。
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フタスジチョウ Neptis rivularis bergnanii; ssp. insularum
私の保管標本箱の中に July 21, 1971：北海道樽前山：leg. Katsumi Kanabu というラベルを
付したフタスジチョウがあり、これが本種との初の出会いで、化学研究者として会社勤めをし
ていた当時の中央研究所副所長だった故金武さんから、沖縄
産オオゴマダラとあわせて頂いたものだ。その後、1974 年 7
月の松本市三城牧場と 1975 年 7 月の裏日光奥鬼怒で北海道産
にくらべて白帯の幅がせまい本州タイプを採集しているが写
真記録はない。2000 年の北海道蝶探索ドライブ旅行の、休憩
タイムに初めて実物との出会いを果たし、2005 年の北海道で
は本種が多産するという苫小牧ウトナイ湖のホシザキシモツ
ケが咲く路傍で Video 撮影も楽しめた。以下、北海道蝶紀行
から該当部分を抜粋して示す。
July 14, 2000 ：再びトマムへとひた走る．ひとり長距離運転をこなしてくれる妻は，適当に
休憩をとりながら進んでくれるが，
できればチョウを探索できそうなところをと休憩場所を選ん
でくれる．
オレンジのセセリチョウが
いるから，
と選んでくれた弟子屈の仁
多という所では，
そのセセリよりも路
傍下ブッシュに咲くシモツケの淡
いピンクの花が目に入り，
もしかした
らフタスジチョウが，
と眼をこらす．
食
草があるからといってチョウがいる
とは限らないのだが北海道はちが
う．いるのである．本州産にくらべて白い帯模様が幅広くてとてもきれいなフタスジチョウが
シモツケの花のまわりをスイスイと飛んでいるのだ．道路沿いを50m ばかり探索して 2 頭を
ゲット．やはり北海道産は美しい．
July 21, 2005：ウトナイ湖；正面に国道が見えるところまできた左手にホザキシモツケが咲く
一角があるのでのぞいてみる．
鉄アミ柵をへだてた林縁をフタスジチョウが飛ぶのが見えるがこ
ちらに飛んできてくれるかどうかこの時点では分からない．
風が吹いてゆれているすぐ近くの笹
の葉に新鮮なコヒョウモンがとまっているのでビデオで記録す
る．今いちどホザキシモツケに目をやると小さいシジミチョウ
が止まっているのが目に入る．カラスシジミのようだ．求蜜訪
花中で少しずつ体をひねって動き続け，いつ飛び立たれるか分
からないのでカメラへの切り替えをあきらめてビデオ記録をす
る．そのあと，左手奥のホザキシモツケにチョウの気配がする
ので確認するときれいなフタスジチョウが訪花したばかりのよ
うで，こちらも翅の開閉を繰り返しながら動き回るのでビデオ記録のみでがまんする．時刻は
16 時を少し回る頃．レンタカー返却へと走り始めても予定より少し早い程度という余裕のな
さなので思い切る．
なお, 2005 年8 月28 日にも南信州しらびそ高原で著しく破損した個体が乾燥した斜面のヒ
ヨドリバナを訪れているのを見たが、あまりにもボロだったので撮影記録はとっていない.
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ウスイロヒョウモンモドキ Melitaea protomedia （絶滅危惧ⅠA 類）
2006 年 7 月に、加古川の里山・ギフチョウ・ネットのメンバーとハチ高原で開催されたウスイ
ロヒョウモンモドキ観察会に参加し、筆者も会員となっていた日本チョウ類保全協会の有志がボ
ランティア活動で高原一帯のウスイロヒョウモンモドキ発生状況を調査している実態を目の当た
りにして、炎天下の大変な作業に驚き、次回には自分も協力しようと決意する。翌 2007 年 7 月 7
日、妻に運転を頼んでハチ高原までのドライブでこの調査活動に参加。およそ 100m 間隔で草原
に目印の旗が立ててあり、この旗を目印として分担区域をグループ分けし、1 グループ 2-4 名単位
に分けた有志メンバーがそれぞれ分担して、見つけたウスイロヒョウモンモドキをネットインし、
チョウの後翅裏にグループごとに色を変えたマジックペンを使って通し番号を書き込んでからチ
ョウを放す。グループ中の記録担当者はマークした通し番号と、チョウを捕獲したときの状況：飛
翔中かあるいは静止中か、オスかメスか、その新鮮度は、などをこと細かく手板に準備した記録用
紙に記入してゆく。この日は天候が曇り空で、きつい太陽の照りつけがなかった分救われたはずな
のだが、それでも背の高いススキなどが茂る斜面ブッシュに入り込んで、藪こぎをしながらの調査
作業は体中からひっきりなしに噴出す汗をぬぐう暇もない、大変な重労働である。
翌日 8 日は一般の参加希望者を募ったチョウ観察会で、日本チョウ類保全協会メンバーは前日
同様にマーキング調査をする者と、観察会への一般参加者に
説明をする者とに分かれる。腰痛をかかえる筆者はさすがに
連日の作業はきびしいので、説明担当を希望して妻と行動を
ともにする。2006 年には散策道路傍の斜面にむき出しとな
った地肌地帯に吸水目的で群れるウスイロヒョウモンモド
キをみることができたが、この日は天気が良くなかったせい
か、草むらに入り込んで驚かさないと飛び立ってくれない状
況。続けて 2008 年の観察会にも妻と参加し、新調した SONY
のフルハイビジョンビデオカメラ HDR-TG1 で存分にきれいな映像を確保した。
実は、このウスイロヒョウモンモドキとの初めての出会いは 1980 年 7 月 13 日、兵庫県砥峰高
原である。このチョウがいるなどとは全く考えもせずに、家族でハイキングを計画。登山口の大河
内村までは車でゆき、ニャンタとチャミーという 2 匹の飼い猫をつれてそこから高原までは約 2
時間の登り。広い草原の中央部に水の流れる谷筋があって、そばに松の木が立つ場所で昼食をと
り、松の木の枝にネコをつかまらせて遊んでいたらネコが墜落したりする様を楽しんでいるうち、
娘が、濡れたために乾かしていたクツの近くに見慣れないチョウがいるよ、と教えてくれる。ずい
ぶん小型のヒョウモンチョウだ。信州の霧が峰高原で乱舞するのをみたことがあるコヒョウモン
モドキとそっくりで、図鑑からの知識でいま目のまえにいるチョウはウスイロヒョウモンモドキ
だと分かり緊張する。思いもしないチョウとの出会いに、がぜんその気になって周辺のススキが多
い草原を探してみる。そして 1 頭だけ新たな個体を見つけるが、それ以上はあらわれず、ギンイチ
モンジセセリもいることを知っただけ。
山を降りる途中で犬をつれて上ってくるご家族と出会って挨拶を交わす。岩岡町在住の姫路昆
虫同好会に属する近藤伸一さんで、ウスイロヒョウモンモドキに出会えたことを話して分かれる
が、後に、兵庫県の蝶について地道な調査を継続されておられることを知る。その近藤さんが兵庫
県三田市の「人と自然の博物館」で、2007 年 4 月 22 日に日本チョウ類保全協会主催の「チョウ
が消えてゆく－絶滅の危機にあるチョウとその保全―」セミナーで「鉢高原のウスイロヒョウモン
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モドキと加古川のギフチョウの保護活動」という講演をされた際、筆者は砥峰高原で絶滅してしま
ったウスイロヒョウモンモドキとヒメヒカゲの標本を、個人で所蔵保管するより博物館で保管し
てもらうのが好ましいと考えて標本を持参、寄贈手続きに託す。公的機関のために手続きが必要だ

ったようで、8 月になってようやく正式受理書状と感謝状が届
く。砥峰高原にはそのあと 1981-82 年と続けて家族で訪問し、
1982 年には高原の湿地帯にヒメヒカゲが発生していることも
わかり複数個体を採集するが、ウスイロヒョウモンモドキはあ
まりに少なくなっている状況が気がかりで、路面で吸水中の個
体を写真撮影しただけ。捕獲していないため、筆者に限れば上
記寄贈標本が最後のものとなる。なお、寄贈した蝶標本は写真
記録として手元に残すことができ、必ずしも標本の形で持たなくてもいいことを実感できたのは
意義のあることだ。1981 年は大河内登山口から数百ｍ上った急な左カーブ地点の右側にある大き
なアワブキにスミナガシの幼虫がいたり、路傍のネムノキの小枝にキタキチョウの蛹が鈴なりに
ぶらさがっていたりして楽しめたが、中腹の路面
一面にジガバチの一種が巣を作っていて 4-5m ほ
どはハチが低い位置でぶんぶん飛び回っており、
子供やネコたちを抱きかかえて乗り切るしかな
いという思わぬ障害も経験した。実は 1982 年の
砥峰高原訪問は、福知渓谷側から車で高原までの
ぼれることが分かって、大河内からの登山道ハイ
キングをやめており、アワブキでスミナガシがそ
の後も発生してくれているかどうかわからない。
砥峰高原一帯は秋のススキ原景観をアピールす
る目的で徹底した野焼きが実施され、そのことがウスイロヒョウモンモドキの継続発生に悪影響
を与えた可能性を否定できなく、観光と自然保護を共存させることの難しさを痛感する。
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July 10, 2016 ウスイロヒョウモンモドキ観察会
例年より一週間ほど発生が早く、本日のチョウ観察会で見られるかどうかが心配されたが、久し
ぶりに草原を飛ぶウスイロヒョウモンモドキに出会えて存分に撮影記録をとる。本日初の出会い
は、求愛し続けるスレた♂とかたくなに拒む♀の姿。葉上でしょんぼりとする♂は、ふられてもや

むを得ないかと思わすくたびれきった姿。カメラ持参の多くの参加者に、よくぞきてくれました、
とモデルを務めてくれた個体は、そこそこの別嬪さんで、背景に遠景をとりこむ構図を選ぶあいだ
もおとなしくしていてくれる。もういいよね、と飛び移ったのは低い位置の黄色い花で、この花で
の吸蜜タイムはあまりに短く、撮影チャンスを得られなかった人の方が多かったが、次にとまった

草葉上はモデルとして引き立つ許せる位置。誰もが早く撮影したいと、被写体へと向けられるカメ
ラの数の多いこと。読売 TV がドキュメンタリーとして放映する企画があるとのことで、草原斜面
や急な山道など、一般参加者と同じルートを 12kg もあるビデオカメラをかついで回る姿には敬服
してしまう。
「ウスイロヒョウモンモドキを守る会」が絶滅回避のために飼育した幼虫を、食草の
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オミナエシを植栽した鉢から草原へと移した場所で、蛹にまで育った個体も観察させていただき
なかには寄生されて穴の開いた残念な蛹もあって、自然界の厳しさを見せつけられる。その後も複
数のウスイロヒョウモンモドキを観察でき、観察ルートの最後となる鞍部へと上がってきて、撮影
チャンスが全くない元気よさで、すいすいと飛び去って行く個体を見送って山を下りる。
July 16, 2017 ウスイロヒョウモンモドキ観察会
例年より一週間遅い July 16、Facebook 友の K さんにお願いして車を出してもらい、息子さん、
加古川の里山・ギフチョウ・ネット代表の竹内さんと 4 名でウスイロヒョウモンモドキの観察会
に参加。
「ウスイロヒョウモンモドキを守る会」の事務局長近藤さ
んから前日の調査 3 か所で発生を確認できたのは 6+1＋1 個体だ
けという寂しい状況説明のあと、小さな子供連れの複数家族など
大勢の一般参加者と一緒に高丸山へと楽ではない登山道を登る。
日照りがきついが、山岳特有の涼しい風が吹き抜ける鞍部草原
に、シカ害防止柵で囲まれた草原でかろうじて 3 個体の飛翔を観

察。オカトラノオで吸蜜する個
体はまずまずの新鮮度で、神戸
新聞記者たちと大勢で撮影記録
を撮る。撮影位置を譲ってあげ
たくても、その動きで飛び立つ
こともあるので、実際に飛び立ってしまう時点までビデオ撮影 ON のままで動けない。何とか観
察目的が果たせたとはいえ、2008-9 年頃の大発生時期を知っている身にはあまりに寂しい状況だ。
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コヒョウモンモドキ Melitaea ambigua niphona （絶滅危惧ⅠB 類）
July 20, 2009 蓼科高原 → 大門街道 → 霧が峰：車山高原
20 年ほど前には有料道路であったビーナスラインはとっくに無料となって、今は無⽤となっ
た料⾦所ゲートが残る場所から数百メートル上ったあたりですばらしい眺望が開けてくるが、
ニ
ッコウキスゲはぱらぱらとしか咲いていない。
⾞⼭⾼原をすこし散策してみようと 駐⾞場のあい
た場所をみつけて⾞をすべりこませ、ビデオカメラだけをもってリフト乗り場周 辺へと流れる
⼈の波についていく。土産物店などもあって多くの観光客でにぎわう広場にでると、その人ごみ
を縫うように足元を小さなヒョウモンチョウが飛んでいる。紛れもないコヒョウモンモドキだ。
いまや絶滅危惧ⅠB 類選定の保護対象となってしまっているが、かつては霧が峰高原強清水など
にうじゃうじゃと飛んでいたものだ。今回、このコヒョウモンモドキに会えるとはまったく考え
ていなかっただけにうれしくなって、
ビデオカメラ ON でその⾶翔を追う。チョウから⽬を離さ
ないようについていくと、リフト乗り場横からスロープと な っ て 広 が る 草 む ら へ と 入 っ て い
く 。 そ こ に は 白 の ヒ メ ジ ョ オ ン や ピ ン ク の フ ウ ロ ウ ソ ウ の 花 々 が あ り 、2,3 頭 の コ ヒ
ョ ウ モ ン モ ド キ が の ん び り と 飛 び 遊んでいる。兵庫のウスイロヒョウモンモドキにくらべる
と明らかにオレンジが濃く、
ヒメジョオンの白い花にとまって背景の緑にもよく映えたきれいな
映像が撮れる。1974年8月7日
に強清水の草原で、辺り一面
このチョウだらけという光景
を楽しんだ際、ここまできれ
いなチョウだったという印象
のないのが不思議だが、当時
はカメラでじっくりと撮影するなどということをしなかったせいだろう。2010 年 7 月 27 日に再
訪問した際には本種は全くみられなく、2011 年 7 月に訪れた知人の話でも本種を観察できなか
ったようだ。
July 17, 2016 群馬県湯の丸高原、小烏帽子岳
朝から陽ざしが強い好天気。9 時前から草原に陽光が広がっているので入り込み、比較的新鮮
度が高いミヤマシロチョウを観
察するなか、遠くでコヒョウモ
ンモドキがいると立岩さんが手
招きをしてくれるので走り寄っ
て撮影。ホシチャバネセセリの
撮影から戻った北岡さんと竹内さんにも知らせてみんなで撮影タイム。
午後から登った小烏帽子岳山頂部では、午前中に最初で最後
かもしれないと、同行メンバー全員で寄ってたかって撮影記録
をとったコヒョウモンモドキが、じつはこの高山地帯でも出迎
えてくれ、群馬メンバーの登山靴や、もう帰ろうかと準備をす
る筆者のザックにまとわりついて、まだ帰るのは早いといわん
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ばかりの愛嬌を振りまいてくれる。
いよいよ山を下り始めたと
ころで立岩さんが 300mm 望
遠で狙っていたのがハクサン
フウロウで吸蜜中のコヒョウ
モンモドキ。筆者も急ぎビデ
オカメラのズームアップでお
相伴させていただく。その撮影を終えて再び歩き始めた足元の路面で、陽光を受けて翅表をキラ
キラと輝かせて見せてくれる個体には、そのような美しい観察角度があったのかと驚きを隠せな
い。
ヒョウモンモドキ Melitaea scotosia （絶滅危惧ⅠA 類）
筆者の手持ち標本箱の中に、ヒョウモンモドキの展翅個体 1 ペアがきれいな形で残っている。
通常、標本とラベルの記載事項を見れば、採集時のリアルな思い出が直ちによみがえるものだ
が、残念ながら筆者自身が採集したものではないので、思い出されるのは、蝶友の K さん宅を訪問
した際に気前よく「これも持って行っていいよ」と選別してくれたあのK さんの笑顔くらいだ。図
示したようにその標本ラベルに
は産地：広島県世羅町、飼育羽
化日：May 30, 1982、及び飼育
をされた K さんの名前が記載さ
れている。1982 年頃は長野・
山梨・岡山県などでもこのチョ
ウをまだ見ることができた時代
で、絶滅の危機に瀕することな
ど考えられなかったはずだ。
筆者が昆虫少年時代をすごし
た高知市でヒョウモン類として見られたのは、ツマグロヒョウモン、ミドリヒョウモン、稀にメ
スグロヒョウモンくらい。
当時、オオムラサキにも出会える昆虫の宝庫であった梶が森という山地
へと足をのばして初めてクモガタヒョウモンとかウラギンヒョウモンに出会えたわけで、オオム
ラサキやキベリタテハなどに魅入られていた頃、ヒョウモン類にはあまり興味はなく、
ましてやこ
のヒョウモンモドキはおせじにもきれいだとは思っていなく、現安曇野市の M さんと郵便によ
るチョウ標本交換をしたとき、松原湖産ヒョウモンモドキを
提供できるという申し出に少しも興味を抱かなかったもの
だ。
そんな筆者が 2010 年 3 月、加古川の里山・ギフチョウ・
ネットの総会で、広島のヒョウモンモドキ保護活動の実態を
見学したい、と提案することとなるから時代の変化、人の心
境変化は分からない。これには賛同者が多く、2010 年 6 月
20 日「チョウが飛んでくれるかどうかは怪しい」との現地
担当者の事前情報に不安を感じながら訪れた広島県世羅町の某所は、
まさにせまい休耕田。
食草で
Copyright© 2009- Soft House JUMP. All rights reserved.

45/85

あるキセルアザミが生い茂る雑草群に覆われて、ヒョウモンモドキの産卵を阻むこととなるため
その環境保全活動が大変だという。
この日は幸いにもヒョウモンモドキが数頭飛び始め、ノアザミ花上でゆっくり吸蜜する個体を、
参加者全員で交
代しながら撮影
を楽しむことが
できたが、日本全
体でこのチョウ
がみられるのは
広島の限られた
わずか 3 か所だけ
になっておりまさに絶滅寸前だという。草原性チョウがどんどん減っていく状況をどうにかしな
くてならないと痛感した見学会であった。
アカマダラ Araschnia levana
アカマダラは関西地区では比較的容易に出会えるサカハチチョウとあまりによく似たチョウで、
北海道にしかいなく分布が広くないためどこでも会えるわけではない。また、どこに行けば確実に
会えるという場所も知らない。そんな蝶とは 1976 年の北海道家族
初旅行で宿泊した温根湯の朝、バスが出発する前にコムラサキと
一緒に採集したのが初の出会い。次はずっと年数を経た 1997 年、
オオイチモンジを求めて初めて遠征した北海道の瀬戸瀬温泉で再
会しているが、記憶が新しいうちに記述したはずの紀行文中には
全くその記録が示されいない。そこで手元に確かに残る三角紙標
本のデータをもとに埋め合わせ記述を試みる。
July 22, 1997 北海道瀬戸瀬温泉
さて陽射の明るい堰堤の方はどうか、と視点を変えたそのとき、どこからともなく雄大なオオイ
チモンジが滑空しながら現われ、堰堤下流の川面に降りてどこかに静止する。オオイチモンジはち
ょうど真正面に見下ろせる川原の中央部で羽を広げている。どこから川面に降りようかとうかが
っているうちに、オオイチモンジは突然飛び立ち、くるり
と大きく旋回したかと思うとなんとすぐ目の前の堰堤コ
ンクリート面に止まって日向ぼっこを始める。まず自然体
を Video でという余裕のないのが情けないが、ゆっくりネ
ットを準備して伏せ込み新鮮体ではないがまずまずの♂を
初めてしとめて感激。オオイチモンジの集団吸水場面にで
も出くわせば、いい映像が撮れることだろう。
かくして目的のオオイチモンジを捕獲できた当日、路傍
の花々に群がるコヒオドシに混じってアカマダラも求蜜
しており、その時にはサカハチチョウとの判別が難しい種
なのでとりあえずあとで同定をするつもりで数個体を捕獲。帰宅後に後翅角の出っ張りを特徴と
して間違いなくアカマダラだと同定している。
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つい最近では 2017 年 7 月に愛山渓のヒメジョオンを訪れた本種かもしれないチョウをたくさ
ん見たがすべてサカハチチョウであって、やはりアカマダラは北海道特産だからといってどこに
でもいる種ではないことを実感。サカハチチョウとの区別ができるようにアルバム形式の標本も

図示したが、後翅角の出っ張り以外に、前翅表の縦に伸びる白帯がアカマダラにおいて内側へと傾
斜するのに対し、サカハチチョウではほぼ垂直方向となっている点が簡便な判定指標になること
がわかる。
サカハチチョウ Araschnia burejana
サカハチチョウ、それも赤い春型をみると昆虫少年として行動範囲を一気に広げ始めた頃の記
憶がどっとよみがえる。1955 年 5 月、中学校の科学班員となって先輩たちに案内してもらった最
初の遠隔地が高知市鏡村川口。市内を走るチンチン電車で蛍橋までゆき、そこから片道 10km を
徒歩で往復というかなりの強行軍。道中、先輩が「テフテフよ早く出て来い」と呪文のようにいう
テフテフとは一体どんなチョウなのか。想像ができないままついてゆき「それ出た！」といわれて
目にしたのが初めてみる小さくて赤いチョウ。表面には何か文字を書いたような複雑な白い線が
いっぱいあり、捕らえてみた裏面の表とは全く異なる独特のチョコレート色と複雑な模様。蝶類図
鑑を眺め回していたはずなのにこのチョウについては何一つ記憶がなく、初めて出会ったチョウ
の中でも強烈なインパクトで脳裏に刻み込まれた。
実は川口までの採集行の主目的はウスバシロチョウで、この
チョウのグライダーのような緩やかな飛翔に出会いたくて先輩
たちはかくも遠い遠征を企画してくれたのだったが、初めてみ
たチョウとしての印象はなぜかサカハチチョウが勝ってしま
う。このチョウは花を訪れた際に簡単に羽を開いた姿勢をとっ
てくれるので、カメラ撮影にチャレンジし始めた初期の段階で
格好の被写体となってくれ
たチョウでもあり、1981 年 5
月、家族で初夏の渓流遊びを
した兵庫県福知渓谷では存
分に撮影を楽しめた。
夏型が裏面をみなければ
春型とはまるで別種のよう
で、よく似たイチモンジチョ
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ウの仲間とあわせて好きなチョウとなっている。その夏型は花よりも路面の水分を求めて飛び交
う姿を見ることが多く、点々と場所をかえて路面すれすれに飛び遊ぶ光景をながめていると時間
のたつのをわすれてしまうのどかさだ。一眼レフデジカメ CanonEOS10 によるチョウの飛翔撮影
に初めて成功したのもサカハチチョウ夏型で、2004 年 8 月 25 日、開田高原の林道で楽しい時間を
提供してくれた。
2017 年 7 月に久しぶりにチョウ目的で遠征した北海道では、ヒメジョオンの花蜜に夢中のサカ
ハチチョウを撮影
記録したが、北海
道では 7 月半ばで
も春型がみられ、6
月下旬にはツマキ
チョウの姿もみら
れて、季節感がお
かしくなってしまう。
キタテハ Polygonia c-aureum
キタテハは北海道西南部から九州までごく普通に見られる種なのに、高砂市松波町周辺の身近
ではきわめて珍しいチョウである。筆者は 2008 年11月12日、高砂市西畑4丁目の花畑を訪れたこ
のチョウに初めて高砂市内で出会い、2009 年の秋にも同じ花畑にやってきた。
里山の自然が残る
加古川市志方町方面でなら比較的みる機会が増えるが、ヒメアカタテハほどには生息地でも個体
数が多くはない。松波町近辺でめ
ったに見られない理由は、チョウ
の幼虫が食べて育つアサ科のカナ
ムグラという植物がないからで、
この植物は通常、原野や路傍、
河原
などの
荒地に、強靭なつたを絡み合わせて地肌一 面を覆うようにはびこり、
茎から葉柄にかけて鋭いトゲもあって、農家の人たちにとってはや
っかいな刈り込みの対象となっている。したがって、ヒメアカタテハ
が食べるヨモギとちがってチョウの食草としては決して多くないわ
けで、そんなキタテハが 10月下旬から11 月半ばに西畑で 2 年連続して観
察できたのはまさにミステリーなのだ。一体、どこで発生して花畑まで
飛んできたのか、今のところ全くのナゾだが、あとで触れる、本来生息していない八重山諸島など
でも稀に見つかることから、
このチョウはかなり遠い距離を飛んで活動している可能性が考えら
れる。
キタテハにもキタキチョウなどで紹介した季節型があり、
夏
型と秋型の二つの変化がみられる。9－10 月に発生した秋型が
チョウのまま冬を越し、越冬した母チョウが産んだ卵から発生
するのが夏型で、加古川では 5 月頃から夏型が見られる。色が
きれい なのは秋型で、夏型が淡白でやや黒ずんだ黄色である
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のにくらべて、より濃い赤みを帯びた茶褐 色となる。
翅裏の地色も夏型が薄い黄色であるのに対し濃い褐色模様となり、後翅裏にみられる英語の「C」
に似た模様がより鮮明となり見る角度によって金色に輝く。信州や東北、北海道などの夏場涼し
い地方には近縁種のシータテハというチョウがいて、
近畿圏や中四国では 標高の高い山地性のチ
ョウとなるのだが、
そのチョウの後翅裏面にも明確に英文字 C と読み取れる銀色の模様があり和
名はずばりシータテハだ。ではキタテハの C 文字は無視されたのかというと、実はラテン語から
、シータテハ： Polygonia c-album（白い
なる学名ではキタテハ：Polygonia c-aureum（金色のC）
C）と微妙な色調を区別していて、キタテハの方が忠実に金色を反映させた格調高い命名になっ
ているのが面白い。Polygonia はギリシア語の Poly＋gonia＝ “多くの角のあるもの”という意味
で、凹凸の多い羽の形を表現している。ちなみに銀色文字が L と読める近縁の チョウもいて学名
は Nymphalis vau-album で L との明記はないが和名をエルタテハとして L を反映させている。

キタテハはシータテハよりは
温暖な場所を好み、
徳之島以南
にはカナムグラがないため沖
縄や八重山地方には定着して
いない。
それなのに稀に西表島
などの亜熱帯地域をキタテハ
が 訪れた記録があり、それら
が 9 月中下旬から 10 月である
ことから季節風に乗って移動したものと推測されるが、その活動範囲にはいぜんナゾが残る興味
深いチョウである。
シータテハ Polygonia c-album
1962 年 8 月八ヶ岳の一角、切り立った広大な急斜面のスソ部分に広がる花畑は、高知市のチョ
ウ以外に生きた姿をみたことのない筆者にとってまるで夢のような光景が展開していた。きれい
なベニヒカゲが乱舞し、裏面に白い筋模様が入っていかにも高山チョウを思わすクモマベニヒカ
ゲも混じる。タテハでは初めてのシータテハが多く、花を訪ずれることは少ないはずのエルタテハ
もアザミ類の蜜を夢中で吸っている。クジャクチョウもいたはずなのになぜか標本はなく記憶も
うすい。右図はいずれも私にとっての初採集となる 2 種で採集地を中山峠としているが、正確に
は茅野側からの登りでクロユリ平を経て中山峠を越えた場所から、登山道をはずれて道なき樹林
を横切って入り込んだ急斜面の草原だ。下諏訪市の津田進さんが案内して下さった、多くの人には
知られていないチョウの宝庫だったようだが、その後、津田さんはチョウの世界から遠ざかってお
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られ、私も以降訪れたことはなく、ベニヒカゲなど多くのチョウが飛び遊ぶあのすばらしい環境が
今でも残っていてほしいと思うばかりだ。エルタテハは前日の霧が峰和田峠から落合へと林道を
下りる途中で、野鳥に捕獲されてしまう瞬間を目撃している。
再び信州のチョウを楽しめたのが 1968 年 8 月。美ヶ原山本小屋周辺の黄色い花が咲く一角にク
ジャクチョウとともに花蜜を吸うシータテハが多い。
シータテハは、これらのチョウとの出会いを目的としてどこ
かに出かけるということはなく、大好きなキベリタテハとの出
会い目的で訪れる信州や山梨塩山市などで必ず出会えるチョ
ウという印象だ。右図は開田高原月夜沢林道林道での記録。
July 12, 2017 富良野布礼別川林道
台風の影響で発生した土石流で破壊された林道行き止まり点から川原に出てみると、倒木で翅を
休めるシータテハや、交尾中のミヤマクワガタが 3 組もいて、このような光景はみたことない。川
べりのブッシュをかきわけて進めば、再び荒れた林道を奥へと行けそうだが、ヒグマの出没などこ
れ以上の単独行動には不安があ
り、惨めでやるせない気持ちの
まま林道の湿り気がある部分に
もどってチョウタイム。路面に
湿り気がある部分は 3 か所でそ
れぞれが約 200m 離れていて、
途中は日照りがきつい乾いた道を歩いて往復するわけだが、北海道なのに日中の気温が 30 度近く
なっていて楽ではない。木陰に止
めた車のそばで軽く昼食をとるあ
いだ、何に惹かれるのかシータテ
ハが車のボディーにこだわるよう
な飛翔を見せて静止する。湿り気
があるとは思えない路面にストロ
ーをのばすシータテハも少なくない。
エルタテハ Nymphalis vau-album
エルタテハは 1962 年 8 月、七島八島を下諏訪に住んでいて筆者に信州での蝶採集行きを勧めて
くれた故津田進さんに案内してもらった際、霧が峰の和田峠から落合へと林道を下りる途中で、野
鳥に捕獲されてしまう瞬間を目撃したのが初の出会いだ。
次の日には茅野からバスに乗り、到着した登山口の名前は記憶して
いないが、八ヶ岳の中山峠まで登山。きつい登りの途中では津田さん
が冷たい雪解け水が飲めるところで休憩タイムをとってくれるなど
して進み、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
立つ光景も楽しめた。クロユリ平をすぎると中山峠で、白樺などの林
をくぐるように下った途中からいきなり右の道なき樹林帯へと入り
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込み、林の中を横切るように進んだかと思うと、とつぜん切り立った広大な急斜面のスソ部分に広
がる花畑へと出る。ベニヒカゲ、クモマベニヒカゲ、シータテハなどが多く、花を訪ずれることは
少ないはずのエルタテハもアザミ類の蜜を夢中で吸っている。このときの初採集個体が残ってい
てラベルには中山峠とあるが、実際の採集地はこの八ケ岳斜面のお花畑だ。
再び信州のチョウを楽しめたのが 1968 年 8 月。美ヶ原山本小屋周辺の黄色い花が咲く一角にク
ジャクチョウとともに花蜜を吸うシータテハが多く、エルタテハの採集標本もあるが、こちらは花
畑ではなく駐車場まわりの路面にいたのだと思うが確実な記憶はない。
産地ごとの標本は作成しているが、エルタテハはどこでも多数頭をみることは少なく、2003 年

8 月の塩山市上日川林道や、珍しく大発生をした 2014 年はしら
びそ高原や大鹿村の分杭峠などでは多くの個体に出会えた。シ
ラカバやダケカンバの樹肌にとまる姿を撮影できたらと思う
が、2014 年 7 月のしらびそ高原での記録のように防護壁からの
染み出し水を訪れる場面くらいしか撮影チャンスがえられてい
ない。
エルタテハの学名は Nymphalis l-album samurai で、命名者の
Fruhstofer がどういういきさつで samurai という亜種名をつ
けたのか、今井彰著「帝揚羽蝶 命名譚」
（草思社、1996）の p.6769 に、Fruhstofer が 1899 年に約 2 か月間日本に滞在した際、横
浜から長崎までの活動の過程で侍を想起させるなんらかのヒン
トをえたのではないかという興味のある推察が記されている。
キベリタテハ Nymphalis antiopa asopos
Aug. 14, 1968：美ヶ原山本小屋
山本小屋周辺の美ヶ原草原には黄色い花が一群の花畑を形成した場所があって、クジャクチョ
ウやシータテハが訪れていて楽しむ。車山方面行きのバスを待つ
あいだにも何かいないかと注意していたら、かなり下方のゴミ置
き場となった平らな部分を黒っぽいチョウが滑空している。もし
かして、と駆け下りてみるとキベリタテハだ。まさに感激の出会
い。ゆっくり旋回しているところをサッと一振り、キャッチでき
たもので、記念すべき初採集個体である。
Aug. 29, 1977：新鹿沢温泉
朝日がまぶしい一日のはじまりだ。ところが 8 時を過ぎるとにっくき雲がではじめる。雲の切
Copyright© 2009- Soft House JUMP. All rights reserved.

51/85

れ目からときおりのぞく太陽。そのときばかりは白樺の白い樹肌と葉っぱの緑がひときわ明るく
輝き、キベリタテハがいまにもすべるように舞い降りてくるのでは、と期待させる。シータテハが
あらわれてスイスイと飛び去るが、11 時を過ぎてもキベリタテハは 1 頭も姿を見せない。
スジボソヤマキチョウ１♂を採り、さらにアザミ花上で求蜜する光景をカメラに収めて「からま
つ荘」にもどる。はるばるやってきてキベリタテハとは出会えないまま帰るしかないのか。弁当の
昼食をすませ 13 時のバスで地蔵峠に向う。車窓からは何かチョウがいないかと注意を怠らない。
やがて、峠に近いカーブにさしかかった路面に羽をひらいてとまる黒いチョウの姿が目に飛び込
む。一瞬にして認めた黄色い縁どりとビロード調の黒紫褐色、そして特徴的なブルーの斑紋。キベ
リタテハだ。惜しいかなバスは止まってくれない。無情にもキベリタテハは遠ざかるのみ。いいや、
峠からここまで歩いてもどろう、そう言い聞かす。やがてバスは昨日ベニヒカゲと戯れた草原横に
さしかかる。すると、何とここにもキベリタテハがいるではない
か。思わず前の座席の浩成にも知らせて喜ぶ。峠でバスを降りる
や一目散にアスファルト道路を温泉側へと駆け下りる。ところが
バスから見えた位置にキベリタテハの姿はない。どこかへ飛んで
いってしまったのか。道路近辺、範囲を広げて調べてみる。する
と、いるいる。アスファルト路面から外れた赤土の上にベッタリ
と羽を広げるキベリタテハが見つかる。V 字開翅ではないので路
面の水を吸っているのではなさそうだが、すぐに飛び去る気配は
ない。グリーンのネットをゆっくりかぶせる。びっくりしてはばたくキベリタテハ。少し翅が傷ん
だ個体だが貴重な記念品として三角紙に収める。これで気をよくしてベニヒカゲをカメラで追う。
ふと目に入る大きい黒。再びキベリタテハだ。ビールの空き缶が 2 個ころがるその横に、飛来した
ばかりのようだ。この時点ではビールの発酵臭に惹かれてきたと
いう考えはなく、チョウが足場を決める間にこちらも足場を整
え、すばやくネットをかぶせ込み、ネットの先の方へ追い込むよ
うにしてサッと一振り。そのとき、そばでずっと見守っていた浩
成が「逃げた！」と叫ぶ。そのとおりネットの中にキベリタテハ
の姿はない。何という不覚。いったいどこに逃げた？呆然とする
筆者に救いの声がかかる。
「背中だよ。パパの背中にとまっている
よ」。普通、驚いたチョウは一目散に遠く飛び去るのに、今はなん
と驚かせた当事者の背中にとどまっているという。身体を大きく
動かさないように注意しながら、浩成にネットを静かに手渡し「ゆっくりまっすぐかぶせて」と指
示。浩成は実に慎重にうまくやってくれ、振り向くとちゃんと二つ折りにしたネットの袋の方で完
璧に新鮮なキベリタテハがバサバサともがいている（本個体は標本撮影時のゆがみではなく実際
に右の翅が前後翅ともにやや小さい異常型）。
「よくやってくれた、ありがとう」浩成のうれしそう
な笑顔。すばらしい思い出をつくってくれたこのキベリタテハはなぜ一気に遠く飛び去らなかっ
たのだろうか。いきなりネットをかぶせられたショックは大きかったはず。そこで考えられるのが
ビールの空き缶の影響だ。その発酵臭がよほど気に入って、離れがたかった可能性はある。あるい
は、当方が気づかないあいだにすでにビールを少々賞味して、ちょっと酔っ払っていたのかもしれ
ない。そんな考察をしている最中、またしても新たなキベリタテハが滑空しながら現れて、ビール
の空き缶付近に着地する。これは間違いなく、発酵臭の誘引効果だ。期せずして 2 頭目の新鮮キベ
リタテハをゲットする。このときの経験をもとに、後年、塩山市の上日川林道であえて缶ビールを
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買い込んで、堰堤近くの川原にふりまいてみたことがあるが、そのときにはキベリタテハをおびき
寄せることはできていない。
Aug. 11, 2000：塩山市上日川林道
堰堤の角部分に何か黒い影があってチョウのように見えるので近づいてみる。紛れもないキベ
リタテハである。ぴくりともせずに静止している様子なのでゆっくりとデジカメで迫ってみる。堰
堤と背景の広大な谷間の景
色をうまく構成した映像記
録に成功するや、直ちにカ
メラをネットにもちかえ
る。背後からせまるべくコ
ンクリートの斜面部分をゆ
っくりと驚かさないように
すべり降りたはずなのにど
こまでも敏感なキべリタテハはとつぜん飛び立つが、幸いにも
堰堤下の湿地帯へと場所を移してとどまってくれる。こちらもすばやく移動して今度は土の斜面
をころぶように駆け下りてチョウの近くへと急ぐ。
Aug. 25, 2004：月夜沢林道林道
中央高速道中津川 IC から国道 19 号線に入り、木曽福島から 361 号線へと分岐。新地蔵トンネ
ルをぬけて白樺林が続く快適な道を走り、小さな村落の間を通って山側へと進むと、道路右側に林
道の名前がうっすらと読み取れる標識がみえる。ところが「車両通行禁止」という添え書きもあっ
て、どういうことかと迷うがとにかく進んでみる。路面石上では C-タテハが日向ぼっこをしてお
り、林道右手の清水が滴り落ちる岩場にクジャクチョウがひらりと

現われて吸水し始める。そのクジャクチョウの色彩が大理石模様に映えてうっとりするほどに美
しい。
この水場からさらに奥へと
走る途中でキベリタテハがあ
らわれ、路面で吸水姿勢をと
る。急ぎ車から降りて、じっく
りと V 字開翅場面の撮影をね
らう。チョウは右へ左へと少
しずつ場所をかえながらも飛
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び立つ気配はなく、やがて気に入った場所をみつけたのか、夢中で吸水しながら V 字開翅体勢を
とってくれる。確実な撮影ができたあとで、記念標本とするためにネット捕獲の対象ともしてしま
うのが申し訳ない。林道をゆっくり走るあいだに、路端で吸水していたと思われるキベリタテハが
何頭か路面から飛び立つ。
2005 年の 8 月には木曽鹿の湯温泉の駐車場路面で吸汁中の個体に出会い、飯田市へとぬける山
越えの道中、大平宿でも大型の個体が飛び出してきて、いずれも産地別標本用に捕獲している。
Aug. 21, 2003 & Aug. 28, 2005：しらびそ高原
2003 年の 8 月に訪れたときは、しらびそ峠で休憩タイムをとった際に、いきなり崖側から新鮮
個体が現れて駐車場を横切って林の方へと飛んでいくのを走り追いかけてネットインしている。
2005 年の 8 月 28 日は朝からすこぶるいい天気で、やがて道路脇に見えてくるコンクリートの
防護壁にタテハチョウの仲間が遊んでいる環境となる。エルタテハと思われるチョウが目に入っ
た場所で車をとめて降り立つと、そこはカーブを曲がりきった右手に大きく開けた崖があり、左山
側にはコンクリートの防護壁が数百メートルにわたってつづいている、キベリタテハが現れるに
は格好の場所なのでしばらく待機することにする。カーブとなった場所奥手には適度な草原が広
がり、林縁沿いに大きなミヤマカラスアゲハが蝶道を形成していったりきたりしている。直感どお
り、ここはチョウが次々と遊びにくる絶好の場所で、珍しく右後翅縁の黄色部分が異常に幅広くな
った変異個体にも出会っている。
開田高原とはちがって新鮮なキベリタテハがどこからともなく滑空しながら現れるし、クジャ
クチョウやエルタテハ、キタテハも防護壁のわずかな水分を求めて訪れ、昨日の林道で出会えた想
定外のツマジロウラジャノメも姿を見せる。ここでは発生のピークが開田高原とは逆転している

ようで、キベリタテハは新鮮なのにツマジロウラジャノメは新鮮体が少ない。崖の斜面岩陰に生え
るヌカボと思われる食草に盛んに産卵活動をするメスの様子をビデオカメラに記録する。
Aug. 19, 2008：蓼科高原
以前にキベリタテハを目撃できた、峠を越えた先にある白駒林
道をめざす。2127m という国道最高地点の麦草峠を越えて走り抜
けようとした左手広場に白い乗用車が止まっており、その横を通
り過ぎる瞬間に自動車の周りを飛ぶキベリタテハが目に入る。妻
はとっさに急停車してくれ、ネット片手にキベリの動きに注視す
る。キベリタテハはシルバーなど自動車のボディー反射光に惹か
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れて飛来することは月夜沢でも経験済みで、今回は白い自動車だったようだが、近くに広がるダケ
カンバ林へと飛び去る可能性も考えられる飛翔を見せながら、幸いなことに広場のはずれにある
草むらの空き地に羽を広げて静止姿勢をとる。
Aug. 22, 2008：扉峠
和田峠を経由し、三峰展望台を右にやりすごして扉峠が近づいたあたりで、道路右が深い谷と
なって樹林帯がその斜面を覆い、左側にはコンクリート防護壁が連なる環境となると、いきなり
キベリタテハが飛び出てくる。2,3 頭がひらひらと舞う。写真を撮るには背景に面白みがないが
ビデオ記録だけはとっておく（右の画像はビデオ記録から選別した静止画像）。次いで新鮮個体
を選んでネットを振る。通常、壁面で吸水中のところにネットを横からかぶせるのが確実な捕獲
法であるが、この日は、水平に飛行するところをスーッと横払いでネットインできる個体も少な
くない。こういうキベリタテハが好みそうな場所が道路沿いに何箇所かあり、妻には峠の駐車場
まで先に行ってもらって、しばらく歩いてみることとする。実は峠はそう遠くないはずと考えて
の選択だったのだが、意外に相当歩き続けてもそこに至る気配はない。そのうち、妻の判断で迎
えにきてくれることを期待しようと、とにかく進むうち、右手に平坦な林が展開するところに車
を入れて待つ妻の姿が
目に入る。妻も、峠ま
でまだかなりの距離が
あることを知って、峠
から戻ってきてくれ、
その途中、周辺を複数
のキベリタテハが飛ん
でいて車も止められる
格好の場所を見つけた
のだという。この場所で、ビデオカメラも駆使して存分にキベリタテハと戯れ、最後に、峠駐車
場近辺でもキベリタテハを堪能して 11 時頃ようやく帰路に着く。
ヒオドシチョウ Nymphalis xanthomelas japonica
ヒオドシチョウは高砂市西畑や松波町では見かけることが少ない珍しいチョウだが、幼虫がエ
ノキの葉っぱを群れとなって食い尽くす習性があり、エノキは高砂小学校の大樹をはじめ近くに
いくらでもあるので、気づかないうちに身近で発生する可能性は十分ある。実際、2007 年 6 月、
高砂幼稚園の運動会当日、子供たちが走り回るトラック地肌にヒラリと舞い降りてきて、きれいな
緋縅（=武者が身につけた緋色の甲冑）色を惜しみなくみせながら
悠然と水分を吸い始めた、実に肝っ玉のおおきいこのチョウを目に
したことがある。
ヒオドシチョウは 5 月中旬から 6 月上旬にかけてとても美しい
新鮮個体が羽化して活動を始め、クヌギなどの樹液が大好きで、
2013 年 6 月にはタブノキの樹液を吸う光景を記録できた。越冬後
以外にはあまり花には来ないが、加古川市平荘湖の岩山でアセビに
似たネジキの花蜜を求めている光景に出くわしたことがある。
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終令幼虫まで群生し、ほぼ同じ場所でいっせいに蛹となる習性があって、それらがチョウとなれ
ばあたり一面に飛び交うはずなのに、幼虫が群生する習性があだとなって寄生バエにやられる確
率が高く 2 割も羽化すればいいほうだ。しかも羽化後は離散してその行動範囲も広く、身近に複

数のヒオドシチョウを見ることは稀だ。もっとも、自然が豊富に残る北海道富良野などでは密生す
るヤナギ類を食べて育った個体が、林道路面で複数頭競うように吸水している情景に出会える。羽
化後に遠くにいかなくてもいい環境がすぐそばにあるからだろう。富良野では観光客であふれる
広大なラベンダー畑に飛来して、夢中でラベンダーの蜜を吸うヒオドシチョウも見ている。
このチョウは暑さが苦手で鹿児島の北部が分布の南限。5 月下旬から 6 月の短期間元気に飛び回
ったあと夏場になると休眠に入り多くはそのまま越冬するが、11 月上旬の暖かい日中に日光浴を
楽しむ姿を加古川市志方町で観察している。長期間どこでどんな状態で休眠しているのか観察例
はほとんどなく、春に再び活動を始めるときには、写真①のように多くが羽の外縁がみごとにボロ
ボロに傷んだあわれな姿となり、♀は♂にくらべて傷みが少ないと
いう文献記載がある。写真②はキタテハと落葉を囲んで「今年の春
は暖かくていいね」などと仲良く語
り合っているかのようなほのぼの
とした光景の記録だが、損傷が少な
いのでこれは♀だと思われる。ヒオ
ドシチョウの♂にみられる翅の傷
み度合いはアカタテハ、ルリタテハ、キタテハなどが越冬後にほと
んど無傷であることとあまりに差があり、相当に異なる厳しい越
冬条件を耐え忍んだせいだと考えられる。スダジイ根元の空洞で越冬していたという観察記録が
あるようだが、翅がひどく損傷する理由は不明のままである。
ここまでの記述ですでに気がついた方もいるかと思うが、ヒオドシチョウは約 1 年の長生きを
するチョウだ。越冬後に初めて交尾をし、エノキの新芽が出る頃に 50-100 個以上塊状に産卵をす
ることが知られている。早春、カサカサという乾いた翅がすり合わさる音をたてながら日あたりの
いい小高い山頂の広場でルリタテハ同様の占有行動をみせ、サクラの花蜜を求めたりもする。岩場
で日向ぼっこをする写真①の撮影時には「冬場をよく耐えたね」と本当にいとおしくなる。
クジャクチョウ Inachis io geisha
クジャクチョウとの初めての出会いは中学 1 年のときの理科室だ。チョウの世界の楽しさを知
って、年に数回はみんなで昆虫採集に出かけるという科学班というクラブに入部し、上級生から
「先生秘蔵のチョウ標本があるぞ」と見せてもらったのが、黒一色の裏面だけがみえる初めて目に
するチョウが納まった三角紙。先輩はコヒオドシだという。横山光夫著の日本原色蝶類図鑑を眺め
回していたはずなのにチョウの裏面までは記憶になく、早く翅表をみてみたい。先生に展翅 OK と
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の了承を得て、胸を高鳴らせながら標本を傷つけないようそっとピンセットで覗いたそのチョウ
がクジャクチョウだと分かったときの感動は今でもありありとよみがえる。
初めて生きたクジャクチョウを見ることができたのは、1962 年、下諏訪の蝶友津田進さんに招
待していただき、高知県外への初の一人旅をしたときだ。霧が
峰七島八島湿原の周回道路に案内してもらった際に、路面のあ
ちこちに夢中で吸水する黒いチョウがいて、その翅先端の特徴
からクジャクチョウだとわかり、他のチョウを驚かして逃がさ
ないように手前の 1 頭から順
番に静かにネットに収め、多
くを生かしたまま三角紙に包
み込む。高知に持ち帰り、家族に生きた美しい姿を見せてやろう
という意識が働いていたからだ。次いで 1968 年、妻と計画した
信州旅行中、美ヶ原山本小屋周辺の花畑に集う多数のクジャクチ
ョウを堪能し、やはりクジャクチョウは花を訪れる姿が一番似合
うことを実感。当時はチョウを撮影する技量もなく、ましてやビ
デオカメラも普及していないので採集標本だけが思い出の記録となっている。
1976 年の初めての北海道家族旅行時、阿寒湖湖畔にあった前田邸庭園でおびただしい数のコヒ
オドシに混じって飛び遊ぶクジャクチョウを楽しめたが、1999 年、23 年ぶりに訪れた阿寒湖湖畔
の環境は様変わり。前田邸は自治体に移管されて往時のタンポポが咲く庭園は深い森に変身して、
チョウが乱舞していたあの夢のような光景をみることはもう二度とできない。
クジャクチョウが乱れ飛ぶ状況を家族 4 人で楽しめたのが 1984
年信州蓼科高原の麦草峠だ。ちょうど第二化の発生ピークに出会え
たようで麦草峠周辺の自動車道路沿いに咲くヒヨドリバナやフジ
バカマの花という花すべてにクジャクチョウやシータテハが吸蜜
している状況で、カメラ撮影とようやく個人でもカラー撮影を楽し
めるようになったビデオ記録も残せたが、その後の技術の進歩はす
さまじく、現在のフルハイビジョン映像に慣れるとその画質差は歴
然で、すべてを撮りなおしたい心境となっている。
その後、2004 年 8 月の開田高原で久しぶりに美麗クジャクチョ
ウを目にでき、翌 2005 年 8 月には御岳山でようやく納得のゆく構図の写真を撮影記録。2008 年
には 32 年ぶりの入笠山で
フルハイビジョン映像撮影
の機会を得たが、足場の悪
いところで満足のゆく記録
ではなく次のチャンスをね
らっている。クジャクチョ
ウはいつまでも飽きのこな
い大好きなチョウで、この
チョウとの出会いを求めて何度でも信州へと足が向う。
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Sep. 5, 2012 信州 9 月
9 月 2 日は 1984-5 年にクジャクチョウや C-タテハの群れ飛ぶ光景に出会えた麦草峠へと走る
も、気温が低く天候も曇りでチョウには出会えず、そのまま八千穂高原自然園までいってみる。
この自然園ではマルバダケブキを訪れたクジャクチョウの報告があり、受付の男性に確認する
と、確かに発生はしているがこの天候だと今日は見られないだろうと。麦草峠周辺でここ数年ク
ジャクチョウをみないが、と話すと鹿が花を食ってしまうせいでチョウの数も激減しているとの
こと。蓼科方面へともどろうと進む路傍に黄色い花が一団となって咲くコーナーが目に入り、自
然園でみられるのであれば同標高（約 1600m）のここらでも期待できるはず、と立ち寄ってみ

る。進入禁止の林道入口部分で、崖沿いにオオハンゴンソウが群生している。天候がやや回復傾
向で期待できるぞ、と黄色い花群をチェックすると、いる。クジャクチョウがいるのだ。ピカピ
カの新鮮個体が複数個体みられ、急ぎカメラを準備して撮影を楽しむ。
July 11, 2017：愛山渓へ
宿泊先の P-Dash Garden から出発の準備で車に荷物を積み始めたタイミングで、早起きのク
ジャクチョウがヒラリと庭先に咲くブタナの花に飛来する。
ビデオ撮影の絶好チャンスだと急ぎカメラをとりだし、好ま
しい撮影アングルを得るべく驚かさないように近づいてい
く。いくらかスナップ撮影ができたところで気が変わったの
かクジャクチョウはアザミのある自動車道路傍へと転飛して
みえなくなる。
かつてオオイチモンジを
みた二股の右奥ダムまで行
こうとしたが途中が工事中
で進めず、その往復途上に
1999 年の訪問時に路面で
吸水していたコヒオドシや
ミヤマカラスアゲハなどのチョウの姿が全く見られないという寂しい状況。やむなく一気に高度
を下げてブタナが一面に咲く広場へと戻り、黄色い花に群がるウラギンヒョウモンを「青少年のた
めの科学の祭典」用に妻と二人でネットインして過ごす。裏面の模様や鱗粉の濃淡など、かなりの
個体差がみられるが、いちいち確認することはしない。稀にクジャクチョウとコヒオドシもブタナ
での吸蜜目的で飛来するが、コヒオドシはカメラでの接近に敏感でとうとうこの日は撮影記録が
とれず。
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July 12, 2017 富良野の布礼別川林道
林道入口の手前 100m ほどの路傍右に「全面通行禁止」という大きな看板があって度肝を抜かれ
る。でこぼこの穴だらけの未舗装道路を進むと、いきなり大きな重機が動く護岸工事が進行中の現
場となり、部分的に鉄板が敷かれた道をゆっくりと進入していってみる。工事関係の男性が当方の
車に気づいているのは確かだが車での進入を静止するそぶりはなく、100m ほどの工事現場を通り
抜けると通いなれた林道が奥へと続いている。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。さらに湿り気のある部分がないかと走ると、1km
も進まないところで倒れこんだ大きな柳の樹が道をふさいで完全に通行不可。この状況を目にし
て初めて全面通行禁止とした理由に納得。道をふさいだ小山部分にある獣道様の小径ルートを徒
歩でたどってみて見えた林道は、道幅の 4/5 程度が完璧に破壊されて大きくくぼんでいるという実
態に驚くばかり。すさまじい土石流によるものだろう。大きな石がごろごろとむき出しとなって荒
れた部分を慎重に踏みながら奥へといってみると、100m も進まないところで長さ 10m 以上はあ
るくぼんだ部分が大きな水たまりとなっていてもはや徒歩でも先へと入り込めない。川べりのブ
ッシュをかきわけて進めば、再び荒れた林道を奥へと行けそうだが、ヒグマの出没などこれ以上の
単独行動には不安があり、惨めでやるせない気持ちのまま林道の湿り気がある部分にもどってチ
ョウタイム。路面に湿り気がある部分は 3 か所でそれぞれが約 200m 離れていて、途中は日照り
がきつい乾いた道を歩いて往復するわけだが、北海道なのに日中の気温が 30 度近くなっていて楽
ではない。車で入れる一番
奥の湿地帯まで暑さをがま
んして戻ると、クジャクチ
ョウがやってきているがた
だの 1 頭だけ。ゼフィルス
がいないかと路傍のコナラ
などの枝葉を叩いて回ると、木陰で休憩していたクジャクチョウやコヒオドシが飛び出してくる。
一方、妻は木陰の多い場所でメスアカミドリシジミのテリ張りポイントをみつけ、長竿を駆使して
みごとな新鮮な♂を複数頭ゲットしてくれていた。
ルリタテハ Kaniska canace no-japonicum; ssp. ishima
ルリタテハは通常市街地で見ることが少ないチョウだが、高砂市西畑や松波町ではよく見かけ
る。それは幼虫がユリ科植物の葉っぱを食べるからで人家庭先に植栽されたホトトギスが発生源
だ。加古川市志方町のような里山が残る地域ではサルトリイバラ（別名サンキライ）やヤマユリな
どで発生している。筆者の郷里高知市ではサンキライの大きな葉っぱで包み込んだモチを芝モチ
といって蒸して食べる習慣があり、子供の頃にはこの葉っぱをとりに山に入り、するどいトゲに困
惑したものだ。
ルリタテハはチョウになってからは樹液や果物の果汁、腐敗物などに好んで集まり、花を訪れる
のは越冬後の観察例が多くなる。市街地では一体何をエサとしているのか心配になるのだが、西畑
高砂公園のテニスコートなどでは毎年見かける。もっともルリタテハはとても敏活に飛ぶため、チ
ョウに関心のないひとには何か黒いチョウが飛んでいったとしかわからないだろうが、路面や倒
木などに羽を広げてとまることが好きなチョウで、その光景に出くわした人には濃紺の地色にみ
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ごとに美しく映えるルリ色の帯状模様が目に飛び込んで、
「えっ、こんなきれいなチョウが身近に
いたのか」という瞬間となる。写真は加古川市志方町の里山、春の陽光が射しこむ林床で日光浴を
楽しんでいる光景。人の気配にはとても鋭敏ですぐに飛び逃げるが、
スイースイーヒラリと同じ場所にまた舞い戻ってくる。これは縄張
り（テリトリー）を張るというタテハチョウ類に多くみられる習性
だ。自分よりはるかに身体の大きいヒヨドリを領域侵犯まかりなら
ぬと追いかけるのを目にしたこともあり、木の葉や他のチョウ、トン
ボなど“動く物体”を激しく追飛する占有行動である。
次項に示すアカタテハと違ってルリタテハには季節変異があり、秋に発生する個体がことさら
美麗となる。ルリ色の帯模様がえもいわれぬ深みのある色調となり、翅形も秋型の方がより芸術性
を増すように思う。1962 年の画像は実に 47 年も前の筆者の所蔵標本だが、きちんと管理をすれ
ば美しい色彩をまだ楽しめることがわかる。1981 年の秋型標本は西畑在住時、庭のホトトギスで
自然発生した個体の記録標本。タテハチョウの仲間は羽の表裏が著しく異なっているものが多く、

総じて美しい翅表にくらべて裏は地味な褐色や黒っぽい樹肌に似た模様となる。これは樹木や枯
葉の上などに羽を閉じて静止した際みごとな保護色となって、その身を外敵から守ってくれる自
然の妙だといえる。ところで、このチョウの蛹には金色に輝く紋が見られる。ツマグロヒョウモン
の蛹にもみごとな金色紋があるが、異なる食草で育つこれらチョウの蛹に共通して見られるこの
金色はいったいどういう植物成分から生まれるのだろうか。沖縄や八重山諸島には蛹全体が金色
に光り輝くオオゴマダラやヤエヤマイチモンジというチョウもいて、自然界の不思議は尽きるこ
とがない。
ルリタテハも北海道から八重山諸島まで広く分布し、南西諸島では
2002 年の与那国島産標本に示すように、ルリ色帯がより内側に偏よ
る亜種（ishima）として区別されている。なお、この標本は前翅の白
紋が青色となった、蝶仲間が“ルリイチモンジ”と呼んで珍重する台湾
産に似た個体である。
ルリタテハは崖の縁や岩の下面、浅い土の中などでの越冬観察例が
あるが、越冬後の羽はほとんど傷んでいない。同じタテハチョウ科の
ヒオドシチョウが、羽化したばかりの新鮮個体ではすばらしく美麗なのに、越冬後では特に♂にお
いて見るも無残なボロボロの翅となって飛び出してくるのとは好対照だ。
Apr. 14, 2016 ルリタテハが産卵
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4 月 9 日に連れ帰ったお腹がでっぷりと大きなルリタテハをサルトリイバラ（サンキライ）の
新葉と一緒にタッパウエア内に閉じ込め、スポーツドリンクを水で 2 倍に薄めた液を与えて様子
を見ていたが、5 日を経過した本日、実に 60 個という大量の産
卵をしてくれている。角度を変えると三段重ねという、サカハ
チチョウの産卵習性を思わせる離れ業がくっきりと観察でき
る。野外では、このような集中産卵はありえないことだが、こ
れらが有精卵かどうかも実は今の段階で確信は持てない。この
母蝶は、車のボンネットのブルーに執着する行動を観察できた
が、一気に気温が上がった野外へと放すと、元気よく飛び立っていった。

Apr. 20, 2016 ルリタテハが孵化
越冬ルリタテハの♀はうれしいことに交尾済みであった。産卵から一週間となる昨日（4 月 19
日）、卵が鉛色に変化して孵化の兆候を示していたが、本日の 16 時過ぎにいっせいに孵化が始ま
っている。合計 60 個の産卵
数で、そのうちの 20 個を友
人に提供し、なお残る 40 個
という飼育はルリタテハでは
初めての多さだ。機会あるご
とにサルトリイバラの新葉の
調達準備をしてきているが、タッパウエアの容器内へと移動して動く幼虫をそっと新葉へと移す
作業には気を遣う。例えば日本蝶類生態図鑑（Ⅱ）には孵化した幼虫は卵殻のほとんどを食べる
という記載がみられるが、必ずしもすべての個体でそうとは限らないようだ。
July 28, 2016 ルリタテハの珍しい変異体
5 月の飼育羽化ルリタテハのなかに前翅に小さい青紋が発現した個体を確認し、乾燥標本とし
て本日展翅板から外した。母チョウは Apr. 9 のギフチョウ観察会の日に車の周りで愛嬌を振りま

いてくれた越冬個体で、4 月
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14 日から約 60 卵を産み、20 卵を友人にわけて残りの 40 卵から 35 個体が成虫となり、多くは
野外へと飛ばしたのだが、その中でこの変異はただの 1 頭だけで、筆者にとっては初めての体
験。羽化は May 23, Web 検索で本変異個体の報告例をみることができるが、発現頻度は高くない
と思われ、ズームアップ撮影記録も示しておく。
アカタテハ Vanessa indica
アカタテハは食草のイラクサ、カラムシ、ヤブマオ、ラミーなどが近所に自生していないため高
砂市松波町や西畑地区では見る機会が少ないチョウだが、日本では北海道から八重山諸島まで広
く分布している普通種だ。秋に活動した後チョウのままで冬を越し（越冬）
、通常暖かくなった早
春に再び活動するが、冬の間の小春日和に野外に飛び出して日向ぼっこをするヒョウキンなとこ
ろがある。アカタテハのように成虫のまま越冬するチョウは少なくないが、いったいどこでどんな
状態で寒さをしのいでいるのか詳しいことはほとんど分かっていない。筆者は一度だけ、郷里の高
知市で自宅物置においてあったザルの内側にじっと止まって越冬している姿を目にしたことがあ
り、真冬の 1 月上旬でも暖かい陽射しがあれば、天日干しに出したフトンの上でのんびりと陽光
を楽しむ光景も見られた。
アカタテハはヒメアカタテハと同じく蜜を求めていろんな花を訪れるが、花蜜以外に、イチジク、
梨、柿などの果物の果汁、あるいはカブトムシやカナブンなどに混じって樹液を吸うのも大好きな
チョウである。ふしぎなことにヒメアカタテハが樹液を吸っている光景を観察したことはない。
アカタテハもヒメアカタテハと同じく幼虫時代、食草の葉っぱを使った巣を作って身を隠し、そ
の巣の中で蛹になる。タテハチョウ類の幼虫はほとんどが毛虫で、背中一面にいかにも触れたら痛
そうなトゲがたくさん生えているが、この長いトゲが予想外の自衛に役立っていることはあまり
知られていない。鳥やクモなどの天敵が攻撃を躊躇する効果というのは想定できるが、何かのはず
みで地面に落下したとき、こ
れらのトゲがみごとなクッシ
ョンとして働いて身体への衝
撃を和らげるのだ。チョウの
幼虫のなかには身の危険を感
じた際、わざと落下して草む
らの中に一瞬にして身を隠すという離れ業をもつものもいるが、毛虫のトゲがこんな自衛能をも
っているとは多くの人が考えたこともないに違いない。
アカタテハの学名は Vanessa indica で Vanessa はギリシア語で“華麗”を意味し、美しいは
ねの色彩を名前にとどめたいという命名者の気持ちがこめられている。すべてのチョウについて
いえることだが、チョウが真に美しいのは自然の中で生きて活動し
ているときで、標本にしてもい
くらか美しさを残せるが、生き
ているときの、特に蛹から生ま
れたばかりのチョウの美しい
輝きは、生きているからこその
美しさを感じる。自然状態での
写真は沖縄本部半島：ヒカンザ
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クラの名所である八重岳の林道で撮影したものだが、ヒヨドリバナの花を訪れて、翅をゆっくりと
開閉しながら蜜を吸う状況をビデオカメラのファインダーにとらえながら、翅の美しい赤い色彩
だけでなく、後翅の地色褐色部分に密生する体毛までもが太陽光線を受けて微妙に光り輝くさま
にうっとりと見とれたものだ。標本写真は長野の入笠山で、そのあまりに鮮やかな色彩を手元にの
こしたいという衝動でネットインしてしまったもの。捕らえられるチョウの立場に立って、その痛
みを思う気持ちが年々強くなるこの頃だが、標本としてその美麗さをいつまでも楽しませてもら
う、せいいっぱいの感謝の気持ちをこめて標本の管理につとめている。
2010 年 11 月、近隣のアカタテハを初めて映像として
キャッチできまた。ネズミモチはすっかり実だけとなって
いて吸蜜目的の飛来でないことは確かで、お腹の大きな♀
であることから越冬後に子孫を残すための産卵が期待され
る。幼虫が常食とするカラムシやラミーなどのイラクサ科
植物は近隣に見当たらず、街路樹のケヤキを発生源として
いる可能性も考えられ、確認したい課題である。
Apr. 26, 2014 アカタテハ：ケヤキを食う
日本産蝶類標準図鑑（白水、2006）に、寒冷地ではアカカテハの幼虫がケヤキ Zelkova
serrata も食べるという記載があり、カラムシ Boehmeria nivea var. nipononivea がみられな
いのにアカタテハが観察できる近隣でもケヤキで育ってい
るかもしれない。そのことを確認したくて今回、カラムシ
に産みつけられた卵からの飼育機会に、むりやりケヤキを
与えてみたところ、確かにケヤキも食うことが分かった。
あとはケヤキの水揚げが良好かどうかだが、カラムシの調
達が容易ではない状況下、飼育は楽となる。
May 16, 2014 金色を帯びたアカタテハ蛹
ケヤキで飼育しているアカタテハが次々と蛹化しているが、翅部全体が金色を帯びた珍しい蛹
が混じっている。多くの個体は 2 枚目の写真に示すような灰白色で、背中部分にルリタテハやツ

マグロヒョウモンの蛹にみられる対になった小さな金色を帯び
た紋があるだけで、アカタテハでここまで広く金色を帯びる蛹
は珍しく、どのようなチョウとなって羽化してくるのか興味深
い。ただし、肉眼では金色に輝いてみえる色調を、写真記録で
Copyright© 2009- Soft House JUMP. All rights reserved.

63/85

そのように撮影再現することは至難の業で、いろいろと角度を変えた記録をとってみたが、最初
の記録が一番感じをとらえている。
蛹が金色に輝くことで有名なのは沖縄・八重山地方に産するオオゴマダラだが、ヤエヤマイチ
モンジの蛹もみごとに金色に輝くことは白水標準図鑑には記載がないが、原色日本蝶類生態図鑑
Ⅱ（保育社, 1983）には”金色の目立ちやすい色調”と説明されている。
参考までに、オオゴマダラの蛹（石垣島バンナ公園）と、石垣島のオモト林道で 2005 年 9 月
29 日に発見した自然蛹、およびその時バンナ公園裏道で見つけて持ち帰った幼虫からの飼育によ

る蛹化記録を掲載しておく。石垣島でコンロンカの葉裏に下垂する金色に輝く自然蛹を発見した
ときの感激は忘れられない。
May 17, 2014 アカタテハの金色蛹が羽化
昨日、翅部に金色光沢を観察した蛹が羽化兆候を示しており、朝 7：30 からフォローして 9：
26 の羽化開始瞬間からのビデオ撮影記録ができた。

蛹にひび割れが入って羽化が始まる。頭が現れ、アンテナもは
っきりと見え始める。どんなチョウでも羽化したばかりの色調
には目を奪われる。アカタテハの命名にふさわしい赤い色も得
も言われぬ美しさだ。羽化開始から約 7 分で羽がすっかり伸び
切るが、このあと 1 時間ほどかけて羽がしっかり固まるまで飛
び立とうとはしない。原色日本蝶類幼虫大図鑑Ⅰ（保育社、1970）を確認すると、蛹の「地色は
灰褐色、黄金色の光沢があり、体の全面に白粉を被っている」との記載があり、翅部が金色を帯
びることは格段珍しいことではなかったようだ。羽化個体は通常のアカタテハと変わりなく、蛹
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が金色を帯びるのは、どうやら羽化が近づいた時点で蛹に現れるひとつの兆候らしく、他にも同
様の色調変化を認める蛹が観察できる。
ヒメアカタテハ Vanessa cardui
昆虫採集をはじめた人の多くは、チョウの仲間中タテハチョウ属がもっとも好きな種類となる。
大きさが適度の中型で、その飛び方は、アゲハチョウやモンシロチョウなどが、一見めちゃくちゃ
な軌道で飛ぶのにくらべて、タテハチョウの仲間はとても敏捷で、グライダーの滑空に似て滑るよ
うにスイースイーと格好いい飛び方をする。活動しないときは翅をぴったりと閉じた状態で静止
するためタテハ（立羽）とよばれる。ヒメアカタテハのヒメは、小さい、かわいいというイメージ
をあらわし、このチョウの場合は近似種のアカタテハとの比較でやや小さめのアカタテハとよば
れているわけだ。ヒメアカタテハは多くのチョウと同じく花の蜜を吸うのが大好きで、10-11 月、
高砂市西畑の花畑ではコスモス、マリーゴールド、センニチソウなどの花蜜を求めてたくさんの数
が飛び回る。人が近づくと驚いたかのように花を離れてヒラリと旋回したかと思うと、なんのこと
はない、驚かせたはずの人の足元に「どうきれいでしょう？」と、その桃紅色の美しい翅表を全開

した状態で止まってくれたりする愛嬌者だ。花蜜を吸う姿や路面で羽を広げる状況など、いろんな
姿勢をみせてくれるので、ごく普通種のベニシジミと同じく写真撮影に適したチョウである。ヒメ
アカタテハは日本で見られるチョウの中で、唯一、全世界に分布している。幼虫の食性は幅広く、
ヨモギ、ハハコグサ、オオバコ、野菜畑のゴボウやシュンギク、コンフリーやゼニアオイの葉っぱ
も食べる。この食性が広いことが世界中に分布している理由のひとつでもある。西畑花畑周辺にな
ぜ個体数が多いかというと、幼虫が主として野原のヨモギ類を食べて育ち、西畑花畑の周辺一帯に
はそのヨモギがふんだんにあるからだ。幼虫は若いあいだは黒い毛虫で、最終段階の終令幼虫にな
ると灰色を帯びたシックな色合いの毛虫となる。幼虫時代には、ヨモギの場合葉っぱの先端部分を

上手に綴った「巣」をつくってその中に潜むという習性があっ
て、巣の部分は葉っぱ裏側の白っぽい色がとても目立つため、
人間の目で探せばいとも簡単に見つけられ、蛹になるときも、
周りの葉っぱに糸掛けをした巣の中で垂蛹となる。かなり気温
の下がった 12 月中にも野外で幼虫を見ることができるが、寒
さには弱く、幼虫のままで死んでしまうこともあるという。ま
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た、ヨモギが雑草であるため、定期的な草刈と幼虫時代が合致してしまうと、幼虫は全滅という目
にあってしまう。松波町のユーアイタウン緑地公園（通称ひまわり公園）では、何度もそういう運
命に会う状況を目にしており、草刈でやられそうだと気がつけば、幼虫を回収してチョウにまで育
てて放してやるということもしている。ヒメアカタテハはおもにチョウのまま冬を越す（越冬）と
され、幼虫や蛹で越冬する可能性も考えられるが、高砂地区での詳細調査データはない。
Jan. 4, 2020 今年の初チョウはヒメアカタテハ
返礼となる年賀状を出してもどる際、いつもは往路と同じではないコナラの樹など自然が多い
住宅裏手の公園を経由するのだが、なんとなく元のルートを選んだのが幸いし、道沿いの人家垣
根際にキクの仲間の花が咲き残る場所で、ひらひらとヒメアカタテハが飛びでてきて、日の当た
る石垣の角部分で日向ぼっ
こを始める。急ぎビデオカ
メラを取りに戻って再訪す
ると、先ほどと変わらない
位置でゆっくりと翅の開閉
を繰り返している。昨年の
秋に羽化した越冬個体が、暖かい陽射しに誘われて飛び出したもので、それにしてもみごとなま
でに新鮮な個体だ。筆者はヒメアカタテハの越冬個体に出会えたのはこれが初めてで、なかなか
いいスタートの 2020 年。
なお、本種については
2004 年 7 月 23 日に珍しい
交尾の撮影記録を撮れてい
るので示しておく。
イシガケチョウ Cyrestis thyodamas mabella
筆者のイシガケチョウとの初の出会いはまことに信じがたい出来事として強烈に印象に残って
いる。それは小学校からの帰宅の途上。友達とカマイタチという現象が本当にあるのかどうか、実
際にそれらしき裂傷を体験した筆者自身の話を語りながらのんびりと歩いていた目の前を、モン
シロチョウにしては変わった飛び方をするクリーム色のチョウが横切るように飛ぶのが見え、筆
者はとっさにたまたま手にして
いた細い笹竹の棒でそのチョウ
を叩いていた。すると、なんと
幅が 1cm もない細い笹竹がその
チョウの胴体のどこかにヒット
して、チョウはひらひらと目の
前に落ちたのだ。それは五台山
ではまだ見たことのないイシガ
ケチョウの♀で奇跡ともいえる
瞬間だった。当時はすでに母手
作りの蚊帳生地の捕虫網をもっ
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て五台山一帯のチョウ採集に走り回る昆虫少年をやっていて、父にねだって買ってもらった横山
光夫著「原色日本蝶類図鑑」をいつも眺めていたのでチョウの名前はすぐに分かった。幸い翅に損
傷はなく、とにかくその模様のきれいさに見入ってしばし興奮もおさまらなかったが、残念ながら
記念すべきあのイシガケチョウの標本は残っていない。
イシガケチョウの幼虫はイヌビワやイチジクの葉っぱを食べるが、イチジクの葉っぱは硬いの
で高知市での観察ではイヌビワが圧倒的に多く、イチジクにつくのは稀である。数年前に加古川志
方町でギフチョウ・ネット代表の竹内さんが成虫を目撃され、2008 年 4 月の「チョウ観察会」の
日にも竹内さんがイヌビワの若葉に新しい卵を発見されたのだがこの卵は天敵にやられてしまっ
た。続く 6 月のヒメヒカゲ調査の最中、大きなイヌビワのまわりを産卵目的で飛ぶイシガケチョ
ウに出会え、イヌビワにはすでに若令から中令幼虫もいて、この場所での継続発生を期待したが、
クモなどの外敵にやられたと思われる複数の蛹が認められるなど、自然界でチョウにまで生育す
ることの厳しさを目の当たりにした。
チョウと蛾との違いを語るとき、翅をひらいて止まるのは蛾であるというのがあるがイシガケ
チョウがその例
外の代表的なチ
ョウで、花の蜜
を吸うときや路
面の水分を吸う
ときもたいがい
翅を水平に開い
た姿勢をとる。
典型的なのはも
のごとに驚いたときの挙動で、急いで葉っぱの裏側に羽をひろげた状態で張りつき、まさにかくれ
んぼ。おそらく身を隠したつもりなのだろうが、次項のスミナガシと共にこうした道化をみると楽
しい気分になる。
June 17, 2014 まさかのイシガケチョウ
ヒメヒカゲ調査サイクリングの帰路は、南からの向かい風を避けて加古川市街地へと抜けるル
ートを選択。いつもは一気に登りきる坂道の途中で、大きなクヌギの木にウラナミアカシジミが
いそうな予感がして立ち止まるも、チョウは飛ばず。止めた自転車へともどる際、路傍に多いオ
オバイヌビワの葉にいかにもイシガケチョウがよくつくる糞塔の痕跡があり、まさか、と周りを

調べて驚く。イシガケチョウの終令になったばかりと思える幼
虫が、ハグハグと大きな葉っぱを食べているではないか。さら
に隣のイヌビワまで範囲を広げて探索すると中令幼虫 3 個体も
確認できる。加古川にイシガケチョウが定着できている確証は
なく、かつて 2008 年 6 月に志方町で越冬成虫の産卵場面にで
Copyright© 2009- Soft House JUMP. All rights reserved.

67/85

くわし、多くの幼虫を回収して蛹にまで育ててから現地に戻したことがあるが、結局、世代をつ
なぐという展開とはならなかった経験がある（参考写真 2 枚を添付：2008 年の飼育記録から）。
さて今回はどうしたものか。そのままにしておくのが自然ではあるが、野鳥などにやられること
も考えて、発見できた 4 個体だけを回収し、今度は羽化してから現地に放すことにしようと思
う。
June 30, 2014 イシガケチョウ羽化の瞬間をビデオ記録
イシガケチョウ蛹に 6 月 29 日の 20 時頃に羽化兆候が出ており、またしても翌日の早朝羽化が

想定され、ビデオ撮影準備を整えてタイマーを 4 時に設定し 2
2 時にならないうちに就寝。たまたま目覚めた 3 時過ぎ、念の
ために確認した蛹の腹節部が幅広く伸びていることが分かり、
録画モードにして再び眠りにつく。次に目覚めた 4 時過ぎに
は、もうすっかり翅の伸びた状態で羽化後の全体像が画面内に
収め切れていないが、羽化の開始から体が脱出するまでの記録
は撮れて、まずは昨日のリベンジを果たす。羽化個体は後翅が褐色を帯びる♂である。
July 9, 2014 イシガケチョウの母親と再会
飼育羽化させたイシガケチョウ 3♂2♀を July 2, 2014 に幼虫時代を過ごした元の場所に放して
から 1 週間が経過した本日、クロアゲハ飼育用のイヌザンショウ採取のあと、オオバイヌビワが
自生するその場所へ様子を見に行く。イシガケチョウの習性として新芽や新葉に産卵することが
多いので、そこに集中して調べていくと、ある、黄色い卵がしっかりと産みつけられている。こ
のオオバイヌビワが自生する場所は、自動車が頻繁に行き来する道路沿いという環境だ。新葉で
はない大きめの葉表に産みつけられた卵もみつかる。新葉が多いイヌビワに複数の卵が産みつけ
られている場所をみつけ、撮影記録をとろうとガードレールから身を乗り出したそのとき、いき
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なり母チョウがやってきて目の前で産卵し始める。右前翅端が欠損しているが、7 月 2 日に名残
惜しそうに最後まで指に止まってくれたあの♀に違いない。自動車が走り抜ける風圧のせいか一
度は飛び逃げたりするが、またもどって産卵をくりかえす。次の新葉への産卵時には、すぐそば

を勢いよく車が走り抜けていくのに慣れたかのように、じっくりと時間をかけて産卵をしてから
飛び去って行く。これら卵からどれだけの次世代へとつながって行くのか、もしかしたら全滅す
るかもしれないが、今度は自然に任せて観察してみよう。
June 6, 2019 イシガケチョウがやってきた
加古川右岸自転車道路を走ってもどる途中に、オオバイヌビワの木が何本も間隔をあけて並び
自生する場所があり、イシガケチョウが産卵する場面や、何度か幼虫を観察したこともあるのだ
が、ヒメヒカゲの生息調査の帰路、産卵目的でやってきたと思えるイシガケチョウの飛翔が目に
飛び込んでくる。風が強く、
イヌビワが大きく揺れ動くせ
いもあってか、なかなか落ち
着いた産卵態勢がとれない、
そんな忙しい飛翔を繰り返
す。実は、この場所のイヌビ
ワにはクモの巣が多く、イシガケチョウが産卵行動へと落ち着かないのはそのような状況がわか
って躊躇しているのかもしれない。やがてどこかへと飛び去ってしまい、新芽を手繰り寄せて確
認した限り、産み付けられた黄色い卵を見つけることはできなかった。
June 11, 2019 卵と幼虫を確認
6 月 6 日に見たイシガケチョウは目の前で産卵してくれなかったが、あの場所なら産む可能性が
あると推測したイヌビワの自生地へと向かう。最近、長い坂道は無理をしないで自転車を押して歩
くことにしているのだが、ギアチェンジを活用してイヌビワのあるポイントまで一気に登り切る。
ウラギンシジミの♀がフジへの産卵目的で飛来しているが、やがて姿が消える。イヌビワはすべて
といってもいいほどに新芽部分に蛾の幼虫が糸を張って占有しており、これではここでもイシガ
ケチョウの産卵は期待薄だとテンションが下がってしまう。それでもめげずにチェックしていく

と糞塔を形成した部分にとどまるイシガケチョウの幼虫がみつかる。その周辺に新たな糞塔が複
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数あってそこにも幼虫が確認できる。果たして種名がわからない蛾の幼虫と共存できるのかどう
か、また、以前に同じように初令幼虫や中令幼虫を観察できたのに、最終的にはクモやハチなどの
天敵に攻撃されてしまったことも考え、本日観察できた幼虫はすべて持ち帰って飼育をすること

にする。このあと、この道沿いに自生するイヌビワを丁寧に見ていくと、葉っぱの表に鎮座する中
令幼虫がいて、その葉裏にはさらに上の令数となる幼虫もみつかる。新芽や新葉がきれいなイヌビ
ワでは複数の黄色い卵もみられ、いい加減な飼育ではすまされないことを覚悟する。
June 16, 2019 終令幼虫を観察
加古川市の郊外にもどり、道路沿いのイヌビワでイ
シガケチョウの幼虫を探してみると、終令幼虫 2、中令
幼虫 1 頭を観察でき、この場所では毎年のように越冬
成虫が産卵しにやってきていることを知る。問題は、
この幼虫たちが成虫となって以降、確実に世代をつな
ぐ定着状況となってくれるかどうか。定期的な観察通
いには自宅から遠い場所だけに、ただ継続発生を祈る
だけ。
スミナガシ Dichorragia neshimachus
驚いたときに急ぎ身を隠す挙動はスミナガシでもま
ったく同じで、ぺったりと葉裏にはりついて隠れる様
子はとても愛らしく愉快である。スミナガシは日本産
チョウでは珍しいデザインをもち”墨流し”とは実にい
いえて妙の和名命名だと思う。
スミナガシでとりわけユニークなのが口吻の真っ赤
な色だろう。好んでカシなどの樹液に集まり、この赤
い口吻を伸ばしてチュウチュウと（実際はそんな音は
聞こえてこないが、いかにもそんな感じで）樹液を吸
う。
スミ ナ ガ シ は 幼 虫 が 初 令段階からヤマビワやアワ
ブキという樹木の硬い葉っぱを食べる変わったチョウで、
そういう樹木がある環境で発生し、兵庫県では福知渓谷
や砥峰高原への登山道で幼虫を見たことがある。イシガ
ケチョウでも同様の習性があるのだが、葉っぱの先端部に
自らの糞をかためて葉脈に似せた細い糸状の足場をつくっ
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て常駐場所とする。スミナガシの場合は特にその細工が巧妙で、葉っぱの中脈の両側から食いち
ぎっていって主な足場とし、さらに幼虫の体に近い大きさの葉片をくいちぎってそれらを自ら糸
を吐いてくっつけ、カーテンのように複数個ぶら下げるという術をもち、見慣れた人間にはむし
ろそれが目印となって幼虫を簡単に見つけることができ
るのだが、自然界ではハチや小鳥、クモなどの外敵に対
する効果的なかくれみのとなっているようだ。厳しい自
然界の生存競争をいきぬいていくために、小さい幼虫が
ここまでの多彩な細工仕事をするとは、本当に感心する
ばかり。スミナガシの終令幼虫は水牛のような大きな角
状突起を頭から 2 本、にゅーっと突き出した異様な姿
で、それまでの枯葉カーテンをぶらさげたカモフラージ
ュ場とはおさらばして、もっぱら葉っぱの上に出てチョ
ウになるための最後の精力的な食事に専念する。
上の葉っぱ裏へのへばりつき写真は、あまりに古い記録しかなくてきれいではないが、Web 検索
ではとてもきれいな写真があるので調べてみるといい。
スミナガシの翅表色調の美しさをみごとに映像記録されたブログも紹介しておこう。ゴマダラ
チョウが樹液食堂に群れている記録とともに楽しめる。
http://flora1tyou.exblog.jp/18544403/
柿の熟した果汁を吸うスミナガシの記録が見られるブログ（Oct.10,2009）も紹介しておこう。
http://lycaenidae.exblog.jp/m2009-10-01/
ゴマダラチョウ Hestina persimilis japonica
幼虫がエノキの葉を食べるゴマダラチョウは北海道道南から鹿児島南端まで分布する普通種
ですが、好きな樹液を吸う際、そのストロー（口吻）がきれいな黄色でよく目立つ。大人になって
もいつまでも口ばしが黄色い
チョウで、
同様に樹液が大好き
なスミナガシはこのストロー
が み ご と に 真 っ 赤 とい う
珍しいチョウだ。
ゴマダラチョウは高砂市内の
西畑や松波町でもよくみかけ
る。
落ち葉の間に隠れて幼虫で越冬
し5 月下旬 に は や や 白 っ ぽ い 第 一 化 春 型が、そして6 月下旬からその 次 の 世 代 で あ る 夏 型
が 濃 い ま だ ら模様になって現れる。母蝶は幼木への産卵を好む傾向があって、バルコニーに鉢
植えとしてあるエノキに
飛来して産卵したことも
ある。ゴマダラチョウの
幼虫は、タテハ チ ョ ウ 科
の 幼 虫 に 比 較 的 多 くみ
られる、滑り落ちないよう
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に 葉 表 に 糸 を 吐 い て 足 場 を確保した居場所とし、そこから出かけていって他の葉っぱを食べ、
また元にもどるという習性がある。
この場合アカタテハなどのように巣を作ってかくれるわけで
はなく葉っぱ上むきだしなのでス
ズメなどに見つかればひとたまり
もない。2008 年 6 月に西畑テニ
スコート横にあるエノキで幼虫を
みつけ、
スズメが多い所なので家
に持ち帰って羽化させてから放し
てやった。タテハチョウの中でも
このチョウの飛翔はとりわけ軽快で、スイースイーと流れるよ
うに長い距離を滑空する。
テニスの試合中に木々の樹冠をすべ
るように飛ぶゴマダラチョウに気づくとつい集中力を欠いて
しまうが、うれしいひとときだ。
ところで、このゴマダラチョウは非常に珍しい記録をもつチ
ョウで、約 10 万年前の地層とされる栃木県の塩原湖成層から
本種の春型♀と考えられる化石が発見されている。5-6 万年前、朝鮮半島と日本列島とが陸続きで
あった氷河期の生き残りで「生きた化石」だといわれるチョウセンアカシジミや氷河時代の遺物と
いわれるウスバシロチョウなどもいるが、
日本ではゴマダラチョウ以外に、栃木で洪積世中期（筆
者注：50 万年前）のミヤマカラスアゲハ、神戸市の白川峠で中世期のものと考えられるタテハチ
ョウ科らしい化石、兵庫温泉町で大型タテハチョウの化石が発見されている（渡辺康之著「チョ
ウ①」保育社、1991, p.181）
。
コムラサキ Apatura metis
コムラサキは、タテハチョウ科の中で最大の国蝶としても有名なオオムラサキとの比較で小型
の紫色をしたチョウという命名だが、コムラサキ属につけられた学名の Apatura がギリシャ語の
“あざむく”の意で、それは、太陽光線のあたる角度によって翅表が紫色に輝いたり、まったく紫
色がみられなかったりすることに由来していて、この輝きを幻色、物理用語では構造色という。
「な
ぜ左右で色がちがうのですか？」と聞かれることもあるチョウで、紫に輝くのは♂だけで♀にはこ
の輝きはない。オオムラサキも同じでチョウの世界はおおむね♂の方がきれいである。

北海道から九州にかけて普通にみられる種で、幼虫がヤナギ類の葉っぱを食べて育つ。特に、中
国から移入されたというシダレヤナギが街路樹として広く植栽されたことで、本来、原野性ヤナギ
類のある山地性であったのが平野部にも分布を広げたと考えられている。実は、シダレヤナギが中
国から移入されたことはこの記事を書くにあたって幅広く参考とすべく手元に広げる 10 種以上の
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図鑑、あるいは資料類を通じて初めて知ったことで、一連の原稿作成は筆者自身にとってもたいへ
ん勉強になっている。
ゴマダラチョウとよく似た滑翔が得意で、スイスイと流れるように飛んでいるかと思うと突然
木立の間に入り込んで見えなくなったりするが、その行き先にはたいがいチョウにとっての食堂
である樹液がある。コムラサキは身近には少なく、左端の画像は筆者にとって高砂での撮影初記録
で西畑斎場周辺のアキニレ樹液、中央は加古川河川敷でカワヤナギの近くにあったアキニレ樹液、
右端は荒井町新浜工業公園のタブノキ樹液にきた個体で近隣では 9 年振りの観察である。
コムラサキには遺伝的変異があって、翅の地色が褐色（優性）のタイプと黒色型（劣性）があり、
クロコムラサキとよばれる黒いタイプの分布は狭く限られて珍
しいチョウとなる。筆者の手元には熊本の高校の先生から送って
もらった標本があるが、郵送中に外れた翅を接着剤で修復した記
念すべき貴重な標本である。
コムラサキは寒冷地で発生する個体がとりわけ紫の光沢が濃
くて美麗となるが、ヒオドシ
チョウの項で触れた北海道
富良野では、食樹のヤナギ類
が密生する林道路面のいたるところで紫幻色を輝かせながら
おびただしい数で集団吸水する光景を見ている。キタキツネの
ものと思われる獣糞に集まる場面の撮影記録は、濃い紫幻色が
うまくキャッチできた例だが、両方の翅が紫に輝くように撮影
するのは容易ではない。
オオムラサキ Sasakia charonda
筆者が高校生まですごした高知で確実にオオムラサキと出会えるのは大豊郡梶が森だが、メス
を捕らえただけできれいなオスとの真の出会いは日野春が初めて。日野春はまさにオオムラサキ
の多産が有名で、新宿からの中央線電車利用で 1975 年、1976 年と二度訪れている。初めて訪れ
る土地でオオムラサキに出会えそうな場所をかぎ分けることはさして難しいことではなく、京都
市左京区静市でも初めての訪問時に降り立った叡山電車のホームから周辺景色を見渡し、クヌギ
の木がある雑木林にねらいを定めて入ると案の定樹液があってオオムラサキを見つけることがで
きる。
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山梨県日野春は、自動車道路両側に広がるモモやスモモの果樹園周辺に格好の雑木林が密度濃
く点在していて、その林の中に適度の小道があちこちに走っていることから、オオムラサキが好む
樹液の出ている木を探し当てるのは容易な地域である。東京大学薬学部への国内留学 2 年目の 7
月 7 日、東京での住居を 5 年間住んだ国分寺市恋ヶ窪から都内練馬区高野台に移していて、妻が
運転免許を取り「お得のカローラ」300 番での家族ドライブで三度目の日野春をめざす。車がとめ
られる適当な木陰をみつけたあとは、林の中に見える小さな歩道へと入り込む。容易に樹液の出て
いるクヌギが何箇所か見つかり、その位置に高低の違いはあれ、ほとんどすべてのケースで複数頭
のオオムラサキが樹液を吸っている。息子の浩成（6 才）、娘の純子(5 才)にも交代でネットを持た
せ、オオムラサキを捕獲する感激をいとも簡単に体験してもらえた。オムラサキは翅表斑紋が複雑
に配置されているせいか、添付写真をみくらべてみるだけでも細かくみれば各個体間で微妙に異
なる斑紋をもつことが分かる。僻地教育に力を注いだ筆者の父が校長として赴任した高知吾北村

清水で、父：英雄と母：琵琶子がそれぞれ捕獲してくれた個体のうち、母採集の個体は後翅中室の
白紋がはっきりと二分され、その下に並ぶ 4 個の黄色斑点も下から 2 番目が弦月型を呈するなど
の変化が面白い。オオムラサキの地理的変異とか個体変異に関しては、栗田貞多男著「オオムラサ
キ－日本の里山と国蝶の生活史－」
（信濃毎日新聞社、2007）に詳しい解説がある。1990 年代に入
って、北海道夕張郡栗山町滝ノ下に生息する上記黄色小紋が 3 個ともに三日月型となる特異な一
群についての調査が進められ、1996 年、藤岡知夫氏らによって新亜種 ssp.kuriyamaensis として
日本蝶類学会誌 Butterflies に記載登録された（1996、No.13,p.18-29）。
June 26, 2016 西播磨の樹液食堂へ
オオムラサキの♀を捕獲して産卵してもらうことを目的に西播磨の樹液食堂へと遠征したが、
出会えたのはすでに翅の一部が欠けたりしている♂ばかり。高い位置で吸汁している個体は♂♀の

判別ができないのでネットインをして確認するのだが♀はいなく、♂だと確認をしてから放す。
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早く放して！とバサバサと大きな音を立ててもがく羽ばたきの力はかなり強く、その間に太陽光
線の当たり具合で青味の強い美しい輝きが垣間見られる。手指を離れたオオムラサキは、遠くへ
とは飛ばずに近くの枯れ枝部分で小休止する個体や、クヌギの葉上で今一度樹液にもどるタイミ
ングを計っているようにみえる個体もいる。15 時まで粘ったが、天候も悪くなり、♀を連れ帰る
という目的は果たせず。

May 26, 2017 モルフォ・ムラサキが羽化
2016 年の 7 月、加古川の里山・ギフチョウ・ネットの久保弘幸さんから兵庫県佐用町産の初令
幼虫と卵を分けていただいて飼育したなかで、2017 年 5 月 11 日に最初に蛹化した個体が 1４日
後の夕方に羽化兆候を示しており、朝起きてからビデオ記録を取
ろうと準備を整えて 5 月 26 日の早朝に目覚めたら、想定よりも
早い時刻に♂が羽化していて、しかも蛹殻につかまっているはず
の羽化個体がいないという状況。あたりを調べると、脱出後に蛹
殻につかまる力が弱かったのか完全に翅が伸びる前に落下してい
て、気づいた時点では右翅は伸びているのに左翅が前後翅ともに
しわくちゃのまま固化してしまっていた。悔やまれることに、明
るい場所にもっていって観察できたその翅表の輝きが、まさに最
近有名になったモルフォ・ムラサキと呼ばれる見事なライトブル
ー。何とか伸び切った右翅だけでも標本化しておこうとアルバム
形式の標本を作成してみたが、通常のオオムラサキの輝きと違う
青みを帯びた美しい輝きを感じられる標本に仕上がっている。そ
の他の飼育羽化個体にはこのようなブルータイプはでていなく、
その発生比率は 1/30 ときわめて低い。これまで佐用町にこのよう
なタイプが産するという報告はなく、貴重な記録だと思える。
June 5, 12, 2018 オオムラサキのスギタニ型♀が 2 個体羽化
6 月 5 日、オオムラサキが例によって早朝に羽化していた。翅表のすべてが白紋で、通常赤桃色
紋が出る後翅表の肛角部も白紋となるスギタニ型 Sasakia charonda sugitanii で、採卵した母チ
ョウは赤桃色紋をもつ普通型だった。捕獲した兵庫県佐用町にこのタイプが出ることは知られて
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いて特に驚くことではないが、本タイプの実物を目にするのは初めてのこと。
豊岡方面へと出かける朝、羽化兆候が顕著で間違いなく 10 日中に羽化することが予測できたオ
オムラサキだったが、11 日に帰宅したあとでも特に確認もせず、今朝（June 12）になって 6 月 5
日の羽化個体とほとんど同じスギタニ型の♀だと分かった。兵庫県佐用町でスギタニ型の♀が発生
することは加古川の里山・ギフチョウ・ネットの友人から聞いてはいたが、実際に産卵してくれて
いるときの記録からもわかる、ごく普通タイプの母チョウに産卵させて飼育をしたなかから 2 個
体も出たのは意外で、佐用町には案外密度濃くこの遺伝子タイプが分布している可能性がある。
July 1, 2018 オオムラサキの観察地へと遠征
6 月半ばまでならヒロオビミドリシジミやウラジロミドリシジミが観察できるナラガシワのあ
る場所を横目に走り、最初の観察ポイントを調べると、樹液が枯れきって独特の香りは全くなく、
もうここは観察対象ではないと諦める。2016 年に竹内さんたちがスギタニ型♀を観察した樹液の
ある大木が突然切り倒され、しかもあとで新芽を出して再生できるような切り方ではないのが腹
立たしいが、2015 年に筆者が別の場所に新たな樹液食堂をみつけてフォローしてきたところへと
足を早める。ところが、樹液がない、いや樹液の出ていた樹木が 2 本とも切り倒されて見えないの
だ。確認できるのはここでの切り方もあとで新芽も出ない路面から 20cm も残されていない根株
だけ。樹液に来るスズメバチが自然観察目的で訪れる子どもたちに危険を及ぼすから、という話を
聞いたことがあるが、樹液に集まるスズメバチは大群であることもなく、人に危害を加える可能性
はきわめて低い。樹液にはどのような昆虫が集まり、いい場所取りのために昆虫同志でどのような
奪い合いを展開するのか、例えば、オオムラサキとスズメバチはど
ちらが強いのか等、自然の生きた姿を観察できる好ましい例はそ
れほど多くはないわけで、いったいここの管理人は何を考えでこ
のような暴挙を繰り返すのか、理解に苦しむ。残る樹液ポイントは
あと 1 か所。わずかの望みをいだいて訪れ、車から出たまさにそ
のとき、目の前でオオムラサキの♂♀が絡みながら飛ぶ。すぐに樹
液のある大木の幹にとまっていよいよ交尾かと期待するが、撮影目的で近づきすぎたのか、この樹
液まわりにとどまることなく絡み合い飛翔のまま樹林奥へと消えてしまう。しばらくしておそら
く別個体だと思える♂が近くを飛ぶが、われわれが近くにいるせいか樹液へとはやってきてくれ
ない。
時間をあけて戻った樹液食堂には期待通りオオムラサキの♂がやってきている。手ブレ映像とな
らないように、ビデオカメラを
三脚に固定してオオムラサキの
動きをしっかりと記録する。後
翅に若干の破れや傷みがある個
体だが、少しずつ場所を変える
そのたびに何度も翅の開閉を繰
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り返してみごとなムラサキの輝きをみせてくれる大サービスがありがたく、後翅肛角部の赤桃色
もとても美しい。この♂以外にも近くまでくる個体をみるが、結局樹液を楽しんだのはこの♂だけ
で、いったんどこかへと飛び去る。
コノハチョウ Kallima inachus
初の出会いは沖縄伊豆味（Sep. 3, 1993）：乙羽岳林道を降りきるとアスファルトの立派な道に
出る。遠くに伊豆味の町並が見えかくれしているのを確認して道を逆に上ってみる。谷川沿いにゆ
るやかな坂道となって続く道路をときおり乗用車が走り過ぎていく。谷川の反対側にはミカン畑
が広がり、道がカーブするあたりでヤナギに似た木が谷川をおおうように車道にまではみ出して
いる。それとなくこの茂みに近づいたそのとき、タテハ属とすぐにわかる滑翔で谷川沿いにこちら
にむかってくる茶褐色の大きな蝶が目に入る。特別天然記念物指定のコノハチョウだ。初めての沖
縄でこいつは超ラッキ－。ほとんど完全体で翅表のブルーとオレンジの配色がきれいだ。残念なが
ら採集禁止なので「ただ見るだけ」
。普通の採集くらいで種が減るというようなことはないのだが
ぐっとがまん。
石垣島オモト林道（Sep. 8, 2001）：ゆっくりと自転車を押して勾配のある舗装林道を上るうち、
大型のイシガケチョウが現れて道案内よろしく体にまとわりつ
くように飛ぶ。まもなく道路わきの樹木葉上低い位置にコノハチ
ョウが飛来してとまる。
沖縄八重岳（May 17, 2002）：名護城入口バス停から乗った始
発で八重岳入口下車。かなり勾配のある道をひたすら 1 時間ほ
ど上って、コノハチョウに出会える林道へと入る。その分岐点に
は無数のイシガケチョウが舞う。シマウリノキなどの樹木が影を
つくるあたりで準備してきたスプレーで泡盛を霧状に散布する。するとどうだ。数分もたたないう
ちにコノハチョウがどこからともなく飛び出してきて路傍の葉上にとまる。そしておもむろにゆ
っくりと羽を開閉して翅裏の木の葉模様からは想像もできない鮮やかなブルーとオレンジのきれ
いな翅表をみせてくれる。いつのまにか現れる個体数が増え、それぞれ好みの位置でテリ張り状態
をとるが、どれも低くはない離れた位置にとまるため Digital Video 撮影記録から切り取った静止
画像はフォーカスが甘い。
石垣島オモト林道（Sep. 17, 2002）
：ヤエヤマムラサキが次々と
現れた道にこの年はまったくその姿をみないのが寂しい。やがて
頻度高くコノハチョウをみかける場所まで登ったそのとき、車窓
前方を力強い羽ばたきでコノハチョウが飛ぶ。コノハチョウは U
ターンを繰り返して路傍のシマウリノキと思われる葉上で V 字
に羽をひろげて静止する。Video カメラ片手にゆっくりと近づき
じっくりと撮影を楽しめたが、残念ながら翅表に輝くブルーをと
らえることはできずじまい。
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沖縄八重岳（Apr. 25, 2017）
：2006 年以来の訪問で八重岳に向かう。道路沿いに咲く白花のアザ
ミや、かわいいピンクの花、シロノセンダングサなどで吸蜜するのはシロビアゲハだけで、期待し
たアオスジアゲハの姿はなく、ときおりツマベニチョウが高い位置を横切って飛んでいく。もう少

しチョウの種類が期待できそうな大宜味村押川地区へと移動す
ることにしていったん道を間違えてしまうが、そこで思いもかけ
ずコノハチョウが飛び出してくる。翅を傷めた個体など複数のコ
ノハチョウが飛び遊ぶ絶好の場所に偶然行き当ったようで、しば
らくここで観察を続けてみると、路傍の草むらに新鮮なリュウキ
ュウヒメジャノメも多い。

メスアカムラサキ Hypolimnas misippus
チョウが好きな人は、それぞれ必ず忘れられない強烈な思い
出となるチョウとの出会いをいくつか経験して、どっぷりとチ
ョウの世界へとのめりこんできていることと思う。筆者にとっ
てメスアカムラサキは出会いのシーンがいつまでもありありと
思い出せるチョウのひとつだ。それは初めての石垣島訪問時の
体験、南国のチョウのムラサキの輝きはオオムラサキやコムラ
サキとは違った美しさで、いつまでも筆者を魅了し続ける。
Sep. 4, 1993：石垣島バンナ岳
石垣島 9 月初旬の陽ざしは午後 3 時過ぎでもまだまだきつく、長ズボンをすそから捲り上げた
急造の半ズボン姿で汗まみれの登りとなる。最初の坂道は両側樹木がトンネル状に陰をつくって
いてヤエヤマムラサキなどが出てきてもよさそうな気配であるが、あいかわらずゆったりとのど
かに飛び遊ぶスジグロカバマダラと叢をヒョイヒョイと縫うように飛ぶリュウキュウヒメジャノ
メ以外に目ぼしい蝶は出てこない。急坂を登りきったところに岩を模した人工の大きな展望台が
設けられており、とにかくなんでも見ておこう、と足を運ぶ。螺旋状につくられた歩道を展望台上
に向けてまさに辿りかけたその時、キラリと金属色紫の輝きが目に飛込む。翅表の黒地に白紋がは
っきりと認められるメスアカムラサキだ。人工岩をくぐるようにして裏手にまわると、いるいる。
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平坦となった裏手の広場を１頭のメスアカムラサキの♂が占有して、時折滑空するように旋回して
は地面に降りて美しい紫の金属光沢を太陽光に反射させながらゆっくりと羽を開閉させている。
夢にまでみた光景が今、目の前に現実として展開している。石垣島にまでわざわざ足を伸ばした理
由のひとつがこの蝶との出会いを期待してのことであっただけに、ここでネットインに失敗する
ことは許されない。ゆっくりと近づきネットの角度を確かめて振りおろし気味にかぶせ込む。あこ
がれのメスアカムラサキを初めて手にして深い感動を覚え、心臓の高鳴りがなかなか収まらない。
覚悟して徒歩でチャレンジするバンナ岳の山越えは予想以上にきついが、沖縄本部半島での平
敷から伊豆味までの山越えにくらべるとたいした距離ではない。そう何度も来られるところでは
ないとの思いで急坂をたどって TV 塔のある高台にも立ち寄ってみる。上昇気流が吹き上げていて
涼しく気持ちがいい。この辺りの山頂であることを示す三角点を囲むようにマツバボタンの花壇
がありメスアカムラサキがいてもよさそうだ、そう思ったらやはりいる。南に面した背の高くない
木の葉上にピッタリと羽を閉じて静止している。翅表の黒地に鮮やかに映える白紋が羽の裏側か
らも淡褐色の帯といいコントラストで透けてみえ、その特徴的な模様からすぐに本種だと見分け
がつく。これで２頭目をいただきだと、慎重に近づいて横から払うようにネットを振り抜く。とこ
ろが････無念。どんなタイミングですり抜けられたのか、ネットの中にメスアカムラサキの姿はな
い。悔しいけれどもメスアカムラサキの瞬間わざにしてやられたわけだ。この蝶の習性として占有
場所にまたもどってくることを期待したのだが、このあと 1 時間ほどの粘りではふたたびメスア
カムラサキをみることはできず。その後、生きた♀を持ち帰っての飼育も経験し、ぴかぴか新鮮個
体の紫幻色を楽しめた。
Oct. 10, 1996：波照間島
突然晴れ間が広がった瞬間がすごかった。いっせいに蝶が湧き出るがごとくに数を増したのだ。
最初に目に入ったのがボロのリュウキュウムラサキ。ネットインして♂♀を確認する。先ほどのお
じさんが♀だと太鼓判を押してくれる。ボロでも♀なら OK。とにかく生かして持ち帰れるメスが
本命。今回の主目的「サツマイモでの二度目の飼育」に望みがでてまずはほっとする。気分をよく
したところで、急ぎ自転車を踏んで南地区の入り口側にもどるや、さらに感激すべき情景に出くわ
す。現実なのか、と疑わせるような金属光沢の濃いムラサキを輝かせた複数頭のリュウキュウムラ
サキが狭い緑の空間で楽しげに滑空している。卵を産んでくれる♀ならボロでもいいが、標本とす
るにはやはりムラサキの輝きが濃くて美しい♂の捕獲が優先する。新鮮な♂を捕らえて気分がハイ
となっているところに森さんのバイクがもどってきて、筆者の右前草叢にリュウムラの大型♀が静
止したと教えてくれる。ありふれた台湾型だが新鮮体である。飼育の話をするとメスアカムラサキ
の♀で、白い三角模様のある面白い個体を生かしてもっているのであげようと取り出してくれる。
うれしくて、宿が「みのる荘」だと確認する。後に、その宿の公衆から高砂に電話をした際の面会
時に三角紙に住所と名前を書いてもらい、実はこの時点で初めて奈良市の森さんだと知る。
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このあと南を離れ、ちょうど運動会で地元民が大勢集まっている小・中学校を覗きがてらの周辺
探索で好結果をえる。まず、メスアカムラサキの♀が採れたこと。標本としても価値ある新鮮体だ
ったが、この母蝶は高砂で 10 月 16 日からなんと 130 個もの卵を産んで大量飼育を可能としてく
れた。試みに共存させたマツバボタンにも産卵がみられたが、後でジュースを飲ますためにティッ
シュを乗せた皿にも産卵したことや、幼虫時代にマツバボタンは決して食べなかったことなどか
ら、食草と認知したわけではないことが結論づけられた。この母蝶は 10 月 31 日まで生きて合計
130 卵ほどを産んでくれ、その 9 割ほどが孵化した。食草のスベリヒユは、当座、石垣市内から持
ち帰ったものと、近所をくまなく探して採取したものだけで、妻が
荒井町のイモ畑に大群落をみつけてくれていなかったなら、神戸市
の蝶友北原氏に 20 卵ほどを分譲した残りの 100 頭あまりをとても
最後まで育てきることはできなかっただろう。終令幼虫の旺盛な食
欲は想像以上で毎朝夕の糞の掃除がまた大変だった。もう二度とメ
スアカムラサキを大量飼育する気にはならない、それだけ手間ひま
のかかる蝶だったが、郷里高知市五台山の牧野植物園で稲垣技師さ
んに送ったものが温室内で元気に飛び
遊んでいるとか、札幌の蝶友岡田氏から
は「窓の外の雪景色にムラサキが映えて
とてもきれいだ」という電子メールが届
き、香川県三豊綜合病院副院長の大屋崇
先生からは「貴重なサナギをありがと
う。無事羽化しました」という年賀状を
いただくなど、あそこまで苦労して飼育した甲斐があったと思う。
生きた母蝶を弱らせることなく持ち帰れたコツは、三角紙から出してタッパーウエア内に移し、
羽が広げられる空間を確保して、空港での待ち時間などに適度に水分をあたえたことだと思う。こ
の工夫は、森さんから譲り受けた三角紋のある♀が与那国島でのチェック時にすでに命尽きていた
ことへの無念さから思いついたもの（図示した飼育羽化♀は右前翅に白斑が出た異常個体）。
リュウキュウムラサキ Hypolimnas bolina
Sep. 1, 1994：石垣島バンナ公園
バンナ公園から名蔵方面へと続く下り舗装道路は精一杯のフルスピードで時間と距離をかせぐ。
ぐんぐんとスピードに乗って汗も吹き飛びかけたそのとき、まぎれもないリュウキュウムラサキ
が左手山側で複数頭戯れているのが目に飛込んで、勢いよく下っていた自転車に急ブレーキをか
ける。まだバンナ岳の山麓圏内、垂直に近い山肌から突然開けた小さな広場で、これが車だったら
ちょうど死角となって 100%見過ごしてしまうような位置だ。自転車であったからこそ気づいたと
いえる。誰かの豪邸の庭石にでもなりそうな、そんな大きな石が２つ３つ積み重なった広場で少な
くとも３頭のリュウキュウムラサキが追飛している。近づくときれいな♂の方が奥まった林縁に移
動し、大型の♀だけが広場にとどまる。この瞬間「生かして持ち帰り、採卵を試みてみよう」そう
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いう思いが頭をかすめ、慎重にこの大きな♀を捕らえる。
この母蝶の生命力はおどろくばかりに強く、高砂市でパインジュースをうすめて飲ませつつサ
ツマイモへの採卵を試みたところ、自身の羽をボロボロにしながらも実に 140 数個産卵して、20
日以上経った９月 22 日に力つきるまで本当によく生き抜いてくれた。この卵からは約 80 頭が立
派な成蝶となり、雌雄の比率は約６対４で、よくいわれる通り♀の
比率が高い。母チョウはほとんど純粋な大陸型であったが生まれた
♀のほとんどが台湾型と大陸型の両方の特徴をあわせもつ個体であ
る。母チョウからの採卵飼育では傷ひとつない超美麗♂標本を得る
ことができ、容易に八重山へと足を運べない同好の友人に分けてや
ることもできたわけで、現地でむやみに多くの個体を採る必要は全
くない。もちろん現地での自然繁殖継続が最も重要であり、だから
こそ現地における♀の捕獲には節度がいる。
Feb. 10, 1997：飼育の記録
1996 年 10 月 11 日に与那国島で捕獲したリュウキュウムラサキ母蝶から採卵をして 40 ほどの
サナギに育てて蝶友たちに送り届け、郷里、高知市五台山の牧野植物園温室内で「1996 年 12 月
29 日現在リュウキュウムラサキ 2 頭がまだ
飛んでいる」との稲垣さんからの年賀状を
いただいたりした。高砂で羽化させたもの
はそのうちに標本とするが、15-20℃の暖房
を利かせた部屋で蜂蜜をうすめた液を与え
て少しでも長生きさせようと努めた。
ところで、蝶類図鑑としては権威のある
北隆館の「原色蝶類検索図鑑(1990)」ではリ
ュウキュウムラサキとヤエヤマムラサキについて『八重山諸島においては冬季にすべて死滅する』
とはっきり記載されているが、それにしてはあまりに確実に毎年八重山諸島各地で相当数の発生
が繰り返されすぎる、そういう気がしてならない。西は台湾あるいは中国大陸、南は東南アジア、
フィリピン諸島などから、決して短くない海洋上を毎年という頻度で、ここまで確実に風に乗って
流されてくるだろうか。本当にそうした母蝶からしか新たな世代は発生・繁殖しえないのだろう
か。どうも納得し難い。そんな思いから、今回、一部のリュウキュウムラサキを生かしたままで低
温環境に放置した場合どの程度耐えられるかという調査観察をしたが、10℃以下で 3 週間以上生
き長らえる個体がいるという予想外の結果である。リンゴ、キウイフルーツ、イチゴ、柿などの果
汁を吸わせて時には室温 8.5℃というような環境をしのいで 97 年 2 月 8 日まで生きてくれた。右
端に示した映像記録は、まずまず保温性のいい発砲スチロールの中で暖房もせずに保管している
97 年 1 月 20 早朝 6 時前のもので箱内温度は 8.5℃。ただ 1 頭だけとなったチョウは壁面にじっと
静止して寒さと寂しさに耐えているという感じである。
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1997 年 1 月 22 日には高砂には珍しく大雪が降り、庭のオガタマノキに自然蛹化していたミカ
ドアゲハを酷ではあるが 1 頭だけ低温影響を調べる目的でそのままとし、残る 4 頭を部屋の中に

回収保管した。さすがにリュウキュウムラサキを雪の中にさらすわけにはゆかないがあいかわら
ず室温 10℃以下でもたくましく果物の汁を吸って生き延びてくれた。雪中にさらしたミカドアゲ
ハは室内保管の個体と時を同じ
くした 5 月にきれいな成蝶となっ
てくれ、このような一時的な低温
であれば耐えられることを証明
できた。2 月に入ると外気温が
15℃を越えるようになり庭には
ヒヨドリやメジロが訪れてくれ
る。適当なエサが少ないのでオガ
タマノキの枝の部分にミカンをとりつけておくとすぐに見つけてついばむ姿がかわいい。室内で
はリュウキュウムラサキが果汁を吸うだけという楽しみしかない中でたくましい生命力を示して
くれたが、さすがに 97 年 2 月 8 日の朝には力尽きていた。これらの低温期飼育事実から、沖縄や
八重山諸島では間違いなく成虫越冬している個体がいるとの確証をえた思いがするがいかがであ
ろうか。少なくとも毎年その姿を見ることのできるリュウキュウムラサキはかなりの確率で成虫

越冬をしていることが推定できる。この成虫越冬可能性については、実際に八重山諸島現地で、食
草の維持状況も含め長期的な観察をもって事実解明をしたい課題である。
ヤエヤマムラサキ Hypolimnas anomala truentus
Sep. 14, 1999：石垣島バンナ公園
新鮮な個体は少ないけれどもヤエヤマカラスアゲハの数も多い。九州以北種よりも後翅紋の赤
味が濃くて、別亜種に区別されるジャコウアゲハも完全体を探して採る。頭上はというと青色の濃
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いミカドアゲハが林の梢をつたうように蝶道を形成して往来している。スピードゆたかに飛び交
う本種を見やっていたその視界に一見して完全体ではないと分かる黒っぽい蝶が目に入る。滑る
ようにスーッと近づいてきたところを得意の横払い早業でネットイン。かなり鱗粉のおちたヤエ
ヤマムラサキだ。通常なら逃がしてやるところだが、筆者にとっては図鑑でしかなじみのない珍種
であり不完全体のままでもヤエヤマムラサキ初採集標本として残すべく三角紙に納める。
Sep. 15, 1999：石垣島オモト岳山麓
金子先生の車に便乗し、すぐさまヤエヤマムラサキの発生現場へと案内していただく。1997 年
9 月の最も暑い時間帯にひたすら歩いたなつかしい道を一気に走ってオモト岳山麓一角の目立た
ない林道へと入り込む。やがてヤエムラ終令幼虫がたくさん残るオオイワガネが目に入る。数百頭
の幼虫がバリバリと食ったあとで葉っぱのほとんどが裸にされている。金子先生によればもっと
多くの幼虫がいたはずなのに数が相当減っているとのこと。よく観察すると終令幼虫が次々と枝
から大きな幹に移り、さらに地面に向かって移動し始めている。まさしく蛹化場所を求めての移動

である。金子先生と二人してこの移動を Video 記録する。すでに大半が今のようにどんどん移動
したものと思われる。まだ葉っぱに残る 30 頭ほどを先生に借りた専用の吹流し容器に取り込み、
あとはどこで蛹化しようとしているのかを探索する。オオイワガネ根元周辺はススキの仲間が適
度に茂っているし、アブラギリやクワズイモなど蛹として下垂する場所には事欠かないのだが、ど
こにも前蛹がみあたらない。蛹もみえない。ブッシュにはい
りこむと排水溝が設けてあって格好の蛹化場所にみえるが、
前蛹も蛹も見つからない。1997 年 10 月の竹富島ではオオイ
ワガネの根元すぐ近くに自生するクワズイモや周りの枯れ
枝、あるいは 5m ほど離れた周辺のアブラギリ葉裏とか御嶽
のコンクリート製軒下や天井部などで下垂する蛹をいくら
でも観察できたのがウソのよう。結局、オオイワガネの枯れ
枝に 1 個だけの前蛹をみつけただけで、ここでの自然蛹発見
は不成功に終わる。すでに数頭のヤエヤマムラサキ成蝶が付近のセンダングサを訪花しており、新
鮮な♀の吸蜜場面をじっくり Video 記録してからネットに納める。この年は石垣島周辺であまねく
大発生していて、竹富島でも多くの個体がみられた。
Sep. 17, 1999：石垣島某所（仮地名；金崎）
突然、何か黒っぽい蝶影が目の前を横切った気配に車をとめて降りてみる。リュウキュウムラサ
キ♂らしく Video やネットインの対象とするほどの個体ではない。ついでだからと辺りを探索する
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とやたらオオイワガネが多い。たちまち金子先生が食痕の特徴をもとにヤエムラの幼虫群を発見
する。道路から幾分深く落ち込んだ崖下のオオイワガネである。幹を移動する幼虫も目に付くが蛹
化のためではなくて、摂食のための新しい葉っぱへの移動だと分かる動きだ。
道路反対側を奥へと進むと小道横の沢沿い一面にオオイワガネが茂り、そのあちこちにヤエム
ラ幼虫が群れている。群れの単位として 5 群以上というすごい規模だ。一番奥の葉っぱに後翅白
紋タイプの♀が卵群を保護しているのが見つかる。先生が Video 記録を終えたあと、このタイプの
♀標本がほしいばっかりに母蝶だけをネットインすべく軽くすくいとる。母蝶がまちがいなくネッ

トインできたことを外から確認し、白紋タイプの飼育も目的として卵群の一部を持ち帰ろうと、母
蝶が止まっていたはずの葉っぱを探す。ところがどこにも卵群のついた葉っぱがみつからない。そ
んなばかな。枝ごと手前に引き寄せて調べなおすがやはり卵群はどこにもない。葉っぱのシミを卵
群と見まちがえたのか。いや、そんなことはない。まるでキツネにつままれたような心境。仕方な
くネットのなかの母蝶を回収しようとしてアッと驚く。なんと捕らえた母蝶が例の卵群がつく葉
っぱを離すことなくしっかり押さえ込んでいるではないか。ネットインの際はそっと母蝶だけを
ネットに誘い込むような採り方だったにもかかわらず、卵群から離れては大変と母蝶がその脚に
渾身の力をこめたために、葉っぱもろともちぎれてしまったのだ。ここまで卵をかばい続けるのは
一体どのような理由があるのだろうか。いや卵の段階だけではなく幼虫が 2 令となってもまだ保
護し続ける母蝶を何度もみている。実は、このとき全卵持ち帰らざるをえなくなった卵群からは正
常な孵化率がえられなかったばかりか、孵化した初令幼虫が全く摂食活動を示さずに餓死すると
いう結果を招いており、例えば母蝶が幼虫に対して何か誘導物質を分泌しているとか、未だ誰も究
明できていない神秘的な役割を果たしているような気がしてならない。
（画像ファイルに Kaneko と記した分は金子先生の Video 記録から転載）
ヤエヤマムラサキ母蝶の不思議な習性についてどこまで解明できているのか、2001 年に八重山
諸島蝶紀行ハードコピーを添えて九州大学名誉教授の故白水隆博士あてに手紙で問い合わせたと
ころ「蝶では唯一世界的にもこの習性は知られておらず、チャンと調べれば Science（筆者注：世
界トップレベルの科学専門誌）にでも出してくれるほどのものと思います」
、また蝶紀行について
も「同好者のために蝶研フィールドあたりに出されたら如何かと思います。全文拝読しましたが有
益で、自然に対する考えも含まれていて皆のためになると思います」とのありがたいコメントを含
むはがきの返事をいただいた。
上記 1999 年の筆者らによる観察記録に加えて金子實先生による“母蝶がいなくなったあとも正
常に成育できた”克明な記録をまとめ、この母蝶の習性に関する第一報を、蝶研フィールド 17 (6):
9-13, 2002 に日本語で発表した。白水先生のアドバイスに応えてなんとか英語論文として世界に
発表したいと準備を進めるうち、実は、世界的にもこの習性が知られていないという点については
白水先生もお気づきでなかった先行研究結果が 1988 年に海外研究者によって発表されているこ
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とが分かったが、幸い筆者らの記録は彼らの論文には記載のないいくつかの新知見を含んでおり、
さらには石垣島に移住されて以降ヤエヤマムラサキ母蝶の習性に関する複数の記録をとられてい
た入野祐史さんの情報もいただいて、ヤエヤマムラサキの母蝶による卵保護の意義についての研
究論文として、日本鱗翅学会誌：Trans. Lipid. Soc. Japan 59(1):49-54, January 2008 に英文に
よる発表ができた。
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