アサギマダラ Parantica sita niphonica
アサギマダラは食草のガガイモ科植物が高砂地区のあちこちにあるという状況ではなく、年に
数回、フワリフワリと緩やかな飛翔で高砂公園や住宅街の花蜜を求めて舞い降りてくるのを見か
けるていどで、身近なチョウとは言いがたいが、キタテハの項で触れた”移動”に絡む本命のチョウ
である。NHK による TV 放映や、中国への渡りというホットな情報も入れて紹介する。
アサギマダラが緩やかに舞うように飛ぶ姿はとても美しく絵になるが、一度驚かすと見るみる
うちに天空高く舞い上がって、や
がては見えなくなってしまう。こ
の離れ業は、あとで触れる長距離
飛翔能力の一端を示している。ま
た、チョウを採集して標本にする
際、胸部を指で強く圧迫すればそ
のチョウはもはや飛べないのが普
通だが、アサギマダラは相当強く圧迫しても、一時は死んだふり（擬死）をしてみせ、そのままに
しておくとやがて何事もなかったかのように再び飛び去っていくという、強い生命力をもってい
ることでも有名なチョウだ。ちなみにチョウの心臓は頭から胴体、尻尾部分にかけて体の上部を帯
状につながる組織で形成されており、人間の心臓とはまるで違う。アサギマダラが属するタテハチ
ョウ科マダラチョウ亜科には、伊丹昆虫館などで飼育個体として見ることができるオオゴマダラ
など、亜熱帯地域の沖縄や八重山諸島に生息する種がほとんどで、北海道や東北などの寒冷地まで
分布しているのはこのアサギマダラだけ。アサギの漢字表現は「浅葱」で、左の写真に見られる微
妙な薄青色= 浅葱色を有するマダラチョウとの命名。太陽光線のあたり具合によっては右写真に
見られるように翅表の浅葱色部分が真珠光沢を放ち、美しく輝いて見える。
アサギマダラは秋には北日本から南西諸島まで長距離南下飛行をし、春には次の世代がその逆
コースで北上という大移動を繰り返すことがわかっており、2008 年 12 月に NHK が放映した「ア
サギマダラの“心”に迫れ～謎のチョウ 1500 キロの旅～」というドキュメンタリーで、福島県裏磐
梯高原デコ平から飛び立ったアサギマダラが長野県大町や愛知県三ケ峰山などに立ち寄りながら
1500km も離れた奄美大島の喜界島までの長旅をする様子を追跡した記録が紹介された。東京在
住の内科 Dr 栗田さんが福島でマーキングをして以降、途上の上記 2 箇所を含め、実際に喜界島ま
でも足を運んで、1500km もの距離を飛んできている自分がマークしたアサギマダラとの再会を
果たし、胴体部を優しく手指にはさんでマーキングの確認をされる場面は感動的だった。南下、北
上いずれの場合も、出発地を飛び立つ時点で、そのチョウたちは 1000km 以上も離れた目的地に
ついて何一つ情報をもってはいないわけで、いったい何を指標としてそのような長旅ができるの
か、アサギマダラの挙動は謎に満ちており、多くの人が関心をもって観察を続けている。この放映
の数日後、輪島市から中国浙江省まで 1644km も飛んでい
った個体がいたことを台湾の研究者が明らかにして、日本
から中国への渡りは初めての例だと NHK の TV ニュース
や新聞でも報道され、アサギマダラ移動の不思議がいっそ
う脚光を浴びた。外国ではカナダやアメリカの北部からメ
キシコ高原まで越冬目的で 3000km 以上の長旅をするオオ
カバマダラが有名で、越冬地ではヒノキ科の大木に 1400 万
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頭／本もの個体が密集して葉、枝、幹をおおい尽くし、原地の人々が「チョウの木」と呼ぶほど。
このオオカバマダラの場合も、旅に出る段階で越冬地に関する情報は
何もないはずなのに、飛翔方角の探知に地磁気を利用していることが
証明されているとはいえ、前年の世代が越冬したのと同じ地域の同じ
木を探り当てるというのはまさに自然の驚異で、この謎はまだ解かれ
ていない。
Dec. 2, 2012 与那国島
12/1 の 20 時過ぎに与那国ホンダに招待されて歓談した際、福島などで放されたマーク入りの
アサギマダラを 20 個体以上も捕獲した記録をみせてもらって驚いたが、このポイントでマーク
入りアサギマダラを初めてネットインして一時興奮するも「ヨナグニ」というマーキングに「な
んじゃこりゃ」。三重の愛好家が与那国から台湾まで飛ぶ個体がいるかを調査しているらしい。
このマーキング個体はすぐに飛ばしてやったのに、しばらくして妻が「またマーク個体がいた
よ」とネットインしたのが実は同一個体。
Nov. 3, 2014

和歌山串本：秋のチョウ

地元のチョウ愛好家：尾鼻誠史さんで手帳に住所とお名前を書いていただく。FB 友の多田さ
んとは親しい仲だと。その談笑中にアサギマダラのマーキング個体がいたと走り寄ってネットイ
ンされ、その確かにマークされ
たアサギマダラと一緒に記念撮
影。この写真記録の公開に関し
て携帯に電話をすると、ちょう
ど西表島探索中だとのことで公
開 OK との了解を得る。
Sep. 8, 2015 しらびそ高原のチョウ
登山道周辺の林床にはシダ類だけが繁茂し、鹿が徹底的に食害した形跡が明白。キベリタテハは
鹿の影響を受けてはいないだろうが、もう越冬準備に入った
のか全く姿を見せず。鹿が植物を食い尽くしたかというとそ
うでもなく、ヨツバヒヨドリ、フジバカマ、アザミ、イタド
リなどの花は多く、クジャクチョウがいれば吸蜜源に事欠か
ない状況。アサギマダラだけに集中してビデオ撮影をしてい
たら、ヨツバヒヨドリで吸蜜していたらしいスジボソヤマキ
チョウの♂個体が飛び出して姿を消したのが心残りで、天候
次第では再訪問を考える。
Sep. 3, 2016 女神湖周辺で
池の平ホテルのランチバイキングで昼食タイムをとったあと、女神湖湖畔の林の中へと車を進
め、路傍の黄色い花で夢中に蜜を吸っているアサギマダラとしばし遊ぶ。この路傍にはミドリヒョ
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ウモンが多く飛び交っているが、撮影対象としては新鮮度が低すぎる。
Oct. 28-29, 2016 和歌山に遠征
串本方面へと向かう予定だったのが午後から雨だとの天気予報で、今一度天神崎を訪問するこ
とに。日和山に登ってサツマ、
ヤクルリが梢部分にいないかと
期待するが、いたのはハギの花
周りを飛び回るウラナミシジ
ミだけ。海岸道路へともどる
と、散策をしていた妻がセンダ
ングサにアサギマダラがいる
がマーキングはされていない
みたいだ、と教えてくれる。翌 29 日は朝から好天気。和歌山に来れば必ず通うポイント：荒船海
岸へと行ってみたものの、サツマシジミもヤクシマルリシジミも全くその姿はみられなく、アザミ
で吸蜜するアサギマダラを海が背景に入るように撮影する以外に楽しみはなし。
Oct. 16, 2018 高砂市日笠山でアサギマダラ
足元にノコンギクが咲く小道を歩いてみるとフワリフワリと
いう飛翔でアサギマダラが現れ、竹やぶの奥へと飛んで行って、
そこに咲くヨツバヒヨドリで吸蜜し始める。足場に問題ないこと
を確認し、遠回りで竹やぶをかき分けながら入り込み、吸蜜中の
アサギマダラを今年初めて撮影記録。小道にもどるとクズの葉上
で休むヤマトシジミがきれいなので撮影し、ヒメウラナミジャノ
メがまだいるのかとこちらも開翅シーンの撮影記録をとる。加古川の蝶：年間発生状況として「き
べりはむし」に公式発表した記録（32(2): 12-14, 2010)を確認すると、これまでに 10 月中旬の観察
例はなく、記録更新の貴重なデータとなった。小道を戻り始めたとき、双眼鏡を手にした男性が歩

いてきており、野鳥観察が目的だとのこと。アサギマダラがいることを話すと、そこにもいますよ、
と小道沿いの別の場所の個体を知らせてくれる。この個体はありがたいことに路傍のセイタカア
ワダチソウとヨツバヒヨドリの花でじっくりと吸蜜してくれて、まさにこれが「浅葱色」という美
しい色調が記録できる開翅姿勢をとってくれる。
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ヒメアサギマダラ Parantica agela maghaba
Sep. 16, 2002：西表島大富林道
水道施設のある湯所に着くとこれ以上先には車が入れないよう
に鎖が張られている。できるだけ木陰となるような場所に車をお
いてひたすら徒歩で先へと進む。ツマムラサキマダラの♂がまずま
ずの新鮮度でセンダングサの蜜を吸っている。リュウキュウアサ
ギマダラに混じって、薄青色がなくてやや褐色が目立つ小さめの
マダラチョウもいるのでネットインすると迷蝶ヒメアサギマダラ
である。リュウアサに比べるとはるかに少ないが複数の個体をみ
る。
西表島月が浜：高那地区でのマルバネルリマダラへの期待が裏切られて、次の目標は月が浜のタ
イワンキマダラとなる。問題は発生時期と、どちらかといえば早朝
の時間帯に活動する習性のチョウであることだが、ここがそのポ
イントといって車をとめた矢先、路傍のセンダングサを訪れたタ
イワンキマダラが目に入る。ときおりベニモンアゲハも特徴のあ
る飛翔で林のどこからともなく現れ、目の前を忙しい羽ばたきで
横切っていく。よく似たジャコウアゲハの飛翔がゆったりとして
いるだけに、余計に、なぜそんなに急ぐのかね、と聞いてみたくな
る。この月が浜でもヒメアサギマダラを複数みる。
Oct。 31、 2003：波照間島
大きな貯水槽の左手から入り込める防風林沿いのブッシュは７年前にくらべてやや貧相となっ
てはいるが、シロノセンダングサがいくらか花を咲かせており、遠目にもナミエシロチョウが群れ
て遊んでいるのがわかり、自転車を進めて分け入ってみる。前翅端の黒が目立ち、裏面黄色が濃い
個体はナミエシロチョウのメスでけっこう新鮮な個体が多い。日差しをさけるかのように陰とな
った林縁部分のセンダングサにこだわるのはリュウキュウアサギマダラ。やや小型でアサギ色が
うすい個体は、近年八重山諸島で定着範囲を広げているヒメアサギマダラだと思われネットイン
して確認する。まちがいなくヒメアサギマダラのオスである。この群れの中にカワカミシロチョウ
は含まれていないようだ。シロオビアゲハもやってくるがⅡ型♀はこない。
Oct. 29, 2018：石垣島オモト林道
嵩田植物園の前から急坂をのぼり、その途上で新鮮なベニモンアゲハをみる。坂道を登り切っ
たところで、道路から離れた深い草むらにリュウキュウアサギマダラ、スジグロカバマダラ、ツ
マムラサキマダラなどがシロノセンダングサに集まっていて、よくみればヒメアサギマダラも混
じっている。
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リュウキュウアサギマダラ Ideopsis similis
Sep. 5, 199︓石垣島川平
バスターミナルから吉原を経由するという７時半の始発バスで川平に向う．左に海を眺められ
る海岸道路などもあって初めての土地での道中は少しも退屈しないですむのがうれしい．川平公
園に着いて、左手に沖縄・八重山諸島各地に特有の大きな墓地が点在する広い道をどんどん進むと
右手に新しく何かの工場が建設されつつある敷地が現れ，そ
こか
ら先はもう畑地となる．自転車
くら
いは通れるしっかりした細いあ
ぜ道
をさらに進むと，右手には厚み
のあ
る防風林，左側一帯はサトウキ
ビの
収穫あとだろうか荒れほうだい
とな
った畑地にシロノセンダングサ
が恰
好の花畑を形成している場所に
出る．
防風林木陰の高い位置からいきなり大型のオオゴマダラが現れる．そのゆったりとした飛翔には
独特の風格を感じる．周りをよく観察すると左手遠くの畑地との境界にある林周辺にもフワリフ
ワリと数頭のオオゴマダラが漂うように舞っているのが見える．
Nov. 3, 2007︓オモト林道
シロオビヒカゲが期待できる竹林のあるブッシュは、ハブが好みそうな環境でもあり、ネット棒
で足元を叩きながら入り込むと、かなり遅い時間帯にもかかわらず白い花の咲く植物群にリュウ
キュウアサギマダラとスジグロカバマダラが蜜を求めて集っている。ここ数年少なくなった印象
のリュウキュウアサギマダラの乱
舞をみるのは久しぶりだし、スジ
グロカバマダラは、やはり群れて
飛ぶ姿が様になる。うすぐらい林
縁を新鮮なリュウキュウヒメジャ
ノメが飛ぶが、夕暮れ近くにこそ
活動をはじめるシロオビヒカゲの
姿はみられず。
Nov. 4, 2007︓西表島
到着後は、信号そばのオリックス事務所で予約したレンタカ
ー：HONDA Fit を利用し、雨が本降りとならないうちに南風見
田地区で蝶探索をする。昔に訪れた浜辺へと続く路傍の林周辺
で、オモト林道でみた個体より鱗粉が褪せているせいか近似の
迷蝶かと思ってしまうリュウキュウアサギマダラと配偶行動
をみせるオオゴマダラを見られた以外に成果はなく、タイワン
ヒメシジミが今年も南風見田で発生していると聞くが発生ポイントを見つけることはできず。
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カバマダラ Danaus chrysippus
沖縄以南の南西諸島でチョウを追いかけるなど夢のまた夢だと思っていたが、1993 年 9 月、琉
球大学医学部への業務出張が入り、この機会を逃す手はないと名護地区に宿を手配する。出張当日
に台風が接近して那覇市から名護へと向かう路線バスが風速 25ｍ以上となれば運行休止となる寸
前の便に乗り込めるラッキーに恵まれて、翌日台風一過の平敷－伊豆味でハイビスカスの垣根に
降ってわいたように次々と出現する大きくて美麗なツマベニチョウを満喫。伊豆味地区では民家
庭先の花で複数のカバマダラが吸蜜しており、横山光夫著「原色日本蝶類図鑑」を飽かず眺めて、
ひたすら憧れていた南国のチョウが目の前で舞う光景に感動を覚えた。この図鑑には沖縄・奄美大
島でも少ないと記されているが、すで
に沖縄・南西諸島には普通種として定
着しており、2007 年 11 月には和歌山
太地町の路傍トウワタにつく幼虫を見
つけて飼育羽化させるような体験がで
きるほど行動範囲の広いチョウだ。
Nov. 24, 2007 太地町粉白
以下、紀行文の関連記述を一部改変して転載。

Dec. 19, 2007 羽化

Sep. 3, 1993：沖縄本部半島
伊豆味の町に入ってからは民家の庭に咲くランタナ花上に複数
頭のカバマダラが遊んでおりしばらくはうっとりと見とれてしま
う。ツマベニチョウも民家周辺に咲くハイビスカスの花を次々と
訪れている（右図は初採集個体）。
Sep. 8, 2001：石垣島富崎
アスファルト道路が急な下りとなってふたたび急坂を上る場所でカバマダラの群れ飛ぶ光景に
出会う。ここでも Video 撮影を試みるが、なかなかいい映像は撮れない。それにしてもこの個体数
の多さはすごい、と感心しながら次の坂道を下って、カバマダラが多い理由をすぐに納得する。そ
う、坂道を下ったところこそフサキリゾート昆虫園（2002 年に閉鎖）そのもので、ここで発生さ
せたカバマダラが次々と自然界へと遊びにでていっているのだ。
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
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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。次第に草原に届く陽光がその範
囲をせばめてゆくなかで、カバマダラが次々と場所をかえてセンダングサの花蜜を求める姿を逆
光でも捉えてみる。
追記
ツマグロヒョウモンのメスが毒成分を体内に持つ本種に擬態している、との説があるが、筆者は
擬態というのはあくまで偶然に似た模様を持つ種・個体がいるだけで、自然界である種が他の種に
似せた方が好都合だからとあとで変化するなどということはあり得ないと考えている。それでも
模様が似た他の種を同種だと勘違いすることはあっても不思議ではなく、2009 年と 2013 年にツ
マグロヒョウモンのオスが本種のメスに誤求愛する場面が記録されていて、その観察記録をとら
れた高知市在住の中川さんご夫妻と連絡をとり、さらに中学時代の蝶友である大野浩氏からも高
知市内で偶発した迷蝶カバマダラのデータを提供いただいて、日本鱗翅学会誌「やどりが」に投稿
発表した。誤求愛シーンの記録は中川氏が高知市五台山牧野植物園内で撮影されたもので貴重な
データであり、個人のブログに掲載するだけではもったいない、との思いで E メール利用で問い
合わせ、論文投稿になれている筆者が共著者となって投稿し、中川さんご夫妻には自分たちの名前
が出る公式発表というのは初めてだと喜んでいただけた。

論文には鮮明度が重視されるため上記 4 枚の画像を採用したが、実際に誤求愛をする場面とし
ては以下の画像の方がより臨場感を示している。
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スジグロカバマダラ Danaus genutia
九州以北に住むチョウ愛好家が沖縄や八重山諸島を初めて訪れた場合、一度の訪問で全域を回
りきるのは容易でないことを考慮して、二、三度くらいは、普段みることのない種類がわんさかと
飛んでいることから、少々はねが傷んでいようが次々と現れるチョウたちを夢中で追いかけてし
まうのだが、石垣島や竹富島を訪れたあと、まずネットを振る対象ではなくなる筆頭のチョウ、そ
れがスジグロカバマダラである。筆者も沖縄本島でのチョウタイムを初経験した 1993 年、ここま
できたのなら石垣島まではどうしても行ってみたい、そんな気になって、日程を追加して石垣島ま
で足を伸ばし、本島ではみられなかったメスアカムラサキに出会えるなど、やはり八重山はちがう
と実感した。そのとき、バンナ公園で初めて目にしたスジグロカバマダラの鮮やかなオレンジにも
歓喜して追い回したわけだが、シロノセンダングサが咲く公園裏道に踏み込んだとたん、そのオレ
ンジがあたり一面、いたるところでふわふわと舞っており、初回訪問時から、新鮮度の高いきれい
な個体をじっくり観察してネットを
振るていどで、滞在二日目からは見向
きもしなくなる。そうはいっても、き
れいであることには変わりなく、カメ
ラやビデオを活用するようになって
からは、毎回今度こそは気に入ったス
ナップをとチャレンジする撮影対象
にはなってくれる（画像は 2012 年 12 月与那国島での記録）
。
図鑑によれば、幼虫がガガイモ科のリュウキュウガシワを食べるというが、20 回以上も通いな
がら、不勉強のためにその植物がどのようなものかさえ分からなく卵や幼虫をみたことはない。
2003 年 11 月、竹富島でいついってもスジグロカバマダラが乱舞する光景に出会える草道へと歩
を進めたとき、なぜかあまりに個体数が少なく、一体なぜ？とさらに進んだ先で草道沿いに深く広
く繁っていた林がすっかり切り開かれ、根こそぎとなった木々が散乱する情景に出くわして意気
消沈してしまったが、あの林にはリュウキュウガシワもいっぱいあったに違いない。スジグロカバ
マダラなどのマダラチョウ類は、その食草中の毒性成分をうまく取り込んで鳥などの天敵に抗し
ており、食草さえあればいくらでも子孫繁栄できるチョウなのに、それが奪われると、あっという
まに個体数を激減させてしまう。竹富島の無残な姿が目に飛び込んできたとき、それはまさに環境
破壊がチョウの発生に及ぼす影響の実態を見せ付けられた瞬間であった。きっと牧草地にでもし
てしまうのだろう、そう思わせたのだが翌 2004 年 9 月訪問時の 409 八重山蝶紀行には以下のよ
うに記載している。
「9 月 15 日，石垣空港へと着陸態勢に入ったジェット機が竹富島をくっきりと俯瞰できるコース
をとってくれたことで，昨年 11 月に無惨に切り開かれていた広い樹林帯の一角がどうなっている
のかと注意してみたのだが，広い肌地も，そこに何かを建造したような形跡もなく，思ったより緑
が濃い草地として復活しているように見えたのでその場所に行ってみる．どうやら草道の右側一
帯に広がっていた深い樹林帯が自然に任せているうちにあ
まりに鬱蒼と繁りすぎたため一気に切り開き，伐採後はそ
のまま自然放置するという形をとったらしく，樹木の数が
激減した以外には，緑濃い草原という状況に復帰できてい
ることを知ってほっとする．」
妻が初めて同行してくれた 2005 年 9 月の竹富島浜辺で
は、モンパノキの果汁に群がるスジグロカバマダラとカバ
マダラをみつけ、木をゆすって驚かせることで、たちまち
チョウの乱舞状態となるさまをビデオにも記録して楽しんだ。
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ツマムラサキマダラ Euploea mulciber barsine
Oct. 29, 1995：沖縄本部町平敷
この日も至るところ名護城跡で聞いたセミがハイトーンの金属音を響かせており『チャンスチ
ャンスチャンス』という風にも聞き取れる。雨で湿った赤土の路面には数頭のイシガケチョウが吸
水活動に余念がない。黒い大型のコノマチョウらしき姿がふわふわとブッシュに消えていったが
ウスイロ、クロコノマいずれであったのかは不明。1993 年には真剣にネットインを図ったリュウ
キュウミスジもこの時期では発生が少なく、もはや長居は無用。きれいに舗装された広い林道の登
りに移る。道路沿いにイシガケチョウがやたらと多い。まるで道案内をするかのように、路面とほ
ぼ平行して飛び交う。いちいちネットインしていたらとても先には進めないであろうほどの数で
ある。林道沿いにはシロノセンダングサの白い花が点々と続いている。そのやや遠めの位置に夢中
で求蜜している黒っぽいマダラチョウらしき姿が目に入る。ヤエヤマムラサキか、それともマダラ
チョウの仲間か。マダラチョウだとすれば迷蝶の可能性が大きい。近づくとどうみてもマダラチョ
ウである。心臓の鼓動の高鳴りを感じながらネットに納める。実にあっさりと迷蝶をしとめる。ツ
マムラサキマダラ美麗♂である（この時点で、本種がすでに沖縄本島から八重山諸島各地に広く定
着していることをまだ知らない）
。これまでにも迷蝶として採集されたことが多い蝶なので画期的
というわけではないが、まったく
予測をしていなかった種類だけに
たまらなくうれしい。とてもいい
気分で歩を進めダンプカーが出入
りすると思われる三叉路に出る。
その角地にイシガケチョウの小集
団吸水が見られ、近づくと白い紙
ふぶきのように舞上がる。この三叉路を左に進む赤土の道はダンプカーが出入りする工事用の道
路らしいので、前回と同じ舗装道路にこだわって進むと、背の高いタイワンヒヨドリバナの白い花
が咲くコーナーで、まぎれもなく複数頭のツマムラサキマダ
ラが求蜜している場面に出くわす。今度は求蜜中の蝶をゆっ
くりとビデオに記録する余裕もあり、いぜん迷蝶には違いな
い（と、この時点でまだ信じている）ツマムラサキマダラを
複数頭しとめることができて喜びが増す。台風などの風に乗
って迷い込んだ母蝶からの次の世代が大量発生したものらし
く、このあと峠にいたる林道のあちこちで、ごく普通種かの
ごとくに本種をたくさん採集できてどうやら迷蝶とはいえな
い発生だと思い知らされる。伊豆味の町中に入ってからもランタナやタイワンヒヨドリバナなど
の花上に見られるし、古嘉津宇（こかつう）村落にも相当数をみる。多くの場合、雌雄同数が同じ
ところで求蜜している。日本蝶類学会誌 Butterflies（1995:No.11、p.48-54;『迷蝶アラカルト』）
には 1994 年にも土着を思わせる相当数の発生が認められた、との記載があって、今回の発生状況
は明確な土着を裏づけるものだと考えられる。
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Nov. 5, 2006：沖縄八重岳
右へと入る林道が大嘉陽（Ôkayou）に至るというきれいなコノハチョウも描かれた道標のある
三叉路地点をさらに直進して広場に車をとめる。ツマベニチョウやツマムラサキマダラ、リュウキ
ュウミスジ、イシガケチョウなどがセンダングサの茂る深い草むら周辺を飛び交っている。先ほど
素通りしてきた大嘉陽に至る林道の様子はどうだろうか。車の
中で午後からの観光タイムに思いをめぐらせてカーナビをい
ろいろと点検している妻を残して、徒歩で入り込んでみる。路
傍一帯にヒヨドリバナが咲き乱れ、ツマムラサキマダラ、アサ
ギマダラ、アカタテハ、イシガケチョウなどがまさに乱舞して
いる。ツマムラサキマダラの多さはすさまじく、一目数十頭と
いう状況で、♂の翅表が太陽光を受けて濃紫に輝く美しさを含
めて、この光景を妻にみてもらわなくては、と急ぎ広場へともどる。
ツマムラサキマダラが密度濃く飛び交う場所で、筆者がネット片手に林道を歩く状況のビデオ
記録を妻に依頼すると、太陽
光線を受けて藍むらさきに
輝くツマムラサキマダラの
あまりの美しさに、妻はたち
まち身近に飛び交うツマム
ラサキマダラの♂を追ってし
まうのがむしろうれしい。
Oct. 27-28, 2018 石垣島：屋良部林道、バンナ周回道路
Oct. 28：太陽光が照らす場所が少なくなるとチョウ影も薄くなる。仕方なくまだ日当たりが残
るバンナ公園のサンダンカ花壇が続く周回道路へと再転戦。路傍のカラスザンショウの花にはク
ロアゲハ、ヤエヤマカラスアゲハ、ベニモンアゲハ、ツマムラサキマダラなどが訪れて吸蜜してお
り、キョウチクチトウへの採卵を期待してツマムラサキの♀を採取し、活かして持ち帰る。
Oct. 29：次のチョウタイムは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。陽ざしが届き始めると
シロノセンダングサでツマムラサキマダラの♀が吸蜜し始めるので、撮影記録をとってから採卵目
的でネットイン（11 月 4 日までうすめたポカリスエットを与えて延命してくれたが、テイカカズ
ラではなくキョウチクトウしか準備しなかったのがよくなかったのか、産卵することなく絶命）。
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マルバネルリマダラ Euploea eunice
Sep. 20, 1998 西表島大富林道
16 時も回ったので帰路につく。最後の大きな下り急カーブで、昨年の同じ 9 月 20 日にシロオ
ビヒカゲを偶然ネットインした林へと自転車を乗り入れる。ツマムラサキマダラが今回ほど多く
なかった昨年でも、この林の奥には少なからずみられたからだ。最近ますます人が踏み込まなくな
ったのだろう。周りカヤ科植物の繁茂が深くセンダングサの花が少ないせいかスジグロカバマダ
ラもほとんどいない。竹藪周辺にシロオビヒカゲもみられず。もうここは蝶にも嫌われる環境とな
ってしまったのかと、帰ろうとしたそのとき。突然大きな黒いマダラチョウが頭上に現れる。マル
バネルリマダラだ。どこにとまる
か静観するしかないが、やがて落
ち着いた場所は林はるか奥の枯
れ枝の間。このまま眠ってしまう
のではないか、と思われる落ち着
きようだ。めったに出会えない蝶
だけになんとか飛ばしてみたく、
叢の茂みをまさぐって路面の少ない小石を拾う。何度かびっくりしてくれてもいいような近くを
かすめるがびくともしない。こうなれば近くの枝に命中させるしかあるまい。より集中力を高めて
小石を投げる。執念のこもった何投目かが明らかに音を立てて枯れ木のどこかに命中する。なんと
いう幸運だろう。おどろいたマルバネがこちら側へと飛び出てくる。このときの飛翔はまさにおど
ろいたときのランダム飛翔であってネットインは容易ではない。しかしただ見ていたらそのまま
飛んで逃げるのは明らか。とっさにとりあげたネットで両側樹林の枝葉に邪魔されながらも狭い
空間の黒い動きを追う。それは瞬間に近いわずか数秒というタイミングであったにもかかわらず、
ラッキーにもマルバネルリマダラは緑のネットの中へと吸込まれるように入りこむ。なにもしな
ければ明日の朝まで動かなかったかも知れないマルバネを、
1) 近くの小枝に小石を命中させて飛び立たせ
2 )驚いた蝶が遠く向こう側ではなく手前側に飛び出し
3) ランダム飛翔中を一瞬の一振りでネットインできた
これら 1-3)がすべて望ましい展開となった奇跡以外のなにものでもない。しかも、この個体、左前
翅が羽化段階からやや燐粉が薄い異常型ながら、ぜひとも欲しかった♂であって、さらには前翅水
青色紋が亜外縁部
だけでなくその内
側 4、5、6 室にも
小さ目の紋が二重
に出ていて、あと
で石垣島のオモト
林道や竹富島で採
れ た♂に は 見 ら れ
ない特徴を有して
いる。いずれにしてもあまりにいいことずくめで、帰路、自転車のペダルが実に軽い。
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Sep. 22, 1998 石垣島オモト林道
リュウキュウミスジが陽だまりで日光浴を楽しんでいる。ミカドアゲハの♀が産卵のための食樹
確認の行動とも思える転飛を繰り返しながら林奥に消える。汚損体のクロアゲハやカラスアゲハ
がしきりと道を横切る。場所によってはヤエヤマムラサキ♂がテリトリーを張っている。いろんな
蝶の出現を楽しんでみていると、クロアゲハをぴっ
たりマークして追飛を繰り返すヤエヤマムラサキ
によく似た黒っぽい蝶が目に入る。この追飛は徹底
的できわめてしつこい。滑空する時間が長い点、ヤ
エヤマムラサキよりはマダラチョウに近い挙動で
ある。なかなか静止しようとはしなく、クロアゲハ
がいなくなるまで樹林の隙間を縫うようにして戦
闘機同士の空中戦さながらの激しい追飛が繰り返
される。長い時間が経過して、ついにクロアゲハを
遠く追い払うとようやくネットも届く位置の葉っ
ぱに羽をひらいたまま静止する。なんとこの蝶、マルバネルリマダラではないか。左下からすくい
あげて確実にネットイン。きれいな♂である。石垣島でも採れるとは予期していなかっただけにう
れしいが、今回もマルバネルリマダラの自然状態を Video 記録することはできず。このマルバネ
ルリマダラ♂翅表は大富林道で得た個体(p.1)に見られた前翅亜外縁内側の二重水青色紋がなく、
のちに竹富島で採れた個体と良く似たタイプでこの両者の発生地は同一地域らしい。
Sep. 23, 1998 竹富島
シロノセンダングサの花にシロオビアゲハやスジグロカバマダラが舞い、リュウキュウムラサ
キの♂がテリトリーを張る草道での蝶探索を堪能して場所を変えようかと大きい白い道に戻ろう
としたとき、突然黒っぽい蝶が頭上をかすめて舞い降りてきたかとおもうと数メートル先のギン
ネム葉上に静止する。ゆっくりと開閉し始めた翅
表の紋は紛れもないマルバネルリマダラ♂。オモ
ト林道でもそうであったように予期しないマルバ
ネルリマダラの出現にまたしても Video 記録より
もネットが先に出てしまう。展翅時に羽を広げて
初めて翅表に鋭く刻み込まれた傷のあることに気
づいたが、鳥などに追われブッシュの枯れ枝など
の間をすり抜けたりした際についた傷跡だと思わ
れる。
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オオゴマダラ Idea leuconoe clara; ssp. riukiuensis
オオゴマダラは大阪伊丹昆虫館など、自然発生地でなくても生きた姿をみることができ、整髪料
などの香気成分に惹かれて来館者の頭にとまったりする愛嬌のある大きなチョウで、その蛹の体
全体が黄金色に輝くことでも有名である。沖縄以南の南西諸島に産し、遠い位置でフワリフワリと
飛翔する本種の姿は新聞紙か何かが風で飛ばされているようにも見えてしまうのどかさだ。筆者
は 1993 年に初めて訪れた石垣島川平地区で、休耕畑地の北側に茂る樹林帯の周辺を漂うように舞
う本種をうっとりと眺めたのが初の出会いだ。その後、与那国島で捕獲した新鮮個体の翅表が光線
の当たり具合で微妙に金色に輝くのを目にして、ただの白黒マダラ模様のバカでかいチョウだと
思っていたのに、黄金色の蛹の成分がチョウになってもいくらか残っていることを知って認識を
新たにした。以下、紀行文の関連記述を一部改変して転載。
Oct. 11, 1996：与那国島アギンダ
ミカン畑がまばらに広がる斜面を終点とする右手山側では，名前の分からない白い花がまだつ
ぼみ状態だというのに，羽化してまもない新鮮できれいなスジグロカバマダラが群れ飛んで吸蜜
している．赤土となった細道を奥の方へと下ると，交尾中のオオゴマダラが悠々と頭上を横切って
飛ぶ．時刻は午後の 3 時頃だっただろうか．この時刻，あちこちにスジグロカバマダラの交尾個体
が見られる．数にして一目十数組というペアで，八重山のどこに行っても個体数が多いわけだと納
得する．
Sep. 20, 2004：石垣島バンナ公園
ツマムラサキマダラがもぐりこんだところにホウライカガミが棚を組んで植栽されており，派

手な色のオオゴマダラの幼虫をたくさん目にすることができる．やはり今はまだ幼虫の段階で蛹
には早いんだと納得しかけたそのとき，よく見れば金色に輝く蛹もいくつかぶら下がっているの
に気づく．なかには黒ずんで羽化間近という蛹もある．さっそく道路から一段下がったこのホウラ
イカガミ棚の中へと，足元に注意しながら入り込んで存分にシャッターを切る．
Nov. 4, 2007：西表島南風見田
西表島到着後は、信号そばのオリックス事務所で予約し
たレンタカー：HONDA Fit を借用し、雨が本降りとならな
いうちに南風見田地区で蝶探索をする。昔に訪れた浜辺へ
と続く路傍の林周辺で、オモト林道でみた個体より鱗粉が
褪せているせいか近似の迷蝶かと思ってしまうリュウキュ
ウアサギマダラと配偶行動をみせるオオゴマダラを見られ
た以外に成果はなし。
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