回想・蝶との出会い
回想：蝶との出会い
信州の蝶（1）
郵便による蝶交換をしていた下諏訪市の津田進さんから、直接来ないかという誘いがあっ
て、1962 年 8 月、初めて単独での県外旅行をする。ちょうどジェリー藤尾が歌う「遠くへ行
きたい」がはやっていて、高松から宇野までの連絡船上で自然にこの歌をくちずさむ、そん
な思い出の旅であった。
一日目は七島八島高原を案内してもらう。スジボソヤマキチョウが多く、路傍の花々のど
こにも群れ飛んでいる。一番うれしかったの
が、初めて目にするクジャクチョウで、歩道上
の湿り気を求めて、まるできれいではない裏
面の黒だけが目立つ体勢で、10 頭以上があち
こちで夢中になって吸水している。たまたま
足膝の外科的手術をして入院治療を余儀なく
されていた弟の好夫にもみせてやろうと、生きたまま持ち帰ったりもした。どこの場所だっ
たのかは分からないが、眼下に広がる草原を見下ろせるところに二人で座り込み、歓談して
いたところに黒っぽいタテハチョウと思われる影が流れるようにあらわれて、そのまま頭上
を飛び去っていく。津田さんは「キベリタテハですよ」と、なんでもないようにいうけれど、
当方は高知大学の農学博士、小島圭三先生が高知市大丸百貨店に、完品のキベリタテハをず
らりと並べた標本箱を展示していたのを食い入るように眺めたのが実物との初対面であって、
せめてはっきりとキベリタテハだとわかる状態で現れて欲しかったと、飛び去った方角を呆
然と眺めるだけ。高校生までずっと高知市中心の活動で、ルリタテハのとりわけ秋型が最も
好きなチョウであったが、実物を標本として見て以降、なんとしても自分の手でキベリタテ
ハを手にしてみたく、出会いたいチョウの筆頭となっていた。
この日は落合バス停近くの渓流堰堤部分でミヤマカラスアゲハの集団吸水場面もみせても
らい、一度集団が逸散したあとでも、囮として 1 頭でも羽を広げて水場に静置しておくと、1
頭、2 頭と集まってきてやがて集団吸水状態が再現されることを目の当たりにして感心した
ものだ。家路まで津田さんが好んで歌ったのがデュークエイセスの「一番星はどんな星」
。正
調ではテナーの音域なのだが、津田さんはとてもきれいな声で歌ってくれ、この歌が大好き
らしい。歌詞の内容は目の見えない人のつらい日々の生活心情がひしひしと伝わってくる哀
調歌で、この歌を愛するという津田さんがいかに優しい心の持ち主かがよくわかる。
翌日は茅野駅前から八ヶ岳登山口までバスに乗り、そこから本格的な登りでクロユリ平、
中山峠と進み、
道なきダケカン
バの林を横切っ
て赤岳の斜面だ
と思われるかな
り傾斜のきつい
大草原に出る。あたりは一面花畑がひろがり、ベニヒカゲとクモマベニヒカゲがまさに乱舞
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しており、シータテハやエルタテハもここで初めて普通種と感じるばかりの個体数を体験。
エルタテハは前日、七島八島から落合まで林道を歩いて下る途中、滑空中を野鳥に捕獲され
てしまう瞬間を目撃したが、実物を確実に目にできたのが中山峠での初採集個体だ。
津田さんは下諏訪の大鵬だと自称するりっぱな体格の青年で、2 泊お世話になったあいだ
に、それまで好きではなかった牛レバーをこんがりと焼いた料理として出してくださり、以
降レバーが大好きとなるなど、津田さんのお母さんには本当によくしていただいた。白い飼
い猫がいて、筆者の寝床にやってきてずっと足元で寝てくれたことも思い出す。長い間お互
いの連絡が取れないままとなっていたが、下諏訪市役所を介して 40 数年ぶりに電話連絡がと
れ、今も下諏訪市内にお住みで蝶から遠ざかっているらしいが、会う機会をつくりたいと思
う。
信州の蝶（2）
学生結婚をして 2 年目 1968 年の夏、
京都大学大学院理学院 1 年
目の夏休みを利用して妻の能子と 3 泊 4 日の信州旅行を企画。1
泊目は上高地のキャンプ場でテントを借りて、見知らぬ若者たち
とのキャンプファイヤーを体験。その翌日、明神池までの散策を
した際に明神橋周辺の川原路面で吸水する複数のコヒオドシに
出会う。上高地全域でチョウの採集が禁止されていることを知ら
ないままネットを振ったわけで、コヒオドシとの出会いはこのと
きが初めて。当時は TV のせいかレナウンのコマーシャルソング
が大流行で上高地のあちこちでギャルが歌いながら散策する場面に出くわしたものだ。3 泊

目の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。同じ日に採ったラベルのつくエルタテハは通常花にはこ
ないので、山本小屋周辺の建物か路面にいるのを捕獲したも
のと思うが、その情景に関する記憶は薄い。
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信州の蝶（3）クモマツマキチョウ
下諏訪の津田さんと同様に、郵便による蝶標本の交換をしていた南安曇郡（現安曇野市）
在住の丸山潔さんに、越冬蛹の形で送ってもらって生きたオスの美しさを体験はできていた
クモマツマキチョウに、実際に出会える可能性がある産地へと案内してもらえたのが 1979 年
5 月 28 日。丸山さんに明科の「しゃくなげ荘」を紹介してもらっ
て 2 泊 3 日の家族全員参加による信州蝶探察旅行を企画。妻が自
動車運転免許をとってまだ間もない頃で、初日 27 日は家族だけの
レンタカーで中房温泉まで走り、越冬後のクジャクチョウとキベ
リタテハをみる。翌 28 日は丸山さんの HONDA アコードで白馬
南股までドライブし、登山道入り口に車を止める。妻と子供二人
には車を止めた草原周辺で遊んでいてもらい、丸山さんと二人だけでクモマツマキチョウの
探索活動に移る。登山道へと入って進めば雪渓のある標高の高いところへと続くが、まずは
登山道左に広がる急斜面の草つきへと入る。体感的には 60 度以上に思ってしまう急な、まさ
に崖斜面こそがクモマツマキチョウの飛ぶ環境だとのこと。クモマツマキチョウのオスが飛
翔するさまの想像では、前翅端のオレンジを周囲の草木の緑に映えさせて、すばらしく美し
い光景が眼に浮かぶのだが、結局この日はオスの飛翔場面には出会えず。この崖斜面では丸
山さんがメスを目撃しただけ。
引き続き妻と子供たちには車の周辺で留守番をしていてもらい、いよいよ登山道を登って
奥へと進む。やがて急な登りとなるがその距離はそれほど長くはなく、途中、路傍にきれい
なイワカガミがみられ、平坦な道となってどんどん進むと道路わきに残雪もみられ、一群の
カタクリがきれいな花を咲かせている場所もある（これらは家族にもぜひ見せてやりたく、
翌日の再訪問につなげる）。目の前に大雪渓が広がる手前左手に岩だらけの場所があり、丸山
さんはその中へと入り込む。クモマツマキチョウはとうとう現れないままだが、食草のイワ
ハタザオがあちこち岩の隙間に生えていて、丸山さんはその食草に産み付けられたクモマツ
マキチョウの卵を探し始める。花のつくすぐ近くの茎部にうっすらと黄色味を帯びた小さい
卵がみつかる。卵は採取が容易なだけに取りつくすことのないよう節度が必要。丸山さんは、
岩場の一角にある平坦な草地で「これはけっこう美味しいんですよ」とシダの仲間だろうか
コゴミという緑濃い新葉をもぎとる。この日の夕刻、丸山さん宅でおひたしの形で賞味させ
ていただき、初めての山の幸を味わう（後日調査：コゴミはクサソテツの若芽）
。
翌 29 日。子供たちに雪渓までの軽登山を経験させてやろうと、家族だけのレンタカー利用
で再び南股を訪れる。イワカガミが咲く登り道の途中、右手山際
に咲くツツジの花にきれいな春型のミヤマカラスアゲハが訪れて
いるので捕獲。金縁色のビロード調鱗粉がすばらしく美しい。カ
タクリの咲くそばの残雪で子供たちはクツだけの「スベリ」を楽
しみ、雪渓の手前でクモマツマキチョウのメスが緩やかな飛翔で
あらわれ、初めての捕獲を果たす。この頃はまだメスから採卵し
て殖やすという考えのなかったのが惜しまれる。
1997 年に久しぶりに単独でこの場所を訪れると、以前の環境はほとんど残っていなく、雪
渓近くでエゾスジグロシロチョウの卵がみつかっただけに終わる。
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オオムラサキ
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た。
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る。オオムラサキ

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
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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）。
左の滝下産オオムラサキ写真は
栗田氏の著書から転載。
ここ日野春の雑木林では、と
きにはミヤマクワガタやノコギリクワガタが昼間でも幹をはっていたりする。かなりの山奥
でないと見られないと思っていたルリボシカミキリが雑木林横の窪んだ位置に放置された樹
木枯れ枝のまわりをかなりの数で飛び回っている場面にでくわして驚くことも。翌年 7 月 16
日に再訪問した際にはオオムラサキに混じって樹液を吸うきれいなヒオドシチョウを無声
8mm フィルムで撮影記録しているが、この蝶との出会い経験は少ない。日野春周辺にはクロ
ミドリシジミが発生するポイントもあるらしいが、確かな情
報をもたないので実際に見たことはない。1976 年に娘の純
子だけと訪れたときには、長棹の一部を林のどこかに置き忘
れ、幼い娘を一人暑い道路沿いに待たせたまま探しに行って
もどったそのときに、たまたま道路脇の木の枝葉上をチラチ
ラと飛ぶシジミチョウを捕らえてみたら、なんと初めて採る
ダイセンシジミだったという、懐かしい思い出も刻み込まれ
ている。
キベリタテハ、ベニヒカゲ
1977 年 8 月 28-29 日

新鹿沢温泉、湯の丸高原地蔵峠

5：42、早朝の西武電車で出発。急行「妙高 2 号」7：47 上野発で小諸 10：45 着。新鹿沢国
民休暇村行き千曲バスは定刻を 7 分遅れて 11：07 発車。軽井沢あたりから晴間が見えて以降、
小諸も好天気。山道に入ると車窓にヒョウモン類、スジボソヤマキチョウの元気よく飛ぶ姿
がめだつ。湯の丸高原地蔵峠 11：50 着。霧が流れて涼しい。バスは小休止後、峠を下って温
泉に向う。最初のカーブのところにベニヒカゲの姿が見える。アザミの花にきているらしい。
右手に見える谷筋草原にもいくつか見る。しかし霧がいっそう深く、日差しはまったくなし。
ベニヒカゲもその飛び方が弱々しい。さらに進むにつれて霧が濃くなり、バスのフロントガ
ラスが濡れ始める。ついにはワイパーも作動。新鹿沢国民休暇村入り口につく頃にはもう雨。
弱いが確かに雨だ。ショック。時に 12：15．定刻より 14 分早い到着だ。峠に戻ろう。そして、
せめてベニヒカゲでも採ろう。浩成と純子をせかせておにぎりの昼食。この日宿泊する「か
らまつ荘」のアイスクリームが柔らかくてとてもうまい。
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小諸行き 13 時のバスで再び峠へ。霧が少し残ってい
るものの峠一帯に雨はなく、ときおり日差しも見られ
る。峠を新鹿沢温泉側へと少しもどるともうベニヒカゲ
が姿をあらわす。新鮮個体を確かめて採る。クロヒカゲ、
ヒメキマダラヒカゲ、ミドリヒョウモンなども飛んでい
るが、もっぱらアザミやアキノキリンソウに群がるベニ
ヒカゲだけを追い、カメラにもおさめる。さらに下りた
ところにバスの中から認めた草原があり、アザミ花上で
アカタテハが求蜜している。15 時のバスまでひたすらベニヒカゲと戯れる。雲が多くなると
急にチョウの姿が減ってしまうため、次の 15：14 のバスに変更していま少しねばる。冬には

スキー場となるスロープに
も霧が立ち込めてくるが、あえてその中に入り込むと羽を休
めるベニヒカゲが見つかる。ここら一帯には黄斑型のメスが
多い印象。個々の斑紋に微妙な違いがみられ、そういう視点
でついつい捕獲数が増えて、結局新鮮個体を 20 頭も採って
しまうが、汚損個体もふくめてあたりにはまだまだ多数頭の
ベニヒカゲが乱舞しており、乱獲採集にはあたらないと自己
弁護（現在、ベニヒカゲは絶滅危惧種に選定され、長野・群馬で採集捕獲することはできな
い）。
新鹿沢国民休暇村はあいかわらずの雨。キベリタテハはもちろん、何も採れそうにないと
諦める。夕食後、子供たちは 2 段ベッドではしゃぎまわって遊ぶ。小雨のなかで花火を楽し
んでから寝る。
Aug.29,1977．昨日とは打って変わって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。
「からまつ荘」側の白樺林からは子供たち
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のキャーキャーという嬌声が聞こえてくる。シーソーを大きくゆらしたスリル感を楽しんで
いるようだ。声がしなくなったと思えばウサギ小屋のまえで草を食べさせている。テニスコ
ートがある広場方面へと二人を誘って歩いてみる。途中の水場に降りてトンボ採りをさせて
やる。
「ここは純ちゃんが飛び降りて泥にはまりしかられたところ」と娘が昨年家族で訪れた
ときの失敗を思い出している。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。少し汚損した個体だが、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。
「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
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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。
春の女神ギフチョウ
1979 年に東京 7 年間の国内留学を終えて兵庫県高砂市に転居。周辺の蝶に関しては何も情
報がなく、高砂市のすぐとなりの加古川地区で 2001 年から加古川の里山・ギフチョウ・ネッ
トの会員となってギフチョウの保護活動をすることになろうとは思いもしない。当時、ギフ
チョウに関しては、京都市左京区鞍馬の道なき林の奥まではいりこんだ 竜王岳山頂部しか経
験がない。その場所は、中学時代に文通で付き合っていた小野山充氏が京都大学経済学部へ
と進んでいて、1 年おくれで理学部に入った筆者と初めて生協食堂で会うことができ、そのと
きに詳しく教えてくれたギフチョウに確実に会える極秘のポイントだ。初めて一人で訪れた
1964 年 4 月 12 日には、鞍馬から静市へと抜ける山越え道のところどころ路傍に咲くツツジ
の花にもすでにギフチョウが見られ、そのせまい山道を峠手前でブッシュへと踏み込んで道
なき林をくぐるようにして山頂近くまで進むと初めて小道があらわれ、杉林にかこまれた平
坦な潅木地帯となる。さらに小道
をたどれば見晴らしのいい急斜面
部に出る。崖部にそって尾根道が
右方向にのびているが、どこに至
るかはわからない。この尾根筋沿
いにツツジの群落があって、初め
て訪れた 1964 年にはギフチョウが
次々と求蜜飛来して楽しめた。
そういうわけで、1981 年 4 月、ギフチョウにはすぐ近くの加古川市で会えるとは知らない
まま、京都市鞍馬まで家族でドライブをする。17 年ぶりの竜王岳は途中の疎林地帯はさほど
変化していないものの、山頂平坦部の杉の木が大きく育って、小道周辺の潅木も茂みを増し、
太陽光が届く空間が大幅に減ってはいたが、ギフチョウがちらちらと飛び出してくれ、子供
たちに生きた姿を見せてやれてほっとする。それでも 1964 年のようなツツジの花に次々と飛
来する光景はなく、
半日ねばって見られ
たのは 2-3 頭だけ。
翌 1982 年 4 月に再度
訪れたときはさらに
少なく、もはや高砂
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からわざわざ訪れる場所ではなくなってしまった。しばらくはギフチョウのことを忘れて、
ウツギが多いせいで確実にトラフシジミに出会える加古川市志方町まで自転車を踏み、越冬
後のルリタテハやテングチョウ、そして早春のみに活動するコツバメ、ミヤマセセリなどを
カメラで追うのが早春の楽しみで、1998 年 4 月 10 日もトラフシジミの多い山道へと踏み込
む。路面で開翅行動をみせてくれるトラフシジミをビデオカメラに収められ、気をよくして
小道を歩くその目の前を小さなアゲハチョウが飛ぶ。いや、ど
うみてもギフチョウだ。まさか、と思いながら走って追いかけ
ネットインするとまぎれもないギフチョウそのもの。これには
驚いた。これほど身近にギフチョウがいるとは思いもしないこ
とで、早速、周辺の林の中に入って食草のヒメカンアオイを探
してみると、小さい株ではあるが水の流れが少ない谷筋に点々
とみつかる。4 月 20 日過ぎに再び自転車を駆って、10 日にギ
フチョウを採った近くへと向う途上、肩にグリーンネットをな
びかせるようにかついで走るそのネットめがけて、くたびれたギフチョウの♀が飛び込んで
きてこれまたびっくり。メスがいるくらいだから道路際にカンアオイがあるのでは、とあた
りの林斜面を調べると、幅 2m ほどの群落がみつかる。これまでのいきさつを姫路昆虫同好会
の近藤伸一さんに電話連絡すると、何のことはない、加古川の里山・ギフチョウ・ネットとい
う加古川市職員を含むボランティア団体があって、筆者が発見したと思った場所を含めて食
草ヒメカンアオイの分布もかなり調べが進んでおり、毎年、産
卵数や幼虫数の調査など、ギフチョウの継続発生支援活動が
なされているとのこと。しばらくはこの活動には参加できな
かったが、2001 年から参加メンバーとなる。よれよれ状態で
ネットへと飛び込んできたギフチョウの♀からは、1 個だけが
採卵でき、冬場の蛹を風呂場の隅に置いてときどきは温かい
雰囲気に保ったせいかどうか、1999 年 3 月 26 日に羽化した個
体は、後翅の黒状紋がきょくたんに少なく、黄色部分が広い異
常型である。前翅中室は俗に飼育紋といわれる黄色い楕円状模様となっているが、これを果
たして「飼育紋」ときめつけていいのかどうか、筆者は疑問に思っている。なぜなら、その
後、人工ペアリングなども駆使した 50 頭以上の飼育を行ったなかで、この紋が頻度高くでる
傾向はないからだ。なお、上記写真のような異常型はその後もでていない。
ギフチョウ・ネットの活動中で最もきついのが 9 月中の残暑厳しいなか、ギフチョウが発
生する雑木林に入っての間伐作業だ。イヌツゲやヒサカキという林を暗くしてしまう常緑樹
を切り倒し、ヒメカンアオイの繁殖に大きな妨げとなるコシダやササ竹類もカマや剪定バサ
ミで刈り取るのだが、特にササ竹は根こそぎ取り去るわけではないので、11 月末から 12 月初
旬にもう一度刈り取り作業をするなどイタチごっこを繰り返している。この大変な作業には、
インターネットで楽しいブログを展開されている板野さんご家族全員がはるばる神戸からも
かけつけて応援して下さるとか、メンバーの中に現役高校生の協力を依頼できる貴重なコネ
をもつ方もいて薮蚊の攻撃にもめげずに活動してくれ大助かりするなど、保全活動が少しず
つ一般の人たちへと輪を広げられているのはありがたいことだ。2007 年には板野さんご家族
が山口県へと転居されたのは寂しいが、新しい環境でむしろ神戸では出会えない多くの新し
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いチョウとの出会いを存分に楽しまれ、ほぼ毎日更新というすてきなブログを継続されてい
る。Haha 様が次々と手乗り蝶の種類を増やしていくのが楽しみだし、中学生の百合香さんに
よる蝶や鳥の撮影技量はすでにプロ級だ。ギフチョウ・ネットの代表世話人である竹内さん
は、ヒメカンアオイの分布を明らかにするのに多大な貢献をされた竹中さんという強力な助
っ人とともに、自然界でのギフチョウ蛹発見を何度も達成され、2007 年には羽化の瞬間から
のみごとなビデオ記録にも成功されて「月刊むし」2008 年 4 月号にその論文が公式発表され
ることになっている。
ゼフィルス
ゼフィルスとの出会いは、1958 年中学時代に登った高知大豊郡の梶が森 1400m 山頂。南国
高知ではミドリシジミなどのゼフィルスには相当標高が高い山奥にまででかけないと出会え
ない。それでも梶が森で出会えるゼフィルスはミドリシジミ、オオミドリシジミに限られ、
山頂部で上昇気流にのって吹き上がってきたオオミドリシジミを捕らえたのがゼフィルス初
体験である。記録としては越知町の横倉山でアカシジミが採れているが実際にみたことはな
い。高知市五台山に多いムラサキツバメは、その形態と習性からしてゼフィルスに分類して
もなんら問題はないように思うが、公式にそういう声は聞こえない。
中学時代に文通による交換によって、鳥取伯耆大山のジョウザンミドリシジミやエゾミド
リシジミを標本として送ってもらっているが、一度は自分の目で生きた姿をみたいものだと
憧れていた。社会人となって神戸市に住み始めた 1971 年の 6 月、上郡から深く入った佐用町
久崎というところにいけばヒロオビミドリシジミを筆頭にゼフィルスがたくさんいるようだ、
という漠然とした情報を得て、早朝の一番列車で神戸から上郡、上郡からは路線バスで久崎
方面へと向う。この時期、沿線千種川でのアユ釣りが解禁となっていて、バスの乗客の多く
は釣竿をもった中年の男性で、ゼフィルス採集用のつなぎ棹を入れた袋をもつ筆者も、アユ
釣り目的のひとりだとみられているのは疑いない。そんななか、筆者と同じく佐用町にゼフ
ィルスを採りに行く大阪からのご夫婦がおられて、当方のいでたちが釣りではなくて蝶採り
だとみぬいて話しかけてくれ、ラッキーにも佐用町に何度か来ていてゼフィルスに出会える
場所を知っているので案内してくれるという。ご主人のお名前は伊沢格さん。一般に、蝶採
集地で目的を同じとする同好者に出会うと、お互いがライバルであり、けん制しあうものだ
が、伊沢さんはヒロオビミドリシジミの生きたメスを捕らえて採卵することを主目的として
いるとのことで、伊沢さんのおかげで目的地に最も近いというバス停で降りることができる。
橋の手前から土手沿いに歩くうち、すぐにジャコウアゲハの発生場所を教えてくれる。ウマ
ノスズクサが土手の斜面に多く、ちょうど幼虫の時期であちこちにその姿をみられるが、こ
こは帰りに寄ればいいからと先へと進む。30 分ほど歩いただろう
か、ナラガシワ林が密度濃く広がる上秋里駐在所がある地点で、
お互いに分散行動へと移り、それぞれがここぞと思う場所を探し
て林へと分け入っていく。
本格的なゼフィルス採集が初めての筆者は、どういう環境が好
ましいのか判断基準をもたないまま、できるだけ林の中の高い位
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置に出て枝葉の先端部を見下ろすのがいいだろうと、斜面の適当な位置に足場を確保してチ
ョウの動きに注意をはらう。すると、ミドリシジミのなかまだと分かる小さなチョウがちら
ちらと飛ぶ空間が目に入る。ゆるやかな斜面に林立するナラガシワの枝が適度にその空間に
のびて、その先端葉先でシジミチョウがテリ張りをしているらしい。時刻は 10 時前。蝶の図
鑑からの知識ではこの時間帯に活動するのはヒロオビミドリシジミかメスアカミドリシジミ。
今はナラガシワ林だから前者だ。そっとネットをのばして葉っぱの下方からすくいあげると
簡単に採れる。やはりヒロオビミドリシジミの♂で、野外で活動しているだけに鱗粉が完全
な新鮮度ではないけれど、初めてみる金緑色の光沢にうっとりする。しばらくすると、同じ
葉っぱに新たなオスがやってきて同じように開翅テリ張り体勢をとる。どうやら最良のポイ
ントを探り当てたようだ。筆者が足場を得た場所は、ナラガシワ林のかなり上の位置のため
か、ときおりずっと下の方で長棹の先で白いネットがゆれ動くのがみえる。伊沢さんではな
く他の同好者が同じ目的でやってきているのだ。
絶好のポイントをみつけたおかげで 7 頭のほぼ新鮮なオスをゲットして場所を移動する。
伊沢さんは、メスはナラガシワの枝が入り組んだようなところにいるはずだとオスの捕獲に
はまったく関心がない。筆者もメスがいれば生かしたまま提供しますね、と背が高くないナ
ラガシワの茂みにも注意してみる。まもなくまちがいないメスがみつかり、伊沢さんに知ら
せて喜んでいただく。メスの探索過程で、オオミドリシジミのオスも採れる。クリの花が咲

く開けた場所では、ウラジロミドリシジミ、アカシジミ、さらにはウラナミアカシジミが採
れ、うすぐらい場所のナラガワシをネットの棹でゆするとミズイロオナガシジミに混じって
ウスイロオナガシジミも飛び出す。この間、オオムラサキが林をぬうように飛翔していくの
を目撃する。人家の庭周辺にはおびただしい数のテングチョウが乱舞している。ときおり翅
表の色が鮮やかなヒオドシチョウもあらわれ、スイカズラの花にはアサマイチモンジがやっ
高知梶が森 1400m 山頂でのゼフィルス：オオミドリシジミ初体験のあと、1968 年津田進さん
宅訪問の最終 3 日目に案内してもらった諏訪湖近くの森の中でムモンアカシジミに出会わせ
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てくれたのが二度目のゼフィルス体験であったことを書き落としている。この日はオナガシ
ジミも採ったがその場
所がどこだったかは分
からない。
あとは 1975 年
裏日光奥鬼怒で偶然に
ウラキンシジミが採れ
（翌年も家族で訪れた
支笏湖湖畔でたまたま
そばに飛んできた個体
を採り、その後友人からもらった蛹から羽化させている）
、林に囲まれた遊歩道がいきなり明
るくなる林の切れ目路面にあった水溜りで、1 頭のおそらくアイノミドリシジミが吸水して
いたらしく、人の気配に驚いて飛び立ったその瞬間、翅表の金緑色をキラリと輝かせた、ま
るで幻をみたかのような美しい光景が今でもありありと思い出せる。砂礫岩が積み重なった
高さ 50m ほどの急斜面を、いつ崩れ落ちるか分からない緊張感のなか一歩ずつ上っていって、
その瓦礫頂上部の枝葉上に舞うゼフィルスを捕まえたらアイノミドリシジミのオスだったと
いう危ない行動は思い出しても冷や汗が出る。翌 1976 年には家族旅行で訪れた表日光戦場が
原：小田代原で初めてエゾミドリシジミの卍飛翔をともなう複数頭のオスの乱舞場面に胸躍
らせ、遊歩道を散策している目の前のブッシュ葉っぱ上にきれいなアイノミドリシジミのオ
スが飛来してくれるというラッキーな体験もしている。1977 年にはミドリシジミがいるとい
う千葉市山木にでかけ、アカシジミやウラナミアカシジミにも出会えた。
北海道では 2000 年 7 月、丸瀬布でカラスシジミを採ったのが初めてのゼフィルスで、知床
の岩尾別温泉ではメスアカミドリシジミが露天風呂のすぐそばで採れて、タテハチョウ族ば
かりに気をとられていた北海道がゼフィルス類の宝庫だったことにやっと目覚める。2004-5
年と続けて訪れた富良野の布礼別川林道ではメスアカミドリシジミやジョウザンミドリシジ
ミ、アイノミドリシジミをいっときに楽しみ、2005 年には、降って沸くという表現がぴった
りという感じのウラゴマダラシジミの発生ピークにも遭遇したが、これらは北海道蝶紀行に
まとめてある。ゼフィルスが魅了するのはなんといってもそのすばらしい鱗粉の輝きであり、
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太陽光線を受けるその角度によって、金緑色からエメラルドグリーンにまで、翅表の色彩だ
けからすればまるで別種だと見間違うような金属光沢色を放つ。以下に、角度を変えたカメ

ラ撮影画像で微妙な色彩の変化を上下図に示してみるが、肉眼でみることができる美しさを
ありのままに再現するのは難しい。メスアカミドリシジミは図鑑や通常の標本でも金緑色光
沢をもつチョウだとの認識だが、北海道富良野布礼別川林道で路傍の低い位置すぐ目前の葉
っぱ上に飛来し、こちらに頭を向けて開翅した瞬間、朝の太陽光線を受けてエメラルドグリ
ーンに光り輝いたあの美しさを自然撮影できなかったのがいつまでも心に残る。
ウスイロヒョウモンモドキ（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
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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
に記入していく。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。
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車で行き、ニャンタとチャミーという飼い猫 2 頭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。
当日の記念写真が初めてウスイロヒョウモンモドキを採った喜びをあらわしている。
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
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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「チョウが消えてい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。
1980 年に食事をしたりして休んだ場所で、
子供たちが 1981
年に石の上に記念の書き込みをしたものが、1982 年の訪問時にもわずかに読める形でその石
がそのまま健在であったという
写真も貴重な記録。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
にキチョウの蛹が鈴なりにぶら
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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。
小学校 5 年のとき、昆虫採集を趣味とする転校生が、たまたま筆者の実家の貸家に住むこ
とになって、その影響で初めて身近にいろんなチョウがいることを知り、いつのまにか筆者
の方が熱心にその趣味を深めていって今に至っている。当時はみるものすべてが新鮮で、ベ
ニシジミを捕らえたときの感動は今でも思い出せる。中学時代に高知大学生だった兄の友人
に外国の蝶をみせてくれる人がいて、
ヨーロッパのベニシジミが金属光沢
に輝くのをみせられ、すごい蝶がい
るものだと思ったけれど、実は日本
のベニシジミだって、よく観察すれ
ばヨーロッパ産に負けないくらいに
金属光沢を示すことがわかるし、早
春の里山でごく普通に飛び交うルリシジミだって実に奥深い美しい色彩を楽しめるチョウだ
といえる。なお佐用町産ベニシジミは前翅の黒斑点模様が左右非対称となった異常型である。
デジカメやビデオカメラの機能がますます高級化して、自然美を可能な限り忠実に記録でき
るよき時代となったが、一方、人
間生活向上の過程で自然環境保全
の視点がうすらいでいっている事
実にしっかりと目をむけ、ごく普
通種のチョウたちにもすばらしい
自然美がそなわっていることを多
くの人に知って楽しんでもらえる
ような啓蒙と、自然環境の保全に
努めていきたいものだ。
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