身近なチョウを知ろう：ジャコウアゲハ

90212, 150408, 180706, 200713

ジャコウアゲハのジャコウは香水の麝香で、実際このチョウの♂を手にしてにおいをかぐといい
香りがする。昔、中国でジャコウジカを殺して香水を作っていた話とか、♂、♀ともに麝香の香を放
つというジャコウネコも有名。ジャコウアゲ
ハについては深見浩氏による京都大学化学生
態研究室での研究があって、食草であるウマ
ノスズクサからの抽出液をしみこませた紙に
♀が産卵するという実験を発展させ、食草中
に含まれるアリストロキア酸とセコイトール
という二つの物質が混在するときにのみ、そ
れを感知して産卵することをつきとめてい
る。実際、♀の前肢には多数の針のような毛が
あって、ウマノスズクサの葉っぱの表面に傷
をつけて成分を確認してか
ら産卵することが分かっている。ジャコウの香は、ウマノスズクサに含まれる成分を幼虫が体内に
取り込んで、その成育過程でつくりあげられると考えられている。
ところでアリストロキア酸というのは人間にも有害な毒物であって、ジャコウアゲハはこの毒物
を体内にもつことで鳥からの攻撃を回避していることも分かり、さらには、♀は産卵後にこの毒を含
むクリームを卵に塗
布して外敵から守る
という知恵までもっ
ているというから驚
きだ。有名なフグは、
海洋細菌が生産する
テトロドトキシンと
いう青酸カリの 500 倍の強さがある猛毒を食物連鎖で体内に蓄積し、ストレスを与えると体表から
毒成分を放出することが分かっていて、大型魚などの外敵にはこの毒で対処していると推定されて
いるが、多くの魚類のなかでフグだけが毒を蓄積できる理由は謎のまま。自らはなぜ体内でその毒
にやられないのかについて、フグは毒が作用する神経系構造が他の生物と
は違っていて毒が入り込めないという説が有力のようだが、ジャコウアゲ
ハについてはまったく分かっていない。
ジャコウアゲハは食草のウマノスズクサの分布と一致して、東北では能
代市、二戸市、宮古市あたりが北限で、南は南西諸島全域にまで定着して
いる。♂の翅表は黒いビロード状の光沢があり、♀は暗灰色で一見して区別
できる。越冬態はオウムの顔に似た様相をもつユニークな形の蛹。
高砂市西畑在住の 2000 年頃、佐用町から庭に移植しておいたウマノスズクサにどこから飛来し
たのかジャコウアゲハ♀が産卵したことがあるが、2014 年になって数キロ離れた加古川に近い高砂
市内の土手にウマノスズクサ群生をみつけ、そこでの飛翔個体も確認できて納得した。2008 年に迷
チョウのクロマダラソテツシジミが神戸市方面から加古川市立志方中学校のソテツ新芽の存在を感
知して飛来し、次世代が発生したことなど、母チョウの食草を察知する力はまさにチョウ能力であ
る。
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Apr. 20, 2016 高砂市の生息地で♀を確認
ジャコウアゲハの♀が確認できた。きわめて新鮮な個体で、カンサイタンポポの花蜜を求めて
次々と場所を変えて飛ぶのをフォローすると、ときには翅全開姿勢もとってくれる。辺りを飛び交

う 3-4 頭の♂にとっては待ちに待った♀の登場なのに、なかなかアタックするものがいないなあと
観察していたら、やっと飛びかかる♂が現れる。しかし残念ながらあえなく拒否されて、目の前で
の交尾は成立せず。キリシマツツジの開花が進むところでは翅の傷んだメスが休息をしており、こ
こでの世代継続に心配はなさそう。
Apr. 22, 2016 午後の公園周辺
ジャコウアゲハの生息地にある公園で午後のチョウ観察。ツツジはまだ 3 分咲き程度で、時折ア
ゲハとアオスジアゲハが近くまでやってくるが蜜を吸うことなく飛び去る。ドウダンツツジ周りに
ジャコウアゲハがいないかと向かう途中で、もう眠りにつく準備を整えているかのように休息中の
アオスジアゲハを見つける。さて、そのドウダンツツジだが、期待通り♂が転々と移動しながら吸蜜

を楽しんでいる。動きが速くてフォーカス合わせが間に合わない。
Mar. 20, 2018 ジャコウアゲの羽化を記録
3 月 19 日に羽化兆候を見せた蛹からの羽化の瞬間記録を撮ろうかと準備しながら、その日には
出てこなかったため、撮影対象から外して吹き流しへと移していたが、本日の朝になってその蛹か
ら頭部分がでたままもがいているのに気づく。すぐに吹き流しから取り出して、その後の変化を記

録し始めたが、アキニレの小枝に蛹化したその位置の前後に狭い間隔でつく葉っぱが微妙に邪魔と
なっているらしく、なかなか足場を確保できなくて蛹からの脱出に大苦戦。10 分以上を要してよ
うやく大きなおなか部分の脱出を果たしたあと、今度は翅を伸ばすのに純分な空間がとれなくて孤
軍奮闘（あとになって、蛹側が下になるように小枝を固定してやればよかったと申し訳なく思
う）。徐々に伸びていく後翅裏の赤い紋がとてもきれいなのでズームアップ記録を撮る。この日は
午後から雨となり気温も下がったのだが、それでもなぜか次々と羽化してきた他の個体とともに、
天気が回復して暖かくなる日まで野外への旅立ちは待ってもらう。
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Mar. 25, 2018 ジャコウアゲハを現地へともどす
次々と羽化してくるジャコウアゲハを、越冬蛹を回収した元の生息地へと放すべく現地を訪れる
と、土手斜面のどこにもウマノスズクサの芽生えが確認できない状況に愕然とする。このような状
況下、次から次へと羽化してくるのは好ましくないが、ジャコウアゲハにとっての求蜜源として菜
の花が咲いているのは安心で、
土手斜面にタンポポの花もいく
らか咲いている。放した個体の
多くは公園のクスノキの茂みへ
と飛んで行き、どこにおちつい
たのかを確認はできない。唯
一、菜の花で休息態勢をとって
動こうとしない♀の記録を撮って退散。
Apr. 19, 2018 ジャコウアゲハの産卵を確認
ジャコウアゲハの生息地の状況が気になって訪問。児童公園の草むらにエンジン草刈り機が入っ
ていて、タンポポなどの吸蜜源が刈り込まれるのは残念だな、と作業の進行を眺めていたら、フェ
ンス際のカラスノエンドウにやってきているジャコウアゲハが目に入る。新鮮な♀で、ここらのどこ
かで無事に越冬できた蛹からの羽化個体と思われる。この個体から目を離さないように追い続ける
とウマノスズクサが生育し始め
ている土手側へと飛んでくれ
る。あきらかに土手斜面で産卵
場所を探すような飛翔なので、
驚かさない程度につきまとう
と、やがて産卵し始める。撮影角

度を変えて尾端から押し出される卵の状況と、母チョウが飛び去ったあとカメラを地面において産
卵された卵の状態を撮影記録。この♀を追いかけている途上、草むらのどこかで休憩をしていたらし
い♂も飛び出してくるが記録は取れず。母チョウはさらに地面から少ししか生育していないきわめ
て小さな株にも産卵。同じ母チョウの二度に渡る産卵シーンを記録できたので帰ろうかと歩きはじ
めた前方に新たな♀の飛翔がみえ、急ぎその個体の産卵シーンをねらう。ふわりふわりと土手斜面を
飛ぶその飛翔は、やはり産卵場所をどこにしようかと探るもので、やがてウマノスズクサへと落ち
着く。すでにあちこちと産卵をしてきたのか、1 個、2 個、3 個とゆっくり時間をかけた産卵で、3
個目の産卵を終えるとそのまま休憩しはじめる。それでは、と退散し始めるといきなり飛び立って
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カラスノエンドウで点々と吸蜜してまわる。やはり産卵という作業にはかなりのエネルギーを必要
とするのにちがいない。
June 28, 2018 ジャコウアゲハ：受難の季節
6 月に入って加古川沿いの県道周りで除草作業が始まり、ジャコウアゲハの生息地でもウマノス
ズクサが生育している領域の一部が一気に刈り取られるという影響が出た。実は、6/18 に生息地一

帯で発見できた蛹 40 個体をすべて回収し、羽化するごとにこの現地で放しているのだが、土手裾野
にスカンポに混じって繁茂していたウマノスズクサが完璧に刈り取られてしまったのは打撃が大き
く、おそらく新たに産みつけていたに違いない卵や、幼虫が犠牲になったと思われる。土手上にあ
がって県道沿いをみれば、兵庫県管轄の道路際 1m という範囲の除草が終わっており、幸い土手斜
面上部のウマノスズクサの多
くが助かっていて幼虫もみつ
かる。近日中に国土交通省管轄
のノラニンジンが多い斜面の
除草が実施されるはずで、目に
つく幼虫 5 個体を回収して道路
際のウマノスズクサに移して
やったが、ブッシュ内まで立ち入って探してはいない。こうした調査活動をしている間にも、間も
なく食草が刈り取られる恐れがあるという状況を何も知らない 3 個体のメスが産卵目的の飛翔を繰
り返しているのがなんともやりきれなく、できるだけ道路際に産卵してほしいと願うしかない。ま
た、草むらで愛を育んでいた交尾ペアを驚かせて飛び立たせてしまったが、児童公園のヒバの高い
位置へと避難するのを見届け、
最後にその様子を記録。ところ
で、道路際に残るウマノスズク
サが国土交通省による次の除
草作業で無事に残る保証はど
こにもなく、担当部署にウマノ
スズクサが茂る部分だけは残
してくれるよう Q&A コーナーに要望を入れておいた。
July 2, 2018 国土交通省へのメール要望に対応が
ジャコウアゲハの生息地では、母チョウによる産卵が盛んな時期で幼虫も初令から終令近いもの
まで成育中だが、国土交通省の管轄である県道西側の土手斜面で除草作業が北から南に向かってど
んどん進んでおり、ウマノスズクサが自生する部分で草刈りが実施されると、ジャコウアゲハの卵
や幼虫が全滅してしまう。そこで 6/28 に国土交通省の HP にアクセスして、その Q&A コーナーに
せめて土手の道路際から 1m ていどは草刈りをしないでほしい、との要望をしたのだが、本日の午
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前中に担当の方から現地で落ち合って話を聞きたいとの電話が入る。なんともありがたい対応で、
約束の時間より少し早めに現地に入ると、驚いたことにすでに土手斜面の裾部分がすでに刈り取ら
れている。急ぎ、これから除草が進められる斜面部に入ってウマノスズクサを調べると、卵や幼虫
のつく株が散見され、すべての回収を始める。やがて担当の方 2 名がやってこられ、国土交通省が
除草する目的は、土手斜面の地肌を露出させて、陥没や強度の緩みがないかの目視確認にあり、土
手際肩部まですべての露出点検が必要で、ウマノスズクサが多く茂る部分も刈り取ることが原則不
可避だと。そして、すでに実施した刈り取りは、専用除草車の安全運転のために必ず行う前段階の
手作業だとの説明を受ける。当方の希望は 1）可能な限り肩部の
ウマノスズクサが残る除草としてほしい、2）それがだめなら、
せめて幼虫がチョウになるまで除草作業を 1 か月ほど遅らせて
ほしいとの希望を伝える。最終判断がどうなるのか今はいえない
が、部署内で再検討をするとの約束をしてくださり、その後は猛
烈に熱い太陽が照りつけるなか、確実に刈り取られる部分で徹底
的に卵と幼虫を回収して回る。葉裏に産みつけられた卵は総数で 30 個はあり、これらは持ち帰って
孵化させ、その後の対応はまた考えるとし、幼虫は 1 か月のうちにチョウにまで育ってくれるかど
うかわからないが、道路際のウマノスズクサ群へと移して撤収。
July 11, 2019 ジャコウアゲハの独り保全活動
ジャコウアゲハは姫路市で市蝶として保護をしているが、高
砂市ではごく普通のチョウでしかない。ではあるが、食草のウ
マノスズクサがどこにでも生えているわけではなく、たまたま
筆者の家から約 2km の県道沿い土手斜面一帯にその食草が群生
していて、ジャコウアゲハの発生が継続するように筆者がひと
りで保全活動をしている。
生息地一帯では公的機関による年数回の除草作業があって、その時期によっては卵、幼虫、蛹が
犠牲となるわけで、実際にこれまで何度かその現実を目の当たりにした。刈り取られた草が積み上
げられた状態で点々と置かれている部分で、巻き込まれた幼虫を探して回収できたときや、事前に
幼虫を回収できたときに、姫路市の「ジャコウアゲハが飛び交う街連絡協議会」の尾上事務局長さ
んに幼虫を引き取っていただいたこともある。
何とかならないかと、除草作業を担当する部署を知りたく、最初に兵庫県に電話を入れると、県
道沿い 1m 幅が兵庫県で土手斜面は国土交通省管轄だと教えてくれる。国土交通省の担当部署の対
応はとても親切で、現地で筆者と落ち合って事情をしっかり把握いただき、担当者が代わってもき
ちんと本件対応が引き継がれていて、事前にいつ実施すると電話連絡をしてくださるまでになって
いるのがありがたい。兵庫県にも一度は連絡を取り、下請け業者による除草作業を遅らせてもらっ

Copyright© 2008- Soft House JUMP. All rights reserved.

5/10

たが、その後、県側から問い合わせてくれることはなく、今年（2019 年）は油断している間にい
きなり除草作業があって、その前日に観察記録をしたかなりの数の幼虫や蛹が犠牲となった。
ウマノスズクサは上記 2 機関の管轄外となる土手下の平坦部にも多く自生していて、ここにも多
くの産卵がみられる。この平坦部の除草は自治会が実施しているのでは、と国土交通省の担当者か
ら聞いていて勝手にそうとばかり思っていたが、遅ればせながら確認はしておこうと、昨日、地元
自治会の方に聞いてみると自治会の担当はボタン公園周りだけで、土手下平坦部は高砂市の管轄で
はないかという。本日、高砂市に確認の電話を入れると、浄水課の担当で除草作業は年 3 回、次は
8 月中-下旬の予定で、エンジン草刈り機による除草だとわかる。そこで、刈り取り時にはっきりと
ウマノスズクサがそれだとわかるように周りのチガヤなどを引き抜いておくから、除草時にはそこ
を避けてほしい、とお願いをしたが、この対応が確実に実施されれば、現在大量に回収している卵
から孵化してくる幼虫をここに放すことができる。
Aug. 2, 2019 ジャコウアゲハの生息地で草刈り
8 月に入り高砂市による土手平坦部の除草が始まるので、ウマ
ノスズクサを残してもらうための周辺の草刈りをする。7 月中に
周辺のチガヤなどを根こそぎ引き抜くなどしておいたが、2 週間
以上たつと緑の草が繁茂して、チガヤが生長してきている。児
童公園ではクマゼミの合唱が始まっており、ジャコウアゲハも
すっかり目覚めて土手周りを 4-5 頭の♂が飛びまわっている。昨
日羽化した♀に赤マジックで 8/1 とマークして自宅で放した個体がきていないかとの期待がある
が、その姿はみえない。
早速、持参した鎌を使ってウマノスズクサ周りの刈り取りを始める。浮き出てきたウマノスズク

サの葉表に複数の卵がみえ、さ
らに葉裏への産卵もみる。草刈
りによって周辺のチガヤがなく
なるのは、幼虫たちにとっては
ちょうどの陰であり、今の草刈
りは蛹化場所として好ましい環
境の破壊でしかないことは百も承知。終令幼虫がはっきり見えるようになって、余計に申し訳ない
気持ちとなるが、他の草とともに食草が刈り取られるのを回避するための苦肉の策だとわかってほ
しい。平坦部のウマノスズククサまわりの背丈の高いチガヤや緑濃い草をできる限り刈り取ってみ
たあとで、Before/After の撮影記録を比較してみると大汗をかいた作業だったわりにその成果が目
に見えにくい。高砂市の指定業者の方に、これが刈り取りせずに残してほしいという草なんだな、
とわかってくれることを願う。
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Apr. 16, 2019 桜にジャコウアゲハ
キタテハと遊んでいるあいだに待望のジャコウアゲハの♀が現れるが、数えきれないほどに生育
してきたウマノスズクサが見られる土手へとは向かわず、まだサクラが残る児童公園へと飛んでい
くのは昨日と同じパターン。仕方なく本日もそちらへと移動すると、アゲハチョウと追飛翔をする
ヒオドシチョウがいて、2・3 回の旋回飛翔をしてから草のない広場の中央部にとまる。なかなか翅
をひらいてくれないがビデオ ON で粘るとやがて開翅してきれいな緋縅色をみせてくれる。新芽を
だしたキンモクセイの木が 5 本ほど立ち並ぶところで、その新芽をなめるようにジャコウアゲハの
♂が飛ぶ。ときにはアゲハチョウとも絡んだりするが、探雌飛翔のように見える。そこに♀も現
れ、こちらはカラスノエンドウなどが咲く低い場所を低空飛翔し、ウマノスズクサを探しているよ
うにみえる。それは土手の方だよ、と教えてあげなくても探し当てるはずだが、その飛翔について
まわるといきなり舞い上がってうれしいことに桜の花蜜を楽しみ始める。このようなシーンはめっ

たに見られないので撮影記録も複数アップしておく。ジャコウ
アゲハは例年よりも羽化が早く、一方、桜の花が例年よりずい
ぶん長く咲いてくれるという両条件がうまく合致した結果で、
今後、このようなシーンが再現するかどうかわからない貴重な
記録だ。
Sep. 5, 2019 高砂市の誠意ある対応に感謝
久しぶりにジャコウアゲハの生息地にいってみると、平坦部のウマノスズクサまわりにロープを
張った囲いがされていて、その内部にはチガヤが青々と茂り、ウマノスズクサものびのびと生育し
ている。よくみるとロープの 2
か所に「生態系保護区」だと示
す説明掲示も吊り下げてあり、
現場で落ち合って除草の進め方
について話し合ったとおりの対
応が実施されている。市民一個
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人の要望に対して、高砂市の上下水道部浄水課がここまでして下さり、担当の河合さんには感謝の
気持ちでいっぱいになる。

その撮影記録を撮り終えるころ、ジャコウアゲハの♂が現れて筆者の体の周りを飛んで公園側へ
と飛び去る。土手上の県道沿いで生き延びた幼虫がここまで育ってくれたのだ。まだいるはずの蛹
を調べようと、県道沿いへと土手斜面をのぼり、生育してきたチガヤの茎をつかんで滑り止めとし
て横ばいに進むと、まだ若い茎ではすぐに折れたり抜けそうになるなど、体の支えにはならない。
足場を確保しながら草をかきわけて進むと合計で 14 個の生蛹がみつかり前蛹も 1 個体をみる。天
敵にやられたと思える蛹が 3 個体あり、卵以降に毒を持つというジャコウアゲハであっても自然界
につわものの敵がいる。
全体の調査を終えて顔をあげると、土手斜面に♀がやってきて産卵して回っている。その産卵シ

ーンと産みつけられた卵を記録し、先に見た♂が飛んでいった公
園側をみやると、その♂がユキヤナギの葉に止まって今宵はここ
で眠る、と思われるそぶり。遠くからその状況を記録して公園内
へと移動し、ユキヤナギに近づく動きで驚かせてしまったのか飛
び始める。その動きをみていると、以前によく休憩場所としてい
た桜の木のまわりへと移って、やがて近くのアキニレの葉上に落
ち着く。そこに新たな♂が 2 頭も現れていきなり追飛翔が展開され、草原でシロツメクサの花蜜を
求めて飛ぶ♀もいるのでしばらく追いかける。結局この日に観察できたジャコウアゲハは 3♂2♀。
残る蛹と合わせると、来年へと越冬する個体がかなり期待できそうだ。
Apr. 14, 2020 ジャコウアゲハが桜で吸蜜
2 日続けて雨が降った後の好天気に、ウマノスズクサを土手から行政による除草作業の影響を受
けにくい公園内へと移植することと、ジャコウアゲハの♀が羽
化している可能性に期待して生息地を訪問。ウマノスズクサは
新しい葉っぱが出てきたところで、この時期の移植が適当かど
うかわからないが、雨で土が水分を含んでいるという好条件だ
けを考え、移植する側の根回りに十分元の土が残るように深く
採取して移植。3 株のウマノスズクサの移植を終えて、ジャコ
ウアゲハがキンモクセイの新葉周りへと飛んでいくのを追って
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みると、連日の雨風にも耐えてまだ花が多く残る桜の樹の周りも飛んで見せる。昨年は 4 月 16 日
にジャコウアゲハが吸蜜する光景を観察できた桜で、やがて吸蜜をする個体が現れる。後翅の損傷

が大きい個体でいい絵にはならないが、この春初めての光景をビデオ撮影記録する。この桜のそば
で粘り続け、2♂の吸蜜シーンを記録できたあたりで正午を知らせるサイレンの音が聞こえてく
る。アゲハチョウが公園の広場で旋回飛翔を繰り返し、疲れて路面に静止した場面も記録して、顔
をあげると、比較的きれいなジャコウアゲハが別の桜の樹の周りを飛び始める。この桜でも昨年の

4 月 16 日に吸蜜シーンを記録できているのだが、本日もうれし
いことに位置は高いが、桜の蜜を吸い始めてくれる。しかも思っ
た以上に長い時間同じ場所で吸蜜を続け、少しずつ角度を変えた
撮影記録もとれる。やがてさらに高い位置で羽ばたきながら吸蜜
する光景を見せてくれ、最後に、完全に逆光となる飛翔をビデオ
撮影して撤収。
Apr. 17, 2020 桜とジャコウアゲハ Ser.3
桜の花が散り始めて、なお、ジャコウアゲハの♀の羽化を確認できないが、いぜんとして桜で吸
蜜をする♂を観察できるのはうれしい。とはいえ、桜を訪れる個体の新鮮度が落ちて行っているの

が残念。住宅街に近い桜の樹を
見て回ると、ジャコウアゲハが
やってきて目の前で吸蜜しはじ
め、青空を背景としたいい感じ
の吸蜜態勢をとってくれる。そ
の♂も新鮮度が落ちているのが
残念だが、そろそろ引き上げようかとした段階での吸蜜サービスはありがたい。
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Apr. 18, 2020 桜とジャコウアゲハ Ser.4 は♀も吸蜜
複数の♂があちこちで探雌飛翔を繰り返す中、ようやく今年初見の♀が現れる。本日羽化した個
体だと思え新鮮度が高く、その飛翔を追うと、うれしいことに低い位置の桜で吸蜜し始める。その

あと広場となっている草地を低く飛び、やがて休憩し始める。先ほどから飛び交う♂たちはまだ気
づいていなくて、アタックを仕掛ける個体は現れない。できれば後翅が破損した個体ではなく、イ
ケメンの♂とカップルになってほしい。
July 12, 2020 蛹がハチに食われている
テニスのあと、大汗のかきついでにジャコウアゲハの生息地へと大回りで寄り道。雨が降る気配
が全くないせいか、昨日、かなりていねいに見て回ったはずの草むらで、あらたに見つかった幼虫
は、若令から終令まで合わせ
て 25 頭。雨模様の日中にはど
こか葉陰などに身を隠してい
た可能性が考えられる。路肩
部分を往復すると、往きには
気づかなった蛹が、復路だと
はっきりオレンジ色がみえた
りする。あらためて回収できた蛹は、土手の斜面下部分のみなおしでみつけた分も合わせて 6 個
体。回収した幼虫を平坦部のウマノスズクサに適当に分散させて移したあと、昨日の前蛹が次々と
蛹化したことを確認して回る。その途中、ハチの一種がとまっている蛹があり、近づくとフタモン
アシナガバチで、すでに頭部分が食い破られ、さらにどんどん食い進められている。蛹化してから

いくらか経過した蛹で、蛹化直後の柔らかい段階で襲われたわけではなさそうだ。このようなハチ
による蛹への攻撃があるとは考えたことはなく、新たな自然の営みを見せつけられた思い。
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