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カナダの荒蕪地を行く
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<プロローグ I;1995年 9月 、東京>
それなりに夏の戦果の話で盛 り上がった例会が終わると、有志は場所を移 して、吉祥寺

の飲み屋で 2次会をしていた。

「へえ―、辻さん、また海外研修ですか」

「今年の10月 からなんだ」

「蝶の方はどうですかね」

「うん、来年の夏はウスバキを狙つて北へ行こうと思つているんだ」

「雫石さん、そういえば、カナダのピンクマウンテンにウスバキを採 りに行かれたこと

がありましたよね ?」

「うん、斎藤君、ピンクマウンテンは良かつたぞ。見渡す限りの高山植物が咲き乱れる

中を、蝶を追つかけて走るんだ」 焼酎のお湯割を片手に、雫石氏は少し遠くを見るよう

な眼差しになって言つた。

「辻さん、それじゃあ、うちの大学は6月 末から夏休みですから、来年は一緒にウスバ

キを採 りに行きましょう。それにしても、これ、もし日本での話なら、一緒に人生を捨て

にいきましょう、と言うのと同じ響きがするなあ」

その晩は実に気持ちよく盛 り上が り、散会となつた。この後、辻氏に会 う機会はなく

彼はアメリカの大学へと旅立って行つた。
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<プロローグⅡ ;1996年 3月 、 ドイツ、ベルリン>

泊まつていたベル リン郊外のユース・ホステルで目が覚めた。近くのベ ッドで寝ている

友人を尻目に、ソッと部屋を抜け出した。外に出ると、陰鬱な曇天で、ひどく肌寒い。散

歩がてら、森の小道を歩き出した。 ところが、散歩のはずが、数分後にはもう道端のヨー

ロッパナラガシフの休眠芽を手にとつて眺め出してしまつた。ケルクスシジミとい うゼフ

ィルスの越冬卵を探そうという魂胆なのである。それもこれも辻氏が悪い。 ドイツに旅立

つ直前、そういえば辻氏は数年前に ドイツに滞在 していたことを思い出し、急速 「どこか

お薦めの博物館でもありませんかね ?」 とFAXを送信 してみた。何故か返事は、 「ドイツ

博物館案内」から「ケルクスシジミのポイン トマップ及びその採卵法」に化けていたのだ

った。もともと採卵は下手で、日本です らろくに経験も積んでないのに、いきなり海外で

やろうというのだから無謀である。 しかも辻氏の教えてくれたボン郊外のポイン トにはた

どりつくことす らできなかつた。 しか し、ベル リン郊外のこの森では、案外と簡単に卵が

見付かつた。ひょっとしてケルクスシジミは日本でのヤマ トシジミ並みの普通種なんだろ

うか。調子づいて、白い息を吐きながら探 していると、離れた場所でガサガサ音が した。

顔を上げると、何と10頭 くらいのイノシシが集団で走つているではないか。 「猪突猛進」

と言われるが、本当にエライ速さである。唖然として見ていると、奴等はこちらの存在に

気付いたらしい。一度立ち止まった。森に死んだような静寂が戻る。緊張 していると、奴

等は物凄いスピー ドでまた森に消えていつた。 「なん じゃあ、あれは !」 こちらも物凄

いスピー ドで採卵意欲を無くし、再びユース・ホステルに戻つた。

ちなみにこの時の卵は油井氏に託 し、彼の卓越 した飼育技術で無事に成虫となつた。 2
卵だけ飼育しようとこちらも試みたが、キッチリ失敗 した。情けない事限 りない。

<旅立ち>
「ひどい、あんまりだ」 辻氏から来たFAXを 受けとつて、悲嘆に暮れた。文面には、

「連絡が無かつたので、来ないのかなと思つて、切符を取つてしまいました」とある。 ド

イツから帰つて来てしばらく連絡を取つていないうちに、辻氏は着々と計画を煮詰めてい

たらしい。 「行きます、たとえ何があろうが」決意表明をして、こちらも旅行の手筈を整

えることにした。 しかし、この春から大学を替つてしまったために、何 と6月 末～ 7月 初

旬なんてもろに授業中になつて しまつた。ただでさえ人より遅れている上に、さらに留年

でもしようものなら、もう昆虫浪人としてしか生きる道はなくなつてしまう。そいつはい

くらなんでもやばい。まずは綿密な情報収集をした。

「なあ、 6月 末～ 7月 初めって、大事な試験とかあったっけ ?」

「いや、多分無いん じゃないの。何でそんなこと聞くの ?」



「ちよつとアラスカまで行つてこようと思つてんでね」

「はあ?それで.… 何しに行くんだい ?」

「蝶採 りだよ」

「 o・ ・ o・ o.」

よし、大丈夫そ うだ !Let's Go!

こうして、 6月 22日 の夕刻、カナディアン航空004便 で成 田を発つた。機内では早速

“Coors Light"と いうビールを飲みながら、今ごろ渋谷でコンパをしているクラスメー

トに乾杯をささげ、さらに旅行の成功を祈願 したのだった。

出ヽ

ユーコン準州地図 :中央やや右上方が今回主に調査したKeno Hillで ある。
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<ユーコン川に架かる虹>

カナダの西側の玄関口であるヴァンクーヴァーは、昨年の夏を過ごした思い出の地であ

る。昨年は自分にとつて初めての海外で総てが新鮮であった。飛行機が徐々に高度を下げ

始め、街並みが見えて来た。昨年夏期英語研修に通つていた、岬の先端にあるプリティッ

シュ・コロンピア大学を懐かしい気持ちで見ていた。無事にカナダの上を踏む事ができた。

天気は快晴であり、北国特有の乾いた陽射しの強さが迎えてくれた。ここで辻氏と落ち合

い、ユーコン準州の州都ホワイ トホースまで飛ぶのである。すつかり整備された空港の長

いテラスを、背中にはアタックザック、前にはサブザックという格好で一人歩く。乗 り継

ぎの時間には結構余裕があつたので、C39のゲー トの前に座つてひたすら待つ。さんざん

暇をつぶしてもまだ暇なので、とうとう “Beautiful British Columbia"と いう雑誌を

買つて読み始めてしまつた。日本でいうならば『美しき都内の自然』 (こ んな雑誌が実際

にあるのかは知らん)と でも形容できるローカル雑誌であるが、さすがにカナダの自然は

懐が深いことを感 じる。

搭乗開始時間の10分前になつて、ようやく辻氏が現れた。思わず立ち上がつて、熱いキ

ス.… ではなく握手を交わす。 しばらくぶ りに見る氏は、マイホーム 0パパらしい貫禄を

感じさせて、たじたじとなつた。この件については後に詳述する。

定刻を少し遅れて、カナディアン航空587便ホワイ トホース行はヴァンクーヴァー空港

を飛び立った。席の両側は、どちらも重量級のオバハン、オジサンに占められており、身

の丈 5尺 6寸の貧相な日本人青年の敗北は決定的であつた。半分眠りかけた頃に運ばれて

来た軽食を食べながら、オバサンの遅しい腕越 しに窓の外を見る。雪を稜線部にいただく

山々が連なり、実に美しい。やがて高度を下げ始めると、複雑に蛇行する川、数々の湖沼、

広漠たる針葉樹林が日に飛び込んできた。胸の中がどきどきしてくる。これからの旅を思

うと、鼻歌のひとつも歌いたくなつてくる。出発してきたヴァンクーヴァー空港とは、比

べ物にならない位にささやかなホワイ トホース空港に到着した。辻氏とともに荷物を受け

取り、外に出てレンタカーのオフィスに行く。これからユーコン準州を走破する予定の車

は、何ともささやかな軽自動車のような青い車であつた。本当にこれで “Unpaved(未舗

装)"と 地図に記されている道を行けるのか?と 辻氏と共にしばし考え込んでしまつた。

まずはスーパーに行つて、あれこれと食料品を買い込んだ後、一路北上の途につく。唯一

の ドライバーは辻氏であり、こちらはナビゲーターとしての責務を果たさなければならな

い。多少後ろめたい気がしないでもないが、なあに、採つた蝶は山分けさ。それにたとえ

こつちが免許を持つていたところで、妻子ある辻氏が同乗してくれるはずがない。アラス

カ・ハイウェイをひたすら北上する。車は実に少なく、快適な ドライヴである。道の両側

には種々の花が咲き乱れ、時折C61iasら しき蝶が飛ぶのも見られた。名も知らぬ沼地を横

「



切つた時、沼のへ りに件むMoose(ヘラジカ)を見た。大きな岩のごとく、ジッと立って

いる姿が今でも強く印象に残つている。

自夜なので、夜になつても暗くならない。この日はCarmacksと いう集落の先にあるキャ

ンプ場に泊まることにした。午後 7時だというのに、Tiger Swallowtailが 飛んでいた。

案外鈍感で、手でもつかめた。ボロが多いので放 した。テン トを設営し、夕食のカレーを

つくる。カマ ドの煙がひどくて涙を流しながらルーを作つた。食後に川で食器を洗つたが、

その肌を刺すような冷たさに、自分が極北の地にいることを痛感させられた。午後H時頃

に就寝 したが、まだ明るかつた。

翌朝、テン トを撤収 し、北上を始める。あまり天気は良くないが、まあなんとかなるだ

ろう。ほとんど車の見えないハイウェイを行く。 しばらく進んだところで、虹が架かって

いるのが目に入つた。写真を撮 りたいのだが、林が邪魔をしていたり、車を停める場所が

見付からなかつたりして、停まれない。疾走する車から、ほんの一瞬だけだが、全景が見

えた。その虹は、ユーコン川から青空へ向かつて延びていたのだつた。いつまでも忘れら

れそうもない、雄大な景色だつた。辻氏と共にこの旅行の成功を願わずにはおれなかつた。

<Keno Hill 第 1戦>
Pelly Crossingと い う場所でAlaska Highwayか ら外れ、Silver Trailと い う街道に入

る。最終目的地であるKenoは 、そこから更に100K mほ ど奥の、正に道果つる場所である。

Pelly Crossingと Kenoの ちょうど中間にMayOと い う町がある。 とりあえずガソリンはそ

こで手に入れるしかない。食糧も酒も、Mayoで しか手に入らない。何たつて、Kenoは人口

50人 という寒村である。Mayoです ら200人位だから、呆れるほかない。無事にMayoに着い

た我々は、とりあえずガソリンを入れ、食糧を調達 した。辻氏はほとんど酒を嗜まないが、

こちらはビールが欲 しい。食料品店で聞いた所、酒類は役場の中にあるLiquor Storeで の

み販売 してい るとい う。 そ こで早速そ こに向かい、 トラ ヴェラーズ・ チ ェックで

“Canadian"それに “Kokanee"と いうビールを買う。どちらも昨年、ヴァンクーヴァー

で味わつたビールである。ついでに同じ建物の中にあつた郵便局で切手を買う。 日本の友

人宛てに出そうと思つたのだ。

用件は済んだので、ついにKenoを 目指す。Mayoか ら先は未舗装道だと地図にあつたので、

少々心配していたが、全く問題の無い道路であつた。両側には深い森が続いている。あい

にく天気は ドン曇りで、全く蝶は飛ばない。ひたすら道を行き、とうとうKenoに 入つた。

Kenoの街並みを見て、その廃村といつても良いほどの廃れぶりには、苦笑する他無かつた。

まずは村唯一無二の観光スポットである、 “Keno Mining Museum(KenO鉱 業史博物

館)"へ行くことにした。車を下りると、白い蝶が飛ぶのが目に入つた。慌ててネットを

引つ張り出して、走り寄る。採つてみるとPieris napi(エ ゾスジグロシロチョウ)であ



る。裏面の模様が、日本のものとかなり異なり、異国に来たことを知らされた。辻氏も 1

♂得た。お互いにとつて、これが記念すべきKenoで の初収穫となつた。Mining Museumに

入る。鉱山業で栄えていた当時の様子を偲ぶ展示物があり、中々感心して見ていると、 2

箱もの蝶の標本が陳列されているのを見つけた。辻氏を呼んで、早速眺めてみる。説明に

は、」Ohn Vanagsと いう人が集めたものとある。採集年はほとんど全てが1978年 のもので

あった。その中には、我々が目的としているウスバキチョウも 1♂ 2♀ ♀含まれてお り、

確実にKeno Hillに産することが確認できた。Keno Hill周 辺に産する蝶のうち、かなり

の種類が網羅されているように感 じた。博物館の主であるサングラスをかけた恰幅の良い

白人のオヤジに話し掛けてみる。話が蝶のことに及ぶと、そのオヤジは途端に険しい顔付

きになつた。どうした訳なのだろうか。オヤジは「気をつけろjと繰 り返し言うのだつた。

地元民との トラブルは絶対に避けたいところである。ともかく礼を言つて別れ、ひとまず

Kenoの Camp Siteへ向かう。誰も居なかつたので、本来はいけないことだがバンガローの

中にテントを張り、昼飯を作る。Camp場 のまわりは中々良い採集地のようであつたが、天

気の悪いのにはどうしようも無い。ここで辻氏が財布をなくしたことに気付いた。先ほど

のMining Museumで辻氏が財布を持つているのを私は日撃しているので、なくしたのはそ

こに決まつている。辻氏はひとまず尋ねに行つたが、オヤジに無いと言われたらしい。ど

う考えても、この博物館のオヤジの言動には不審な点が多く、こいつがネコババ したに違

いないと二人で了解した。とんでもない狸オヤジである。

時間も遅いし、天気も良くないし、Keno Hillに登るのは止めよう、そう話していたが、

暇なので下見がてら行くことになつた。テン トをそのままに、車でKeno Hillに 向かう。

道は標高を稼ぐにつれて、ガタガタの砂利道となり、我々の小さな車では本当に心配であ

った。それに森林限界を超えると、高山のツンドラ的景観が展開し始めたが、雪が ドッサ

リ残つており、花などほとんど咲いちゃいない。二人の表情も途端に険しくなつてしまつ

た。 「雪だるまでもつくりましょうか….」 などというジョークの一つでも言つて、陰鬱

な雰囲気に一条の光を投げかけようと思つたが、辻氏に殺されるかもしれないのでやめて

おいた。峠のてつぺんには、Sign Postと いう、世界の主要都市までのKmと 方角を示 した

塔が立っている。これもまあ、観光の目玉といえば言えないことも無い。標識が立ってお

り、 “Keno Summit Elavation 6006Ft."(『 Keno山 頂 海抜 6006フ ィー ト (約 2102メ ー

トル)』 )と ある。寒い。 しかしまあ、はるばる来たんだから.… とネットを持つて歩き

出す。足元は雪融け水のせいか、かなりぬかるんでおり、 1歩ごとに足が沈み込む。はつ

きりいって、蝶など飛ぶとは到底思えない。これほど不毛な場所も珍しいのではないか、

愚痴をこぼしながら歩く。

歩き始めて10分ほど経つた頃だろうか。不意に足元から、黄色い蝶が飛び立った。あま

りに突然だつた。虚を衝かれたが、いつのまにか身体は反応 し、後を追いかけていた。ジ

「



グザグに、かなり速く飛ぶその飛行物体を追うと、たびたびぬかるみに足をとられて転倒

しそうになる。どうにかネットに収めて、見てみたらウスバキの新鮮な♂であつた。燃え

るような赤紋と黄色い地色が、その個体が羽化直後であることを物語つていた。採つた喜

びよりよりも、その意外性に驚いて、ツンドラの中で侍んでしまつた。離れた場所を歩い

ていた辻氏に「いましたよ !」 と叫ぶ。辻氏も驚いた様子であつた。それから立て続けに、

やはり足元から不意に飛び立った個体を2♂♂採ることができた。どれも羽化直後と思わ

れる新鮮な個体であつた。どういうわけか、辻氏は全く見ることもできなかつたという。

そのうち完全に天気が悪化 して、風も出てきたので下りることになつた。Kenoの キャンプ

場まで戻つてみると、再び天気が回復して来たので、キャンプ場の周 りで採集をすること

にした。Pieris napiが 多く、発生初期なのか、♂は湿地で吸水集団をつくつていた。

Clossianaの類も採れ、辻氏が 「Erebiaがいたぞ～」と叫ぶ。寒地系の蝶を思う存分に採

ることの出来る喜びに夢中になつた。自夜の極北では、午後 5時を回つても蝶は飛ぶ。そ

ろそろ晩飯にしよう、と言いはするのだが、Clossianaが 日に入ると、すぐに走り出して

しまう。さすがに午後 7時位からは蝶も減り始めたので、晩飯をつくる。手を入れるとし

びれるような川で冷やしたビールと野菜炒め、米は日本から担いで来た「あきたこまち」

である。いきなリウスバキが採れた喜びもあつて、全てがとても美味く感 じた。

明日は一日中あのピークで粘れば、一人10頭は確実だろう。ひょつとしたら20頭 も夢で

はないかもしれない。この時は二人とも、そう信じて疑わなかつたのだつた。

Kenoのキャンプ場付近 :道の両側の開けた場所には蝶影が濃い。遠 くに辻氏が見える。
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<取 らぬ狸の.… >

翌朝、早々に朝食を終え、Keno Hillを 目指す。ピークに着くと、 2台の車が停まつて

いた。 どうや ら観光客のようである。ピークからの眺望をカメラに収めた り、何やかやで

時間を潰す。昨日0敗に終わつた辻氏は気合が入つてお り、早くも白ネットを出してきて、

ツン ドラヘ踏み込もうとしている。時間的にはまだ早いと思つたが、蝶屋の性 として、じ

っとしていられない。昨日採つた場所は辻氏が踏み込んでいるので、こちらはずつと下を

攻めてみることにした。 1時間ほど歩き回るが、全く蝶は飛ばない。 日光が射 して来て、

気温も十分上がつて来たと思 うのだが、それにしても何も飛ばない。 8時30分頃になつて、

ようやくPapilio machaon(キ アゲハ)を 1♂得る。風に流されて、かな りのスピー ドで

飛ぶので極めて採 りにくい。飛翔中のものを採るのは不可能に近い。この時はたまたま花

に来ていたのを発見したので採れたのである。それから 1時間ほどまた何も飛ばない。ガ

レ場とツンドラの境あたりまで歩くと、ツガザクラのような花や、シオガマの一種、シナ

ノキンバイのような黄色い花といつた高山植物が咲いている。カメラに収めつつ歩いてい

ると、ようやく本 日1頭 目のウスバキが飛び出した。地表近くを素早く飛ぶ。捕えてみる

と、やはり新鮮な♂である。 どうや ら発生初期らしい。 しばらく歩いたところでもう1♂

飛び出す。今度は生態写真撮影をもくろんで、後を追 う。 2回ほど逃げられたが、 3回 目

にしてようやく花に吸蜜する姿を捉えた。これが唯一のウスバキの成虫写真となつた。こ

の個体もしつかり採 り、今 日も辻氏に大きく先手をとつた。辻氏はいまだに 1頭も見てい

ないらしい。辻氏をその場に呼んで探 してもらうことにして、今度は山の上まで斜面をつ

めることにする。ひたすら歩くが、飛ぶものの姿が無い。かなり登つて、先ほどの場所に

いる辻氏が黄色い点のように見える地点まで来た。斜面を見上げると、ところどころに咲

くピンクのシオガマが目立つだけで、そこには蝶は飛んでいない。軽く舌打ちして、もう

一度登 り始めた時、一瞬だけ上方に黄色い影が横切つたように見えた。幻覚かと疑いつつ

も、少 しずつ登つて距離を縮めると、正しくウスバキが飛んでいた。採つてみると、やは

り新鮮な♂である。ポイン トかと意気込んで探 しまわるが、追加は全く無 し。 どうした訳

だかさっぱり分からない。さらに意地になつて登り続けたが、途中で 1頭逃がした他は、

本当に何もいなかつた。すつか りやる気を失って、ひたすら下る。途中ではやは り何も飛

ばなかつた。こうも蝶影が少ないと、蝶採 りをしている気があまりしない。ひとまず車に

戻つて、昼飯を食べることにした。辻氏は相変わらず姿も見ていないようで、果れ顔であ

る。やはり発生初期なのだろうか、それとも個体数の少ないところなのだろうか、などと

ブツプツ文句を言い合 う。それにしても蝶のいないところですね、と言つて寂 しく笑い合

う。困つたものである。昼食後に、車からさほど離れていない場所で、辻氏がようや くウ

スバキ 1♀ を得る。未交尾の個体で、羽化直後のものらしい。今 日の今 しがた羽化 したも

のだろう。いきなり採集されてしまつた。どうやら本格的に、 「その日の羽化分」をキッ
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チリ拾 うとい う模様である。辻氏から少 し離れて、こちらも歩き回つていると、ウスバキ

が飛び出した。小型の個体である。捕えてみると、羽化不全ぎみの♂である。少々ガッカ

リす る。 この後は、またひたす ら不毛な時間が過 ぎ行 く。 ごく稀 にPieris napiや

Pontia.sp(チ ョウセンシロみたいなシロチョウ)が視界に入るだけで、それを目の色変

えて 「蝶だ !蝶がいたぞォ !」 と追い回す有 り様である。もはや泣くしかない。

ウスバキチョウ♂の訪花 :これが唯―の生態写真となった。 (6月 23日 KenO Hill)

結局ウスバキの追加も出ず、しょぼくれて下山した。Camp場 で採集を試みようとしたが、

辻氏が体調の不良を訴え、ダウンしてしまった。唯一無二の ドライバーであるからして、

とにかく絶対安静をお願いして、こちらは 「辻さんの分まで採 ります !」 と言い放つて、

歩き回る。看病なんてするはずがない。幸いにして、天候も回復 し (と い うより下は結構

晴れていることが多いのだが)蝶影は前 日に増 して多くなつていた。湿つた地面でErebia

disaが吸水 し、地表近くを素早くBoloriaが横切る。風に流されてオレンジ色のCo liasが

飛んできた。かと思 うと、Pieris napiに 混 じつて、物凄いスピー ドでEuchloaが消えて

ゆく。チラチラとカバイロシジミのようなプルーも舞つている。ネットを休める暇が無い

くらいだ。北方の蝶の豊饒を知らされる。いつのまにか辻氏も現れてネットを振 り出した。

そしてしつか りとタカネキマダラセセ リの初採集を達成された。

今 日はテン ト暮らしは止めにして、Kenoの 街にある “Keno City Hotel"と い う、なか

なかジョークのセンスが感 じられる宿泊施設に向か う。人 口50人 とい う寒村 に “City

Hotel"と は,… ウーム、熊でも泊まるのか ?と もあれ、フロン トに行く。何と現金でな
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ければ泊めてやらん、と言われてしまつた。間の悪いことに、カナダ ドルの持ち合わせが

少なく、とても払えそ うもない。Mayoま で戻らなければならなくなつてしまつた。フロン

トの偏屈そ うなオヤジとの会話で、さらに驚くべき事実が明らかになつた。数年前、日本

人の採集者が 2年続けてKeno Hlllを 訪れたとい うのだ。そ してその男が蝶を採 りまくつ

たため、居なくなつてしまつたという。その男が探 し回つていたのは 「青い線のある小さ

な茶色の蝶」だとい う。博物館の展示にもあつて、何 と500ドルで取 り引きされていると

いうのだ。笑えない話である。もしその日本人がこのようなことを目走つたとしたなら、

それは許 し難い愚挙である。何にも知らない寒村の人々を、徒に刺激することなど百害あ

つて一利なしではないか。博物館の狸オヤジがどうしてあの時、「気をつけろよ。そ うい

うこと (蝶採 り)が嫌いなやつもこの村にいるからな」と言つたのかが分かつた。この村

ではきつと、日本人はみんな蝶採 りに来て、荒 し回つて帰つてゆく連中だと思つているの

だろう。宿帳を見せてもらつて、その男の住所と名前は控えさせてもらつた。折があれば、

当人に会つて話を聞いてみたく思つている。

結局Mayoま で戻 り、Bedrock Motelと い う、この田舎にしてはひどく近代的な宿に泊ま

った。着くなり辻氏は、早速愛する家族へ国際電話である。何というマイホーム・パパぶ

りであろうか。 どうやら体調が悪化 したのもすべては家族のことが気がか りであつたから

に相違ない。 目頭が熱くなるのを感 じたが、正直な身体は思わず冷やかしの笑みを投げか

けてしまつた。すると電話を終わつた辻氏は途端に凶暴化 し、「何がおか しいんだ ョォ」

とに じりよつてきた。 「ど―せ、基樹 もそ うなるよ」 と言われて しまつたが、どうだ

か.… … !?

<ウ スパキは幻か?>
翌朝、再び車を飛ばし、Keno Hlllへ 向かう。午前 9時半～12時までやるも、ウスバキ

は辻氏が 1♂仕留めただけに終わる。本当に蝶が少ない。呆れるほどいない。チヨウセン

シロみたいなPontiaでも飛び出したら、それこそダッシュしてしまう。これ以上ここに居

ても、午後からウスバキが群れ飛ぶようなことは想像しづらいので、新ポイン トの開拓に

向かうことにした。Kenoの キャンプ場の裏側の道を登つてみる。かなりの悪路で、我々の

小型車では前途が危ぶまれたが、とにかく進むしかない。道の終わつた所で車を捨て、今

度はやみくもに登り始める。道もないような場所を登つてゆくと、Boloriaが少 し居た。

登り詰めたピークは、高山植物のお花畑になつており、草丈が低かつた。ウスバキが飛ん

でいるか と期待 して、二人 して歩き回るが姿はまつた くない。 どうも食草である

Corydalis属 は湿気を好むようで、ここは乾燥 しすぎているようだつた。山頂占有性を持

つキアゲハが沢山飛んでおり、中には相当小型の個体も居て、ウスバキと間違えてしまつ

た。車まで戻る途中、カバイロシジミのようなシジミを採る。これはキャンプ場に居たも
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のと同種であろうが、標高が高いせいか新鮮な個体が多い。下山して、キャンプ場で採集

するが今 日は蝶影が薄い。ほとんど何も飛んでいない。ガッカリしたので、さつさと店 じ

まいをしてMayoに 給油に行くことにした。天気も良いのに残念なことである。 ところが、

Mayoの 手前で、Mt.Haldaneと いうピークに向か う脇道を発見したので、もぐり込んでみる

ことになつた。この道は中々良いポイン トとなつていた。道の脇でタカネキをネッ トして

いると、黒いセセ リが地表を飛んでゆく。橙色のColl asも 素早く飛んできた。奥まで行く

と、湿つた地表にOeneisが吸水に下りてきていた。ジグザグに素早く飛翔するので、ネッ

トは難 しい。かな りの成果 を挙げ、また来 ることに して、Mayoへ 戻つた。 この 日も

Bedrock Motelに 投宿 した。

明くる日、Motelを Check Outし て、まずは昨 日ぶち当てたMt.Haldaneの 登山道に向か

う。天候が思わしくないせいか、蝶は少ない。僅かな晴れ間にネッ トを振つて、Erebia

disa 2♂、Oeneis bore 2♂ 、Colias philodice l♂ などを得る。す ぐに曇つて し

まい、諦める。辻氏はタカネキの生態写真の撮影に成功 したので満足げな様子であつた。

日光浴するタカネキマダラセセリ :日 本のものより黄紋の発達が良いみたいだ。個体数

は少なかった。 (6月 24日 ‖t.Haldane麓 辻 元 撮影)

車でひとまずMayoに 戻り、辻氏は財布を紛失した件でR.C.M.P。 (カ ナダ騎馬警察)に行き、

こちらはビールを購入しにLiquor Storeに 向かつた。用件を済まして、今日はMayoの先に
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あるFive Mile Lakeと いう湖に隣接 したCamp場に泊まることに した。着いてテン トを設

営 し、昼飯にワカメそばを作つて食べた。あとは暇なので、こちらは手紙を書いた り、日

記をつけたりして時間を潰 し、辻氏は本業である数学の問題を考えていた。こういう時、

社会科学系ではなく、自然科学系は有利だなあと思 う。社会科学系の学者は、参考文献が

ないからできんとか言つて、研究室に閉じこもらなければいけないのだが、数学者なんて

紙とペンさえあれば、あとは頭だけ機能 してくれれば良いのだから便利なものだ。 とはい

え採集の片手間に考えているんだから、端から見ていても、たいした思い付きはできなか

ったようだつた。 「それにしてもウスバキいねえなあ、時期が早いのかな。‥」などとい

う邪念が入つてきたらもうお しまいである。いや蝶ではなく、きつとカ リフオルニアの愛

しい家族のことを考えていたに相違ない。やがて辻氏は車の中で昼寝を始めて しまつた。

こちらもバンガローの中の机で手紙を書いていたが、ウトウトしてしまつていた。 しばら

く経つて、ガサガサッという音で目が醒めた。何と机の上に広げていた食糧の入つた袋に、

リスが来ているではないか。パンの袋に噛 り付いている。まずは写真を撮 り、続いて後ろ

手に棒を忍ばせて、一撃振 り下ろした。殺気を感 じられてしまつたのが敗因で、間一髪で

逃げられてしまつた。今夜はリス鍋にしようと思つたが、残念ながら夢に終わつてしまつ

たのだつた (冗談)。

「ややつ ! 見つかつたか !」 :食糧を失敬に来たリス君であります。

(6月 25日 Five Mile Lakeの キヤンプ場にて)

12

|



夕食後、まだまだ極北の日は傾かない。湖畔に出て、ハマナスのピンク色の花が咲き乱

れている砂地の湖岸に座 り込んで、穏やかな湖面を見つめた。深緑色の湖面は、たまにそ

よ風が波を立たせる他は、鏡のように平坦である。鳥の声が遠くから聞こえてくる他は、

静寂が包んでいる。辺 りに人影もない。その時自分は、何かとても贅沢な時間を過ごして

いるような気がした。東京に帰つても、この時の穏やかな心、満たされた気持ちを忘れず

にいたい。そういう思いが して、いつまでも湖面を見つめていたのだった。

<Kenoに別れを告げて>
キャンプ場の朝は慌ただしい。 ともかく手早く飯を作るに限る。昨日炊いた飯の余 りに

卵スープの素を混ぜ、フリーズ ドライのネギとワカメもぶち込んで日分量で水を加えて温

めれば、おいしい雑炊ができる。朝食後、テン トを撤収 し、一路Keno Hillへ。今 日は一

日間を置いたので、羽化個体が溜まつているのではないか…。とい う甘い目論見は見事に

外れた。またしてもゼロ敗。おまけに曇つてしまつたので、やる気を失つた。山頂のガレ

場には、プレー リー ドッグが沢山居て、牡同士がよく2本足で立って、ボクシングのよう

な恰好で縄張り争いをしている。余 りに暇なので、そいつらの写真を撮つた り、しば し遊

んでいた。 ところが飽きてきたので、途中で驚かせてやろうと、石を投げてぶつけようと

いう暴挙に出た。結果的にはこの神をも畏れぬ行為が、後 日のアクシデン トにつながつた

のだという気が今はしてならない。短期的な天罰 としては、この時に偶然Oeneisが 1頭飛

び出 したのだが、ネ ッ トを持つてお らず採れなかつたことが挙げ られ る。明 らかに

Mt.Haldaneの林道で採集 したものとは違つて見えた。

完全に天候の回復する見込みが無いので、下山。Kenoの寒村で唯一無二の食堂、 “Keno

Snack Bar"に行き、昼飯を食 う。ホッ トドッグに噛 り付いていると、Mining Museumの

狸親父がやつて来た。 「蝶は採れたか ?」 「寒い。Nothingだ」と会話を交わす。この狸

が辻氏の財布をネコババ しやがつたにちがいない。まつたくとんでもない奴だ。店を出て、

地図を広げて協議する。その結果、今 日はMt.CamerOnと いう山の麓の林道に調査に入るこ

とにした。Kenoと Mayoの 間、かなりKeno寄 りに入 り口がある。中に入つてみると、かなり

奥が深い。こんなところで事故つたらオシマイである。車で進むと、やたらとウサギが跳

ねるのが見えた。 リスもいる。やがて、突如として人家が出現 した。凶暴そ うな大が 2匹、

窓の外に見えた。何棟かある家の うち一つは真新 しいLog Cabinで あったが、どうも人の

気配は感 じられない。その先で道が崩壊 してお り、もうそれ以上は進めなくなつて しまつ

た。引き返すことにした。相変わらず曇天で、まつたく蝶は飛ばない。Silver Trailに 戻

り、Gasを補給 しにMayoま で戻ることにした。何度 日になるか分からない、村唯一のガソ

リンスタン ドで補給 した。その後辻氏が先日行つたが、留守だった (ど うや ら警察も呑気

なようだ)R.C.M.Pに もう一度行くことにした。今度はちゃんと警察官がいて、筋骨退 し
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いかつこいい警察官が応対してくれた。辻氏は紛失届を提出したが、戻つてくる見込みは

ほとんど無いだろう。

少し晴れてきたので、すぐさまMt.Haldaneの ポイントに向かう。僅かな晴れ間をついて

採集に励む。ところが、今日はひどく蚊が多い。嘘みたいにいる。どこにでもいる。少し

もジッとしていられない。蝶を採つて三角紙に包むこともままならない。恐ろしい数であ

る。それでもタカネキ 1♂、Oeneis bore l♂ 、Colias sp.2♂ などを得る。蚊に閉

口したので退散することにした。

Kenoま で車を転がし、今日はKeno City Hotelに 投宿することにしたのだが、何と客な

んて他にいそうもないのに、宿泊を断られてしまつた。どうも日本人の印象は極めて悪い

ようだつた。ただでさえ不気味な寒村なのに、そのうえ住民に煙たがられているのは心細

いことこの上ない。今日もKenoの キャンプ場で泊まることにした。「恐いですよ、辻さん。

夜襲でもかけられたらどうします ?」 不安を隠せなかつたが、ビールを飲みラーメンを

食らつて、食後にはコーヒーも飲み、その上持参したインスタント杏仁豆腐まで食つたら

眠たくなつてきたので寝ることにした。私というのは、まつたく平和な奴であるなあ。

翌朝、やはり雲が多い。これではバキは望めない。ひとまずは停滞する。寒い。手が冷

えてしまうほどだつた。そうこうしていると少しばかり日が射してきたので、キャンプ場

のまわ りを探索す る。ボロになつてきたアサ ヒヒョウモンを撮影 した り、Colias

philodiceの ♀を撮影したり、そこそこ楽 しんだ。やはり我慢できずに今 日もKeno Hill

へ登る。 しかし山の上はやはり曇っていた。風も強く、まつたくダメ。昼まで粘つて、敗

退。下へ降りて “Keno Snack Bar"で ホットドッグとコーヒーの昼食タイム。今日は腕に

刺青をした怪 しい若い男がいて、しばし雑談した。傑作だつたのは、熊の話だつた。 「熊

もうまいぜ」と男が言うので、 「確かここいらにはBlack Bearと Brown Bearが おるでし

ょう。どつちが美味いんですかね ?」 と尋ねてみると、「オオ、どつちでも美味いぜ (原

文は “Oh,either is O.K.")」 と答えた。辻氏とともに、半ば感心し半ば果れる。この

男ときたら、熊、ムース、ウサギ、リス、種々の魚.… とほとんどこの辺 りに棲息する動

物をすべて味わつてきたらしい。あとは人間を残すだけか。さすが荒くれ銀掘 り山師だ。

午後になつてキャンプ場に戻つて、また蝶をしばく。結構羽化してきたようで、個体数も

増えてきていた。今日は白い色が鮮やかなチャマダラセセリ Pygruso spを 1頭、カラフ ト

ヒョウモンにそつくりの裏面をしたBoloria.spを数頭、 2種が追加された。夕食には久し

ぶりにカレーを作つた。中々美味かつた。

翌朝、今日でKeno Hillに カタをつけることを辻氏と確認する。とうとう最終ラウンド

である。ここで黄金の右を決めて、ウスバキをマットでなくネットに沈める。…という悲

愴な覚悟を決めたものの、天気には勝てない。今日も曇 りだ。だんだん薄くなる一方の微

かな希望の光を抱いて、Keno Hillへ。山の上は、冬だつた。寒いだけ。車の外へ出た時、
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既にネットは持つていなかつた。ウスバキが採れたのは、それこそ幻だつたんじゃないか、

と思えるよ うな採集地点を歩 き回る。いつのまにか ウスバキの食草 と思われ る

Corydalis.spが紫色の花をそこここに咲かせていた。やはりここが発生地であるのだろう。

「バキの幼虫がいるかもね ?」 と辻氏があまりやる気のなさそうな声で呟いた。こっちも

もとより見つかる気などまったくしなかつた。けれど、ふと足元のCorydalisに 目をやる

と、茶色い幼虫が日に入つた。あれ、この顔はどこかで見た顔だな。ウスバシロの幼虫の

ツラに似ているなあ。ウスバシロ.… ひょつとしてこれがウスバキの幼虫かあ? 「辻さ

ん ! ウスバキですよね、これ !」 大声で叫ぶ。辻氏は幼虫を覗き込み、 「間違い無い、

やつたな」と弾んだ声で言う。思わぬ収穫である。一応回収することにして、タッパ‐―に

引つ越 してもらつた。この幼虫の哀れな末路については涙無くして語ることはできない。

詳細はまた後で述べよう。結局、成虫は見ずに敗退。 “Keno Snack Bar"で またしても昼

食を食いながら、地図を検討して協議する。その結果、思い切つてついに北上してDawson

の北にあるDempster Highwayに 転戦する方針に決まった。Kenoに 別れを告げることにな

つた。そこでMining Museumに 乗り込み、土産物を仕入れて狸親父のご機嫌をとった後、

とうとう奴を写真に撮ることに成功した。どうかこの怪 しい顔をよく見てやつて欲 しい。

今ごろ奴は長く暇な冬を過ごしているんだろうなあ。

この日はKenoを 出て、Mayoを経てStewart Crossingま で出て、Alaska Highwayを 北上

して、未知なる地を目指す。途中にある “Moose Creek Lodge"と いう名の宿に泊まつた。

1棟バンガローを借 りて、快適なベッドで安眠した。明日の快晴を祈 りつつ。

Keno H:‖ のポイント:後ろのガレ場には残雪がたつぷり。曇ると実に寒い。 (6月 26日 )
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Kenoの 狸親父 :挙動不審、辻氏の財布紛失事件

への関与の疑いが濃厚である。

ウスパキの食草 :

Oorydalis.sp.青 い花を咲

かせて群生する。湿地を好む

ようである。

ウスバキチヨウの幼虫 (恐 らく3齢):半月状の食痕力{見える。歩行は速い。私と共に東

京まで運ばれ、客死した。深く哀悼の意を表したい。

(6月 28日 KonO Hill辻 元 撮影)
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<善戦空しく>

結果から述べれば、この作戦は完全なる敗北に終わつた。単なる長距離 ドライヴに終始

してしまったのである。日標であつたDempster Highwayは 、確かに環境としては中々良さ

そうなツンドラが広がっていた。しかし、どうも季節が早すぎたようだつた。天気もいま

いちで、まつたく蝶など見なかった。山々の眺めは実に雄大ではあつたが。諦め切れない

辻氏は、やはりKenoし かない、裏切つたりしてゴメンネ.… とばかりに、古巣に戻ること

を主張した。こちらとしてもあまり気は進まないが、さりとてここに留まるだけの理由も

見付からない。そんなわけで、Kenoに すごすご戻ることになつた。MayoのBedrock Motel

に舞い戻り、Check inを済ませた後、晴れていたので近くの適当な林道へ行つてみる。乾

燥した場所で、あまり蝶影は濃くなかつた。ミヤマシジミのようなブルーが出始めで、何

とか採集できたのでほんの少しだけ腹の虫も納まった。やはり乾燥した場所には蝶はいな

い。これは北米での採集から得た貴重な教訓であつた。蝶が多いのは、湿地のような場所

であることがほとんどなのである。とてつもなく広く見える森林も、蝶が本当に多いのは

川沿いの開けた場所だけなのである。

<運命の朝>
かの有名な小岩屋 敏氏 (ペンネームは『大岩 鈍』)の採集記に『西安の夢』という稀

に見る傑作がある。内容、構成、ユーモアそして何よりもその果れるような壮絶な実体験

が描かれており、絶賛し驚嘆するものである。その中に、中国の車事情についてのこんな

記述がある。

.… このレベルだと、故障やパンクは当たり前。ガソリンタンクに穴があいていて、リッ

ター1キ ロしか走らず、超ビンポーな砂金掘リトラクターから少しずつガソリン恵んでもらつて

下山した (1988年 チベットの4700m地 点で)と か、底板が腐つて運転席の下に積んであるパッ

テリーが沈下し地面と衝突した (1993年 imperatrixの 原産地オーラン・プーラックに行く途中

の3500m地点で)と か、1時間に2回パンクしたあげく、 トランス ミッシ ョンが折れて、心

臓は元気なのに脳死した (1989年青海の3600m地点で)と か、致命的な大故障が起つて予定が

全部パアになつてしまつた。

[も つとも中国製だと新車でもアテにはならない。和光の使つた新車『白鹿』は、チベット高

原上で、エ ンジン全体が焼 き切れ て地面に落ちた。 これはエンジンが鋳物製のためで

ある。和光の旅は、無論そこで終わつた] (『TSU― I― SO』 781/782号 より)

この旅の間、辻氏と共に、暇さえあれば虫屋の凄さについて議論していた。そのたびに

よくこうした超A級の虫屋の壮絶極まりない実話を引用しては、 「まだまだぼくらは甘い
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っすね」などと言い合っていたのだつた。もつとも、傍から見たら、研究を放 り出してカ

ナダのこんな辺境まで蝶採 りに来た大学助教授 と、入つたばかりの大学をサボつてわざわ

ざ海を越えて、日本人なら恐らく誰も知らないようなこんなところまで蝶採 りに来ている

大学生のコンビなど、それだけでもうどうしようもない気もするのだが。まあいいか、深

く考えないことにしよう。 とにかく、そ うして 「まだまだ甘い」と思つていた我々が、小

岩屋氏の域まで一歩近づいてしまうような瞳目すべき出来事が起つたのだつた。

その日の朝、MayOの Bedrock Motelを 出た我々の車は、再びKeno Hlllへ と向かつてい

た。快調に飛ばし、途中で辻氏が小用を足 しに車を停めた。このSilver Trailと いう街道

は、一 日に対向車なんて3台位 しか来ない道である。ただこの時は、めず らしいことにや

たら遅く走つていた先行車があつた。人口10人、とガイ ドブックに記載されている、荒野

に二本毛が生えた程度のElsaと いう集落の少 し先でその事故は起つた。すぐに先ほどの先

行車に追いついてしまつたのだが、その時先行車は、左右のウインカーを交互に点滅させ、

抜いてくれという意思表示をした。そこでこちらが正に追い抜こうとした時、あろうこと

か前方からPick― Upと いうトラックがやつてきてしまつた。 「ああ、こりゃあ間に合わん

わ」 ブレーキを踏んだものの、砂利道の上ではあまり効かず、そのまま衝突 してしまっ

た。衝撃が身体を貫き、火薬の臭いが した。一瞬気が遠くなつた気が して、首に疼痛を覚

えたものだから「ああ、これでおしまいか。頚動脈を切つたようだ、グッドバイ」と早と

ちりしてしまつたが、一向に気が遠くなりそうも無い。辻氏は眼鏡が飛んでしまつていた

が、 「大丈夫か ?」 と尋ねてきた。 「ええ。 とりあえず出ましょう」と答えて、外に出る。

首の疼痛は、シー トベル トをしていたため、摩擦熱で一種の火傷のような状態になつたた

めであつた。血はまつたく出ていない。ちなみに火薬臭がしたのは、どうや らエアバ ッグ

が一瞬で膨 らむ時に、火薬を使 うからだとい う説を後で聞いた。Pick―Upの運転手が出て

きて、何やら文句を垂れている。こちらはまず、先行車の運転手のジイサンに、 「追い抜

きの意思表示をしただろう?」 と聞いてみた。その ドライバーはどうや ら停まろうとして

いたらしい。全くついてない。ゴタゴタに巻き込まれたくないからか、先行車はサッサと

行つてしまつた。小太 りで愛敬のある顔をしたPick―Upの運転手は、近くにいるとい う彼

の上役を呼びに、どこかへ消えた。程無くして、サングラスを掛けて迫力のある男が車を

転がしてやつてきた。辻氏からレンタカー会社の電話番号などを聞き取つて手帳に写 し、

警察を呼びに行くと言い残 して、Pick― Upの運転手共々、Mayoま で行つて しまつた。かく

して事故の加害者でもあり被害者でもある我々二人が現場に残された。Keno Hillど ころ

の話 じゃない。ひとまず二人で雑談をしたり、写真を撮ったり、暇をつぶす。たまに通 り

かかる車から奇異の視線を浴びて、かなり恥ずかしい。やがてMayoか らRo C.M.P.の車とシ

ョベルカーが到着 し、実況検分が行なわれた。担当した警察官は、何と2日 前に会つたあ

のマッチョなオヤジであった。 しかも子供連れである。呑気なものだ。用紙に状況を記入
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し、渡す。果れたことに、警察官はPick―Upの運転手に、免許証を見せるように言つたの

だが、運転手は 「家にある」と答えたのである。一体どうなつているんだろ?あ げくの

果てには、みんなで事故現場に並んで、記念撮影までしてしまつた。いやはや。ショベル

カーは我々の車を運び去ってしまい、やがてほんの少 し凹んだだけのPick― Upも 走り去 り、

現場には割れたライ トの破片とラジエーターの冷却水の漏れた跡が残るだけとなつた。

現場にて :一 日に対向車が 3台 しか来ない原野の道で、何故正面衝突事故が発生 したのか

は20世紀最大の謎とされている (はずがない)。 果然とする辻氏。吹っ飛んだヘッドラン

プが切ない。 (6月 30日 S‖ ver Tral!の Elsa― Kenoに て)

R.C.M.P.の車で、Mayoま で送つてもらつた。足を奪われた我々はもはや どうしようもない。

しかも荷物も車の中に置き去 りになつているのだ。途方に暮れるとは、正にこういう状況

を指すのだろうなあ。 レンタカー会社に連絡を取つたというので、それだけを頼 りにして、

この寒村でひたす ら待つことになつた。間の悪いことに今 日は休 日であり、店も全て閉店

してしまつている。昼飯も無く、ひたすら午後まで待ち続けたが、まつたく来る気配も無

い。時間潰 しに、小さな郷土博物館である “Binet House"と いう建物に行き、 しばらく

中を観て回る。ここには無料のコーヒーサービスがあるので、ここぞとばか りに飲みまく

った。ポツポツと観光客がやつてくるが、30分 もするとすぐに去ってゆく。 ところが薄汚

い東洋人の二人連れは、いつまで経ってもそこらへんをウロウロしている。館員の老婦人

が不審がつたのも、無理からぬ所だつた。 とうとう夕方になってしまい、我々はその館員

に事情を打ち明けてみた。すると大いに同情 してくれ、すぐに自宅の旦那さんに連絡を取

19

:儡

凸



ってくれ、ともかくも荷物を回収 しに連れていつてくれることになつた。辻氏が同行 し、

こちらは一績の望みを託 してMayoで迎えを待つことにした。老婦人はリンゴを一つぼくに

渡 してくれ、自分はあなたたちの食事を作 りに自宅へ帰ると言つて、去っていた。閉館さ

れて、もう誰も居ない博物館の階段に腰掛けて、リンゴを頬張 りながら、どこまでも広い

空を眺めていた。ユーコンでは、とにかく空が大きかつた。空を見ていると、 「ま、いい

か。何とかなるさ」という気分になつてくる。 しばらくすると、老婦人が包みを持つて戻

つてきた。厚くお礼を述べて、家に戻つてゆく姿にお辞儀をした。包みの中にはオレンジ

が 2個、ロース トビーフのサン ドイッチが 4つ入つていた。辻氏が来る前に思わずサン ド

イッチをひとつ食べて しまつたが、涙が出るほど美味 しく感 じた。この0'Neiee夫妻 との

出会いは忘れがたい。やがて辻氏も戻つてきて、無事荷物も回収できた。 この晩は野宿も

やむなし、と覚悟を決めていたが、North Star Motelと い うMotelに空室があつたので、

泊まることにした。ベ ッドに倒れ込むと、今 日一日の疲労が一気に押 し寄せて、眠 りに落

ちてしまつた。

<脱出なるか.… ?>

翌朝、朝食のラーメンを食つた後、まずはレンタカー会社に連絡である。 しか し担当者

が不在だから 1時間後に掛け直 してくれ。_と か何 とか言われたらしい。不運なことに、

今 日は “Canada Day"と いう祝 日なのである。明 日にはWhitehorseま で帰 らなければな

らないのに、一体どうなるんだろう。不安を隠せないが、かといつてすることもない。今

日の祝賀行事なのだろうか、子供たちが色とりどりの自転車で集まつてきて、レースが行

われるらしい。我々の居たMotelはGovernment Buildingに 隣接 してお り、その前の広場

にみんな集合 してきていた。集まつてきた子供達の中には、昨日事故の実況検分について

きていた男の子が、親父さんの警察官の制服を模 した衣装を着ていたりして、ほのぼのし

た気分になつた。やがてレースが始まり、みんなゆつくりと広場を後にしていつた。 こち

らは部屋に戻つて、昼飯の準備をする。ざるそばを作つて、コーヒーカップにツユを注ぎ、

辻氏とともにむさば り食 う。嬉 しいことに、Motelの主人がWhitehorseに行くバスが今 日

あることを教えてくれた。もうレンタカーなんぞ待つてはおれん。そのバスは 5時30分 に

Mayoを 出るという。よし、脱出できそうだ。後は待てばいい。待つことにはもう慣れた。

余っていたサラミを切 り、 “Extra 01d"と い うビールを立て続けに 3缶ほど空け、幸せ

な気分に浸つていた。Motelの前の階段に腰掛けて、ボーッとしていたら、数 日前にKeno

で会つた男に再会 した。彼も同じMotelに 泊まつていたらしい。その男は、身長190cm以上、

白い髭と優 しそ うな目を持つアーネス ト・ヘ ミングウェーのような渋い男である。 「おま

えさん方の車はどうしたんだい ?」 と聞いてきたので、 「ポシャリましただ」と答える。

彼はこれからKenoに Canada Dayを 祝いに行 くらしい。 「Mike(“ Keno Snack Bar"の主
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人)や他のみんなによろしく伝えてくだされ」と言つて、別れる。 どうせあのMining

Museumの狸親父も来ているだろう。あいつに笑われると思うと実にくやしい。

5時20分を過ぎてもバスの来る気配はない。突如、赤色のPick― Upがやつてきて、Motcl

の前に停まつた。辻氏と共に「まさかあれじゃないよな」と言い合つていたのだが、運転

手のマハ トマ・ガンジーのような禿げオヤジが、 「バスを待つとるのはお前さんたち

か ?」 と聞いてきた。辻氏と共に呆れてしまつたが、荷物を積み込み金を払 う。いつたん

町外れで5時30分まで待つて、出発した。とうとうMayoと もおさらばである。初めて辻氏

からの手紙でこの寒村の名を聞いた時は、果てしない遠くの地のように感 じたものだつた

が、今は何かとても親 しげな地のように思えてならなかつた。再び来ることはあるのだろ

うか。曇天の寒村の風景を見や りながら、ほんの少し感傷的な気分になつた。いつのまに

か眠つてしまい、起きるとStewart crossingだ った。どうやらここでグレイハウンドのバ

スに乗り換えるらしい。そりゃそうだ。まさかこんなオンボロPick― Upで Whitehorseま で

戻るとは思えん。 6時30分に、観光客と思われるジイサン、バアサンを乗せたバスは、一

路Whitehorseへ 向けて南下を開始 した。ひどい雨の中、 4時間掛けて無事にWhitehorse

に着いた。バス停にはレンタカー会社の担当者が居て、ひとまず代車を貸してくれること

になつた。いやはや疲れた。空港のはす向かいにあるMotelに何とかもぐりこみ、空腹を

感 じたのでフロントで場所を聞いて、午前4時まで営業しているという中華料理店まで出

掛ける。辻氏と共に、Yukon最後の夜を楽しんだ。料理も中々美味であり、ビールも3本

飲んですっかり満足した。食後にもらつたFortune Clamを割ると、「コレカラハオ前ノ親

切ガオ前ヲ成功ヘ ト導クデアロウ」という趣旨の御託宣が記されていた。やはり、山の動

物には慈愛をもつて臨まなければ.… まかり間違つても石を投げつけるような真似はすま

い、と心に深く誓つた。

<エ ピローグ>
翌朝、Whitehorseか らVancOuverへ戻り、そこで辻氏と別れて無事に帰国した。成田の

税関では、無精髭を生や し大きなザックを背負つたぼくはやはり係官に不審の念を抱かせ

た。 「きみきみ、ピス トルとか麻薬とか、危ないものは持つてないよね ?」 と問かれてし

まつた。 「持つてませんよ (『持ってます』って言う奴がおるか !)」 と答える。 「それ

じゃ、他に持ち込んじゃいけないものは ?」 「持つてませんや (ヤバイ、ウスバキの幼虫

がザックに入つている。…)」 まあ何とか見つからずに逃げることができた。そう、あの

ウスバキの幼虫は生きていたのである。Dempster Highwayを 往復し、あろうことか衝突事

故にも巻き込まれ、あげくのはてには 9時間の空の旅を終えて異国の地を踏んだ (?)、

それでも生きていたのである。早速、飼育の大家である油井氏に預けようとした。 しかし、

油井氏はぼくと入れ違いにモンゴルに旅立ってしまつた。仕方が無いので、ぼくがしばら

，

″



く飼 うことになつた。園芸店を駆けず り回 り、大枚5000円 も投資 してコマクサを買つてき

たにもかかわらず、あつけなくウスバキの幼虫は昇天あそばされてしまつた。そ して東京

の暑さにコマクサは枯れ果てた。

久 しぶ りに大学に戻つて、東京の家と人と車の多さに閉日していたら、Californiaに戻

つた辻氏からE―mailが 届いた。 「先 日、家族と一緒にヨセミテ国立公園に行きました。家

族の目を盗んで、 1時間ほどネ ットを振 り、Parnassius clodiusを 20頭 ほどシバきまし

た。…」 それを見た時、辻氏のガッツに驚嘆 し、賛辞の言葉を送ろうと思つたのだが、正

直な身体はやつぱり「家族サービスに集中してください」とキーを叩いてしまつたのであ

った。

かくして、ユーコンにウスバキを求めた旅は幕を閉じたのであつた。今でも、ふとした

折に、ユーコンの風景が明滅することがある。広漠たる大森林、神秘的な湖沼群、どこま

でも広い空。また、行きたい気がしてならない。 しかし、辻氏が密かに次はイン ドのパル

を狙つているらしいことを書き添えて、この長い採集記を締めくくりたい。

イン ド.… !?  あのイン ドか….????つ

ついに昆虫浪人か !?

(SAITO,Motoki 〒180東京都武蔵野市中町2-16-1-601)

我らウスバキ探索隊 :狸親父に撮つてもらつたのだが、ヤツは根性がね じ曲がつているせ

いか、写真もこのとおり曲がつてしまった。やはり本性は隠せないものである。
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世田谷区の夜の公園などで採集した甲虫類
沢田 和宏

筆者は1994年の夏に、世田谷区内の公園、寺や神社などの境内、住宅地に隣接する雑木

林などHヶ所で、夜間、甲虫類の採集を試みたので、その結果を簡単に報告 してみたい。

調査は夜間、懐中電灯で外灯下の地面や樹木などを照らして、外灯に集来 したもの、樹

木の表面に現われたものなどを採集 して行なつた。

報告に先立ち、ォサムシ類など多くの種の同定をお願いした大田区の和泉 敦夫氏に厚

くお礼申し上げる。なお採集データは初出で町名 (施設名)、 採集 日を全記 し、 2度 目か

らは町名だけを記 した。採集年度はすべて1994年なので略 した。

1.ア オオサムシ 2頭  13-Ⅷ 砧公園 ;1頭
2.オオアオモ リヒラタゴミムシ 1頭  17-Ⅷ
3.ニ セマルガタゴミムシ 1頭 砧公園

4.マ ルガタゴミムシ 1頭 砧公園

5.ホ シボシゴミムシ 1頭 砧公園

6.ケ ウスゴムクムシ 5頭 砧公園

7.ウ スアカクロゴモクムシ 1頭 砧公園

8.ニセクロゴモクムシ 2頭 砧公園

9.ト ゲアシゴモクムシ 1頭 等々力

10.ア カアシマルガタゴモクムシ 2頭 砧公園

H.ク ビナガゴモクムシ 2頭 砧公園

12.イ ツホシマメゴモクムシ 2頭 砧公園 ;1
13.コ ガシラアオゴミムシ 2頭 等々力

14.ア トワアオゴミムシ 3頭 砧公園

15.コ ア トワアオゴミムシ 1頭 砧公園

16-Ⅷ 粕谷 (芦花恒春園)

等々力 (渓谷)

;1頭 等々力

頭 粕谷

※以上15種のオサムシ科甲虫はすべて外灯に集来したものである。

16.コ エンマムシ 2頭 砧公園 (腐ったキノコから得た)

17.オオヒラタシデムシ 3頭 砧公園

18.オオ ドウガネコガシラハネカクシ 1頭 砧公園

19.ヘ リアカバコガシラハネカクシ 1頭 砧公園

20.ノ コギリクワガタ 1頭 等々力

21.コ クワガタ 1頭 砧公園 ;2頭 等々力

※クフガタ2種はクヌギ、カシの樹液から採集 した。
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22.セ ンチコガネ 2頭 砧公園 (外灯下)

23.ツ ヤエンマコガネ 1頭 砧公園

24.コ フキコガネ 1頭 等々力

25.オオクロコガネ 1頭 砧公園

26.ヒ メコガネ 1頭 砧公園 ;1頭 等々力

27.サ ビキコリ 2頭 砧公園

28.ク リイロデオキスイ 1頭 等々力

29.コ ゲチャセマルケシキスイ 1頭 砧公園

30.モ ンチビヒラタケシキスイ 多数 砧公園 ;多数 等々力

31.ナ ミモンコケシキスイ 多数 砧公園

32.ヨ ツボシケシキスイ 5頭 砧公園

※ケシキスイ 5種はクヌギ、カシの樹液から採集。

33.ヨ ツボシオオキスイ 1頭 砧公園

34.ヒ メオビオオキノコ 1頭 砧公園

35.ヒ メアカホシテントウムシ 1頭 砧公園

36.テ ントウムシ 1頭 砧公園

37.ミ ツノゴミムシダマシ 1頭 砧公園

38.コ マルキマワリ 4頭 砧公園 ;1頭 等々力 (玉り|1神社)

39.ク ロツヤキマワリ 1頭  4-Ⅷ 桜丘 (神社);1頭  5-Ⅷ 上用賀 (雑木林)

;2頭  8-Ⅷ 代田 (羽根木公園);1頭  9-Ⅷ  豪徳寺

(世田谷城址公園);1頭  9-Ⅷ  宮坂 (世 田谷人幡神社);

多数 砧公園

40.セ スジナガキマワリ 1頭 上用賀 ;2頭 代田 ;1頭  18-Ⅷ 大蔵 (雑木林)

※上記 3種は色々な広葉樹の表面を這つているものを採集した。

41.ヒ ゲプ トハムシダマシ 1頭 砧公園

42.オ オクチキムシ 1頭 等々力

43。 キノコヒゲナガゾウムシ 1頭 砧公園

以上の通り、今回採集された甲虫は15科 43種に及んでいて、住宅地の中に点在する小さ

な緑の空間にも意外に多くの甲虫類が棲息していることを改めて確認することができた。

(SAWADA,Kazuhiro 〒158東京都世田谷区上用賀6-32-5)
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沖縄の記録
塩 田 忠利

1996年 7月 18日 午後 1時頃、私は那覇空港に降り立った。

外に出ると、むわつとした熱気が襲いかかってくる。

だが私はひるまず前進を続ける。

バスに揺られながら、ぼ―つと外を見る。15分ほど那覇の市街地をのろのろ走った後、

バスは突然、ワープを始めたかのようにすいすい走りだした。時々停留所にとまる以外、

バスはひたすら走り続ける。それからどれほど経つたのだろうか。ふと気がつくとバスは

どこかの停留所にとまつていた。ガラス越しに黒い影がひらひらと舞う。一瞬バスから降

りて捕まえようかとも思つた。だが、頭は正常に働いたため、思いとどまることができた。

そうこうしているうちに、バスは久良波 (く らは)に着き、まぶしい太陽の下ついに大地

に降り立った。さてと、これから7日 間お世話になる真栄田岬Y.H.は、久良波下車徒歩10

分。ここまで来ればもう安心だ。もう迷 うことはないだろう。さて、行くか。一息ついた

所で荷物を背負い直し、行く方向を見る。そして、一歩一歩歩き出した。いや、そのつも

りだつたが、私の全神経は、くりくりとした日玉を持つた青い物体に注がれていたのだ。

次の瞬間私は稲妻のように荷物を下ろし、三種の神器のひとつである「ネット」を持ち出

し振 り下ろした。 「パサ」という音がしたその瞬間ネットの中で青い影が盗いた。 「アオ

タテハモ ドキだ !!」 私は心の中で叫んでいた。その興奮も醒めないうちに、次の獲物

がやつてきた。 「シロチョウだっ」と思いつつ、確実に網を振 り、捕まえる。そこでは他

に、ツマグロヒョウモン、タテハモ ドキを採つた。だが、その場所は、東京の街角にでも

あるような花壇なのだ。そこへ次から次へと飛んでくる光景は、忘れられない。

Y.H.に荷物を下ろした後、Y.H.の裏の林道へ行く。アオスジアゲハ、シロオビアゲハ、

キチョウが、真つ先に目に飛び込んでくる。それらをしつかりと捕まえた後、いよいよ林

道に入る。ヒカゲチョウ類が好みそうな環境だが、なにもいない。だが、なにかの実が落

ちていて甘酸つぱい匂いがした。なんだか嬉しい。その後 3、 4分ほど歩くと、開けたと

ころがあり、そこでリュウキュウミスジを捕まえる。さらに、悠々と飛んでいたジャコウ

アゲハを10メ ー トルほど走つて捕まえた。この蝶は、高尾自然科学博物館前でかなり破損

している個体を採つたことがあるだけだつたので、不思議な気持ちがした。 しかも、かな

り綺麗だ。羽化したてのようだった。ナガサキアゲハもかなり多かった。また、シジミチ

ョウで、全体的に自いのが、地上 2～ 3mの所をテリトリーを張る感 じで飛んでいたが、

採れなくて残念だつた。その後Y.H.裏 で、キノボリトカゲを捕まえた。とても綺麗な模様

だった。
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夜 9時、作戦A開始。昼に設置しておいたMITSU(糖蜜)ト ラップを見に行く。懐中電

灯片手に暗闇の中を歩く。蟻だ。ヤ ドカリだ。そして、サビカミキリの一種、 3～ 4111mの

カミキリ。数少ない電灯の下には、ゴマダラカミキリがいた。あしたからも楽しみだ。

<本 日の成果> 沖縄県恩納村真栄田岬  18-Ⅶ -1996

シロオビアゲハ 3頭 (鮮度まちまち ;多数日撃) ジャコウアゲハ  1頭 (鮮度まあ

まあ :本個体のみ) ナガサキアゲハ 2頭 (ち よつとボロ ;5～ 6頭 目撃) ウスキ

シロチョウ 1頭 (鮮度よし ;5～ 6頭 目撃) キチ ョウ 3頭 (ス レ ;5～ 6頭 日

撃) モンシロチョウ 1頭 (ボ ロ ;本個体のみ) ウラナミシジミ 3頭 (新鮮 ;多

数日撃) ヤマ トシジミ 7頭 (新鮮 ;多数日撃)ア オタテハモ ドキ 4頭 (鮮度まち

まち ;多数日撃) タテハモ ドキ 1頭 (鮮度よし ;本個体のみ) ツマグロヒョウモン

7頭 (鮮度まちまち ;シ ロオビアゲハより多い) リュウキュウコミスジ 2頭 (鮮度

よし ;3～ 4頭 目撃)

1996年 7月 19日  いい天気

この日はダイビングの講習を受けてから外に出た。

午後 3時から採 り始めたというのに、蝶の姿はいたるところにある。昨日のバス停まで

行つて今日もアオタテハモ ドキあたりを採ろうとして、花壇のところまで行つたが、花ま

で刈り取られていた。 「何も花まで…・」とも思つたが、そこらを歩くことにした。 「そ

ういえば今日は終業式だつたんだ」などと思いつつ周囲に気を配る。ふとちらちら飛ぶも

のに目をやるとナガサキアゲハの♀。図鑑を見て憧れていたあれだ。 lmほ どの石垣を登

り、ゆつくり近寄る。花の蜜を吸いにきたらしい。だが、そんなことは ドウデモイイ。採

れたのだから。だが、♀を見たのはこの時だけ。警戒されたか?? オオゴマダラが20m

ほど離れている所で飛んでいるのが見えた。追いかけて、難無く捕まえた。まず思つたこ

とは、標本箱の場所をとるだろうということだつた。あまり、綺麗とは思わながつた。そ

んな理由もあつて、4ヶ 月経つた今も三角紙の中だ。昨日の林道に行く。実の落ちていた

ところでちらつと何かが動く。近づくがどこにいるか分からない。木を蹴つてみる。パッ

と茶色い影が飛ぶ。木の間に逃げられた。 しかし、逃がさん ! と追う。ボロいが、第 1

号だ。三角紙に入れる。このウスイロコノマチョウは、裏が好きだ。この日もウラナミシ

ジミを少し採 り、Y.H.に 戻る。Y.H。 前で、青い蝶がゆつくり飛んでいた。網を広げ、追い

つつ振る。何度も。だんだん上に飛んでいきそうになるが、なんとか捕まえる。嬉しくな

ったので、もう一度林道へ行く。もう日は射 していない。が、さつきのリュウキュウアサ

ギマダラよりゆつくり木の間を降りてきた蝶がいた。採つてみると、紫が綺麗な蝶だ。

この日の夜の外出は、「ハブ」の一言で禁止となつた。
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<今 日の成果> 沖縄県恩納村真栄田岬  19-Ⅶ -1996

アオスジアゲハ  1頭 (鮮度よし ;2～ 3頭 目撃) シロオビアゲハ  1頭 (鮮度よ

し ;多数日撃) ジャコウアゲハ  1頭 (鮮度よし ;本個体のみ) ナガサキアゲハ

1頭 (鮮度よし ;5～ 6頭 目撃) キチョウ 1頭 (ス レあり;2～ 3頭 目撃) ウラ

ナミシジミ 2頭 (鮮度よし;多数日撃) オオゴマダラ 1頭 (破けあり ;本個体の

み) ツマムラサキマダラ 2頭 (破けあり ;2～ 3頭 目撃) リュウキュウアサギマ

ダラ 1頭 (破けあり;本個体のみ) ツマグロヒョウモン 5頭 (鮮度まちまち ;多

数日撃) ウスイロコノマチョウ 1頭 (ボ ロ ;2頭 目撃)

1996年 7月 20日  またまたいい天気

この日は、朝食を食べてからバス停に行つた。朝の道路はすいていて時刻表より10分程

はやくバスが来た。そのバスに乗り込み、 1時間後名護城 (なんぐすく)前の駅で降りる。

時計を見ると10時。普段の蝶採 りに比べるとかなり遅いが、体調を崩 しても仕方ないし。…

とにかく名護城に行く。工事中の所が多かった。なんでも、公園化するらしい。このまま

が良いと思いつつ坂を登る。全体として小さい山ほどの高さがあつた。本が生い茂 り良い

感 じだ。だが、蝶はあまりいない。本が光を遮つているからだろう。ただ、たまにウスイ

ロコノマチョウが、陰から飛び出す。東京でいうナミヒカゲのような存在だ。蝶がいなく

て、飽きてきたので、舗装された道路を進む。 しばらくすると車よけの柵があつたのでそ

の中の道を行く。太陽がガンガン照りつける。白つぱい素早い蝶がたいていペアで降りて

きてはまた上に上がっていく。何かは分からない。前方に長さ100m程の橋が見えたので、

行こうとしたらまた降りてきたので捕まえた。かなリボロいが、イシガケチョウだ。橋に

行く途中でオキナワカラスアゲハも捕まえたが、これもボロ。でも、うれ しい。橋の長さ

は、40～50mぐ らい。下には川もある。白つぱい蝶もたくさん飛んでいる。ちなみに、足

元にタイルのコノハチョウの絵があつた。ほしい。ほしい。ほしい。見てもいない。さみ

しい。さみしい。さみしい。今回一番欲 しかつたのは、コノハチョウだつた。さて、橋を

わたり、広場でアオスジアゲハやカバマダラを採 り、暑いので、橋の手前にあつた屋根付

きベンチに座る。しばらくしてから橋の下をぼ―つと眺める。ちらつとオレンジ色が見え

たような気がした。錯覚かとも思つたが 3～ 4ヶ所でちらちら見える。まさか ! と目を

こらして見ると下の川に行くのもいる。下に行けそうな道をさつき見つけたので、そこを

降りる。降りるまでに5分ほど掛かつた。川といつても水がちょろちょろ流れているだけ。

でもそこには私の大好きなハンミョウがたくさんいた。めちゃくちゃ嬉 しい、見回すだけ

で20匹はいる。さらに歓喜している私の頭上を、ツマベニチョウが飛び去った。見ている

と、 5分に 1頭の割合で、上空から川の場所へ飛んでくる。そこを狙いGET!!! 他にもイ

シガケチョウが独特の止まりかたで吸水していたり、モンキアゲハ、ナガサキアゲハを捕
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まえたり、その場所はとても良かつた。そこでの成果に満足 し、長い階段を登 り、さつき

のベンチで休んでいると、黒い影=ル リタテハが円を描きながら飛んできた。何度も旋回

している。旋回していた理由は今でも分からないままだが、この時はゾクッときた。あの

瑠璃色の線が羽ばたくのだ。 しか しチャンスは一度きり。失敗 したら逃げられてしまう。

ちょうどすぐ近くに来た瞬間に網を振る。力強い羽音が網の中で聞こえる。比較的綺麗だ。

嬉 しくなり、もう一度階段を降 りる。すると、またもやル リタテハがいるではないか。だ

が、さつきほどうまくは採れなかつた。 4、 5回でやつと採れたが、破け方が凄まじいの

だ。 しか し、私の大好きなタテハ系であり、大好きな蝶ナンバー 3に入るほどの実力の持

主だつたため、ありがたくいただいておきました。この日はとても満足なまま眠 りに入つ

た。次の日のNO G00Dな出来事も知らずに。

<今 日の成果> 沖縄県名護市名護城跡  20-Ⅶ -1996

アオスジアゲハ  2頭 (鮮度よし ;5～ 6頭 目撃) オキナワカラスアゲハ  1頭 (ボ

ロボロ ;本個体のみ) ナガサキアグハ  3頭 (ス レあり ;5～ 6頭 日撃) モンキア

ゲハ (鮮度まちまち ;4～ 5頭 目撃) ツマベニチ ョウ 3頭 (少 しス レあ り ;多数 日

撃) ウスキシロチ ョウ 1頭 (鮮度よし ;多数 日撃) カバマダラ 2頭 (鮮度よ

し ;2頭 目撃) リュウキュウアサギマダラ 1頭 (ス レあり ;1頭 目撃) ツマムラ

サキマダラ 3頭 (ス レあり ;多数 日撃) イシガケチ ョウ 5頭 (鮮度まちまち ;多

数 日撃) ツマグロヒョウモン 1頭 (鮮度よし ;5～ 6頭 目撃) リュウキュウコミ

スジ 1頭 (鮮度よし ;3～ 4頭 目撃)ル リタテハ  2頭 (ス レとボロ ;2頭 目撃)

1996年 7月 21日  私の心とは裏腹に晴天

沖縄には電車がない。代わりにバスがある。沖縄全体で78路線あり、さらに 4つのバス

会社がカバー している。そのため便利である。ただ車なので時間が正確でない。それは当

た り前だ。 しかし.… … .

今 日は伊豆味 (いずみ)へ行く予定だ。昨 日と同じバスで昨 日より5駅先の名護ター ミ

ナルに行き、そこから乗 り換える。伊豆味にはパイナップル畑があり、念願のコノハチ ョ

ウがいるらしい。すごく楽 しみだつた。名護ターミナルに着いて、時刻表を見た。

「は ?」 何とバスは 1時間前に出ていた。さらに次のバスは90分後。 しばらく考える。

{90分後に行くとして、Y.H。 には 6時に帰る。 とするとここには 5時前か。ん ?}2時 、

7時。 7時では遅すぎる。 2時は早すぎる。仕方なく諦めた。昨日の所でもう一度採集す

ることにした。バスで戻る。

Y.H.で朝ごはんを食べずにきたらよかつたとも思つたが、そうしてもバスター ミナルま

でのバスが無いのだ。残念。無念。もう一歩だったのに。でも、大学に入つたら毎週でも
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かこれるさ、と思い自分を慰める。今思えば、 1時間でも2時間でも行けばよかつたかも

しれないとも思 うが、悔やんでも仕方がない。

さて、昨日の所まで来たものの、やる気がおきん。だらだら歩く。蝶を採つても感動が

ない。ぼ―つと車道を歩いていたら、ツマベニチョウかなにかが頭の上 3～ 4メ ー トルの

所を飛んでいる。そういうことが 2、 3回あつて、採る意欲が湧いてきたため、上を見る

と紅くない。本に止まつたのでよく見ると、フタオチョウだ。コノハチョウの次ぐらいに

欲 しいと思つていたヤツだ。 しかし、高すぎる。そのうち飛んでいって しまつた。でも、

少 しは気分が明るくなつた。その後、タマムシの一種を2頭採 り、昨日の川の所でツマベ

ニチョウやオキナワカラス、モンキアゲハ、イシガケチョウさらに駄 目押 しのハンミョウ

を採つたあと、階段の上のベンチに座 り1時間ほどボーッとしてから、ゆつくりY.H.に 戻

つた。昨日より疲れた。ふ―。

<今 日の成果> 沖縄県名護市名護城  21-Ⅶ -1996

アオスジアゲハ  1頭 (鮮度よし ;3～ 4頭 目撃) オキナワカラスアゲハ  1頭 (ボ

ロ ;本個体のみ) モンキアゲハ  1頭 (鮮度よし ;3～ 4頭 目撃) ジャコウアゲハ

1頭 (ス レあり ;本個体のみ) ウスキシロチ ョウ 2頭 (鮮度よし ;多数 日撃)

キチ ョウ 1頭 (鮮度よし ;2～ 3頭 目撃) ツマベニチ ョウ 2頭 (鮮度よし ,多数

日撃) ヤマ トシジミ 3頭 (鮮度よし ;多数 日撃) イシガケチ ョウ 2頭 (鮮度よ

し ;多数 日撃)リ ュウキュウアサギマダラ 1頭 (破れあり ;本個体のみ)

《追記》

この後、 3日 間スキューバダイビングをや りました。そのため採集はできませんで した

が、 1回だけオキナワビロー ドセセ リを見ました。白い帯が印象的でした。

とにかく、沖縄は暑く、蝶が多く、海がきれいでいいところでした。ただ、高い所を飛

ぶ蝶が多かつたので、少 し採 り難かつたです。また採集旅行は初めてだったので、三角紙

の数を考えずに持つて行つたので途中で足 りなくなり、苦労 しました。 しか しとても素晴

らしい 1週間で した。近いうちにまた行く予定です。 (2年以内)

(SHIODA,Tadatoshi 〒170東京都豊島区北大塚 1-2-9)
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1993年度蝶類採集 (観察)報告
1                                    指田 春喜

これまで筆者は、1988年度より毎年この採集 (観察)報告を行つてきた。多少なりとも会

1  員諸氏の参考になればと思い、やや遅れ気味ではあるが、引き続き1993年度分を報告する。

・石川県金沢市平栗地区 Apr.,3,1993

ギフチョウ 数頭 (目 撃)

この数日天気は概ね晴れ、気温やや高し。やはり暖冬のせいかギフの発生は早く、保護

‐
 柵内を飛ぶ個体が散見された。

小松市内では3月 20日 には発生していた (蝶談会・松井 正人氏の私信)。

・福井県福井市大安寺 Apr.,4,1993

-日 中くもり。気温低く、ギフは飛ばず。金津方面でも同様。

・石川県金沢市二俣周辺 Apr.,6,1993

ギフチョウ 2 ex(目 撃)

午後より晴れ間が出るも気温低い。二俣～富山県福光にかけてはこの目撃個体のみ。ま

だ発生の初期か、 1週間後ぐらいがbestか ?道路脇の日陰にはまだ僅かに雪が残つ

ていた。フキノトウが10cm程 しか伸びておらず、市内より明らかに春は遅い。

.  ・福井県福井市大安寺キャンプ場付近 Apr.,11,1993

1   くもリー時ノlヽ 雨。大安寺より清水町～織田町～宮崎村と回るが、天候はどうにもならず、

ギフはまつたく飛ばず。 う―ん、残念 !

・石川県金沢市二俣～富山県福光町三軒茶屋 Apr.,14,1993

ギフチョウ 3 ex(目 撃)

やっと寒気団が去り、日中は平年近くの気温となる。最高気温は13℃ ぐらいか。しかし、

午後から曇 りとなり、やがて雨となる。

・石川県金沢市二俣～富山県福光町三軒茶屋 Apr.,14,1993

ギフチョウ 15ex(目 撃)

久しぶりにほぼ一日中晴、気温は16℃ まで上がる。 1♀ (ボ ロ)が湿つた上の上で翅を

1  広げて日光浴をしていた。上記の目撃個体がどれもかなり新鮮であつたところから判断す

ると、 1♀ (ボ ロ)は気温が高かつた3月 中に発生していたものであろう。

・富山県西碩波郡福光町能美 Apr.,16,1993

天候は快晴なれどギフの数は一般に少なく、新鮮な♂とやや汚損した♀が一緒に飛んで

|  いたりして、春先の天候の不順さを伺わせた。

採集せず。
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・石川県金沢市湯涌町 (湯涌温泉)Apr.,17,1993

ギフチョウ 20exs

やや発生のピークを過ぎていた感あり。

・石川県石川郡河内村福岡 Apr.,18,1993

ギフチョウ 42♂♂ 1♀

午前10時 ぐらいまでうすぐもりであり、気温が低かつた。その後、気温の上昇とともに

新鮮な♂がどんどん湧いてくる感じで日の前に現れる。町内の林道は両入日に鎖がしてあ

る (錠前なし)。 2～ 3 kmで一周するこの林道の途中数ケ所にカタクリの群落があり、こ

れが正に絵に描いたようなギフチョウのポイン トとなつていた。採集個体は全て この日

に出たと思われるほど新鮮であつた。時期を少し遅らせれば、当然多くの♀が採集できよ

う。

・石川県金沢市湯涌町 (湯涌温泉) Apr.・ 19,1993

♀を採集 したくて再度大学を抜け出すが、ネットに入るは♂ばかりなり。

・富山県下新川郡宇奈月町 (宇奈月温泉)浦山 May, 1,1993

ギフチョウ 2♀ ♀

一日中うすぐもり。気温低く、ギフチョウほとんど飛ばず (個体数も少ないのか ?)。

浦山駅の裏の雑木林 (88ケ所のポイン ト?)は少し標高が低すぎるのか発生のピークを過

ぎていた。

・新潟県糸魚川市小滝西山 May, 4,1993

ギフチョウ 10exs(ややボロ)

糸魚川よりR148号を南下、大正橋の手前で車を停め、歩く (西山集落へは反対側のス

キー場より入る方がよい)。 20分ほど歩いたところよリポツポツとギフチョウが出てくる。

ここより集落方面に40分の開けた場所辺りがポイン ト。集落周辺のスギ林も良さそう。

・長野県飯山市関田峠 May. 5,1993

荒井～板倉町 R292号を飯山へ向かうが、途中の光ヶ原 (放牧場)までしか入れず、残

雪のため関田峠への道は開通していない。この場所ではギフは無理のようであり、峠のポ

イントまで歩いて行くほどの元気もなく、早々に退散。

・富山県中新川郡立山町立山美女平 May,15,1993

この時期にしては雪が多く残つていた。気温が低く、日撃なし。今冬、平地は雪が少な

くも山は多かつた模様。ブナ坂下までくるとかなりの雪が残つていた。発生には少し早か

つたのかもしれない。

・富山県西碩波郡福光町刀利ダム～ブナオ峠 May,16,1993

刀利ダムからブナオ峠方面へ 2 kmほ ど入つた場所にクルマ止めがあり (ク サ リの脇をバ

イクは通行可)。 標高1000m近 くなると、沢す じの雪が路にせ り出している。カタクリの

つ
０



群生 しているところが数ヶ所ある。カンアオイは見つからず、この付近にギフチョウは分

1   布 しているのかな―。天気は快晴。

・石川県金沢市金川町 May,19,1993
‐   大学構内 (私の部屋の窓から)で ウスバシロチヨウを目撃。

|   ・石川県金沢市俵町 (医王山麓) May,19,1993

ウスバシロチヨウ 34♂♂ 3♀ ♀

晴天に誘われ、ちょいと日中、部屋を抜け出し、ネットを振る。

|   ・石川県石川郡吉野谷村中宮温泉 May,22,1993

アサマシジミ (2～ 3齢)3幼

1    白山自然保護センター前の河原を小雨降る中、 1時間ほどナンテンハギを捜すが、成果
‐
  はこれのみ。

・岐阜県大野郡白川村平瀬 May,30,1993

1     ギフチョゥ (卵)3卵 塊40卵

1   荻町より河合村にいたるR360号 (天生峠方面)は通行止め (ど うも毎年、 6月 1日 に

開通するらしい)。 当地でギフを採集 している奴は通行止めの区間を歩くのかな―。 しか

.   たなく、天気も悪いので自川村で採卵。

・富山県中新川郡立山町立山美女平 Jun.,1,1993

ギフチョウ 2♂♂ 4卵塊66卵 (観察)

やっばりここは平日じやないと無理だわサー。仕事をさぼつたのではなく、この日は大

学の創立記念 日であるので、念のため !

・石川県石川郡吉野谷村中宮温泉 Jun.`5,1993

アサマシジミ (終齢)2幼 (観察)

.   誰かが前に入つたというのでもなさそうであり、どうも発生数が少ないのかな―。

|   ・岐阜県大野郡白川村天生峠 Jun.,13,1993

当地のギフが欲 しくて再挑戦するも、天候はどうにもならず、雨の中の ドライプとなつ

‐  てしまった。

|   ・石川県金沢市金川町 (北陸大学構内) Jun.,26,1993

オオムラサキ 1♂

何 とこの朝、小生の机の前の窓からこのオオムラサキが飛び込んできたのである。割合

に新鮮。

・長野県南安曇郡白骨温泉 Ju!.,30～Aug.,1,1993

1   《7月 30日 》

金沢6:20発 、自骨温泉に着く頃に霧雨が降り出し、正午には本降 りとなる。当然目的の

オオイチモンジの姿は拝めず。
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《7月 31日 》

オオミスジ 2♂♂  コムラサキ 2♂♂   コヒオ ドシ 1♂

明け方まで降つていた雨は午前 7時前には上がる。オオイチモンジ採集 日和となるも、

同業者多く、中々チャンスは少ない。その数少ないチャンスに息子の前でものにすること

が出来ず、親父のメンツ丸潰れ。

《8月 1日 》

オオイチモンジ 1♂ 1♀ (観察) ギンボシヒョウモン 1♂

残り時間僅かとなつて、路上高く飛翔する♀を発見。この時は同業者もおらず、充分に

観察できた。その後、さらに 1♂ (ボ ロ)を間近で日撃、カンビールを片手に助手席で大

満足。

・石川県金沢市三子牛 Aug.,8,1993

ジャノメチョウ 3♂♂

・石川県石川郡白峰村白峰 Aug,,8,1993

アカタテハ 1♂

前夜から蝶談会会員とともに (多 くの者は夜間採集が目的なれど、小生は松井氏と同様

その傍での酒盛りが目的)白 山釈迦林道に営林署の許可を得て入山する予定が、途中数キ

ロの通行許可を管轄営林署から得てなく、押し問答するも結局だめ。おまけに天気も悪く、

どうにもならず野営後、帰 りに金沢市郊外で何故かジャノメチョウ3♂♂を採集。これが

何と本種採集は20年ぶりであつた。

・石川県石川郡白峰村釈迦林道 (alt.1500m)Aug。 ,29,1993

キベリタテハ l ex  ベニヒカゲ 17exs  クモマベニヒカゲ 1♂

クモマベニヒカゲ、ベニヒカゲには当然遅いが (それでも鮮度はまあまあであつた)、

キベリを狙い入山。松井氏推薦のキベ リ・ポイントがよく解らず、上記の貧果。なお、当

地は国立公園内であり、当然採集禁止であるが、先の8月 8日 と同様に営林署の許可を得

ているので念のため (百万石蝶談会として交付された許可証は1993年度中有効)。

(SASHIDA,Haruki 〒920石川県金沢市材木町 8-3)

原稿募集中 !

励ウ ″ゞ ガ
=多

摩虫ノタ リ け r多分
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1994年度蝶類採集 (観察)報告
指田 春喜

・石川県石川郡河内村福岡 Apr.=10,1994

ギフチョウ 15exs(目 撃)

大阪より住吉氏来沢、案内役で入山。♂の発生しはじめ。

今年度の初見は4月 3日 (小松市内、松井氏)か ?湯涌温泉では未発生の模様、桜も

つぼみ。

・富山県西碩波郡福光町三軒茶屋 Apr。 ,14,1994

ギフチョウ 2♂♂ 1♀

晴れなれど風強し。やや早いかと思いきや、♂は汚損個体もあり。

・富山県西磁波郡福光町三軒茶屋 Apr_15,1994

ギフチョウ 2♂♂ 1♀  他観察個体10数頭

当地は毎年観察を行つている金沢市との県境のフィール ドであるが、まだまだ丹念に探

せばポイントもあるものである。♀が吸蜜に訪花するスミレの群落を発見。

・石川県金沢市湯涌町 (湯涌温泉)Apr.,16,1994

♂はややイタミも混ざるが、♀は未交尾個体もあり、全体的には最盛期というところか。

友人 (蝶談会会員)の他に、『 月刊むし No.253(1992)』 に小生が紹介した記事を見て採

集に訪れた虫屋が 2名。これにはビックリ !

・新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦公園 Apr.,17.1994

ギフチョウ 5♀ ♀

快晴なれども風強く、気温も低め。虫屋15名 ほど入山すれど、時期やや遅し。特に午後

からは風がより強くなる。そこで、山頂 (御殿山)や吹き上げポイントでの採集は不向き

と考えて、林床での訪花個体狙いに徹する。結局はこれが正解であつた。息子 (9歳)の

2♀ ♀採集品と併せ、上記の貧果なれども、近年当地は個体数が相当減じているらしく、

数年前の面影はもはやないらしい (東京から今年新幹線で3度も来ているヌルの蝶屋談)。

・石川県石川郡白峰村小赤谷、自峰 Apr。 ,29,1994

快晴。絶好のギフ日和なれども、上記 2地点で目撃ゼロ。当地も他の採集地同様に数年

前に紹介 (私ではないので、念のため !)されてから、主に関西の蝶屋がかなり入山して

いるらしい。年鑑 (蝶研出版)な どの採集報告では、かなりの数を採つている者もいるよ

うであるが、その頃からなぜか、地元の蝶屋のネットには中々入らなくなつてしまつたの

は、何とも皮肉なものである。

・福井県大野市上打波～鳩ヶ湯温泉 Apr.,30,1994



福井県下の “山ギフ"を狙つて近辺をうろつくが、一日中雨。どうにもならず、山間

(やまあい)の温泉の後は当然、酒・山菜・蕎麦となる。

・山形県西置賜郡小国町朴の木峠(alt.300m)May,3,1994

ギフチョウ 22♂♂ 3♀ ♀

前夜金沢を発ち (途 中、高速のSAで仮眠)、 午前 8時前小国駅前着。朝食後、朴の木

峠 (通称、デベソ山)への道を取る。道路脇には雪が多く残り (標高250m)、 冬季の多雪

さを思わせる。途中、送電線の下のポイントを見つけ、ここに腰を据える。息子もかなり

の戦力 (7 exs採集)になつたが、娘は宿題と奮闘 (エ ライ !)、 カミサンは寝袋にもぐり

込み、高いびき。昼食のソーメンとビールが格別に旨かつた。

・山形県米沢市近郊 May,4,1994

快晴。友人 (米沢市在住)に教示された米沢市近郊のヒメギフのポイントでは何も見ず。

やはり、時期が遅かつたか。

・福井県大野郡和泉村俵谷(alt.830m)May,9,1994

ギフチョウ 7♂♂ 2♀ ♀

やつと和泉村産のギフが採れた。カミサンの実家が福井にあり、ここを基地にすれど、

和泉のこのポイントまではやはり遠い。途中、道を間違え、峠に着いたのがやや遅く、先

人は既にかなりの成果を上げていた。それでも気を取り直し、多摩虫会員の金田氏よりご

教示いただいたポイントに入り込む。10時半までの 1時間ほど全く蝶影なし。さつきまで

ここにいた名古屋の野郎が全部採つちゃつたのかなあ―、と例により、こんな時は弱気に

なりがちだが、その後 3時間ほどで上記の成果はまあまあではないか。時期・天候ともに

ドン・ ピシャリであつた。もう少し早く、ポイン トに着いていたらなあ―、ちくしょう !

・長野県下高井郡木島平村カヤノ林道 May,15,1993

前日 (土曜日、午後金沢を出発)は快晴であつたのに、この日は朝から雨。飯綱高原の

知り合いのペンションで、前夜の酒が少 し残る身体に冷たいザル蕎麦が′い地よく、中々腰

を上げられなかつた。午前H時過ぎには小雨も上がるが、かなり風が強い。その後 2 exs

のギフを目撃するもネット・チャンスなく、午前 1時に下山。

・長野県飯山市関田峠(alt.1100m)May,22,1994

ギフチョウ 1♂
早朝はうす曇 り、午前 7時半頃より晴れ間がのぞく。峠に 9時20分到着。先週、帰路に

下見をした時に比べ、積雪はかなり減つたようである。稜線を左に辿り、間もなく訪花中

の 1頭 (ややボロ)をネットに入れる。 しかしながら、その後はこの稜線の黒倉山への登

山路を何回も行き来するも全くダメ。峠下の新潟県側の道路脇にある山桜に飛来する個体

をいくつか日撃するもネット・チャンスなし。標高も高く、そして全国でも有数の豪雪地
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帯であり、完全に雪が消えてからでは当然のことながらギフには遅いであろうし、中々色

々な面で難しい上級者向きの採集地である。

・富山県中新川郡立山町立山美女平(alt.1000m)」 un。 ,1,1994

ギフチョウ 7♂♂5♀ ♀ 28卵 (観察)

天気は快晴。これまでに何回も当地を訪れているが、本日は最も個体数が多かつたので

はないか。去年に比べると、少 し雪は少な日か。本日は大学の創立記念日。一般には平日

であるのに、ひつきりなしにバスが上がって行き、工事関係の車や トラックも多い。中々

大手を振つて採集する訳にはいかないが、いくつかある脇道を入るとそこはパラダイス !

ほとんどの個体が新鮮であり、誰にも会わず、邪魔されずに日溜まりに戯れているギフチ

ョウを眺めるのは蝶屋の至福の時である。しばしこの春の女神に見とれ、再び歩き出すと

また 1頭が目の前を飛んでいる。そしてこいつが飛び去り、しばらくするとまた 1頭がど

こからともなく現れる。当地は個体数が少なく、この時期に晴れる日が少ないことなどを

これまでに散々知らされているだけに、今日は気分が最高に良かつた。

・富山県東磁波郡利賀村水無湿原 (alt.1450m)Jun.,5,1994

ギフチョウ 3♀ ♀

富山の高野氏よリポイントを教えていただき、入山。ブナ林の “山ギフ"、 やつぱいい

わ、最高 !県道41号を南下、水無湿原への分岐点辺 りから、それまでの山道が一層狭く

なる。この時期雪が消えて間もないので、道は当然のことながら修理されていなく、四輸

駆動車でないと無理のようである。途中数ヶ所、沢筋からの流雪により道が寸断されてお

り、それこそやつとのことでこれを迂回できた。以前は湿原の中でもギフはそこそこ採れ

たようであるが、この日、天気はほぼ快晴、無風の絶好のギフ日和なれど、そこでは目撃

ゼロ。湿原の先300mを左に入る小路があり、途中でブナ林に消えてしまうが、この小路

に3♀ ♀とも現れた。当日、岐阜と名古屋からの蝶屋 2組、4名 が入山するも、小生以外

はヌルであつた模様。どうだ、参つたか !

追記 :1994年度は、結局このようにしてギフチョウを採集しただけで、他の蝶は全く採ら

ずに国内のシーズンは終了してしまつた訳であります。

『やつぱり、オレもギフにハマッテしまつたのかなあ―』 これ、独り言。

(SASHIDA,Haruki 〒920石川県金沢市材木町8-3)

原κ原軋
この『多摩虫』を更に充実したものとするためには、会員の皆さんの御協力が不可欠です。

採集に出掛けたら短報または気迫に満ちた採集記を、ぜひともお願いします。原稿は編集

担当者まで。四六時中受け付けています。
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ミヤマシジミの楽しみ
山田 成明

じゃま田君 [筆者は自分のことをこう呼んでいる。決 して気持ちのいいものではないと

分かつている]は、去年からミヤマシジミにはまつている。

なぜ ミヤマシジミなのか、多少こじつけがましいがミヤマシジミの魅力を挙げてみよう。

●ミヤマシジミのいいところ

→♂♀で模様が違い、 (ク ロツより)き れいなこと。

→裏面と♂のブルーはほとんど色あせしない。 (残念ながら、♀の表は退色する)

→ 5月 下旬～10月 初旬と、採集できる時期が長い。 [う れ しい]

→採集できる時間が長い。 (雨 さえ降つていなければ、8:30～ 17:00が可能)[も うけもの]

→産地が関東・ 中部 0甲信越あたりに限定できるので、ほとんど自宅から日帰 りができる。

[こ れが大きい]

→産地 (市町村単位)集めの楽 しみがある。      [や やモノマニア的とは思 う]

→ポイン ト探 しの楽 しみがある。 [こ れが本当に楽 しいかどうかは疑問 ]

→標本が増えても、それほど場所を取らない。         [1箱 に約280頭入る]

→まだ大多数の蝶屋の興味対象外なので、競争者が少ない。

[こ の状況はいつまでも続いて欲 しい]

しかし、たかがミヤマシジミであることには変わりないので、あまり情報が入らないと

か、ほとんど変異らしいものがないのでいまいち面白くないとか、仲間がいないので孤独

な採集になる.… 等の欠′点もある。

特に、やつている人が少ないので採集記録のような情報が極端に少なく、なかなか新た

な産地での採集ができないという悩みがある。 (教えてもらえないのではなくて、ほとん

どの人は数ヶ所でしか採つていない。時には、ミヤマシジミなんか採つていないと、かな

りいい加減なことを言 う人もいる)

●ミヤマシジミあれこれ

そこで、ミヤマシジミにもう少 し興味を持ってもらいたく、じやま田君の知っているわ

ずかな知識を披露する。

ミヤマシジミは年 3化から4化。勿論年によつても場所によつても違 うけれ ど、5月 下

旬～ 6月 上旬、 7月 中・下旬、 8月 下旬～ 9月 上旬、10月 上旬の頃にそれぞれ発生のピー

クがあるので、発生地を覗いてみればコマツナギの周 りを飛ぶミヤマシジミのかわいい姿

に出会える筈である。これ以外の時期 (端境期)では、きれいな個体はほとんど期待でき
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◎福島県田島町長野

◎新潟県十日町市島

◎栃木県塩谷町上沢

◎群馬県倉淵村三ノ

(堤防)

(堤防)

(河原)

堤防)

◎埼玉県本庄市山王堂 (河り|1敷 )

◎山梨県白州町前沢 (土手)

◎長野県大町市観音橋 (河原)

◎静岡県浜北市中瀬 (河川

ない。破れ傘のようなボロで良ければ、端境期でも結構見られる。当然のことながら、ミ

ヤマシジミを探すには食草のコマツナギが分からなくてはならない。ポイン トでコマツナ

ギが見つけられたら、採れたも同然。着いたらまずコマツナギを探そう。

コマツナギは河原や土手のような貧弱な所に生えている。有るところには結構まとまつ

て生えていて、花の咲いている時期であればピンクの花を目当てに探すと良い。♂も♀も

良く花に来て吸蜜する。

自分で標本に出来る数で、鮮度の良い個体だけを採るようにしよう。特に♀のスレたの

や欠けたのは逃がしてやって欲 しい。 [余計なお世話だけど、いつまでも楽しみたいから]

地域による変異と言えるものは、今のところ確実な報告は無いようである。少なくとも、

じゃま田君は知らない。ただ、福島のものは見れば分かるとか、静岡のものは特徴がある

なんてことを言う人もいることはいる。これすべて裏面の話で、表に関しては地域差は無

さそうである。そういうことから裏面展翅も重要で、表と裏は大体半々で展翅している。

♀の表にブルーの出る個体があることは良く知られている。これは秋型だと思つている

人が多いが、気温 (低温)によるもののようで春の 1化にもかなりの確率で出るようであ

る。当然こういう個体は表展翅をする。

ミヤマシジミには雌雄型がかなり出るというようなことを時々聞くが、まだ採つていな

い。 じゃま田君は、そんなものが簡単に採れる訳は無いと思つているので、期待 しないこ

とにしている。

裏面の紋が流れたりする異常型は、ヒメシジミ等と同様に出る確率は高い方かも知れな

い。 じゃま田君も昨年栃木県小川町でなかなか立派な (感動的とさえ言えるもの)異常型

を採つて、思わずその場で雄叫びを上げた経験がある。 [『やつた― !』 ]

●ミヤマシジミ初心者コース

発生期に行けばまず確実に採れる産地を挙げておこう。なにかを採 りに行つたついでに、

寄つてみると良いだろう。

河原と河川敷、堤防と土手、どう違うんだと聞かれても答えられないけれど、その場所

に行くとそういう感 じなのだ。それぞれポイントは橋のそば。まず橋の周 りを探そう。

(YAMADA,Nariaki 〒167東京都杉並区西荻北 1-8-26)

38



オオクワガタ採集記
吉村 邦洋

私がオオクワガタ採集を始めたのは平成 4年 3月 からです。それまで、日野春近辺で採

れるとはテレビなどで知つていましたが、半信半疑で採集には至 りませんでした。平成 3

年末に本屋で偶然、『楽しい昆虫採集』を見つけ、色々な資料を取り寄せ、大蔵生物研究

所から入手したのが『 クワガタムシⅡ』 (虫研)で した。その本には山梨県韮崎周辺のポ

イントや採集の仕方が載つており、眠つていた私の昆虫採集意欲を駆 り立てるものでした。

平成 4年 3月 、朝4時 自宅を出発し、52号線経由で6時に韮崎着。場所は三之蔵。採集

1回 日、少ない知識を元にカワラタケ、ニクウスバタケ (キ ノコの 1種)によつて白く朽

ちた主にクヌギの立ち枯れを力の続く限り、ナタで木を削りました。 (こ の採集の仕方は

クワガタの幼虫が好む木を探し、ナタなどで木を崩し幼虫及び成虫を得るというものです。

当然採れた成虫は当年の夏に野外へ出るものですから新品 (完品)です。)各種の幼虫の

区別も出来ず見た事もなかつたので、出てくる幼虫すべてがオオクフガタに見え、飼育後、

コクワガタ、ミヤマ、ノコギリ、アカアシとオオクワガタだと思つて飼育していたものが

1匹 もオオクワガタにならずがつかりしたものです。

平成 4年 4月 、韮崎柳平にて採集 しましたが、ほとんどめばしい本は荒され、諦めて帰

ろうと思つた時、 1本のエノキの大木が日に付いたので、最近得た知識で枯葉を 1枚 1枚

裏返してみました。するとオオムラサキの幼虫が見つかり、約40頭採集することができま

した。 (こ の時点でまだオオムラサキをまだ見たことはありませんでした)その後羽化さ

せるまでエサ交換が大変でした。この年 3月 から月に4～ 5回山梨に通い、生まれて初め

て採集したオオクワガタは8月 15日 、明野村で樹液採集によつて得た 1♂のみでした。

平成 5年 7月 12日 明野村、AM7:00。 この日はオオムラサキ採集を兼ねての採集予定で

した。自分で探したポイン トヘ到着すると先客がいました。その方が多摩虫の金沢 勝氏

でした。色々と話をし、オオムラサキtク ジャクチョウ、ヒョウモンと親切に案内・指導

していただきました。

平成 7年 7月 1日 PM7:00に 明野村のポイントヘ行き、台場クヌギ上部を照らした時で

す。活動を始めたばかりと思われる6311m♂ が樹の上部へ向かい歩いているところでした。

前年に♂、♀を採つていますがいずれも小型だつたので初の大歯型を採集でき大変感激し

ました。
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《採集ポイント》

①樹液採集 (夏期)

・ 5月 末～ 7月 初旬 (カ プ トムシを嫌 うようです)

。日没直後 (PM7:00ごろ)

・蒸し暑い夜

②朽木採集 (冬期 :9月 ～ 5月 )

・カワラタケ、ニクウスバタケによつて朽ちたクヌギ、エノキなどの主に立枯れ

・ナタ又はオノなどで樹を崩す

以上簡単に記しましたが、現在では大部分が荒され採集に10回行つて 1頭採集できれば

良い方でないかと思います。

(追記)先 日、仁平氏にポイン トを教えていただき9月 5日 、大菩薩にてキベ リタテハ

7頭、エルタテハ 1頭、シータテハ 1頭採集することができました。

今年は本格的にギフチョウ採集に力を入れてみたいと思います。また会合にも参加 した

いと思いますので今後共皆様よろしくお願い致します。

(YOSHIMURA,Kunihiro 〒411静岡県駿東郡清水町徳蔵916-10)

引 ″ИJ解3Sいヽ 〔油 0″ Repοた

モンシロチ ョウの越冬蛹を野外で発見

仁平 勲

1997.1.29、 東京都八王子市鑓水でミスジチ ョウ幼虫を調査中、畑 と人家の間にあるモ

ミジの本でモンシロチョウの蛹を発見した。この蛹は 2m程の本の地表から50cm位 の葉に

頭部を上にして付いていた。モ ミジの葉は帯蛹を支える糸群の一部を葉柄にからみつかせ

枝から離れぬように固定されていた。蛹の体色は背線部分に褐色の線を有するものの、緑

色であつた。方向は真南で直射 日光のもろにあたる所である。場所は国道 16号線、御殿峠

より多摩ニュータウン方面に向かい、バイパスをくぐつてすぐの辺 り。ちなみに当日ミス

ジの幼虫は発見できなかつた。この辺 りは住宅地としての開発が進み丘陵が分断されてし

まっているので、里山の蝶は激減の一途のようである。なにはともあれ普通種といえども、

野外での蛹発見は事例が少ないのでとりあえず報告 しておく。

(NIHIRA,Isao 〒180東京都武蔵野市吉祥寺本町 3-13-6)



東京都町田市でオオムラサキを目撃

沢田 和宏

筆者は甲虫類採集のため町田市を訪れたところ、オオムラサキを目撃したので報告 して

おきたい。

<データ> 1頭  東京都町田市小野路 12-Ⅷ -1995

日撃 したのは数十本のクヌギを含む雑木林で、そのクヌギの内の 5～ 6本から樹液が出

ており、その 1本のクヌギでオオムラサキを発見した。

オオムラサキは熱心に樹液を吸つていて翅を開かず、又樹液の位置も地上から7～ 8m

の高さにあり、光線の加減が悪いこともあつて残念ながら♂、♀の区別は出来なかつた。

筆者は蝶に関しては全くの素人なので、果たして町田市のオオムラサキの記録がどのよ

うな価値を持つものか分からないが、筆者にとつては町田市で初めてオオムラサキを目撃

したので報告 した次第である。

(SAWADA,Kazuhiro 〒158東京都世田谷区上用賀 6-32-5)

山梨県韮崎市甘利山におけるオオ トラカ ミキ リの記録

原田 慈照

筆者は山梨県韮崎市甘利山で採集 されたオオ トラカミキリを所持 しているので報告 して

おく。

<データ> 1♀  山梨県韮崎市甘利山 (標高1620～ 1720m)29-Ⅶ -1994

添 徹太郎採集・筆者標本保管

登山道脇の下草に静止していた個体を採集したとのことである。貴重な標本を恵与下さ

り、発表を快諾された添 徹太郎氏と、発表を勧めて下さつた秋山 黄洋氏にお礼中し上げ

ます。

(HARADA,Yoshiteru 〒181東京都三鷹市野崎 2-16-5)
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茨城県つくば市中心部にてヒョウモンチョウ類を複数採集

三橋 渡

筆者は茨城県つくば市中心部にて 2種 4頭のヒョウモンチョウ類をほぼ同時に採集 した

が、秋季に時折観察される山地から平地への渡りの事例の中でも規模が大きい一例と思わ

れるのでデータをここに記録 しておく。

<データ>
メスグロヒョウモン Damο ra sagasa

l♀  茨城県つくば市小野崎 28-Ⅸ -1996 筆者採集 0標本保管 (写真)

ミドリヒョウモン ズ「響n“おp…″

2♂♂ 1♀ 茨城県つくば市小野崎 28-Ⅸ -1996 筆者採集・標本保管

上記 2種 4頭の個体は、ソバ畑 (2つあり、互いに約100m離れている)で訪花中のも

のを30分 くらいの間に採集したものである。採集地点は最も近い山 (筑波山塊のうちの表

筑波の山。その山で両種の記録があるかどうか筆者には不明であるが、生息している可能

性は十分あろう。)のふもとから直線距離にして約 8 Kmし か離れていないが、採集地付近

に約10年間住んでいる筆者は、この付近で夏季にヒョウモンチョウ類を目撃した記憶はな

いし、秋季でもミドリヒョウモンをわずかに採集しただけであるので、今回のような現象

は少ないものと思われる。今回はミドリヒョウモンの個体数が比較的多かつた点と、メス

グロヒョウモンがいた点が特徴的と言えよう。

(MITSUHASHI,Wataru 〒305茨城 県つ くば市吾妻 1-603-223)
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竹の中で越冬していたアカタテハ

松田 邦雄

筆者は1996年 3月 24日 、高尾自然科学博物館倶楽部の部員らと共に東京都八王子市高尾

町案内 (高尾山麓・標高200m)のフィール ドを散策 していた際、枯れた竹の倒木内にて

1頭のアカタテハが越冬 しているのを発見する機会に恵まれた。珍しい例 と思われるので

報告する。

当日、案内川沿いの小さな竹林の林床にあつた直径6～ 8cm程 の枯れ竹の倒木を、博物館

倶楽部員の辛島 亜紀、早武 真理子、矢嶋 夏子さんらがふざけ半分で割つたところ、中

でアカタテハが止まつているのを発見したものである。この倒木は、割 られる前には縦に

割れ目が入つていたとのことなので、本個体はそこから入つたものと思われるが、それに

しても驚かされた。また、この竹の中には少 し水が溜まつていたとのことで、それにより

ある程度の湿度が保たれていたのかもしれない。

なお、この個体は撮影後、筆者が採集、標本は東京都高尾自然科学博物館が保管 してい

る。最後に、当日フィール ドワークに参加 して下さつた部員の諸君、特に発見者の辛島

亜紀さん、早武 真理子さん、矢嶋 夏子さんらには厚くお礼申し上げる。

(MATSUDA,Kunio 〒351埼玉県朝霞市本町 2-24-2)

スミナガシがスミナガシの死骸で吸汁

原田 慈照

筆者は1994年 7月 下旬に、東京都八王子市裏高尾町木下沢を訪れた際に、 1頭のスミナ

ガシがおそらく車に礫かれたものと思われるスミナガシの死骸にて吸汁 しているのを目撃

したので報告しておく。

<データ> スミナガシ 1頭 《吸汁対象》 スミナガシ死骸 (1頭 )

東京都八王子市裏高尾町木下沢林道 (標高250～260m)27-Ⅶ -1994

本種が動物質のもので吸汁することは知られているが、この光景は少 し不気味なものに

感 じられた。当日本種は同行の小山氏と共に総計で10頭ほど目撃した。いずれも林道上で

吸水 していた個体であるが、当日は暑かつたためか、日陰にて吸水 している個体が多かつ

たように思われた。

なお、当日筆者は同林道にて、オナガアゲハ 2♂♂ 1♀ (他2頭 目撃。なお♀はコクサ

ギに産卵中の個体)、 カラスアゲハ 1♂、ミヤマカラスアゲハ 1♂ (野営場の先、標高
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330m地点にて吸水中の個体)、 ウラギンシジミ2♂♂、スミナガシ 1頭を採集 した。他

に林道の入 り口にてモンキアゲハの大破 した個体を 1頭 目撃したが、これは春型のように

思われる小型な個体であつた。また、サカハチチョウが林道脇の半日陰の所に生えていた

コアカソに産卵するのを観察 した。なお同行の小山氏はカラスアゲハ 1♂ を採集 している。

当日同行 して下さつた小山 亜州加氏と、当地の情況を御教授下さつた松田 邦雄氏にお

礼申し上げる。

(HARADA,Yoshiteru 〒181東京都三鷹市野崎 2-16-5)

ス ミナガ シの夜 間灯火飛来例

小山 亜州加・原田 慈照

筆者らは、1995年 8月 に東京都高尾山にてカミキリムシを目的として夜間採集を行つた

際に、スミナガシが灯火に飛来 したのを確認・採集 した。

高尾山は夜間採集に訪れる人が多いためか、過去にも同様な例が報告されている 1)2〉

が、筆者らも報告 しておく。

<データ> 1♀ (灯火に飛来。小破損のある個体)筆 者ら目撃・小山採集

東京都八王子市高尾町高尾山表参道 (標高520m) 2-Ⅷ -1995

午前 2時過ぎ、道沿いの高さ約 4mの街灯のまわりをパタパタ飛んでいる個体を小山が

発見、その際は採集できなかつたが、午前 3時頃、筆者らが再度訪れたところ、先程のも

のと同一と思われる個体がまた飛んでいるのを発見、小山が採集 した。

【参考文献】

1)柳 田 恒―郎(1991)ス ミナガシの灯火飛来例, EXIMIA(東 京農工大学昆虫研究会)(3):30

2)栗山 定(1994)ス ミナガシが灯火に飛来,蝶研フィール ド 9(11):21

(KOYA鵬,Asuka 〒154東京都世田谷区若林 3-15-3-503)

(HAMDA,Yoshiteru 〒181東京都三鷹市野崎 2-16-5)

原稿大募集 !

採集紀行、報文、短報など、ジャンル、長さを問わず広く募集 しています。

原稿は手書きでも、ワープロ打ちでも結構です。詳しくは編集担当者まで。
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八王子市高尾 山麓におけるカラスシジ ミの記録

松田 邦雄

筆者は東京都八王子市高尾山麓においてカラスシジミを採集 しているので報告する。

<データ>※特記なきは筆者採集 0日 撃。また筆者採集品は高尾自然科学博物館保管

2♀ ♀採集 東京都八王子市高尾町案内 (以下同じ) 16-Ⅵ -1995

1♀採集 (産卵行動をとつていたが、卵は確認できなかつた)17-Ⅵ -1995

なお、上記の 2例は松田(1996)1)に既報。

2頭目撃 20-Ⅵ -1995;2♀ ♀撮影 24-Ⅵ -1995;1頭 目撃 13-Ⅵ -1996

;1頭採集 他 3、 4頭 目撃 (小山 亜州加)16-Ⅵ -1996;1♂ 1♀採集

20-Ⅵ -1996;1♂ 3♀ ♀撮影 21-Ⅵ -1996;1♀ 撮影 25-Ⅵ -1996

前年度の冬、筆者と同じく高尾自然科学博物館に当時勤務されていた渡嘉敷 裕氏と当

地を散策していた際、氏がハルニレを発見された。その為、筆者は本種の発生時期に注意

を払つていたところ、実際に棲息を確認できた。本種の発生源であると考えられるハルニ

レは3本 (いずれも若木、樹高約5～6m)しかない。そのうち 1本は1996年夏に当地の一

部が造成された際に伐採され、今後の発生に少なからぬ影響を与えるものと思われる。

いずれにせよ、当地はあまりにも小さな生息地であるため、近くにもう少し大きな生息

地があるのではないかと思われるが、現在のところ発見には至っていない。

なお、高尾山麓では他に、現裏高尾町木下沢における古い記録が見られる (1頭 9-

Ⅵ-1940田 中 修二 ;1頭 12-Ⅵ -1954藤村 俊彦)2)他、裏高尾町日影沢においても

記録があつた様である。3)両地共最近の確認例は聞かないが、食樹ハルニレは現在でも

確認されている様なので4)、 再発見される可能性はある。

最後に当地でハルニレを発見して下さり、カラスシジミ発見のきつかけを作つて下さつ

た渡嘉敷 裕氏、文献を貸与下さつた西沢 幹雄氏、データを提供 して下さつた小山 亜州

加氏、この報文を書くにあたつて御協力頂いた原田 慈照氏らにそれぞれお礼申し上げる。

【参考文献】

1)松 田 邦雄(1996)高 尾周辺のチョウ3(1995年 フィールド調査)東京都の自然(22):26-30高尾自然科学博物館

2)京浜昆虫同好会編 (1956)東京神奈川蝶類目録 蝶類採集案内 (INSECヽ HACAZINE No.35):69-101陸 水社 東京

3)斎藤 洋一[環境庁編](1980)カ ラスシジミ 日本の重要な昆虫類 南関東版 :51大蔵省印刷局

4)渡嘉敷 裕 (1995)ノ 王ヽ子城山及びその付近 (旧 恩方村)の主な植物 (4)東京都の自然(21):15-22高尾自然科学博

物館

(mTSUDA,Kunio 〒351埼玉県朝霞市本町 2-24-2)
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八王子市高尾山麓におけるスギタニルリシジミの記録

松田 邦雄

筆者は東京都八王子市高尾山麓においてスギタニル リシジミを採集 しているので報告す

る。

<データ>※東京都八王子市は共通なので省略。採集者は筆者。標本は高尾自然科学博

物館保管。

裏高尾町 日影沢園地 (=キ ヤンプ場)～ 日影沢第二園地 (=日 影沢林道 0炭焼き体験

場):4♂ ♂ 15-Ⅳ -1994

注)こ の記録については他にも記述がある1)2)3)が、今回詳 しい記録を伴つて改めて報

告 しておく。

裏高尾町 日影沢第二園地 (=日 影沢林道 。炭焼き体験場):1♂ 目撃 18-Ⅳ -1994;

1♂ (吸水個体)22-Ⅳ -1994;1♂ 14-Ⅳ -1996;1♂ (吸水個体)25-Ⅳ -1996

裏高尾町木下沢林道 :1♂ (吸水個体)25-Ⅳ -1996

高尾町案内 :1♂ 10-Ⅳ -1995;1♂ (タ ネツケバナに吸蜜)7-Ⅳ -1996

南浅川町込縄 :1♂ 12-Ⅳ -1995

なお、日影沢における本種の記録は須田 (1986)4)、 西村 (1988)5)に 、木下沢における記

録は松原 (1991)6)に も見られる。本種は高尾山周辺においては他に十里町林業試験場浅川

実験林 7)、 裏高尾町蛇滝6)、 南浅川町入沢7)で記録されている他、高尾山自体での古い記

録8)も あり、広く分布 している様である。

このことから、今後、大垂水峠～景信山にかけての山塊の神奈川県側の麓、すなわち相

模湖町北部において本種が発見される可能性は高く、神奈川県では本種の分布像はまだあ

まり明らかではないことからも調査を要すると思われる。

最後に、文献を恵与下さつた斎藤 洋一氏、須田 真一氏、この報文を書くにあたつて御

協力頂いた原田 慈照氏らにそれぞれお礼申し上げる。

【参考文献】

1)グループ多摩虫(1995)ノ 王ヽ子市の蝶 多摩虫別冊 I:43

2)松田 邦雄 (1995)高尾周辺のチョウ2(1994年 度フィール ド調査)東京都の自然(21):11-14高尾自然科学博物館

3)松田 邦雄(1995)高 尾山のチョウの近況-1994年度のフィール ド調査から一 多摩虫(31):20-22

4)須田 真―(1986)東京都八王子市裏高尾のチョウ(1985年 の記録)NATURAL HISЮRY(む さしの自然史研究会)(2):8

5)西村 正賢(1988)東 京都高尾山周辺におけるスギタニルリシジミの記録 月刊むし(214):22-23

6)松原 豊 (1991)ノ 王ヽ子市裏高尾町のスギタニシジミ2例 LEPTALINA(1∞ ):419-420
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7)長坂 俊― (1987〉 八王子市十里町浅川実験林でスギタニル リシジミ採集 LEPTALINA(82/83):352

8)LEPTALINA編集部編 (1984)文献資料 (ZEPHYRUS第 1巻 1号～第 9巻 4号)LEPTALINA合冊本 (4):資 1～ 資 17

(MATSUDA,Kunio 〒351埼玉県朝霞市本町 2-24-2)

神奈川県にお けるスギタニル リシジ ミの分布記録 2例

小山 亜州加・添 徹太郎

神奈川県におけるスギタニルリシジミの分布記録はあまり多いものではないようである。

筆者らは下記の地にて本種を採集しているので、記録集積の為に報告しておく。

<データ> ※神奈川県は共通なため省略。

2♂♂ 津久井郡津久井町鳥屋平戸・竹野沢林道 14-Ⅳ -1996ノ Jヽ 山採集

[林道で吸水していた個体。新鮮であり、他にも5～ 6頭 目撃]

6♂♂ 愛甲郡清川村宮ケ瀬 14-Ⅳ -1996添採集

[他にも5頭以上目撃。吸水個体も見られた]

(KOYAMA,Asuka 〒154東京都世田谷区若林 3二 15-3-503)

(SOE,Tetsutaro 〒146東京都大田区久が原 3-41-6-22)

山梨県身延町の低地におけるシータテハの記録

原田 慈照

筆者は山梨県身延町の比較的標高の低い地点においてシータテハを確認 しているので報

告しておく。

<データ> 1♀ 目撃 山梨県南巨摩郡身延町和田石倉沢*(標高180～ 200m)

8-Ⅳ-1995 筆者、加藤 智薦、松田 邦雄目撃 (加藤・松田撮影)

*注 :現在 「石倉沢」という地名は国土地理院発行の地形図(二万五千分の一 ;「身延」)

には掲載されていない。昭文社の『県別マップル⑩ 山梨県三万分の一道路地図』

によるものである。

栗畑にて日光浴していた個体である。当日同行 して下さつた諸氏にお礼申し上げる。

(llARADA,Yoshiteru 〒181東京都三鷹市野崎 2-16-5)
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八王子市陣場 山にお けるツマ グロヒョウモ ンの記録

松田 邦雄

筆者は1994年 7月 に東京都八王子市陣場山 (陣馬山)を訪れた際、ツマグロヒョウモン

1♀ を採集 した。この記録については過去にも記述されているが1)2)3)、 今回詳 しい記録

を伴つて改めて報告する。

<データ> 1♀ 東京都八王子市上恩方町陣場山山頂付近 (神奈川県境 標高830m)

17-Ⅶ -1994 筆者採集・高尾自然科学博物館標本保管

和田峠からの登山道である上記地点にて、アカタテハに追飛されていた本個体を発見、

写真撮影を試みるも筆者の気配に敏感で、 1～ 3m飛んでは止まるの繰 り返しで中々シャ

ッターチャンスに恵まれず、そのうち逃げられそうになった為、採集 した。

写真の通り新鮮な個体であり、一時的な発生に由来する個体である可能性も考えられな

くはない。

当地では過去にも、岩本 (1972)4)に よる記録がある他、京浜昆虫同好会 (1977)5)に は、

「年によつてはツマグロヒョウモンが採れることもある」との記述が見られること、また、

本種は近年分布北上傾向にあること、等から今後再度記録される可能性があり、今後当地

を訪れる方はヒョウモンチョウ類に一応注意されるよう呼びかけたい。
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最後に、当日同行 して下さつた多田 毅、原田 雄介、原田 慈照の諸氏にお礼申し上げ

る。

【参考文献】

1)グループ多摩虫(1995)ノ 王ヽ子市の蝶 多摩虫別冊 I:43

2)松 田 邦雄(1995)高 尾山のチョウの近況-1994年度のフィール ド調査から一 多摩虫(31):20-22

3)原田 慈照(1995)1994年 度の高尾山周辺のカミキリムシの採集記録 多摩虫(31):22-25

4)岩本 哲也(1972)ツ マグロヒョウモンを陣馬山で採集 月刊むし(12):35

5)京浜昆虫同好会編 (1977)陣馬山 増訂版新しい昆虫採集案内(I):179-181 内田老鶴園新社

(MATSUDA,Kunio 〒351埼玉県朝霞市本町 2-24-2)

八王子市陣場 山におけるメスアカ ミ ドリシジ ミの記録

松田 邦雄・小山 亜州加・原田 慈照

筆者らは東京都八王子市上恩方町陣場山 (陣馬山)においてメスアカミドリシジミを採

集しているので報告する。

<データ> 東京都八王子市上恩方町陣場山・陣場高原山の家付近 (標高770～800m)

① 9♂♂ 4-Ⅶ -1994 松田 邦雄 。原田 慈照採集

当日は山頂付近でハヤシミドリシジミを採集することを目的としてこの山を訪れたのだ

が、カシワをいくら叩きまわつてもハヤシミドリは飛び出さず、我々を馬鹿にするかのよ
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うにムラサキシジミが飛び出す位であつた。そのため諦めて下山し始めたところ、上記地

点の林内にてキラッと緑色に光る蝶を発見、採集 したところ本種であつたため非常に驚か

された。時刻は午後 1時過ぎ、いずれもテ リトリーを張つていた個体で、スレの日立つ個

体であつた。

なお、この記録については過去にも記述されている1)2)3)が、今回詳 しい記録を伴つて

改めて報告した次第である。

② l♂  15-Ⅶ -1995 小山 亜州加採集

かなり飛び古した個体で、スレ・破損がみられた。林内でテ リトリーを張っていた個体

である。

③ 3♂♂日撃 23-Ⅵ -1996 小山 亜州加 目撃

当日は霧がかかつてお り、飛翔は見られなかつた為叩き出しを行なつたところ、 3♂♂

が飛び出したが、いずれも上の方へ行つてしまい採集できなかつた。

当地には古くに植栽されたものと思われるサクラが割 と多く有 り、これ らで発生 してい

る可能性が高い。また周辺の他の谷にも分布 している可能性が有 り、調査を要すると思わ

れる。

なお、以下に小山が1995,1996年 に訪れた際に採集、日撃した他の蝶の記録をついでに

報告しておく。採集地が特に記されていないものはいずれも「神奈川県津久井郡藤野町陣

場山山頂付近」における記録である。

・ 15-Ⅶ -1995:キ アゲハ 1♂  ミヤマカラスアゲハ 1♂ オオミドリシジミ 1♀

ミズイロオナガシジミ 1頭  ハヤシミドリシジミ 1♀  アサギマダラ 1♂

ミドリヒョウモン 1♂  トラフシジミ 1頭 目撃 (他 に東京都八王子市上恩方町和田峠

付近にて 1♂採集)

・23-Ⅵ -1996:ウ ラナミアカシジミ 1頭 目撃 ミズイロオナガシジミ 1頭 目撃

アカタテハ 1頭 日撃 ヒオ ドシチョウ 1頭 乃
“
″ゴνs sp.1頭 目撃

他に人王子市上恩方町上案下・陣場高原バス停付近にて トラフシジミ 1♂

【参考文献】

1)グループ多摩虫(1995〉 八王子市の蝶 多摩虫別冊 I:43

2)松 田 邦雄(1995)高 尾山のチョウの近況-1994年度のフィール ド調査から二 多摩虫(31):20-22

3)原 田 慈照(1995)1994年 度の高尾山周辺のカミキリムシの採集記録 同上 :22-25

(MATSUDA,Kunio 〒351埼玉県朝霞市本町 2-24-2)

(KOYAMA,Asuka 〒154東京都世田谷区若林 3-15-3-503)

(HARADA,Yoshiteru 〒181東京都三鷹市野崎 2-16-5)
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神奈川 県箱根町 にお けるクロコノマチ ョウの記録

原田 慈照

近年、クロコノマチョウは神奈川県南部においてはほぼ土着の様相を呈 しているが、筆

者は1995年 12月 に本種を箱根町において確認 しているので報告しておく。

<データ> 1頭 採集 他 1頭目撃 神奈川県足柄下郡箱根町小湧谷・浅間山登山道

(=蛇骨川東斜面 標高570～620m) 2-XII-1995原 田 雄介・慈照

筆者らが近づいたため、林床から飛び出した所を採集 した。少 しスレてはいたが、日立

った破損はなかつた。

(HARADA,Yoshiteru 〒181東京都三鷹市野崎 2-16-5)

山梨県身延町にてクロコノマチ ョウの越冬個体を目撃

原田 慈照

筆者は1995年 4月 、山梨県身延町でクロコノマチョウの越冬個体を確認 しているので報

告しておく。

<データ>※ 山梨県南巨摩郡は共通のため省略。

1頭 目撃   身延町帯金 17-Ⅳ -1995 松田・加藤・原田目撃

[尾根上の雑木林に飛んできた個体である]

2, 3頭 目撃 身延町帯金入ノ沢川沿い (標高200～210m)20-Ⅳ -1995

金沢 。原田目撃

[人家 (廃屋)裏の薄暗い林床、川沿いの薄暗い針葉樹林内の林床に静上 し

ていたが、筆者 らが近づいたため、飛び立った]

なお両日お世話になつた松田 邦雄氏、加藤 智薦氏、仁平 勲氏、金沢 勝氏らに厚 くお

礼申し上げる。

(HARADA,Yoshiteru 〒181東京都三鷹市野崎 2-16-5)
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浦和市秋ケ瀬公園でクロコノマチ ョウを採集

′]ヽ 山 ]‖1州 加

筆者は1994年 7月 に埼玉県浦和市秋ケ瀬公園を訪れた際、クロコノマチョウを採集 して

いるので報告する。

<データ> 1♀  埼玉県浦和市 (下大久保)秋ケ瀬公園 21-Ⅶ -1994 筆者採集

夕方、秋ケ瀬公園内の北西部に位置する「ピクニックの森」の西側の駐車場にて、東か

ら飛んできた個体を採集 したものである。小破損があるが、ほぼ完品に近い個体であつた。

なお、本会会員の原田 慈照氏の私信によると、1996年 6月 に当公園にミドリシジミの

採集に訪れた際に出会つた採集者より「1995年秋に当地でクロコノマチョウの発生 し、数

頭採集 した」との話を聞いたということであり、本種は近年分布北上傾向にあることから

も今後再度記録される可能性があると思われる。

なお、当日当公園にて採集・ 目撃 した種類を併せて報告 しておく。

ミドリシジミ 3♂♂ 2♀ ♀ (B型 。○型)(他 ♀多数日撃)、 アサマイチモンジ 1頭、

イチモンジチョウ 1頭 (他数頭 目撃)、 ル リタテハ 1♀ (他数頭 目撃)、

コムラサキ 1♂ (他数頭 目撃)、 ゴマダラチョウ 1頭 日撃

また蝶以外には、クワカミキリを 1頭採集 した他、コシアキ トンボとオニヤンマを数頭

づつ目撃 した。

最後に、本個体の性別について御指摘下さつた松田 邦雄氏 と、この報文を書くにあた

つてお世話になり、発表を勧めて下さつた原田 慈照氏にお礼申し上げる。

(KOYAMA,Asuka 〒154東京都世田谷区若林 3-15-3-503)

ゴマ シジ ミの比較的遅 い採集例

斎藤 基樹

富士山系の汚い色をしたゴマシジミは、通常 8月 のお盆前後が採集適期であるが、筆者

は 9月 に比較的新鮮な個体を複数採集 しているので報告 しておく。

<データ> 1♂ 1♀  8-Ⅸ -1996 山梨県富士吉田市北富士演習場

当日同行 していただき、一緒にハマッていただいた辻 元氏には感謝の言葉も無い。

(SAITO,Motoki 〒180東京都武蔵野市中町 2-16-1-601)
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青梅市大塚山にてホシミスジを採集

塩田 忠利

筆者は1996年 8月 H日 に東京都青梅市大塚山を訪れた際にホシミスジを採集 しているの

で報告する。

<データ> 1♂  東京都青梅市大塚山 (標高870～880m)H一 Ⅷ-1996 筆者採集

御岳山方面より大塚山へと至る登山道から尾根に上がった所にある墓地にて、テリト

リーを張つている本個体を採集した。右前翅、左後翅に小さな破損が見られたが、比較的

新鮮な個体であつた。

西多摩昆虫同好会編 (1991)に よると、青梅市における本種は「1960年代に記録あり、そ

の後記録無し (偶産種)」 ということになつており、珍しいものと思われる。

末筆ながら、本種の記録についていろいろと御教示頂いた原田 慈照氏に深謝したい。

【参考文献】

西多摩昆虫同好会編 (1991)東 京都蝶類分布一覧表、東京都の蝶 :189-197けやき出版

(SH10DA,Tadatoshi 〒170東京都豊島区北大塚 1-2-9)
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針葉樹を食べるシロチョウ

斎藤 基椿|

発生木のモ ミの 1種と思われる大木。 この梢を♂が飛び回る。

(UBC, Vancouver CANADA 1995.July)

皆さんは針葉樹を食樹とするシロチョウがいるの

をご存 じだろうか ?Jヒ米大陸には、俗名を “Pine

White(マ ツノキシロチョウ)"と いうマツやモミ

といつた針葉樹を食べるシロチョウ属腸υ力
“

ノαが

2種生息している。1995年にカナダに行った際、

そのうちの 1種Na″αS′α″θ″ψ″を観察 したので、

報告 しておく。晴天の日には、写真のような針葉

樹の大木の樹冠を♂が♀を求めて舞うのが見られる。飛び方は緩慢であるが、中々下に降

りてこないので採集は難しい。たまに地表の花も訪れるが、そういう個体は大抵ボロであ

る。あまりに弱々しい飛翔なので、私はこの属はある種の毒蝶ではないかと思つている。

いずれにせよ、ほとんど蝶の見当たらないUBC(プ リティッシュ 0コ ロンビア大学)構
内で、ほとんど唯一と言つて良いほどに多数見られた蝶であった。日本の蝶に慣れ親 しん

できた者としては、針葉樹の梢を何頭ものシロチョウがまとわりつくようにして飛翔する

様は実に奇妙に映つたものだつた。発生期も長く、 7月 上旬～8月 末まで見られた。

(SAITO,Motoki 〒180東京都武蔵野市中町 2-16-1-601)

↑吸蜜する♂
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《編集後記》

今まで名前だけの編集でしたが、とうとう仕事を引き受けるハメになり、大学υ)試験勉

強も放榔 して編集に励んだのでした。 しばらく『多摩虫』も出ていなかったので、ようや

く 1号送 り出すことができ、ホッとしています .

昨年 9～ 10月 、マレーシア・ボルネオ島に行ってきました。私にとって初の熱帯で した

が、やはり興奮 しました。重い荷物を持つて川を何度も徒渉 し、苔に滑つて転んだ りして

は、 「一体何が楽 しくてこんな真似をしてるんだろう?」 と
=、

と思つたりもしました`)そ

んな時、青空を透かしてみたアンフリサスキシタアゲハの勇壮な飛翔に、企てを忘れて茫

然と立ち尽くしてしまつたことが忘れられません。 「たかが虫」なのにどうしてこんなに

も心豊かになれるんでしょうか。その疑間に敢えて答える必要など無いのかもしれません,,

虫が好きだ、ただそれだけでいいんではないでしょうか。

余計なことをつい書いてしまいました。もうすぐギフチョウから始まる採集シーズンの

到来です。今年のシーズンも会員の皆さんが活躍されることを期待 して、締めくくりたい

と思います。原稿の方もよろしくお願いします。              (斎 藤 )
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