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今、この国ミャンマー (ビルマ)というと、日本では誰しもがノーベル平和賞を受賞

した民主化運動の指導者アウン・サン◆スー・チーさんをまず思い浮かべるであろう。

だが、彼女についても知つていることといえば、時の軍事政権にその活動を押え込まれヾ

どうも自由を束縛されているらしいということだけではないだろう力ゝ この国について、

それ以外のことをとつさに′思い付く人が虫屋ならずともどれほどいるであろう力、 どう

もあまり実情は知られていないよう亀

1996年はミャンマー・イヤー、「観光年」であり、国および人々の生活にも徐々に変

化がもたらされ、この国も転換期を迎えているようだ。採集についてはおろか、それ以

外でもあまり情報もなかつたが、とにかく1996年 8月 に我々はミャンマーに蝶の採集

に入つてみた。これまでミャンマー国内での採集経験を持つ人もそれほど多いとは思わ

れず、第一、蝶 (昆虫)に関する報文 。採集記などはほとんど発表されていない。そこ

で、採集の成果も上がらず、
～

jヽ文はミャンマー採集記というより旅行記に近いもので

あるが、実際にこの国を訪ねてみて、マスメディアから伝えられる緊張したこの国の一

部の状況とは関係なく、穏やかであるが、活気に満ちて生活する人々に接した印象など

を綴つてみたい。

<首都・ヤンゴンは今…>
1996年 8月 13日 午後 4時、我々を乗せたマンダレー・エアーの6T012便は首都ヤ

ンゴン (旧 ラングーン)の国際空港に着いた。当初、チェンマイ (タ イ)よ リヤンゴン

の北620Kmに位置するミャンマー第 2の都市マンダレーに直接入る予定で、ラオス・

ヴィエンチャンでそのヴィザを取得した。 しかしながら、ラオスのミャンマー大使館で

はその情報をまつたく把握していなかつたが、チェンマイのマンダレー航空のカウンタ

ーでチケット購入の際、個人旅行ではマンダレーからのミャンマー入国はできない旨を

知らされた。1996年はミャンマー・イヤーで、かなりの数の国境をオープンさせた山

を聞いていたのだが、これではしょうがない。入国はヤンゴンから、しかも空路のみと

のことで前述のようになつた次第である。

何人乗リカ☆lら ないが、70人以上の定員の機内にチェンマイからの客は我々 3人を

含め 13人であつた。着陸後、タラップを降りると待つている到着ロビー行きバスは羽

田空港で同じ用途に使用 していたものの中古品。そのバスは内装・外装をまつたく変え

ること無く、かつての日本語がそのまま書いてある。これはその後、街中で見かけた非

常に多くの日本車の中古についてもまつたく同様であり、そのクルマが第 2(第 3か

も?)の “人生"(li確には “車イli"力⇒ をまっとうしていることには何故か我々には

のぼのとしたものを感じさせる。到着後すぐ人国審査がある。l■

~前
にどこかからの到着

便があつたのか少し混み合つている。ただ隣国タイの ドムアン空港に比べれ|力まる力Jこ

手際良く、しかも簡単に通也 そして強制両替。最低でも300USS以上をFEC(=Foreign

Exchange Certintes,lusS=lFEC)に 替えなければならず、この FECはミャン



マー以外の国では通用せず、さらに300US$以下は出国時にも再換金できなし、つまり

一度ミャンマーに入国したなら|よ 300UN以上をこの国で使わなければならない仕組

みになつている。ちなみに米ドルの TC(ト ラヴェラーズ・チェック)は通用するが、ヽ

残念ながら日本円はダメ。ミャンマー国内での通常の通貨単位はチャット (野畿 で

あるが、これとの関係は後述する。

預けたザックなどが既にカートに載せられてあり、係りの者らしき男が丁寧に番号の

照合を行なう。ここまでは予想に反してとても整然としているが、照明の類が少なく、

国際空港と言えども、何だか薄暗υ、一歩外に出ると、何をしているのか分からないが、

我 到々着者の人数に比してものすごい数の人達ふ複数の人間が一斉にタクシーに誘う。

海外にひとり (個人)で出た場合、この瞬間が最も難しく、
′
緊張する時である。その日

のうちに別の場所に移動するのであれ|よ その手続きを取るべく行動すれば良く、彼ら

に対して毅然とした態度になれる。しかしながら問題は、その日その都市のホテルに滞

在するのであるが、まだホテノ

"ヾ

決まつていない場合である。私はだいたいいつもそう

であり、このミャンマーでも例外ではなかつた。だが、今回はひとりではなく、3人で

あるのが′醐食V、 あ、つう次の日、採集地に向かうべくクルマをチャーターしたり、バス

に乗る必要がある時は街の中心近くに宿をとる方が都合が良し、次に治安、料金、衛生

面を考慮し、そして空港から比較的近く、さらにそのホテルから歩いていけるところに

地元の爛 汗1用するマーケットやうまいレストランなどがあり、さらにエアコン、シ

ャワー付きのホテルが見つかれば理想的であろう。このようなホテノИこタクシー料金を

ボラレないようにして行く交渉をしなくてはならなし、 これは言葉の問題もさることな

がら、今いるところからそこまでの距離や相場などの事前の知識がなくてはならず、さ

ら□駆け引きと経験が必要であり、これが本当に難しレヽ

結局、街中のゲスト・ハウスまで 2FEC(=2US$)で交渉がまとまり、クルマが走

り出した。すると間もなく、何故か助手席に乗り込んでいた若い男が別のホテルのネー

ム・カードを出してそこに変更するように執拗に勧める。どうも客を紹介すれ|よ その

ホテルからバック・マージンがもらえるようであり、話がウソでなければ先の私の条件

をだいたい充たしている。さらにそこまでのタクシー料金をタダにするというので、ち

ょっと安易すぎるとも思つたが簡単に変見 しかし、これが結果的に大正解だった!! 1

泊朝食 (卵料理、オレンジ。ジュース、 トースト、コーヒー、そしてバナナ。 ミャンマ

ーではその後宿泊したホテルもこの形式のものが多かった)付き、10FEQシャワー、

トイレは共同だが、エアコン付き、そして 2ヶ月前にできたようであり、何より清潔

なのが嬉しい。従業員もそこそこに英語を理解し、受付カウンターの女の子が愛嬌があ

り、カワイイのがよろしし、街の中心からはやや離れていたが、その分静かであり、そ

こへのタクシー代も僅かであり、結局、日本への帰国前夜もここに宿泊した。今、ミャ

ンマーはビル、ホテルなどの建設ラッシュであり、街中いたるところで工事が行なわれ

ている。



ホテルの変更後、すぐにこの助手席の野郎が、今度は現地通貨であるチャットヘの両

替を持ち掛けてきた。闇の両替については当然知つていたが、我々が予想していたより

も大分レー トがいい。lIEC=130チ ャットだという。軽薄にも 3人で 3∞FECも換

金してしまつたが、これがまつたくの不正解であつた。この野郎に連れて行かれた当の

ホテルでは、皮肉にも lFEC=147チャット。その後、街中で声をかけてくる男たちや

店先で両替をもちかけてくる中での最高レー トは、lIEC=157チャットであつた。ま

あこれもしょうがない。“授業‖'と いうところか !

<いざ、ミッチーナヘ>
ミャンマー国内の真ん中を北から南に流れるイラフ勁 1贈 この河の河国が首都ヤンゴ

ン lYangonlで あり、第二の都市マンダレー (Mandalaylはその_L流 6201mの所に

位置する̀
〕

今LJ、 我々がミャンマーに入るにあたつて、理由はいくつかあるが、採集を

できるかぎり北部、しかもある程度の高標高地域で行いたかつた。そこで、翌日より

ⅣT口P(Myallmar navel Ъurs)をはじめ航空会社オフィスで北部山岳地帯へのアク

セスとその情報収集を行なつたが、結局のところ、中国とのボーダーに最も近い街プー

タオ (PutaO)へは行けなかつた。地図で見るだけでもミャンマー最高峰、中国との国

境にそびえるカカポラジ lHkakabO Razi標 高 5881m)に最も近い街であり、いやが

うえにt)我々の熱い思いを掻き立てる。 しかし残念ながら、パック旅行以外の個ノ嘲

“

予

では当地に人境できないとのことだつた

そこで鳩首会議の結果、まずとりあえず可能な限り北上するということで、カチン州

ミッチーナ (Mitina)に飛ぶことにした。この街もイラワカ ||の上流、ヤンゴンの

1ヒ 1200hにある。当地までの陸路、鉄道やバスの便もあつたが、便数や所用時間な

ヤンゴン市内、ミャンマー銀行の前の筆者



1

どが明確でなく、我々の足としては実用的でなかつた。ヤンゴンー ミッチーナの 1人

片道の航空料金 165US$はビルマ人 (1890チャット)の何と 13倍であることが機内

搭乗後、隣に座ったこ涙 人青年と話しているうちに判明した いくら物価が安いとい

つても心中穏やかでないが、ビルマ人と外国人との間にこういう料金システムをとつて

いるのが現在のミャンマーなのであり、これはどうしようもない。

8月 16日 午前 10時 15分、予定より少し早く離陸じ山岳地帯の様子を少しでも見た

くて窓側に席を取れども窓の外は雨雲厚く、まつたく何も見えない。途中、マンダレー

で一部乗客を降ろし、すぐに出発。約 2時間後、コンクリー トの滑走路ではあるが、

野原の真ん中に到着した。前を行く人達について 150mほ a離れた、お世辞にもきれ

いとは言えないような建物に向かうと、途中で外国人だけがチェックされて、手続きの

ため部屋に呼び入れられた。我々 3人のほか、日本語版『地球の歩き方―ビルマ編』

を持つた台湾人 (最初は日本人だとばかり思つていた)が 2人いた。どうやらビルマ

人でないことが一目瞭然のようで、50人以上いたほとんどのビルマ人はそのまま正に

「蜘蛛の子を散らず」ように、何処ともなく散って行つた パスポー トを見せ、一通り

の手続きをし、ザックなどが出てくるまで少し離れた店で待つように指示される。充分

事情が飲み込めないままにそうして待つこと 1時間、その間にビール 2本とヤキソバ

で昼飯:そ して、気がつくと我々の荷物は既に小型 トラックに載せられ、何と驚くこと

にこれからの宿泊先までもう既に決められてしまつている。ウソか本当カカ らないが、
「このミッチーナには外国人用のホテルは 2つ しかない」と昼飯を食べていた時、隣

のテーブルにいた米国人が言つていた。彼はその両方に滞在したが、我々がこれから行

くYMCAの方が良いというので、何だか自分達の意向をまったく無視され、勝手に事

が決められたことに釈然としないものを感じたが、これから先のこともあり、そこはす

んなり受け入れることにした Ⅷ CAでは何と驚くことに日本語学校が開かれており、

我々がホテルとして利用するのはそこの宿泊施設ということらしい。二人部屋で 1人 1

泊 10FEC、 シャワー し拶卜かしは壊れているのか、電力不足のためカゴまとんど水同然)・

トイレ付き。天丼に大きな扇風機がひとつあり、緩慢に回つているが、これが夜の安眠

のための唯一の味方であつた。当地ミッチーナはヤンゴンからずいぶん北 (1200km)

に位置するが、内陸であり、二方を高い山に囲まれた盆地であり、標高は約 200mと

意外に低い。その為かこの雨季にはキ跛 が高く、蒸し署いことこの上ない。日中、キ|:で

ビッショリになつたシャツ。パンツなどを洗濯しても、部屋の中では丸一日では乾かな

かった

<どこに行けばいいんだ !>
このミャンマー北部、ミッチーナに来たが、この付近での採集を行なうに当たり、ポ

イントその他の情報があろうはずもなく、「150万分の 1の地図」だけを頼りに明日か

らの採集を考えなくてはならなし、 当然、現地の人達が採集に適する場所を知つている



はずもなく、我々の意図・希望を汲み取り、そんな場所をすぐに教えてくれるのを期待

するのは、日本国内でもそうだが端から無理というものである。それでも、「チョウチ

ョを採りたい」という思いを彼らに伝え、山、峠、森などの自然が残り、緑が濃く、し

かも滝や川などの水系を有する場所の名をいくつか挙げてもらう。そこまでのアクセス、

道路状況、距離を聞き、 ドライバーを捜し、そして何よりも大事なクルマのチャーター

料金の交渉を行ない、翌朝、指定した時間に迎えに来るように段取りをしなくてはなら

ない。これらのことを言葉の障害を乗り越えてやらなくてはならないが、初めての採集

地に、おまけに 1人で入つた時はここまでが本当に大変である。まあこうして、翌朝

天候も良く、指定した時間までにチャーターしたクルマが迎えに来れば海外での採集は

もう半分以上成功したとも言える。さらに午前中に採集地でポイントをうまく探し当て、

蝶の発生期にぶつかり、珍稀種ならずともそこそこに成果を上げるとなると、もうこれ

|ま相当に難しい。ミャンマーでは、これにさらに政治的・治安の問題が重くのし力功 りヽ、

特に山岳地帯への外国人の立ち入りは大きく制限を受ける。中国国境に近いプータオの

街への入境が今回許可されなかつたのは、この理由の延長線上にあるのであろう。

結局、8月 17日 はこのミッチーナの北 4駄mにあるミッソン (Mit-30n;「二っの ||

が合流する」という意味らしい)と いうところに行つた。午前 8時出発の予定が、東

南アジアではこれが当たり前のことであろうが、その方面に向けて街中を出たのが 10

時少し前という時間になつていたЭずいぶんイライラさせられたが、クルマは所々に集

落があるアスファル ト道路をほぼまつすぐに北上する。301m、 1時間程は道路沿いで

牛が草を食み、働之夢遡麟類がせわしなく飛ぶだけの単調な風景であり、この間、標高

はまつたく変化なく、私の腕時計についている高度計は 2∞hをずつと示していた。

目的地ミッソンの手前 10kmぐらいから環境がやや良くなり、少し蝶が目につきだし

た。却懃塩 ∠″刀口′といつた中型のタテハ類やマダラ類が見られ、それに″國口′が混

ざり飛翔しているのにはすつかり蝙され、ネットに入れるまで分からなかつた。さらに

μル激7の吸水も見られたが、他の物 はナガサキのみで、一般口蝶影はそれほど

濃くなかつた

やがて雨季のためか、ミルク・コーヒー色したゆつたりとした流れが合わさる場所ミ

ッソンに着いた。粗末な茶店が 1軒ある他は目的の良く分からない建物があるだけ、

現地の人達が休日などに出掛けるちょつとした場所らしいが、3人でネットを充分に振

れるほどの森の大きさはなかつた。コムラサキ類、シロヘリスミナガシ、
一

、

2疵bなども見られたが、小雨が時折降るような天気のためか個体数が少なく、暑さや

疲れを忘れ採集に熱中させるほどには遠く及ばない。

小雨の中、2時間ほどで一通りの採集を終え、茶店に私が戻つたときには珍しく連れ

の 2人がそこで休んでいた。年齢、体重が彼らより多い私は歩くスピードが遅いため

か、それとも他人と同じ、皆と一緒ということを極端に嫌う生来の性格のためか、同行

の採集者と同じ道を同時に歩きながら蝶を採るということはほとんどない。そこで、こ



の3人で採集した時は各自が別々か、さもなければ私だけが別のことが多い。 しかし、
これは結果であり、一本しかない森の中の道を行く場合などでは、い ′、N懃鮨

といつた小型の普通種などでもまめに私がネットしている間に置いていかれることが多
し、

「どうですか?」 と聞く声も、『 どうせ相手もたいしたことネーだろ』との思いに力

無く、当然返事は予想を裏切るものではなかつた。こんな時でもやはり後から戻る方が

曳屋として褒められるのであろう。いくら普通種といえども新鮮な個体が数多くいる時、

ミクロ的にもその場所での採集が初めてなら|よ 当然ネットを振る回数が多くなり、時

間が許す限り採集するのが普通の虫屋であろう。ましてや私ともう 1人はミャンマー

初体験である。インドシナ半島でそこそこ採集していれ|よ 分布がその延長線上にある

ミャンマーは当然興味深し、 今回のこの 3人の中では年齢と虫屋としての実力は見事

なまでに逆転、いや反比例していて、私は大きく水を空けられている。で、あるからこ

そ、2人がもう茶店に戻り、緊張の糸が切れたような顔をしているのを見るのはやりき

れない。私が椅子に腰を下ろしながら思わず日から出た先の言葉は、当然結果が分かつ

ていてt)、 虫屋が同業者と顔を合わせたときに反射的に出てしまうものなのであろう。

このミッソンから道はさらにそのまま1日こ続いており、道路状況は通行に支障をきた

すようなことはまつたく感じさせない。しかし、しかしである。所々道路脇にあるビル

マ語の立て本しま何が書いてあるの力ヽま当然理解できないが、「この先、ゲリラ出没、注

意」とでも書いてあるのか、いずれにしてもある地点まで行くと、その先へ外国人は立

ち入れなくなる。そして、このことに関しては不思議にどの現地人の言うことに寸分の

違いも無いのである。はつきりした目的がない一般の観光客には「その先」に入ること

など興味はないであろうが、やはり我々はそうはいかない。しかしながら、それでも入

ると言うのであれば、「命の保障はない」ということなのであろう力、 となれば、当地

ミッソンでの採集はこれまでである。当然ながら、その夜は「明日、どうする力湖 とい

うことになる。天候の分を差し引いても今日の採集地は蝶が少ないということで 3人
の意見は一致し、また明日も同じ場所に行く気はないということだが、その次の選択肢

がないのである。

翌8月 18日 はこれ以上ないような採集日和、ピカピカの晴天の下、付近の森、採集

ポイントを求め、ウロウロとクルマを走らせ、満足にネットが振れないうちに一日が終

わつてしまった()こんなに苦労してミャンマー北部に入つたのに、あれこれと算段つけ

て有給休暇を取り、やつと出国できたのに、あ―あつ ! もう、これでは喋が採れない、

ネットが振れないス トレス・不満を誰にもぶつけることもできずに悲しくさえなつて来

る。

その夕、YMCAに戻つた我々は、この 7月 末に日本人採集者 2人をある森に案内し

たという男に会った。彼の四輪駆動車でその場所まで行き、約 10kmほどの森の中の

小道を歩きながら採集するのに現地でガイ ドを雇うと言う。そこまでは普通車では道が
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悪くて行くことができないが、4WD車なら O氏 そして、何よりこの森が二次林でな

く原生林であり、前述の 2人はそこに 2日 間通い、「こんなにチョウチョを採った」と

言い、両手を広げるのである。だいたいこれまで国内外のどこでもそうだつたが、素人

が言う「見たこともないような」、「すごくきれいな大きなチョウが」、「ものすごいたく

さん」、はては「新種かもしれない」ほど、悪意はないにしても当てにならないものは

なく、何遍痛い目に遭つているか知れない。しかし今回、彼は “8000nd h“t"でな

く、“virginおrest"な どと心穏やかでないことをぬかすのである。加えて、かの日本

人採集者 2人は我々の良く知る男たちの名前であり、海外でのその採集の実力たるや

一流である。しかし、クルマの一日のチャーター料が 70FECと かなり高額を要求する

のである。結局、その場では結論が出なかつたが、明朝我々がその場所へ行きたいのな

ら、その夜 9時までに電話連絡するということにして、ひとまず晩藪:中華料理でビ

ールを飲みながらの議論白熱bその “virginおresピ'なる場所に明日行くことを強く主

張する私に対して、他の 2人は賛成しなかつたD理由は簡単、素人が言う前述の言葉

が、本当でないということを私以上にいやというほどに経験しているからである。結局、

その “virgin forest"な る場所には入らず、そこ以外にはこれといつてポイントを捜し

きれないままこのビルマ北部ミッチーナでの採集は終わつてしまつた

このミッチーナの街の東西両側は 5000mク ラスの山々に囲まれており、これより徐々

に標高を上げるように道はプータオに向かつている。我々が唯―持つていた 150万分

の 1の地図で見る限り、周辺の山々は何とも魅力的である。当然、そこにはパルナシ

ウスも分布しているだろうし、タカネクジャクアゲハは勿論のこと、きつとシボリアゲ

ハ、そしてテングアゲハもいても不思議ではない。などと当初夢想していたのである。

まあパルのいるところまでは無理としても、この地図には記されていない、これらの山・

峠に至る道路があり、もし近くまで行ければ、「何か採れるだろう」と考えたのがそも

そもこの地域に入つた理由である。         .
それにしても蝶を採集するのに、持つているのが 「150万分の 1の地図」だけという

のではどうしようもない。この地図の正確さということも気にはなるが、この地図のス

ケールで記されているくらいの「川」は「大河」であり、虫の採集地として適するよう

な代物ではなく、蝶の採集に向くような水系は当然ながら小さすぎて載つていないので

ある。鳴呼、完敗 !撤退するしかない。

<メ イ ミョーで蝶々は採れるのか>
中部マンダレーから東に 70～80h、 標高 1000mほどの所にメイミョー (MaymyO、

地図ではピンウールィン、Pyin Oo Lvrinと 記されているが、現地では皆がメイミョー

と呼う という街がある。マンダレーから鉄道の便もあるが、一日に 1～2便くらいし

かなく、出発・到着の日判 が聞く人により異なり、はつきりしない。おまけにそのチケ

ットもその場ですぐに購入できないらしく、鉄道そのものの旅を楽しむというのでなけ

8



れ|ま あまり利用価値はなく、我々の足としては適当でなかつた。そこで、早朝からひ

つきりなしに出ている「トラックバス」で現地の人達と一緒に出発したが、これが本当

にひどかった 小型 トラックの荷台に座席を置き、これにできる限りの人を詰め込むの

である。片側 5～7人の座席で、その間にも我々が銭湯で身体を洗う時に使うあの 硼要

掛け」みたいなものに膝をかかえて座り、入り込む6荷台からはみ出て、支柱に掴まっ

ている若者もいる。それでもさらに、客集めの男が「メイミョー、メイミョー !」 と叫

び、「これでもか、これでもか」、と詰め込むのである。出発時間は特に決まっている訳

ではなさそうであり、もうこれ以上は無理というくらい客がいつぱいになれば出発する

が、最初から居た者はこの間、ただただじっとこの姿勢で待つのである。この時のお客

は 23人、おまけに土砂降り。ゴムのシー トをかけてはいるが、当然雨が吹き込み、パ

ンツまで濡れてきて、気持ち悪いことこの_Lなし、 ゴム草履の料金係の男は足掛けに片

足だけで乗っているだけであり、ビショ濡れであるが、それほど気にしている素振りで

もない。メイミョーまで一部舗装の山道で、途中一回休憩し、3時間の我慢・我慢であ

つた。一人、150チャットは働 こヽ安いがもうこりごりである。

雨の中、23人はこれでメイミョーに行つたのだ

メイミョー、この高原の街はマンダレーとは打つて変わり、そして来るまでのあの ト

ラックバスでの苦行を忘れさせてくれるほどに涼しくて気持ちがいい。街中にたいして

見るべきものはないが、観光客相手の一頭立ての四輪馬車が走っている。話の種に乗つ

てみるのも良いであろう。 しかし、何といっても左党に嬉しいのはラム酒がうまいこと

である。『マンダレー・ラム』、当地ビルマには、これ以外にもその土地の名前がついた

ラム酒がいくつかあるらしいが、私にはこのマンダレー・ラムが一番旨かつた。これま

で海外の採集地で飲んだ酒のうち、台湾で飲んだ紹興酒を除け|よ その土地で正直言つ



て旨いものは少なかつた。そして、何と信じられないことに、通常のあの洋酒のサイズ

のボトノ場 日`本円にして、だいたい¥300で買えるのである。夕方、長袖の トレーナー

が欲しくなるくらいに涼しくなり、晩飯にこいつの「お湯割り」を飲むのが楽しみとな

った。おまけに 3日 間のメイミョー滞在中、通つた中華料理屋が中々うまい !

さて月予いの採集地であるが、周辺はかなり開発されてしまつていて原生林と言うべき

ものは皆無である。結論から先に言えば、ガイドブックにも載っているこのメイミョー

の有名 (?)観光地である植物園と2つの滝の 3箇所でそれぞれ 1日ずつネットを振

っただけで終わつてしまつた。この植物園はビルマの田舎町には不釣り合いなほどに立

派なものであり、広大 (総面積 96ヘクターノL/1な園内に植物の種類も多く、そして何

より良く手入れが行き届いていることに驚かされる。この植物園の外周路外側の疎林が

採集にはやや適するであろう力、 ]"勉レ盤腸あ″が割と多かった以外には、特にこ

れといつて挙げるべきものもないが、勤竪a力、∠湯卿 a、 α機 や N蒻謄 類など

のタテハの仲間、そして 〃贔
"′

″ 湯
“

、ヒメフタオなどが採れる。園内には現

地の一般観光客が多く、あまり落ち着いてネットを振れないが、それでもキシタアゲハ

やルリモンアゲハの吸蜜を観察することもできる。Eぼ aもいるのであろうが、今回

は採集できなかつた。E麟
"″

の個体数が多く、最普通種と馬鹿にしないでマメに採

つてみると案外面白いものも入つていることもある。

メイミョーの採集地へは貸し自転車で (賃料は1時間=10チヤット)

メイミョーの街の先 5kmと 手前鍮mの共に街外れにwater£亜 が 2つあるの前者

は、ほとんど落差のない渓流に毛が生えた程度の渓谷であり、地元の人達がよく水遊び

に訪れる。途中の道沿いはほとんどがlB畑であり、月″おの仲間ぐらいしかいないが、

タイワンモンシロ、オオモンシロ、チョウセンシロなども混ざる。滝の周辺には茶店な
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どが数軒あり、自然公園といつたところであり、あまり骨つぱいものは無理だが、

3〃Zレ が何種類か採集できる。後者はなかなか大きな瀑布であり、かなり急な山道

を下つて行くと、その滝壺に行き着き、そこには吊り橋が架かつている。この行き帰り

を道沿いで採集するのであるが、当日は午後を移動日に当てていた為に時間的に充分採

集できなかった。それでもMma"戸田 ″ηZ鹿′なども採れ、周辺の樹相は悪くないだ

けにポイントを捜しきれないうちに時間切れとなつてしまったのは残念であった

これまで東南アジアで少しばかり蝶の採集をやつてきたが、正直言つて「ミャンマー」

はまだ意識下になく、この話が出たとき、すぐ私の脳裏に浮かんだのは「アウン・サン・

スー・チーさん」でもなく、ましてやルビーなどでもない。イ動 その昔、子どもの頃、

読んだであろう『ビルマの竪琴』であつた。本の題略が思い浮力んだので読んではいる

のであろうが、その内容・話のスジもまつたく記憶にない。とすると今回「ミャンマー

の北部の山岳地帯に行けば、タカネクジャクアゲノ′`やシボリアゲノヾ沸 ろか、テングア

ゲハまで()…」と当初ひとり考えたのは、30年、いや 40年後の “ビルマのたわごと"

であった力、

(SASHIDA H田はi 〒920‐0921石り|1県金沢市材木町 1卜68)

唐突ですが、質問です !…・スペースが余つた。そうした始 、経懇「は何を

考えるか、解答を以下のうちから一つ選びなさい。

①原稿募集のお知らせを書く。

②原稿大募集の檄を飛1討。

③原稿急募の泣きを賄 る。

なお解答は、原稿を同封 して編集部まで送付すること。特典として、もれなくそ

の原稿が掲載された『多摩側 が 2冊もらえるキャンペーンを (じつは alnraysなの)

実施中である。この気前の良さ、尋常ではない…と言うほどでもない力、



ヒメウラボシの夢 (じゃま田君の蝶バカ日誌)

山田 成明

1997年 10月 西表島へ 4日 間行ってきた。うまい具合に蝶研の小路さんが西表に入つてい

て、シロウラナミ発生の情報がもらえた。おかげで大好きなシロウラナミを採ることがで

きて、その 1日 目の採集記を「みやくに通信」 83号に「西表の決闘」と題して掲載して

もらった。

では、2日 め以降はどうだったかという話をここに書いておきたい。シロウラナミを沢

山採った一番面白い話はもう書いてしまった訳だから、それ程面白くはないのだけれど、

採集記として記録しておく。

1997年 10月 19日

〈14年ぶりのタイワンキマダラ〉

朝 7時に朝食。普通こういう民宿ではご飯とパンを選ぶことなんてできないのに、この

カンピラ荘ではパンを選択することができた。じゃま田君は朝はパン党なので喜んでパン

を選ぶ。食パンが置いてあって自分で勝手にトースターに入れて焼く。このパンがこんな

離島の民宿に…と驚 くほどうまかったので3枚 も食ってしまった。また、パイナップルと

パパイヤの手作 りのジャムが置いてあって、これもうまい。食い意地の張っているじゃま

田君は、この朝食に感激してしまった。

8時過ぎに出発。前のスーパーで弁当を買おうとしたら、 9時にならないと配達されな

いということで、あとで寄ることにした。空はどん曇 り。まず船浦の小学校前に寄リホリ

イコシジミを探す。砂山の裏にランタナの群落があって、ここにいる筈だったのだが風が

まともに入つていて全然いない。風の無い場所のランタナを探して奥へ入って行 くと、比

較的風の無い所のランタナの回りで、あの極小のホリイコがチラチラ飛んでいる。つい

2・ 3頭いっぺんにネットに入れてしまうが、処理がめんどう。結局 1頭ずつネットに入

れるのが正解だと分かる。しかし、この小さいのを採ってもちゃんと展翅をするのかしら。

標本になるのはこのうち何頭だろうなんて考えてしまう。

他にはクロボシセセリ。マサキウラナミなどがいて、結構三角紙を使う。クズの花が咲

いていたが、期待 したウスアオオナガはいなかった。いたのはウラナミシジミばっかりで、

さすがにネットする気は起きなかった。

次にマダラに期待 して高那に向かう。ユツン橋を渡った辺りで石垣島在住の小濱琢哉君

に会う。今朝一番の船で渡って来たのだと言う。やはり小路さんからシロウラナミの情報
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上原の町並み

をもらって飛んで来たという訳だ。

小濱君はまだシロウラナミをネットしたことがないとのことで、今日の採集に多大な期

待を抱いて来ている。曇っているのでツマムラサキもマルバネルリも飛ばない。仕方なく

マサキウラナミなんかを拾つて歩く。

ろくなものがいないのですぐに飽きる。吉崎さんも同じで、

「どうする? ここにいてもしょうがないでしょう」

「と言つても、この天気だしねえ。どこへ行つても同じなんじゃないの」

結局、昼の弁当を買っておこうということで、上原のスーパーヘ戻る。しかし、スーパ

ーに寄ったら弁当はすでに売り切れていた。おばちゃんがしきりにすまながっていたが、

無いものは仕方がない。もう高那方面へ戻る気はせず、そのまま月が浜へ向かう。ルリウ

ラ・ヒメウラ・タイワンキマダラ狙いである。

昔採った道はレンタカー乗り入れが禁上になっていた。そこで、「禁止の看板」の前に

車を止めて歩いた。確かにこんな道は車で乗り入れてもしょうがない。歩かなければチョ

ウなんか採れる訳がない。しかし、期待したワンキマはあまりいない。たまに出て来た奴

はやたら飛ぶのが早くて、すぐに飛び去るか林の中に入ってしまう。それでもやっと3つ

採って 14年ぶりに三角紙に入れた。

ワンキマを道で待つている時、道沿いにアゲハが飛んで来た。薄黄色だったのでてっき

リナミアゲハだと思った。西表ではあまり見た覚えがないので、思わず採つてしまった。

そうしたらナミアゲハでは無 く、ミカドアゲハのクリーム型♀だった。ブルーの帯の部分
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が黄緑になっていて、なかなか格好いい。西表ではミカドは珍 しいのかと思つたがそんな

訳でもない。ただし、クリーム型はそんなに多くはないようだ。

12時半になったので祖納のスーパーヘ行つて弁当を買い、その場で食べる。店の前に

テーブルと椅子があり、二人で食べていたら後から労務者風のにいちゃんが二人やつてき

て、やはり同じようにここで買った弁当を食べ始めた。そして、我々におかずのパックを

あけて勧めてくれた。見るとどうも内臓を炒めたもののようだ。「甲子園の味、こてつち

ゃん」みたいなものだった。

せっかく好意を示してくれたにいちゃんには悪かったのだが、残念ながらじゃま田君は

唯一苦手な食い物がこの内臓類で、手が出せなかった。吉崎さんも当然 (非常に好き嫌い

が多いのだ)パス。いや、にいちゃん達悪かったね。

食事を済ませてから白浜の旧道と林道を見に行 く。小路さん達とは2時 に白浜の海岸で

待合わせなので、時間潰しにはちようどいいかと思った。ちょうど天気も快復してきて、

青空が広がってきた。

〈白浜ニテ〉

旧道沿いのヒヨドリバナにリュウキュウアサギマダラがてんこ盛りに止まっているのを

見つけて、吉崎さんに追ってもらって一斉に舞い上がったところを写真に撮った。多分 3

0頭 くらいは舞い上がっただろう。でも、以前にも無数のナミエシロが波のように群れ飛

白浜林道。かつての好採集地も今では深い森になつてしまつた。
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みんなで橋架け作業。
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。小濱

んでいるところを写真に撮ったことがあったが、出来上がった写真にはほとんどそれらし

いものが写つておらずがっかりしたことがあったっけ。今回も多分うまく写つていないの

だろう。

やはリチョウの写真を撮るには、このバカチョン (キ ヤノン。オートボーイスーパー)

では無理なのだ。

白浜林道へも14年ぶりに入ってみたが昔の面影は全 く無く、ほとんど日の当たらない、

スジカバとマサキ 。キチョウしか飛んでいないつまらない道になってしまっていた。今、

誰も白浜林道というポイント名を使わない訳が良く分かつた。

2時前に白浜に着いたが、小路さん達はまだ来ていなかった。潮はあと少しで渡れると

いうところまで順調に引いてきていた。吉崎さんは板で橋を架けようと小学校の校庭から

跳び箱の台を拾ってきて、一生懸命それを水の流れている所にうまく置こうとしていた。

じゃま田君はそういう無駄な作業には加わらず、冷ややかな目でながめていた。冷たい男

だ。

もっとも吉崎さんも、小路さんだけならきっとこんな面倒な作業をしなかったのだろう。

米っちやユキちゃんといった女性が一緒に来ているから、ナイトぶりを発揮 したのだろう

と思う。米っちとは蝶研の米谷敦子君のこと。ユキちゃんとは大阪の川上さんというチョ

ウ屋の奥さんで、旦那が休みが取れないので代 りに採集に来たという変わった女の子。吉

崎さんは、彼女達が渡りやすいようにとの思いで架橋工事にせいを出していたのだろう。

そこへ小路さん・米つち・ユキちゃん 。小濱君が到着して、早速新しい橋を渡って対岸
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のポイントヘ上陸。多分昨日の話では、唐牛さん達が午前中に入って一通りお掃除されて

しまっている筈。果たしてシロウラナミがいるかと思つたが、小濱君が一番に入つて、

「採った～」と一声。いたいた。

さすがに昨日のように数は多 くないが、各人3～ 5頭ずつ採って、ひとまず打ち止め。

米っち・ユキちゃんペアは裏の奥のポイントヘ。じゃま田君も吉崎さんもあまりの暑さ

に日陰でひと休み。やがて、いつの間にか小路さんも小濱君も裏のポイントヘ行ってしま

った。じゃま田君は最初に3♂採って、この休憩後に2♀ 追加。裏の小ポイントでミカド

の黄色型をまた採った。ミカドも好きだしこの黄色型というのがまたいい。結構うれしか

った。

その後 3時半ころに小路さんが戻ってきたので、じゃま田君も休憩を終えてまた一回り

したら1♀ 追加。多分シュクシヤの根本に止まって隠れているのが出て来るのだろう。

みんなの話を聞いたものを総合すると、昨日は小路 9、 米谷 11、 ユキ 1、 吉崎 14、

じゃま田 13だつた。今日は小路 7、 米谷 4、 小濱 5、 吉崎 5、 じゃま田 6だ った。ただ

し、この数字は正確に確認した訳ではない。シロウラナミは今日はこれで打ち止め。

小路さんはシュクシャの花を見て卵を見つけ、やがて食痕のある花から前蛹を見つけた。

さすがにこういうことには慣れている。それを見せてもらって探 してみたけれど、そうそ

う見つかるもんじゃない。

そんなことをしていたら、「潮が満ちて来てるよ―」という米っちの声、あわてて出て

みると昨日の帰 りより潮が満ちて来ていた。

〈テツイロ採集法〉

4時 50分の石垣港行き最終便に乗るための迎えのバスに乗る小濱君をみんなで見送っ

て、墓の横のデリス畑へ行ってテツイロをやることになった。

小路さんは墓の裏のシュクシャでシロウラナミを1♀採って、幼虫も見つけたそうであ

る。さすがにしぶとい。じゃま田君はそんな所を探そうともしない。

小路・米谷・吉崎の 3人が墓の横のデリス畑に入つたので、じゃま田君は小学校裏のデ

リス畑にユキちゃんと入つて、テツイロビロードセセリの採 り方をちょっとだけ指導した。

じゃま田君に指導されても喜ぶチヨウ屋はいないのだが、ユキちゃんが素直に聞いてくれ

たのでじゃま田君は満足だった。

テツイロの 1頭 目はユキちゃんが見つけた。

「もしかしてあれですか ?」 って言われて、見るとまさにテツイロ君が止まっている。そ

れも飛びもせずにじつとしている。

「思い切つてネットをかぶせて」って言つたら、なんかぎこちない手つきで、「えいっ」て

な感じでネットを伏せたが、みごとスルリと逃げられてしまった。ふむ、こりゃダミだ。
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大体手が逆だ。ネットを前に出すのに左手を前にして右手を手前にしている。もしかして

左利きかと思って聞いてみると、右利きだというので、それを反対にしてもっと思いきっ

て振 り切れ (ま るでゴルフみたい)と 教える。

次のチャンスもユキちゃんの目の前にテツイロが現れて、思いきリネットを振らせた。

みごと入ったと思ったが、ちょっと浅かった。ネットのほんの入口でバタバタしていたテ

ツイロ君は、ユキちゃんがあわてている間に逃げ出してしまった。残念。今のはいったん

入っていたのに。

ユキちゃんの旦那はチョウ屋で、蝶研サロンの会員なんだそうだ。今回シロウラナミ発

生のニュースを聞いて、小路さん達が行くことを知った旦那は、自分は仕事が 1亡 しくて行

けないので、ユキちゃんに「行って採って来てくれ」と頼んだのだそうである。おもしろ

い夫婦だ。ユキちゃんもみごとに期待に応えてシロゥラナミをグットしたのだ。

さて、その後ユキちゃんは無事にテツイロ君を 1頭 自分でネットして、

「あ～あっ、ゃっと採れた。もう帰 りたい」と思ったのだった。このチョウは昼間採るチ

ヨウとやはりちょっと違う。慣れないとくたびれてしまうのだ。

小路さん達 3人が帰っていった後、吉崎さんとじゃま田君は対岸のデリス畑にテツイロ

がばんばん飛んでいるんじゃないかと気になって、対岸にジャブジャブ渡ってみた。

でも、“そうはイカのキンタマ、タコが引っ張る"何 もいなかった。今日は時間的にも

う終わりなのだろうか。

西表の夕焼け。外離島。自黒では美しさが ?
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こうして 2日 目の採集も終わり、戻る途中で西表の夕焼けの写真を撮 りながら、すつか

り暮れ落ちたカンピラ荘に戻った。

夜、二人で小路さん達の部屋へ行って、飲めないビールを飲んでいろいろ話し込んで楽

しい時間を過ごした。

1997年 10月 20日

くまたも月が浜〉

朝めしにトース トを2枚食べて (昨 日3枚食べたら食い過ぎで気持ち悪くなったから)

出発。昨夜、秋葉ちようきち君から聞いた迷チヨウポイント、ガソリンスタンドの裏の畑

を見て見ようと行ってみたら、4～ 5人の人が畑作業をしていたのでパス。テレビの中継

塔まで行って見たが、ほとんどがタイワンキチョウ。あとはルリウラ・リュウキュウミス

ジ・イシガケ・スジカバくらいのものしかいない。なかなかいいポイントってのは無いも

んだ。

空はどん曇りで台風 23号の影響か、雲が早い。

小路さん達は高那方面へ行っているので、同じ所へ行くのも芸がないと、月が浜へ向か

う。今日はきちんとタイワンキマダラを採るつもり。

今日も「レンタカー進入禁止」の立て看板の前に車を止めて歩く。気温が高く日が照ら

ないせいか、シジミ類が非常に沢山チラチラと飛んでいる。小路さんが「顔に当たるくら

いいた」と言っていたのはこういう状況だったのだろうか。

ルリウラ・ヒメウラ 。アマミウラナミ・タイワンクロボシだ。きれいなものだけ選んで

採る。タイワンキマダラが時々飛び出すが、敏感ですぐに林の中へ入つてしまう。吉崎さ

んもルリウラのきれいなのを選び採 りしている。

車の方に歩いている時、左前方上空に急にマダラが飛んで出た。一瞬、あれ、なんだろ

うと思つて見るとやけに白い。これは採らなけりゃと思った時はすでに遅く、結構なスピ

ードで前の土手を越えて裏に飛んで行ってしまった。スジカバの白化型のような感じのマ

ダラだつたので、もしかしたらコウトウマグラだつたのかも知れないが確認のしようがな

「じゃま田さん、いいマダラは高く飛ぶんだからね」と吉崎さんのお言葉。なるほどね。

今のはいいマダラだつたんだ。

「リュウキユウアサギやスジカバは高くは飛ばないでしよう」とおっしやる。ふんふん、

なるほど、と感心してしまう。吉崎さんはじゃま田君が持っていない知識を沢山持ってい

て、いつも教えてくれる。しかし、不祥の弟子つこはそれをその時は感心して聞いている

が、すぐに忘れてしまうのだ。

「この裏はセンダングサの畑だから回ればまだいるかも知れないよ」と言われて、車の方
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へ戻つて裏の広場へ回つてみる。小学校の広い校庭 くらいもある広場は回りがセンダング

サの草原になっていて、奥の方にはマメ科の草も沢山はえている。当然さっきのマダラの

姿はなかった。オジロシジミが結構いたので採ろうと思ったがほとんどがボロだった。

ルリウラも混じつているのでここで採っていたら、ネットやズボンにセンダングサの種

がいっぱいくっついて、ひどい目にあってしまった。西表では少ない筈 ?の モンキチョウ

がいたので採ってしまった。

吉崎さんもこの広場に来たけど、やはりあまりにセンダングサの種がひどくて悲鳴を上

げていた。ズボンはたちまち “針千本"に なってしまう。

〈カヌーだなんて、反則だ〉

時間が 10時になったので、祖納で弁当を買つてから白浜へ行こうということになった。

白浜へ行ってみると車を止める場所に軽 トラが止まっている。こんな場所に変だなと思っ

た。

昨日墓の奥のシュクシャでもシロウラナミの親と幼虫を採っているということなので、

少し念を入れて探してみたが、やはりいなかった。そう甘くはないのだよ。テッイロを探

してもやはりこんな時間にはいない。歩き回るついでにどこか対岸へ渡れる所は無いかと

思って探してみたが、やはりいい場所はなかった。

移動しようと思って走り出したのだが、さっきの軽 トラの止まっていた所で海を見る為

カヌーでこきげん、吉崎さん。
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に止まった。潮が引くとあんなに遠浅なのに、今は満々たる潮が満ちてきている。ふと対

岸を見るとちょうどこっちへ向かってカヌーがやつてくる。カヌーには二人の男が乗って

いて、大きなネットも見えるではないか。なんだ、あいつらは。カメーで対岸に渡ってシ

ロウラナミを採っているんだ。吉崎さんと二人で口を開けたまま顔を見合わせてしまった。

カヌーはどんどん近づいてきて、やがてこつちの岸に上陸した。乗っていたのは山元さ

んと新田さんだった。なるほど、地元の強みだよね。特に山元さんはカヌー教室をやって

いるんだった。水の中を歩くか潮の引いた時しか渡れないと思つていたが、船で渡るとい

う手があったんだ。聞いてみると二人ともシロウラナミを10頭近く採ったようである。

そこでお願いしてカヌーに乗せてもらって渡ってみたが、さすがにプロが二人でお掃除し

た後で全くいなかった。

しかし、日を追って採れる数が減っている。今回の発生も峠を越えたのだろうか。今は

白い花が沢山咲いているので、それらに産まれた卵がもう1回発生するとして、その後花

が無くなって冬は越せない筈。次回の発生はちょうど1ケ 月くらい後だろうか。

く情報力が大事なのだ〉

またカメーで我々を渡してくれた山元さん達は、使えないように櫂をはずしてからカヌ

ーを置いて行ってしまった。そこヘバイクに乗ってチヨウ屋のおじさんが一人やつてきた。

東京の瀬戸丸さんという人で、シロウラナミを採 りに来たと言っている。カヌーを見せて

今日はもう採られてしまってアウトだと説明したら、「ダメですね」と帰って行った。こ

の瀬戸丸さんがどこからこの情報を聞いたのかと思ってたずねたら、一昨日小路さんが星

砂荘で拾ってきたおじさんから聞いたのだということだった。情報というのはあっと言う

間に伝わるのだ。

もし自分が一人で見つけたポイントがあって、人に知られたくなかったら誰にも言わな

ければこれは勿論誰にも知られないが、一人でやっていてもつまらない。一緒にやる友達

がいてこそ、この趣味の楽しさは倍加する。そこで、「いいとこを見つけた。教えてやる

から誰にも言うな」と口止めをして教える。しかし、ここからが問題で、じゃま田君のよ

うに本当に口の固い (?)と いう人間は少ないのだ。こんないい情報を知っているとなる

と、ついそのまた友達にしゃべ りたくなる。「お前だけに話すんだから」と前置きして教

える訳だけれど、またまたよそへ伝わってしまうのだ。この先はねずみ算式に情報は流れ、

誰も知らない筈が誰でも知つているということになってしまう。まあ、これは本当に極端

なケースを言つたのだが、“漏れない秘密"と いうものはなかなか存在しがたいのだ。

たまたま知った情報を回止めされてしゃべらずにいて、その後そいつが知っていたのに

教えてくれなかったということを友達が知った時、そんな奴には俺も教えないということ

になる可能性もあり、「あいつにだけは教えない訳にいかないなあ」というような友達を
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誰でも何人かは持っているはずだ。

逆にそれほど親しく付き合っていない場合は、いくらその人がポイントを知っていると

いうことが分かっていても、ちょっと聞けないとか、教えてくれとは言いにくい…なんて

いうこともある。

この情報力のあるなしも、一流のチョウ屋の条件に入ってくるのだ。せっかくチョゥチ

ョをやるのだから、出来るだけ沢山の友達を作って、楽しくやりたい。

さて、まだ時間があったのでもう一度月が浜へ戻って、じゃま田君はタイワンキマダラ

を採 りにもう一本上原寄りの道に入つた。ワンキマに関してはこっちの道の方が多い。両

側の林から道に飛び出してくる。追いかけてネットを振るが、かなり速く敏感ですぐに林
へもぐり込んでしまう。そのうち急に雨が降り出して、あわてて木の下に雨をよけている

と、向こうから吉崎さんが車で迎えに来てくれた。いいねえ―。感謝感激雨あられ。

一旦レンタカー進入禁止看板へ戻 り、雨の止むのを待つ。シャワーだからすぐに上がり、

またワンキマ採 りに出撃。しかし、20分も経たないうちにまた雨が急に降り出した。あ

わてて大きな木の下に逃げ込んだら、もう目の前に迎えの車が来て止まった。なんちゅ―

早さ。

「黒い雲が見えたんで、こりゃ来るなと思って来ちゃったよ」って。これって、なんかす

ごいねえ。まことに有りがたい友情でござんす。

「さて、どこで待つ ?」 と吉崎さんが聞くので、

「そうだねえ」と辺 りを見回して、反対側の道の奥が気になっていたので、

「ちょっと、この上を見てこようか」と、反対の道に乗 り込んだ。

山の上に鉄塔が見えていたので、多分あそこまでは行けるのだろうと思ったのだが、結

局この道は途中までしか行けなかった。例によってタイワンキチョウ。リュウキュウミス

ジくらいしかいない、つまらない道だった。まあ、いいポイントなら当然「採集ガイド」

に載っている筈だから、そんなに簡単にいい道が残っている訳もない。

〈ヒメウラボシ採れる〉

そうこうしているうちに約束の時間が近づいたので、また白浜へ行 く。

約束は2時半だったが、 2時 20分頃着くとまだ潮はほとんど引いていなかった。とこ

ろが対岸には例のカヌーが接岸されている。

「あちゃ―、また入られてしまった」もうダメだ。この時点で今日のシロウラナミはおし

まい。

小路さん達は先に着いて墓の回りをやっていたようで、また1♀ を採ったという。ふ～

ん、あんなところでも毎日採れるんだ。

小路さんに山元さん達がカメーで入っていることを告げると、「じゃあやめましょう」

，
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ということになった。

「ところでこれ何か分かる ?」 と小路さんが 1枚の三角紙を我々の日の前に差し出す。

見たところリュウキュウウラボシのようだったが、

「ヒメウラボシですよ」と言う。

「え～っ、採ったの? 誰が ? どこで ?」

「米谷が高那で採 りました」

うひゃ～、ヒメウラボシつて名前は聞いたことがあるが、勿論実物を見るのは初めて。

去年の秋だったか、確か西表で 1頭採れたんだったと思うが、こんなチョウは迷蝶という

のさえもなんか信じられないという感じだった。

こうやって実物が目の前にあると、迷蝶という事実は認めざるを得ない。しかし、こん

なチョウが飛んできてしまうのかしら。リュウキュウウラボシを一回り大きくして、丸く

した感じかな。決して美しくも格好よくもないが、いるのなら自分で採ってみたい。

小路さん達はこのヒメウラボシの採れたユッンから高那あたりをもう1回探すと言つ

て、去っていった。小路さん達は今日の夕方石垣へ戻るという。今回は大変にお世話にな

ったので、よくお礼を言つて別れた。

我々だけ残つて、さてどうしようかと思つていたところへ山元さんと新田さんが戻つて

きた。午後は 1♂採れただけだそうである。いよいよもうおしまいかもと思つてしまう。

どうせ明日もこの二人はカヌーで入るだろうし、我々としてはもう追加は望めないのでは

なかろうか。まあ、明日のことは明日に考えよう。 結局行くところもないので、いい時

テツイロを採つた、白浜小学校裏ポイント
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間になるまで待ってテツイロをやろうということになった。

4時過ぎからテッイロを探 したが、曇っていて気温が低いせいかほとんど飛ばない。そ

れでも4頭ほど採って 5時に納竿。雨で下草が濡れていて、ズボンも靴もすっかりずぶ濡

れになってしまった。

〈ヒメウラボシ発生 ?〉

カンピラ荘に引き上げてきたら、夜にまた事件が待っていた。

昨日こつちへ来た二人連れのおじさんチョウ屋が、食事の後で吉崎さんに声を掛けてき

て、まだ初心者なので種名がよく分からないから同定して欲 しい言う。吉崎さんはその人

達の部屋へ出かけて行ったが、しばらくしてあわただしく戻ってきた。

「じゃま田さん、大変だ。発生してる」

「 ?」

「ヒメウラボシを採ってる。それも古見だって」

「古見? え～、全然違うじゃない」

とりあえず現物を見せてもらいに彼らの部屋へ行 く。採ったのは福岡から来た鳴海さん

といういう人で、きっと運の強い人なんだろう。古見でシロオビヒカゲを探 しながら竹林

を叩いている時に採って、“リュウキュウウラボシがこんな所にもいるんだ"と 驚いたそ

うである。他にもいるんじゃないかと探したそうだが、 1頭 しかいなかったらしい。この

シジミはリュウキュウウラボシだと思って迷いは無かったのだそうだが、セセリの同定が

出来ず吉崎さんに声をかけたのだそうである。その分からなかったセセリは、テツイロだ

った。吉崎さんの顔は、蝶研の「八重山採集ガイド」に出ていたのを見て覚えていたのだ

そうである。へえ～っ、吉崎さんも有名人なんだ。

この時点でこのヒメウラボシは日本での記録としては3頭目だと言うことで、「おめでと

うございます」てなもんで盛り上がった。これで、ヒメウラボシの 2頭目と3頭 目をこの

日で見たことになる。

去年西表でヒメウラボシが採れたことなどすっかり忘れていたが、こうして今日2頭

別々の場所で採れたのを目の当たりにすると、発生していてもしかしたら採れるんじゃな

いかと思えてくる。特に、訳の分からない高那だけでなく古見で採れたというニュースの

方が大きかった。古見でも採れるならこれは採れるんじゃないか…って感じかな。いや、

きっと採れるという確信に近い感じがしたんだけど…。今までねらって採 りに行って採れ

なかったものというと、波照間のカワカミシロチョウというのがあったが、他は一応採っ

ている。今回も多分採れるんじゃないかと思ってしまう。米っちが採ったのを見た時点で

は、全くそんな感じはしなかったのにどうしてかしら。

吉崎さんにそう言うと、「いや―、採れる気がしない」と言う。じゃま田君が楽天的な
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のか、吉崎よつちやんが慎重なのか、結論は明日出る。そう、明日はもうシロウラナミは

やめて高那 。古見を徹底的にやろうということに決まった。

「もし2頭採れたら1頭あげるから」なんて、じゃま田君は脳天気なことを言つて、も

うすっかリヒメウラボシを採つた気になり、興奮していた。幸せな男だ。

吉崎さんが石垣島の小路さんに電話したら、明日は “ヒイロシジミ"を 返却しに与那国

に行ってくる、戻ってからまた西表に入つて調査するとのことである。それまでになんと

か採っておきたいね。ぐわんばらなくつちゃ。

カンピラ荘のノー トに、T.KAWAI氏 が祖納診療所でリュウキユウウラボシを採っ

たという記録を書いている。これももしかしたらヒメウラボシだつたのかも知れない。も

しかしたら、ヒメウラボシの記録は過去にさかのぼってまだまだ出るかも知れない。

そのヒメウラボシシジミ、採れたのが古見の人家の裏の竹林だということを小路さんに

電話で伝えると、実は米っちが採つた場所もユツンの道路脇だけど竹のはえているところ

だったということが分かった。…と言うことは竹と何らかの関係があるかも知れない。も

しかしたら竹に付いているアプラムシを食っている肉食ではないか…と、小路・吉崎の意

見が一致したという。

じゃま田君は早速目白の怪人大野さんに電話した。

「ヒメウラボシが採れてるんだけど、食草を教えて」

「じゃあ、調べて電話する」

民宿カンピラ荘。きれいで食事もよい。ねえちゃんもあか抜けている
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そうしたらなんと5分で折 り返し電話がかかってきて「台湾ではまだ判明していないけれ

ど、インドではミカン科のハナシンボウキを食べている。ハナシンボウキは八重山にもあ

るはずで、葉は厚めで照りがあり、丈はそんなに高くない。日の当たらない所に多い」と

いった情報をくれた。

さすがに怪人大野、すごいもんだ。面目躍如たるものを感じた。

この情報を吉崎さんは早速翌朝小路さんに電話していた。

1997年 10月 21日

〈“着たきりすずめ'〉

とうとう今日はパンが 1枚 しか食べられなかった。やはり疲れがたまってきているのだ

ろうか。

台風 23号 と24号がフイリピン沖に発生し、その後の動きが気になっていた。万が一

こっちへ来たら帰れなくなってしまう。 23号は西へ向かっていたのに、急に向きを変え

て東へ戻ってきた。昨日のテレビで、もしかすると南西諸島に影響が出るかも知れないと

言つていた。

昨日から空の模様が変わりやすく、急に雨が降ったりすぐに止んで日が出たり。

風はほとんど無いので今のところ船便の欠航の心配はなさそうだとは思っていたが、もし

かしたらということもある。今朝起きてみると雲が早いものの、青空ものぞいていてまず

まずの天気。

昨日濡れた草の中を歩き回ってズボンもシャッもびしょ濡れになったものを外に干して

置いたが、シャッは完全には乾かなかった。一番濡れていたのは靴だったのだが、戻って

きてすぐに古新聞をつっこみ、夜にそれを取り替えておいたおかげで中はすっかり乾いて

いた。

今回、できるだけ荷物を減らそうと思って、採集用のシャッの替えを持ってこなかった。

ズボンも勿論そうで、完全な “着たきりすずめ"。 毎日かく汗の量を考えると汚い話だが、

これがじゃま田君の実態なのだ。自慢 じゃないが家でも一番汚いのがお父さんだと言われ

ている。まあ、汚いと言うより無頓着なんだけど。でも、やはり八重山 4日 間を 1枚でと

いうのは無理があったと反省している。今まではいつも着替えを持ってきていたんだけど

なあ。

今回の採集シャツはもう5～ 6年着ている。毎回洗っているのですっかり色が落ちて、

日にさらされたような感じになってまことに貫禄たっぷりで、まさに作業着。だぼだぼで

テレテレの質感が気に入っているが、さすがにミヤマシジミを採 りに行 くときは恥ずかし

くて着て行けない。南の島用の採集着なのだがでそろそろ捨てようかな。

「じゃま田さん、いつもそのスタイルだね―」なんて、吉崎さんにバカにされてしまうが、
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まさにおしゃれとは対極にいるスタイルだ。

ついでに採集用のズボンのGバ ンについても書いて置こう。ぴつたりのものだと汗をか

くと足にからみついて抵抗があるので、ゆったりのもの…それも余り生地の固くないもの

を選ぶ。今はいているのはその条件にぴつたり合つていて、すでに2年間採集の度にはい

ている。裾のほうが汚れて擦 り切れてきてしまっていて、これもそろそろ交換の時期かな。

〈お人好し “∃ッチャン"〉

吉崎さんは今年3月 の波照間、6月 の奄美・沖永良部で出会ったおじさんにまたここの

ロビーで会って、「展翅 したものを見せてくれ」と言われて「時間がないから」と言つて

断つていた。いつもなら絶対に断るような人では無いのだが、今回は一応シロウラナミに

関して口止めされているので、見られてはまずいというのがあるのだ。

なんせ、吉崎さんの人の良さは普通ではない。吉崎さんは誰にでもなんでも教えてしま

う。情報をどんどん教えて、人が喜ぶのがうれしいのだ。相手が感心し喜んでくれると、

鼻をひくひくさせて「そうでしょ―。いいでしよ―」と言つて顔中をくしゃくしやにして

笑うのがお得意なんだけれど、今回は教えてもらって連れて行ってもらった場所だから、

さすがの吉崎さんもしゃべれない。

「何かいいもの採れましたか ?」 って聞かれると、「シロウラナミ」って日から出そうにな

るところを、モゴモゴとごまかす。こんなに苦痛なことはない。まして、それに加えて、

マングローブ (ヒルギ)の林が河口に広がる
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昨日ヒメウラボシが 2頭 も採れてしまっている。いやもうみんなに教えてやりたいのだけ

ど、人には言えない。                            .
「いやあ、ホント、今回の採集はつらいよ。人に言えないってこんなにつらいものだとは

知らなかったよ」って、じゃま田君に漏らしたのは本音なんだろう。

もう一人、昨日白浜で会った瀬戸丸さんともロビーでばったり。今日はパンッーちょう

になって、海の中を歩いて対岸に渡るつもりだと言つていた。がんばってくださいと別れ

たのだが、その後、東京へ戻って渋谷の即売会でまたばったり出会った。

「あの日はシロウラナミ採れましたか」って聞いたら、当日はカメーがすでに入っていて

あきらめ、あの翌日の早朝潮の引いている時に渡って 14頭程採ったそうである。そうか、

引き潮は 1日 2回あるんだった。早朝って手もあったんだ。

さて、まだ湿り気の取れていないシャツを着て、支払いを済ませて (一人 1泊 2食付き

5,500円 +税)古見方面へ向かって出発。

カンピラ荘を後にして、船浦のやまねこレンタカーに立ち寄り、大原へ乗 り捨てする連

絡をし (乗 り捨て料1,5∞円。どうせ島内でしか使わないんだから無料にしろよ)、 またま

た航空会社に変更の連絡。これが 3回 日の変更になるわけで、そういった変更の履歴は全

部データとして残っているのだそうである。さすがの吉崎さんも連絡しにくいということ

で、まずは空席があるかどうか聞いてみる。うまい乗 り継ぎ便が空いていたとのことで、

変更OK。 結局は一番最初に予約していた 16:00石 垣発の便になったという。一端最

終便に変え、次にずっと早い便に変更、また最初に予約していた便に戻した訳だ。じゃま

田君は吉崎さんに相談される度に「いいよ」「そうしよう」って言うだけなんだけど、彼

はその都度航空会社に電話してくれるのだ。いやあ、ご苦労さんのありがとさん。

〈蛇はやつばり「気持ち悪～い」〉

船浦を過ぎたあたりの道路上にバカでっかいカニがひかれて死んでいた。吉崎さんはわ

ざわざバックして戻って見せてくれる。何を見せようとしているのか分からないものだか

ら「見えないよ」って言うともっとバックしてくれて、いや一気持ちの悪いものを見せて

もらった。わざわざ見るようなもんじゃなかった。

しばらく行くとまた急ブレーキ。今度はものも言わずにバックして、「でっかい蛇だよ」

つて言われて見ると、確かに長大な蛇が道路を横断している途中だつた。大体こういう蛇

が道路を渡る場合、大急ぎで渡るもの (だ と思う)だが、この蛇はやけにゆっくりと渡ろ

うとしている。最初は死んでいて動かないのかと思ったら、そうではなかった。それにし

てもでかいのだ。多分 2メートル以上あるだろう。ゆっくりとではあるがウネウネと蛇行 して

道路の端に到達しそうなので、あわててシャッターを切った。こういうものは写しておか

なくっちゃ。頭を見たら丸いので、多分ハブではないだろうと思う。でも恐 くて近寄れな
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結構でつかい蛇だつた

い。また気持ちの悪いものを見てしまった。

次はハブだつた。また吉崎さんが急ブレーキを踏んで、

「また蛇だ。ひかれてる。ハブかも知れない」と言うので、

「バックしてみて」なんて言わなくてもいいことを言つたら、今度はじやま田君の方に蛇

が見えるようにバックしたので、まともに目の下にひかれた蛇が現れた。うえ～、気持ち

悪～い。ぐつちゃぐつちやにひかれた血だらけのなまなましい蛇をまともに見てしまって、

思わずもどしそうになつてしまった。オエーだぜ。

今日は次々と気持ちの悪いものばかり見せられる。まいった、まいった。

ユッン橋の先の竹ポイントに着いて、左右に分かれて探したが、当然ヒメウラボシなん

ていない。ここは、毎日数人のチヨウ屋が歩いてチヨウを探してしる場所だ。そんなに簡

単に見つかるなら、すでに何頭か採れているはずだ。あまり気持ちのよくない竹林の裏側

にもぐり込んでもみたが、暗い林の中にはチヨウは飛んでいなかつた。すぐに見切りをつ

けて古見へ向かう。途中コウトウマダラが採れたという美原の集落の中を見てみたが、目

ぼしいチヨウはいなかった。

〈ヒメウラボシは夢と終わつた〉

いよいよ目的地、期待の古見集落に着く。台風はそれたようで日が射してきた。昨夜鳴

海さんが蝶研の「スーパー採集ガイド」で指さしていた民家の回りの竹を叩いて回る。タ

イワンクロボシが少しいるが、ヒメウラボシなんていない。吉崎さんと汗をかきかき民家
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の庭の中まで入って叩き回ったが、やはり無駄だった。

「あの人別の場所で採ったのを勘違いしているんじゃないの」なんて吉崎さんは言うが、

まさかそんなことはあるまい。

こうして、あっけなくヒメウラボシの夢は断たれた。まあ、こんなもんじゃろう。そう

簡単に採れてはつまらないじゃないか。 。̈と言うのは “負け惜 しみ"。

昼になったので大原のスーパーヘ行って食事を済ませ、午後はもう時間も無いのでヤッ

サ島へ行ってホリイコを採ることにした。ヤッサ島は 5年ぶりになるが、道がきれいにな

つていて、地道だったところが舗装されている。両側の薮もきれいに刈 り込まれて、なん

だか別の場所へきたような感じだ。

ランタナのところへ行くと、ホリイコシジミはわいていて、採ろうと思えばいくらでも

採れる。しかし、小さくてめんどうくさい。ネットに入れようとすると急に消える。セン

ダングサの中を飛んでいるので、ネットにあの忌まわしい針が付 く。針を付けたくないの

で空間へ出てくるまで待つ。そして、どこかへ逃げられる。ネットしてみても必ずしもき

れいなヤツばかりではない。スレて汚いのも多い。なんかめんどうになって、「もういい

や…」となってしまう。そうこうしているうちに時間は容赦なく過ぎ、時計を見ると1時

15分になっていた。

2時 10分大原港発、八重山観光フェリーに乗るには、まず着替えて、荷物をまとめて、

郵便局へ行って郵パックの発送をし、ガソリンを入れて、レンタカーを返して…という一

連の作業をしなければならない。すると逆算して、 1時 30分には切り上げて帰 り支度を

始めなければならないことになる。

あと15分で何をしよう。ちゃんと採ったと言えないホリイコを採ろう…と思って、下

のランタナ畑へ行った。また、あのちっこいホリイコと戦ったが、やはり思うようには採

れなかった。

で、タイムアップ。車に戻ると珍 しく吉崎さんの方が先に支度を始めていた。さっき書

いた一連の作業をこなして、“やまねこレンタカー"へ車を返し、船を待つために港へ向

かったのが 2時 ちようどだった。

今回の旅は、もしかしてキシタが出ていたら波照間で3日 か 4日 、なければ与那国で 2

日間、あとは石垣か竹富でなんて考えて来たのに、結局は西表で丸 4日 やってしまった。

そして、大好きなシロウラナミが採れたし、テツイロビロードもまあまあ採れた。これも

吉崎さんにくっついてきたおかげ。コバンザメ採集大成功だつた。

〈データ〉 (すべて沖縄県八重山郡竹富町西表島)

●1997年 10月 19日

1合お打      ホリイコシシ
゛
ミ  10ex ヤマトシシ

゛
ミ 1♂
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クロホ
゛
シセセリ 1♂



タイワンクロホ
゛
シシシ

゛
ミ  3ex

高那   対キウラナミシ
゛
ヤノメ 5ex  スシ・ク・口か

゛
マタ

゛
ラ 1♂

月が浜  タイワンキマタ
゛
ラ 3ex  タイワンクロホ

゛
シシシ

゛
ミ lex  マサキウラナミシ

゛
ャノメ 5ex

ヒメウラナミシシ
゛
ミ 2ex  ルリウラナミシシ

゛
ミ 1♂   ミカドアケバ 1♀

アオスシ
゛
アケバ 2♂   ツマムラサキマタ

゛
ラ 1♂

白浜林道 対キウラナミシ
゛
ヤノメ 4ex  TjL情 ウラナミシ

゛
ヤノメ 1♂  TJlセムラサキ 1♀

カラスアケバ 1♂   コウトウシロシタセセリ lex

白浜   ルリタテハ 1♂  ミカドアケ・ハ 1♀  シロウラナミシシ
゛
ミ 3♂ 3♀

テツイロヒ
゛
ロードセセリ 3♀

C)1997奪■0月 20日

月が浜  タイワンキマタ
゛
ラ 15ex  ネッタイアカセセリ 1♂   テツイロヒ

゛
ロードセセリ 1♀

シロミスシ
゛
 1♀   741キウラナミシ

゛
ヤノメ 1♂   モンキチヨウ 1♀   クロアケリヽ  1♀

へ・ニモンアケバ 1♀   ヒメウラナミシシ
゛
ミ 2ex  オシロ゙シシ・ミ 5ex

ルリウラナミシシ・ミ  14ex    アマミウラナミシシ
゛
ミ  2ex    シルヒ・アシシ・ミ  2ex

白浜   テツイロヒ・ロードセセリ 1♂ 3♀   オシ
゛
ロシシ

゛
ミ 5ex  ヤタシマルリシシ

゛
ミ 1♂

●1997年 10月 21日

古見  アマミウラナミシシ
゛
ミ lex タイワンクロホ・シシシ

゛
ミ lex  7■キウラナミシ

゛
ヤノメ 6ex

ヤエヤマウラナミシ
゛
ヤノメ 3ex  モンキチヨウ 1♀   カハ・マタ・ラ 1♂

|             
ルリウラナミシシ

゛
ミ 3ex  ウスキシロチヨウ 1♂

ヤッサ島 ホリイコシシ・ミ 12ex  タイワンタロホ・シシシ
゛
ミ lex へ・ニモンアケバ 1♂

71キウラナミシ
゛
ヤノメ lex ルリウラナミシシ

゛
ミ lex タイリンシロチヨウ 1♂

ヤエヤムラサキ 1♂ 1♀

1998年 1月 22日 脱稿

(YAMADA,Nariaki 〒167-0042 東京都杉並区西荻北1‐ 8‐26)
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らのお知ら

最近、本会は会員数が増加し、それなりに月例会に活気も出てきました 諸般の事情

により例会に参加できない会員のためにも、積極的に会誌の充実を図りたいと考えてお

ります。いきなり20ページの長編採集記を書けとは申しません。短報程度で構いませ

んので、編集部の方にどしどしお寄せ下さい。

なお、原稿は手書きでも構いませんが、ワープロを使用できる方は、MSDOSも し

くはテキスト形式で保存したFDを添付していただけると、編集担当者が涙を流して喜

びま丸

[原稿の送付先]

〒1800006 東京都武蔵野市中町2-16-1-601 斎藤 基樹

<編集後記>

今は昔、と書くと眉をひそめる向きもあろうが、中国で文化大革命というのがあった

毛沢東が主導し、結果として中国の近代化を大きく遅らせることになつた歴史上稀に見

る悲劇とでも言えよう力、革命の嵐の中で、熱に浮かれた若者達は他人をひどく傷付け、

また自分達も大きく傷ついた。革命の夢破れ、雲南の山河に多くの仲間と共に「Ta」

された一人の若者がいた。彼は毎日開墾に身体を酷使し、汗と泥にまみれるうちに、徐々

に人間性を取り戻して行く。そんな毎日のなかで、彼はノー トに挟んで蝶の標本を作つ

たのだという。蝶を代表とする大自然の美しさが、一人の精神的に疲弊しきつた人間を

いカゴこ癒していつた力平ま、同じ趣味を持つ者として少しは理解できるように思う。

宮崎の三町 美一郎さんは、第二次大戦中そしてそれに続く中国での国共内戦に従軍

し、安易な想像を拒絶するような過酷な日々 の中でも、暇を見つけては蝶を採り、オサ

ムシを掘つて、やがて人路軍の戦友から「採蝶同志」と呼ばれたそう凡

あるいはアフガニスタンで長年に二り僻地医療活動に従事している:1沐寸哲氏の例を

挙げてもいいかもしれない。詳しくは分からないが、アフガニスタンの僻地医療活動に

生涯をかけることになつたきつかけの一つが、趣味の蝶だつたと著書に一行だけだが記

されている。

こうした例を読んだり聴いたりするたびに、何て自分は良い趣味に巡り合えたのだろ

うと感謝すらして過ごしてきた 残念ながら同世代に昆虫採集が趣味などという者がほ

とんどおらず、友達から変人扱いされて()、 遠ざけられても、ぼくは一向に平気だった。

池田 清彦氏ではないが、虫を見るという快楽を放棄したまま生きているほかの大多数

の人々を哀れにすら感じてきた。
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昨年、日本蝶類学会の新会長選挙を巡つて、一部の人間が怪文書をバラまいたり、流

言輩語が飛び交ったЭぼくは事情を良く知らないし、また知りたいとも思わない。ただ、

この上もなく純粋だと信じてやまなかつた趣味の世界が、想像するだにおぞましい争い

に関係していたことに、ぼくは慨嘆を禁じ得なかつた。まさか世間的には何の得にもな

らず、世界平和に貢献するでもない、それでも、ただ好きだからという一心で蝶を集め

るような人に、悪い奴はいないと考えてきただけ1島 人生の酸いも甘いも噛み分けた人

達からは、「そんなのは当たり前じゃない力Ъ君はロマンチストだな。まつたく世間知

らずの青二才だね」とでも言われそうだが、出来ることならばそんなむき出しの真実を

知りたくはなかつた。

そうした争いを起こした当人にt)相手側にも言いたい。傷つけられたのは、決してあ

なたたちだけではないのですよ、と。

蝶という趣味を止めようとさえ思つたのは、初めてのことだつた (Motoki)
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