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採集地を求めて、 ミャンマー潜入記
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Union Of Myanmar
ミヤンマーの象徴、黄金のパゴダ
(ヤ ンゴン市内)

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、
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
それ以外のことをとつ さに′
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、
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
jヽ

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

li"力 ⇒ をまっ とうしていることには何故か我 々には
人生"(li確 には 車イ
前

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■ 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、
我々到着者の人数に比 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 決まつていない場合である。私はだいたいいつ もそ う
"ヾ
つた。だが、今回はひとりではなく、3人 で
であり、このミャンマーでも例外ではなか
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
あるのが′
醐食V、 あ、

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
・ハ ウスまで 2FEC(=2US$)で 交渉がまとまり、クルマが走
結局、街中のゲス ト
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
ジュース、 トース ト、コーヒー、そ してバナナ。 ミャンマ
泊朝食 (卵 料理、オ レンジ。
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

!

ヤンゴン市内、 ミャンマー銀行の前の筆者

<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 Ъ urs)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
嘲 予
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
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

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

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
ため部屋に呼び入れ られた。我 々

「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

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)・
泊 10FEC、 シャワー し拶卜
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
功ヽ
り、
￨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
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

′が混
′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
た。却懃塩 ∠″刀口
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
はナガサキのみで、一般口蝶影はそれほど
μル激7の 吸水も見られたが、他の 物
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
さや
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
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 ー
ネ 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
と呼う

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 ヽこ安いが 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
のタテハの仲間、そ して 〃贔

a、

α機

や

N蒻謄 類な ど

、 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
の個体数が多く、最普通種 と馬鹿に しないでマ メに採
は採集できなかつた。 E麟
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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

誌)
(じ ゃま田君の蝶バカ日
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
12
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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
13

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
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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。右から吉崎 。米谷 ・小路 。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

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。
7、

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。

瀾 翻
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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。
へ
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 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
へ
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 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
ピ
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
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
20

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」
︐

テツイロを採 つた、白浜小学校裏ポイン ト
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
９″
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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。
「 いや―、採れる気が しない」 と言 う。 じゃま田君が楽天的な
吉崎 さんにそ う言 うと、
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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
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
て もでかいのだ。多分 2メ ート
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
い
の
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 竹林 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
い
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 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
28

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
と言 うのは 負け惜 しみ"。
簡単 に採 れてはつ まらない じゃないか。¨。
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〉
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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。
(Motoki)
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
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