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似非亜米利加人のフロリダ紀行

「アメリカで虫を採ること」第2部

著 :添 徹太郎 編集 :斎藤 基樹

儲 注 :本部 o.33において、添氏のアメリカ虫事情第1報が紹介された力ヽ 今回はそ

の第2報として、フロリダ紀行を掲載する。》

最初に「紀行」としたのは訳があつて、実は、フロリダに来たのは採集が目的では

無かつたのである。本当は…本当は…飛行機の展示会を見に行つてきたんです、ご

めんなさい、ごめんなさい。もう、若手期待の星 (と にかく若ければ期待の星らしい)

も、そろそろ蝶から足を洗う日が来たのかも知れん…とは言いつつも、結局飛行機

を見ながらネットを振り回すという、非常に中途半端な結果になつた。もう一度、ご

めんなさい。基樹氏が6月 までに多摩虫を出す (編者注 :申 し訳なしヽ もう年が替わつ

てしまいました)と 鼻息を荒くして原稿強要のメールを送つて来るし…、最後に、も

う一度謝つておきます。ごめんなさい。

最近、「お笑い専用飛び道具」と言つた性格がすつかり定着してしまつた添は少し

落ち込んでいる。桧枝岐にオオイチを狙つて出かけて馬鹿にされたり、神奈川にギフ

を採りに行つて崖から転落して笑われたり (少 しは心配せしヽ原田
")そ

の他ミニたま

又は原田氏の例会報 (だつけつ で今までまともな扱われ方をしたことが・…無い。そ

の内、「乗鞍でオオイチ50」 とか「神奈り||で ギフの大産地を当てる」などの大戦果

で汚名を晴らす予定だが、予定は常に未定である。
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それはともかくとして、アメリカに来てもそのお笑い要員的性格は未だに変わつて

いないようだ。理由は…既に4月 の中旬なのに、まだ一頭も蝶を見ていないのである。

何と言つても気温はまだ15℃ を超えないし、先週は雪が降った。何かが間違つてい

るとしか思えない。最近したことと言えば七面鳥狩りに行つただけで…熊を見て終

わつた。ネットは携帯したけれどもフユシャクガみたいな蛾しか飛んでいなかつた。

チューリップはまだ咲かない.

こうして、どこかが間違つたウィスコンシンを後にして、常夏のフロリダ行に大き

な期待をかけたのは仕方の無いことだと思う。まあ、誰もがお笑いを期待していても

成果は期待してなさそうである。まるで僕の高校受験のようだ。

<1998年4月 18日 >

出発日が近づいてきても航空券を取つた様子も無いので、どうやつてフロリダヘ行

くのかいぶかしんでいたら、出発日の朝』寺に叩き起こされて、近くの私有飛行場か

ら欲 乗りの単発飛行機に乗せられてしまつた。メンバーはHost Fatherでパイロッ

トのBob■eMieux、 飛行場オーナー兼パイロットのDick Martin、 飛行機好きで蝶好

きのパイロットではない添である。本当にこんなちつぽけな飛行機で1200マイル向

こうのフロリダに着けるの力、僕はもし途中で燃料が切れた場合のことを想像して、

パラシュー トの場所を聞いたりした。ちなみにこの飛行機にパラシュー トはない

そうな。 約半分の行程、Teme88ee'1lBristol■働け Airportに、燃料補給のため着

陸。そこそこの天気だつたので網を出して滑走路の方に歩いていつたら、無線で「滑

走路には近寄るな」と叱られてしまつた。何にせよ蝶らしき物は見えなかつたので許

す。問題はその後のフライ ト中雷雲に巻き込まれて乱気流の中を飛行機が相当揺れた

こと。もつと悪いのはその直前に弁当のサンドイッチを食べたことである。6時間以

上のフライ トの経験が少ない訳ではないが、約0.25平方メートルの場所に押し込めら

れて身動きもせず トイレも無い状態で上下左右に振りまわされると言うのは、言語に

尽くし難い程凄まじかつた。

午後2時にフロリダ州レイクランドに到着。飛行機の窓から見ていると池と森林の

豊か椰 市であつた ワニも相当棲んでいるらしい。

外気温が約30℃、飛行機後部座席は直射日光のせいで相当に暑くなつており、ま

た進入路がくねくね曲がつている物で息するのも苦しい。もう途中で本当にドアを

開けて飛び出そうかと思つた頃に飛行機はやつとLkeland Regional Airportに 到

着した。相当に広い地域を飛行場にしているらしく、上から見た限りでは相当規模の
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森林や、数個の池まで (そのうち一つは水上機用の沿 、飛行場をうろつくだけでそ

れなりの成果が期待できそうだつた、が。

レンタカーを借りて、正規の汚主車場まで15分ほどかかつたのだが、蝶の姿を全く

見ない。本当に、これつぽっちも見えない。やつぱり、この国どこか間違ってるよ!!

仕方なく、網を担いでカメラを肩から提げて、よたよたと先行の二人のあとをつい

ていく。彼らは飛行機の部品を探しになんだかガラクタ屋みたいなところに入つてい

つた。いくつかのテントが並んでいて、一つ一つのテントにマニア垂涎の部品が。…

言い換えればいくつかの金属の破片が一転がつている (様にしか見えない)。 僕も
「ブレーキシリンダーを75ドルで探せ」と言う指令を受けて必死に探しまわる。本

当に暑い。

やつと満足に動きそうなブレーキシリンダーを探してテントの外へ出てきたとき、

大きな影が地表を横切つた。反射的に眼が追うと…飛行機だつた。

とぼとぼとぼとば、ほかの二人を探しにテントヘ入ろうとしたときに、遠くのバラ

の花に黄色い物が止まつているのが目に入つた。インテ/L/486DX25Hz並みの速度を

持つ僕の脳髄は関秒後にそれをアゲハ類と判断して、追跡モードに入つた。蝶はそ

の場を動かないし、そんなに遠い距離でもなかつたが、サングラスをかけてブレーキ

シリンダーを抱えた怪しい東洋人が網を振り回して疾走するのは相当気味の悪い物だ

つただろう。

とにかくそのアゲハは見事にネットに収まり、哀れはかなき命を終えた。採集し

た本人は、とりあえず逃がさなかつたことに満足であつた。でも種名までは分からな

かつたのが悲しいところである。 (恐らくEhsた
“
S動 劇垣だろうとは思う。)

大きな蝶が好きなところは変わつてない。 採集地点は、池を取り巻く林縁の小径

(ButteJし■ailと いうそのままの名前がついていたりする)で、バラの花やその他

諸々の花 (添に植物の知識は皆無である。一日で分かる植物はカンアオイとエノ

キ程度)が咲いていて、日陰もあるし待つのには最適なところであった。30分ほど

で、3頭のセセリ類、ヒメアカタテハの仲間10American Painted ladyを 採集した。

また、bng‐ Tailed‐ Skipperを逃がした。逃がすのは添のお家芸である。また、オオ

カバマダラは沢山見られたが破損の激しいものばかりだったので採集せず。しかし交

尾写真を鳴 つた。写真を採集は両立しない事を確認する。

話は変わるが最近添は目が悪いのが判明して、時々眼鏡をかけている。サングラ
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スをかけてしまうと何も見えないに等しい。それでこの成果はなかなかの物だ (自慢)。

原田 くん、僕がよ く逃が してたのは目が悪か つたか らだつたんだ ヨ!!

その後、飛行機を見にイ子き、あんぐりを目を開けて空を眺めていた。このあたり自

分は2歳の頃から変わっていない気がする。

僕が予想していたQueen(カバマダラの仲間)は居なかつたし、その他のドクチ

ョウの仲間も見られなかったが、短時間の採集にしては明るい未来を妄想させる成果

であつた。

ホテルに帰って、鍵を忘れて締め出されたり、お湯を出そうとして、間違えてシャ

ワーを出してしまつたりというお決まりの失敗をして寝に付いた。問題はDickが と

てつもないイビキかきだつたということだつた。明日は耳栓を買わなければならない。

<4月 19日 >

朝の六時に起きてパーツ漁りに。まるでインセクトフェア的な盛り上がりようであ

った。Bobは 目的の後部車輸を発見して機嫌がよい。

その後昨日と同じ場所に行つてみるとセセリとタテハ類、そしてオオカバマダラと

いう昨日と同じ面子だつたので、少しセセリとタテハを採集してからぼけつとしてい

ると、僕のことを見ていたらしい子供が、「あそこに黒いチョウチョがいるよ」と教

えてくれたので奮起して飛び出してはみたものの、その黒い蝶に大苦戦。空振りする

こと数回、何故かこちらに戻つてきてしまつたところを叩き落とすようにネットイン。

どうもこの蝶少 し間抜けだつたのか、よほど僕が好きだつたに違いない。その黒い蝶

は、π泌あが

“

であつた。

その後は飛行機を見るのに忙しく採集はこれでおしまい。でもこれじゃ多摩虫に載

せるわけにいかないだろうから、きつと皆さん興味のあるであろうビールに付いて少

し。

もちろん僕は合法的に飲酒のできる年齢ではないし、チェックの厳しいアメリカの

制度の下でビールを買おうとしたことも無い。でもこの国には「ノンアルコールビーー

ル」という物があつて、それなりにポピュラーである。Bobが飲んでいるので自然に

僕も飲んでいるんだけれど、味はそのままビールであった。ノンアルコールビールの

よいところは、酔つ払わなくても良い、酔つ払つて余計なことべらべらとしゃべらず

に済む (斎○藤○基○樹は酔つ払わなくてもよく喋る)、 頻繁に トイレに行かなく
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てもすむなど、これらの問題に悩む皆さんに有効な解決を与えるに違いない。日本で

も買えるんでしょうか、ノンアルコールビール?

<4月 20日 >

前の晩に天気予報を見ていたら、午前中から雨が降り出すかもしれない、などと言

っていたので、雨合羽等を持参して出掛ける。いつもの場所で蝶を採りながら数時間

をつ討 。先日採り逃したLong‐Tailed‐Skipperを遂に仕留める。この日はそこそこ

の数が見られたが尾状突起が破損していて、完全品を探すのは難しい。あとは大体い

つもの面子が飛び同つていた。

11時になつても未だに雨は降らない。しょうがないので、合羽を車に置きに行く

かとでも考えていたら、ぱらばらとやつてきた。これを機会とばかり燿蝶採りを中止

して飛行機周りに出発。スニーカーを履いて居たので靴下が蒸れて水虫になりそうで

怖かった。雨の激しい時はB-17の下で雨宿りをする。段々自分が蝶とは関係ない世

界に旅立っていくような感覚に陥る。

ここら辺りの蝶が活動を始める時間は830く らいが目安のようた それより前だと、

オオカバマダラなんてやる気を無くして木からぶら下がつているだけである。

どうやら、蝶を追つかけまわしている時に限鏡を落としたらしく、見つからなし、

暑い。4月 だと言うのに、日野春の8月 にも勝る暑さである。それに雨が降つたり

して蒸しているので、汗はだらだら出るは飛行場なので周りに日陰はないわで、脱水

症状防止のために水を飲む。そうすると今度は使所に行かねばならないし、その使助

も衛生状態最悪の携帯便所なので、気が滅入る。眼鏡の所為で、バイオリズムはどん

底である。

そろそろ蝶から足を洗う時が来たのかも知れんなあ。

<4月 21日 >

今日は最終日なの                蝶を採ろうと決意していた。

なので、朝からいつもの場所に陣取つて、日新しいものを探す。しかし変わり映えし

ないので、飛行場の外へ行く事にしてみた。飛行場の外と言つても歩いて2マイルく

らい有るので、そのくらい離れれば何か違うものも飛んでいるだろうという、その程

度の予想であつた。
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広大な駐車場を抜けると、そこは雪国ではなく、茶色い牛が寝そべる南国の牧場で

あった。フェンス沿いに未舗装の小さな道が有り、花もばらばら咲いていたのでとり

あえず歩いてみる事にする。歩き出して数秒後、オレンジ色の高速移動物体を臨

慎重に傍に寄り、眼鏡紛失のため衰えた視力でGurnitinaryと 判別。無思慮に網を

振り、見事に逃げられる。眼鏡の所為にしておこう。都合の悪い事は忘れて生きるの

が私の処世術である。

牧草地には、茶色い蝶がピンピンはねるように飛んでいる。恐らくジャノメチョウ

の仲間だろうとは思うが、鉄条網を越えてまで採集しようという気力はなく、そのう

ち何処かに居るだろうとの甘い見通しにすがる事にした。

歩き始めて知分。遂に鉄条網の切れ目を発見。中に進入し、いきなり蟻塚を踏ん

づけ、添、轟沈も しかし例のジャノメを願 ほど採集する事が出来、満足であつた

その他BuckEye等の蝶影も濃く、総計
"頭

ほどをここで採集。赤いセセリや極小の

セセリも何とかネット。特にこの小さいセセリ、ホリイコシジミより′卜さい。あまり

の′lヽ ささのため同定も不能であつた。

エンディングを飾つたのはやはリアゲハであつた。視力0.4の 日で1∞h前方に大型

飛翔物体を発見し、とにかく走る。「いける、このダッシュなら世界も夢じゃない !

100メ ートノイ秒の壁を越えた。光がぼくの周囲を通り過ぎる…。ぼくは風になつた

んだ…」そして見事にネットイン。Graphumの仲間のアゲハであつた。顔が思わず

にやけそうになる。そしてその直後にGurF二dhvを二頭発見。一振りで両方採集

するが、片方は相当汚損していたので逃がすことにした。

その他、採集したのはモンシロチョウ、ウスキシロチョウなどであつた。

最終日にやつと集中して虫を採る時間が取れたが、やはりもう少し時間が欲しかつた。

<採集品リスト> Lkeland RegionalAipot hkelana FL

4月 18日  ′辱フ』bgね ZfaIIs 1♂ 大型のアゲハ

働ヮzおsp.     3ex8黒くて大きなミヤマセセリ顔

7aressa…  2ex8ヒ メアカタテハアメリカ版

―
Sp・       1♀

4月 19日  Zttz□藍sp.      たxs
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4月 20日

yaressa… 銘

“

 2ex

励 励 赫

Helianiuschanonius lex

2exs *f; "Buckeye'

tsr+3ra{+Pfr

I z*ya* a )1♂

1♂

lex尻尾の長いセセリ

1♂ オオカバマダラ

lexヒ ョウモンチョウ的な ドクチョウ

5ex3

3ex3

%X8

1ex小さなセセリ

1♀

1♂

1♀ ウスキシロチョウみたいなシロチョウ

乃 οθtt sanaaθ

悶
"sガ

決x

励 銀

“

あ 雄

物 ′

“
画 ρ

“

ノイ1`r212こ山 出 θ

Jしコ昴 b caαtta

Urbanw donntes

Erynnisep.

hpamdes minima

Olipria maculata

Danawpleippus

Phrebis philea

4月 21日 ユ匂石めs″潮
“
  leX尾の長い、グラヒューム系のアゲハ

Nanymphaatwlata 39 8b< r7r-i !+ ) )a,fffflfi.bi

Vanessa 1ex

《編者注 :編諸はこのあと199出閾月～7月 にかけて、添氏を訪ね、およそlヶ月にわたっ

て添氏と蝶を採り回つた。主に滞在していたウィスコンシン州だけでも100o頭弱の成果

力ぐあつた。これらについては続報として別の機会に報告したい。》

CAuthor:SOE,Tetsutaro ll15 Roscoe St Green Bay Ⅵ  54304 USA

Eと
"r SAIn,Motolci〒

18釧∞

“

東京都武蔵野市中町216‐ 1‐601)
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ミヤマシジミ観察腔 (じゃま田君の1孵 力ヾ日識

山田 成明

⊂ヤマ迫つ洲去 カメラ J¶∋

ミヤマシジミを採集に行っていると、ミヤマシジミのいろいろな行動を目にする

機会がある。私は特にそういう生態観察をしている訳ではないので、見落としている

ことも多いと思うカミ ペアリング行動は目立つので結構目につくこと力`多い。ペアリ

ング行動と言つても交尾そのものではなく、♂が♀を見つけてちよつかいを出すいわ

ゆる “ナンパ"である。

コマツナギの群落へ踏み込むと、まず飛んでいる♂が見られる。コマツナギの上を

あっちへ行つたり、こつちへ行ったりして♀を探しているのだと思う。♂が♀を見つ

けると停止させ、交尾をせまる。♀は歩きながら、あるいは止まって羽をパタパタさ

せて拒否行動をとる。するとほとんどの♂はすぐにあきらめて飛び立って行つてしま

う。もう少し粘ってみればいいのに、と思うのだけれどほとんどの♂はあつさりして

いて粘りが感じられない。ある程度数のいる産地にいい時期に行け|よ こういう風景

は日の前でいくらでも見られる。しかし、今まで交尾中のカップルを見つけたことは

あっても、日の前で交尾に至るカップルを見たことがない。みんな♀に拒否されてふ

られるパターンである。当然♀はほとんどが交尾済みなのだから、こうして迫られて

交尾に至るケースもあるはずである。採ることだけに夢中になっている時はこんなこ

と気にならなかつたのだ力ヽ 今シーズンはちょっと違う観察ができた。

今シーズンから採集に一眼レフを持ち歩いて、ゆとりのある時に生態写真を撮つて

いる。ミヤマシジミのペアリング写真も数点撮れた。(これらはすべて交尾中のもの

を見つけて写したものである)

しかし、どれを見ても♂はすれていてボロである。なぜだろう。たまたまなのだろ

うか。いや、多分なにか理由があるに違いないと考えていた。それを調べようとかど

うしても知りたいという訳ではなかつたカミず―つと気になつてはいた。

私としてはどうせ撮るなら若いピチピチの男女がからみあっている所を撮りたい。

まさか人間では撮らせてもらえない力ヽ ミヤマシジミならそういう場面に出つくわし

てカメラを向けても一向に嫌がらない。だから、 1頭で止まっている時よりもむしろ

撮りやすい。ペアリング行動をしている♂を見つけると、「そんなにあつさりあきら

めないで、もっと粘れよ」って言いたくなってしまう。

先日やつと交尾が成立する場面に立ち会うことができたので、そのレポートである。
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田れ 軟ヽ トリ…D
9月 19日 に富山県の大山町へ採集に行つた時、ミヤマシジミはちょうど時期がよ

く♂♀共に最盛期で、♂も♀も今日羽化したというような個体も多く、とても充実し

た採集ができた。

♂は盛んにコマツナギの上を飛び回り、♀を探している。そして、あっちでもこっ

ちでも♂が♀にちょっかいを出している。♂はみんなきれいなので、今日は若い男女

のセックスシーンを撮れるんじゃないかと期待に胸がふくらむ。

しかし、飛んでいる♀を強引に着地させてせまっている奴も、数回のパタパタ拒否

攻撃に合うとあっさりと引き下がつてしまう。なんなんだ、そのあきらめの良さは。

でも、こういう生態なんだろうか。これが普通なんだろうか。じゃあ、一体どういう

時に交尾が成立するんだろうかと、かなり興味をもって見ていた力ヽ 本当になかなか

交渉成立のシーンは見られないものだ。

ただ、上から見下ろしているだけなので、それが草の根元でひそかに行われている

場合は見られない。もしかすると、みんな見えないところでうまくやっているのだろ

うか。そして、ベテランのじじいのテクニックが若者のそれを上回つていて、若い奴

は何度も失敗を繰り返して学習することによってテクニックをみがくなんていうこと

があるのだろうか。このような実態を確かめてやろうなんて気持ちもあって、この日

は採集をしながらだったが観察にも身が入つていた。

より新鮮な個体を探して石垣を歩いている時、また目の前でナンパをしている♂を

見つけた。丸石を埋め込んだコンクリートの斜面を、その♂はかなり執拗に♀に追っ

ていた。おや、これはもしかしたらうまくいくのかな、と思って見ていると、この♂

がなかなかの好き者?で、普通ならもうあきらめて飛び立つのに…と思っても、まだ

あきらめない。

♀も嫌なのなら早く飛び去れ|れ いヽのに、と思うのだが飛びはしないで前ヘチョコ

チヨコと歩きながら羽をパタつかせて拒否を続けている。

こういう時、♀は飛んで逃げるということはできないのだろうか。良くスジグロシ

ロチョウなんかの交尾拒否行動を見ても、♀はただ尻を上げて拒否をするだけで逃げ

ようとはしない。逃げるということはできないものなのだろう力、

それはともかく、先程の♂はいくら♀が拒否を続けていてもあきらめない。丸石を

すでに3個分くらいは追って歩いている。もう最初に見つけた場所からlmは移動し

ている。これだけしつこくせまっている♂を今迄に見た事がない。これはもしかする

とうまく交尾できるかも知れないと期待が高まる。

♀が止まると♂はすばやく横に並んで、自分の存在を示し、くるっと後ろ向きにな

つて交尾しようと試みる。ところが♀はその気にならないらしく、チョコチョコと先
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へ行つてしまう。そんなことを繰り返し、そのうち石垣の一番上まで来てしまった。

そこにはコマツナギやその他の草が生えていて、♀の自由はかなり制限されてしまう。

♂はここぞとばかりにアタックを繰り返す力ヽ 草の根元のからまった所に追い詰め

られても、この♀はまだ体を許さない。これはどうなっているのだろう。多分この♀

は交尾済みなのだろう。それで拒否を続けているのだろう力ヽ その場合もう2度とは

やらないと決めているのだろうか。ギフの♀のように貞操帯を付けられてはやりたく

ても出来ないカミ ミヤマシジミの場合は別に2回でも3回でもやれそうだ。それとも、

この若い♂のテクニツクが未熟で、その気にさせられないのだろうか。その気にさせ

るフェロモンが出ていないのだろう力、

すでに最初に見つけた位置から3m近くも移動している。こうなったらこの結末を

見届けずにはいられない。お粗末なことに、私はこの時カメラを車に置いてきてしま

っていた。ペアリング行動の写真は撮りたいと思つていた力ヽ 何しろ今迄は不成立の

場合はあつと言う間に終わつてしまって、見つけてからカメラを用意しようとしても

まず間に合わない。だから、こんな願つてもないチヤンスは無いんだけど車ははるか

かなた。ペアリングカ,成立したらそれから取りに行つても間に合うが、この♀にしつ

こくせまっている♂の行動は残念ながら撮れなかった。

それにしても、この♂のエネルギーはどういうことなのだろうか。こんな奴は今迄

見たことがない。草の根に追い詰めて、それでも拒否されて一旦飛び上がって、♀が

まだじっとしているのを見るとまたアタックしていくのである。いや、見上げた根性

だ。そして、まだこれが延々と繰り返されたのである。

再三横に並んで尾端を曲げたり、回れ右をして後ろからせまっているのだが、どう

しても最後の=線がこえられない。「頑張れ !頑張れ !」 と言いたくなってしまう。

いつまでも見ているのは時間の無駄かと考えてしまうほどの時間がたつたが、これ

ばかりは結末を見たい。

しかし、最後はあっけなかつた。

●ここで問題。正しいのはどれか?

①うまく交尾成立。  ②とうとう♂があきらめた。

正解は②、だめだったのである。結局♂の粘りより♀の “ひじ鉄"の方が強かつた

のだ。どうもミヤマシジミの場合は “レイプ'は成立しないようだ。やはり♂が若く

てテクニックが未熟だつたのだろうか。それとも、♀の意志が強かつたのだろうか。

それにしても私としては意外な結末だつた。♂はあきらめて飛び去つてしまったので

ある。私としては、こういうふうに強引でしつこい♂力れ る`ので交尾が成立するのか
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¬
も知れないと思い始めていたのである力ヽ どうもそうではなさそうだ。

でも、ここまでしつこい♂もいるということを知ったのは収穫だった。

G蕎庭無 跳 ジ傷レ′ワ→

その数分後、今度はこの全く反対の場面に出っくわした。

私がミヤマシジミを三角紙に取り込んでいる日の前で、急に現れた♂と♀。♂はボ

ロボロという感じの飛び古した個体で、今日見ているのはすべてきれいなのばかりだ

ったので、こんなボロがいたことさえ驚きだったのだが、その♂はパタパタっと♀の

前で羽ばたいて♀の動きを止め、くるっと後ろ向きになったと思ったら、次の瞬間に

は交尾が成立してしまっていた。この間本当に一瞬の出来事。多分 1秒くらいだった

かも知れない。一体どうすればこんなにうまくできるんだ。お尻にロカ
'つ

いているの

だろうか。

もう、「すごい !」 としか言い様がない。交尾の成立する時って、みんなこんなに簡

単なのだろうか。それとも大ベテランのすばらしいテクニックなのだろう力、 なんせ、

人間で言えば60歳をとうに過ぎたと思えるようなじいさんなのだ。う～ん、やはり

交尾がうまくいくのはじじいなの力、 ミヤマシジミの♀は趣味が悪い。

テクニシャンのしいさんのカップル (富山県大山町1998.9.19)

しかし、さすがに今日はペアリングの本番が見られた。ほとんどの♀が交尾済みな

んだから、当然交尾が終わつている訳で、これだけミヤマシジミが飛んでいるという
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ことは、相当の回数の交尾がこの数日のうちに行われている筈で、…なんて考えてみ

るが実際に目の前でその本番を見ることは結構難しいことなんだと改めて知った。

「最盛期とはペアリングの見られる日を言うのだ」なんちゃって。

そしてさすがに今日は最盛期、その20分ほどあとにまたまたペアリング個体を発

見。コマツナギの根元でたつた今成立したペアを見つけた。

なんで “たった今'だと分かつたかつて、

●ここでまた問題。正しいのはどれか?

①最初から見ていた。  ②♀の羽がまだ伸びていなかった。

そう、正解は②。♀は今羽化したばかりで羽がまだ折れ曲がってヘナヘナだったの

だ。羽化して羽を伸ばしている時にやられてしまったのだ。これでは交尾拒否もへっ

たくれもない。う～ん、ミヤマシジミでもレイプが成立するんだ。

そして、この♂は私が今年見たペアリング個体 6例の中で一番若い?き れいな♂だ

つた。さて、このペアの写真を撮ろうと思った力ヽ 草の根がじゃまでうまく撮れない。

そこで、手前の草を両側へ押し倒そうとしたら、気分を害してしまったようで飛んで

しまった。勿論♂が♀をぶらさげて飛んだ訳である。羽化したばかりの♀をぶらさげ

て飛んでったこのペアは、5～ 6m先の草の先のいい所に止まってくれたので近寄っ

て臨

若いカップル (富山県大山町1998.9.19)

l
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これでペアリング個体の♂に若い奴はいないという私のデータはくずれた。だ力、今

日はベテランのテクニックがすごいということも日のあたりにすることができた。

こ 麟 リカ→

そして翌日、豊科町の梓川の河原でまたまた興味深い交尾風景を目にすることがで

きた。採集をしていて、コマツナギの枝に止まっている交尾ペアを見つけたのだ力ヽ

この♂と♀の間に枝があってなんかやりにくそうだった。なんでこういう体勢になっ

たのか知らない力ヽ リト常に不自然に見えた。とりあえず写真を撮ろうとしたのだが、

♂♀の角度が悪く更に枝がじゃましていて写真が撮れない。もう少しいい体位になっ

てくれないかなと、ちょっと見ていた。すると、間に入っている枝をじゃまだと感じ

たのだろうか、♀が動き出した。「そうだ、もっといい位置に動いてくれ、そしたら記

念写真を撮ってやる」なんて思って見ていたのだ力ヽ その “出来事"は一瞬にして起

こった。

♀が位置を変えようとして♂をくっつけたまま前進を始めた。♂は間に入つた枝に

羽がひっかかってついて行けないのである。なのに♀は更に引っ張る。おい、まさか、

おい、よせ。って思つた力ヽ どうにもならなかった。今迄 2頭がつな力
'っ

ていた所力ヽ

クーッと伸びて次の瞬間ポンッという音と共に (これはウソ)抜けて離れてしまった

のだ。

「うえ―っ、そんなの有りかよ―」って思った力ヽ きっと♂が追いかけて行って再戦に

チャレンジするだろうと思ったら、しない。まるであきらめたように2, 3度身を震

わせたと思ったら、飛んで行ってしまった。♀もそのすぐあとで反対方向へ飛んで行

ってしまった。

う―ん、こんなことも有るのか…って感じ。あんなに抜けるほど引っ張るかねえ。

でも、これは目の前で起きた紛れもない事実だつた。結局これがあっと言う間の出来

事で、カメラを構える時間も無かった。♂はそれほどひどいポロでは無かった力ヽ 正

直なところ良く見ていなかった。実際は見つけた途端にスポーンって離れたような感

じで、ほんの一瞬の出来事だったような気がする。こういうことも有るんだ。もしビ

デオカメラなら、昨日のしつこい♂のアタックも、このスポーンもちゃんと記録出来

ただろうと思う。やはりそういう記録性ということに於いてはビデオの方がはるかに

優つているのではないかと思う。

最後に黒部市での体験おこれはじゃま田君自身の観察。

常願寺川に沿った河原の道は上流で工事が始まって車の進入が禁止になっていた。

仕方なく1本下流の橋の更に下から河原に下りて、車止めの手前で車を置いて流れに

-13-―



沿った砂利道を歩き始めた。道の両側所々にコマツナギがポツポツと生えていて、す

ぐにミヤマシジミが 1頭飛び出した。♂のきれいな個体に見えたのでネット。ところ

が新鮮なのだが、片方の後翅が大破している。これじゃダメとリリース。しかし、そ

の後なかなか追加がなく、たまに採れるのもかなリスレた個体ばかり。暑くて長い道

をテコテコと歩いて、三角缶に納めたのはやっと3頭。めんどうだけど引き返さない

と車へ戻れないので、重い足を引きずつて、それでも2頭を追加してやつと車の近く

まで戻つてきた。そこへ新鮮な♂が飛んで出た。オツ、てなもんでネットしてみると

最初にリリースした♂だつた。なんと結果的にはこいつの鮮度が=番いい。

●さて、ここでまた問題:正しいのはどれか?

① l回リリースしたものを、収穫力,少なかつたからといって取り込めるか 。。とまた

リリースした。

②おおラッキーと、三角缶にしまった。

正解は①。いくら採れないからって、一度助けてやつた命を奪うことは私にはでき

ないのだ。

ツバメシジミ。ルリシジミ・ヤマトシジミの♂と、ミヤマシジミの♂は紛らわしい。

勿論、ヤマトは小さいし色が少しくすんでいる。ルリシジミのプルーは明るすぎる。

ッバメシジミが一番紛らわしいが、飛び方が違う。とは言つても時には間違えて追い

かけてしまうこともある。いや、前はよく間違えてツバメをネットしたリルリを追い

かけたりした。でも、最近は色と飛び方でほぼ間違えることはなくなった。また、ミ

ヤマシジミの♂の鮮度も、飛んでいる個体を見て分かるようになった。

この3年間毎週毎週ミヤマシジミを追いかけて、ますますミヤマシジミが好きにな

った。いつかギナンドロモルフをこの手でネット出来ることを信じて、来年もまたミ

ヤマシジミを採りまくるa

1998年 H月 4日 脱稿

(YAMADA,Nariaki 〒167042 東京都杉並区西荻北1‐8‐26)
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八王子市高尾山口でクロコノマチ ョウ採集

坂本 洋典

筆者は 1997年 7月 、東京都八王子市高尾山口において下記の様にクロコノマチョ

ウを採集しているので報告する。

<データ> 1頭 東京都八王子市高尾町京工線高尾山口駅

18-Ⅶ -1997 筆者採集

午後 8時頃、駅の待合室の明かりのところを飛んでいた個体である。

なお、当日は高尾山で夜間採集を行なつたが、その際に採集した種の記録をつい

でに報告しておく。 (※東京都八王子市高尾町高尾山は共通)

オオムラサキ 1♂ (午後 9時～10時 ケープルカー高尾山駅～ビアホール間の

街灯下で静止していた。破損個体);ヒ ゲナガゴマフカミキリ 1頭 (ケープルカー

高尾山駅駅前);ヨ コヤマヒゲナガカミキリ 2頭 ;等の他、ヒゲナガカミキリ、セ

ンノキカミキリ、ミヤマクワガタ等を各数頭ずつ採集。また、下山後の 19日 、高尾

山口駅前・案内川においてラミーカミキリ1頭を採集した

(SAKAMOn,Hironori〒 194-0001 東京都町田市つくし野2-11-91

高標高地におけるウラギンシジミの記録

斎藤 基樹

ウラギンシジミは基本的に低地性の種であるが、筆者は標高 1600m近い地点にお

いて本種を採集しているので報告する。福田 他 (1984Jに よると、栃木県での成虫

の採集記録は 1lCIClmに およぶという・ 。推察するに、本種の食草であるクズが林道の

沿いの荒れ地に侵入し、それと共に本種も分布域を拡大したものと思われる。

・福田 晴夫他(1984)『原色日本蝶類生態図鑑 (Ⅲ )』 保育社

<データ> 1♀  山梨県塩山市 (東山梨郡大和村境)焼山沢林道 (標高 1580m)

26-Ⅷ -1994 筆者採集

(SAITO,Motoki 〒180-0006 東京都武蔵野市中町 2-16-1-601)
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東京都 中野区でゴマダラチ ョウロ撃

原田 慈照

東京都中野区におけるゴマダラチョウは、西多摩昆虫同好会 編 (1991)によると、

「1970年代に記録有り、その後の記録無し」となつているが、筆者は 1998年 8月

に区内で本種を目撃しているので一応記録しておく。

<データ> 1頭目撃 東京都中野区中野 2丁目中野駅前住宅

7-Ⅷ -1998 筆者目撃

午後 9時 10分頃、団地内に植えられているサルスベリの樹上を飛翔中のところを

目撃した。

【参考文献】西多摩昆虫同好会率融1991)東京都蝶類分布一覧表、東京都の蝶:189-197

けやき出版

¨ へ Yoshiteru 〒181-0014 東京都三鷹市野崎 2-16-5)

コクフガタ 4月 に出る

原田 慈照

コクワガタの成虫は通常 5月 頃から野外で活動を始めるようであるが、筆者の父

は 1998年 4月 に野外において本種成虫を確認しているので報告する。

<データ> 1♂ 山梨県南巨摩郡身延町帯金 10-Ⅳ-1998 原田 雄介確認

路上を這つているのを発見、確認後放したとのことである。この年の春先は気温

の高い日が何日も続いており、この日もそうであつた。そのため、通常よりも早く眠

りから醒めたのであろう。

なお、当日同地において筆者と父はクロコノマチョウの越冬個体を各 1頭ずつ目

撃しているので追記しておく。

佃医ⅣDA Yoshiteru 〒181-∞14 東京都三鷹市野崎 2-16-5)
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沼津市伊豆半島沿岸でツマグロヒョウモンロ撃

原田 慈照

1998年 8月 、筆者の父が静岡県沼津市の伊豆半島沿岸を訪れた際に、ツマグロヒ

ョウモンを目撃しているので報告する。

<データ> 1♀ 目撃 静岡県沼津市西浦足保 14-Ⅷ -1998 原田 雄介目撃

海沿いの防波堤で釣りをしている時に付近を飛んでいる本個体を目撃したとのこ

とである。

本種は近年静岡県西部では記録が増えているが、県東部での記録は多くないよう

であり、今後の動向が注目される。

末筆ながら、御多忙中にもかかわらず文献参照の面でお世話になつた小林 利彰

氏に厚く御礼申し上げる。

【参考文献11)石川 均(199つ  ツマグロヒョウモンを瀬略で日撃、駿河の昆虫(179p:5033

の1榛 篤史(199つ 静岡市の海岸でツマグロヒョウモン、駿河の昆虫(179:5033

o諏訪 哲夫(199つ  自宅でツマグロヒョウモンが発生、駿河の昆虫(1802:5057

4)清 邦彦(19987  1997年静岡市のツマグロヒョウモン、駿河の昆虫(181):m82

t5p谷川 久夫(199の 静岡市内のツマグロヒョウモン、駿河の昆虫(18の :側

の山下 健(1998p  中川根町 H月 のツマグロヒョウモン、駿河の昆虫(182p:5117

(H』uOム Yoshiteru 〒181-∞14 東京都三鷹市野崎 2-16-5)

山梨県塩山市大久保平にてクマゼ ミの声を聴 く

原田 慈照

1998年 8月 3日 、筆者が山梨県塩山市大久保平を訪れた際、標高960m地点にお

いて、ミンミンゼミやエゾゼミ等の鳴き声に混じつて、クマゼミの鳴き声 (1頭)を
確認したので記録しておく。時刻は午前 n時 35分頃で、約 1分間鳴き続けた後、

どこかへ飛び去ったのか聞こえなくなつた。恐らく低地からの飛来個体と思われる。

(HARADA Yoshitem 〒181-∞14 東京都三鷹市野崎 2-16-5)

-17-―



エルタテハの吸蜜例

原田 慈照

筆者は訪花性の強くないと思われるエルタテハがノリウツギで吸蜜しているのを

目撃しているので一応記録に留めておく。

<データ> 訪花植物 :ノ リウツギ

1頭 長野県諏訪郡富士見町立場 ‖上流・広河原奥 (標高 1620m)

19-Ⅶ -1998(午前 10時)原 田 雄介・慈照目撃

時々翅を開閉させながら、かなり熱いに吸蜜していた。新鮮な個体であつた

0周誡DA Yoshiteru 〒181-∞14 東京都三鷹市野崎 2-16-5)

山梨県丹波山村におけるオオチャイロハナムグリの記録

松田 邦雄

1998年 8月 7日 、筆者が山梨県北都留郡丹波山村奥秋・奥秋キャンプ場を訪れた

際、同地を訪れていた少年がオオチャイロハナムグリ 1頭を採集していたので報告

する。その個体は筆者が提供を受け、保管している。

CMATSUDA Kunio 〒351-0011 埼玉県朝霞市本町 2-24-2)

山梨県塩山
―

Jllでラミーカ ミキリ採集

塩田 麟 1

山梨県におけるラミーカミキリは、県東部の道志村等で記録されている様である

が、筆者は県中部寄りの塩山市において本種を採集しているので報告する。

<データ> 1頭 山梨県塩山市牛奥蟹櫛川林道 (標高 6al～ 650m)

5-Ⅶ -1998 筆者採集

車道脇のカラムシ葉上にて発見・採集した。

本種は近年分布拡大が著しく、おそらくは今後中央線沿線・甲府盆地各地におい

て記録されることになると思われ、動向が注目される。

(SHIαm、 Ldatoshi 〒170-0004 東京都豊島区北大塚 1-2-9
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東京都青梅市大塚山でヒメキマダラヒカゲ採集

塩田 忠利

筆者は 1997年 8月 、東京都青梅市大塚山を訪れた際に、ヒメキマダラヒカゲ1頭

を採集した。この記録については、本誌 No.33において簡単な記述がなされている1)     |
が、今回詳しい記録を伴つて改めて報告しておく。                      |

<データ> 1頭 東京都青梅市大塚山山頂 (標高920m)

17-Ⅷ-1997 筆者採集

山頂は奥多摩町と青梅市の境になつているが、奥多摩町側から飛来してきた本個      |
体を青梅市側で採集した。なお、当日の天候は小雨混じりの曇りで、他の種は採集で

きなかつた。

西多摩昆虫同好会 編 (1991)2)に よると、青梅市における本種は「1970年代に

記録有り、その後記録無し」となつている。

【参考文献】1)多摩虫麟 部 緻 199o会員のお便りから、多摩虫αシ 16-18

υ西多摩昆虫同好会 多訳1"1)東京都蝶類分布一覧表、東京都の蝶 :189-197

けやき出版

(SIIαmぽLdatoshi 〒170-0004 東京都豊島区北大塚 1-2-9)

10月 下旬にアプラゼ ミの声を聴 く

原田 慈照

1998年 10月 25日 、筆者が東京都三鷹市大沢 3丁 目・国際基督教大学を訪れた際

に、アプラゼミの鳴き声 (1頭)を確認したので、遅い時期の記録として報告してお

く。時刻は 15時 30分で、約 30秒間鳴き、その後 15時 35分、同 37分にも同一個

体のものと思われる鳴き声を確認した。当日の天候は晴れで、気温も 20℃ を超す暖

かい日であつた。

佃医ⅣDム Yoshiteru 〒181-∞14 東京都三鷹市野崎 2-16-5)

毎号書き続けて、もはやヴォキャブラリーも擦り切れ気味なのですが…

頼むから原稿書いてくれら報酬ははずむ (かもしれない)から。
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香港 OongKongpの昆虫
小林 利彰

香港 (Hong Konglは 、自然が少なく樹相が貧弱である。筆者は、同地を訪れる

機会があり、以下の昆虫を観察したので報告する。

(観察した昆虫)

ベッコウチョウトンボ、ナガサキアゲハ、ベニモンアゲハ、シロオビアゲハ、

リュウキュウアサギマダラ、ツマベニチョウ、クロボシセセリ、タイワンキマダ

ラ、ウスキシロチヨウ

<データ> Ocean Park;Hong Kong131and CHINA

14-Ⅸ -1998 筆者観察

この他、アカネ トンボ類、ルリマダラ類、ムラサキシジミ類を目撃している。い

ずれの種類も個体数は少ないように思われた。すべて観察であり、誤認等も考えられ

るので、会員の方々のアドヴァイスをいただけると幸いである。なお、当日の天候は

晴れであつた。

(KOBAYASⅢ ,Ъhaki 〒182-0034 東京都調布市下石原 2-39-4)

*編集部注 :香港は尖沙咀 (チムシャツイ)の爾敦道 (ネイザンロー ド)な どには

もちろんチョウなどまるでいないが、少し市街地を抜けると樹林が残つていて好

採集地がある (そ うである)。 本誌 No.27に仁平 勲氏の「香港の蝶寸見記」があ

るので、こちらも参照されたい。

1998年夏の採集記録

雨宮 良輔

<データ>静岡県伊東市伊豆高原    23-Ⅶ -1998(*以下 1998は略)

カプトムシ 12ex8 ノコギリクワガタ 8ex3 コクワガタ 10exs

静岡県賀茂郡東伊豆町刹 |1  24-Ⅶ

クルマスズメ 4exs コスズメ lex キシタバ 3ex8

オオトモエ 4exs サザナミスズメ lex オオミズアオ lex

東京都八王子市裏高尾町高尾山 28-Ⅶ

キシタバ 3ex シロシタバ lex ヤママユ leXク ルマスズメ 3ex8
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鹿児島県指宿市周辺 4～6-Ⅷ

ツマベニチョウ 3♂ 1♀  ツマグロヒョウモン 3♂ 1♀

ウスイロコノマチョウ 4exs クロセセリ 10ex3

山梨県東山梨郡大和村焼山沢～韮崎市穂坂 20-Ⅷ

キベリタテハ 3exs シータテハ 3ex8 クジヤクチョゥ 3exs

アサギマダラ 3♂ 1♀ (以上、焼山沢) ゴマシジミ 多数 (韮崎祠

以上、本年の私の採集記録ですが、すべて標本にして学校の自由研究に提出しま

した。なお指宿には迷蝶が飛んでくると福田晴夫先生がおっしゃっていましたが、見

かけませんでした (台風が来なかったせいでしょう力う。

いM]Ⅶ隔ヽ助嚇uke〒 168-0063 東京都杉並区和泉 1-11-3)

<急造企画 ! 多摩虫写真館①>

セセリが鈴なり

斎藤 星樹

ページが余つてしまった。だいたい、原稿の集まりが悪いからイカンのだ。最近

は自分の怠慢を責めるより、すべて世間が悪いのだという思考になり気味である。
しかし、仁平会長はそんなこともツユ知らず、「多摩虫はど―したのだ?」 とひんば
んに脅迫してくる。「いやぁそれが・̈何かと忙しくて」とおずおずと申し出ると、会

長は「そうか。やっと出す気になったか」などと、まるでピントの外れたお答
えをなさる。最近は日本語でのコミュニケーションですら怪しくなりがちである。

そこで無いアタマをフル回転させた結果、今回は写真が少なくて字ばっかなので

(ジャマダさん、いつもアリガトウゴザイマス)、 1枚くらい写真を入れるか…とい

うことを思いついた。

そこで探してみたものの、ロクな写真が無い。今さらぼくが日本のチョウの生態

写真を掲載したところで、よほどの珍稀種かもしくは素晴らしく芸術性の高いものし

か評価されないだろう。我が会にはそうでなくとも松田 邦雄先生や倉地 正氏とい

つた、原生人類が・・・おつと間違えた…ぼくが生まれる前からカメラを持つてチョウ

を撮影されているような大ヴェテランがおられるのた

そうこうしているうちに、昨年のアメリカ採集行での一コマが出てきた。これな

ら少しは読者も興味を持っていただけるのでは…と思つて掲載することにした。
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東南アジアなどでアゲハやシロチョウの吸水集団を目にされた方も多いと思う。

しかしセセリ、それも何種類か混じつた大群というのには余りお目にかかつたことが

ないのではないだろうか (その音の人ヶ岳や霧が峰では、ひよつとするとアカセセリ

やコキマダラセセリがうじやうじや居たのかもしれないけれa。

ぼくと添は、1998年 7月 5日 、アメリカ合衆国はウイスコンシン州の森で、そう

いう場面に出くわした。花はオオカバマダラの食草でもあるMiheed(その名の通

り、切ると茎から乳液が出る)であるが、それが林道沿いに咲き乱れ、その花穂ひと

つひとつに必ず 10頭を超すセセリが集まつているのだ。どれかひとつを狙つても、

ぜんぶ採れてしまうというスゴサである。そして、少なくとも 6～7種が混飛してい

たのだ。ハエのごとくワンワン飛び交うセセリと、それに混じつて飛ぶヒヨウモン類

を前にして、ぼくも添も果然となっていた。

ちなみに本写真右側に、後翅に十字型の黄紋をもつセセリが写つているが、これ

は合衆国東部の限られた場所にのみ産するPa2res″動 という珍種であり、こ

んなもんど―せ普通種だろう…と思つて 30頭も採らなかつたぼくと添のヘボさは情

け無いつたらありゃしない。

いずれにせよ、蝶がたくさん飛び交つている風景というのは、見ているだけでも

楽しいものだとつくづく思つた初夏の一日であつた。

(Shay Lke;Bra2eau Ooonto∞。Wisoonsin USA July 5,1998

photo by SOE,■樋utaron
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会議 「多摩虫Jに投稿 して下 さい !

本誌は常に原稿が枯渇し、編集担当者がやる気を欠き、発行が遅れ気味でありま

:会員のみなさん、是非、原稿を書いてみて下さし、 1年 365日 いつでも募集して
ります。

<投稿のしおり>
①原稿は手書きでもワープロでも可
②ワープロの場合、テキスト形式で保存したFDを添えて戴けると感謝します。
③写真、図版を含む場合、割付済み完全原稿か、もしくは割付指定の形でお願い

します。手書き原稿に直接貼付することは止めてください。
④一号の最大掲載ページは20ページ前後とします。長編は分載となります。
⑤原稿料はナス 短報、報文を問わず原稿が掲載された当談号を一部進呈しまうL
⑥原稿は下記の編集部まで送付して下さい。
⑦その他、御質問などありましたら、編集担当者までお尋ね下さい。

基樹 〒180‐0006東京都武蔵野市中町 2161-60:

<編集後記>

今号でアメリカ虫事情第 2弾を投稿してくれた、添 窪簿魏「氏がこの年末に一時帰

国してきた。彼はとうとう日本の高校を中退して、アメリカで高校・大学生活を送る

ことになつたという。もう既に向こうで自動車免許も取得し、まさに今が青春真つ盛

りといつたところである。まだ感性の瑞々しい時期に、広い世界を舞台に思い切り自

分の可能性を追求できるというのは、考えてみたらとても恵まれたことなんだろうと

思う。ぼくの父親の世代ですら、ぼくの年齢の頃には外貨制限があつて、庶民がおい

それと海外に出ることなどまるでできなかつたというのだから、これはもう劇的な変

貌ぶりであると言えよう。

昆虫採集などという趣味も、衣食足りているから成立しているのであって、明日

どころか今日の食べるものにすら事欠くような暮らしの中では、虫なんぞと戯れてい

る暇などあろうはずがない。「昆虫採集は文化国家の証」とどこかで誰かが書いてい

た気もするが、「文化国家」の評価はともかくとして、現在の我が国は問題も多いの

だろうが、まぁぼくらには恵まれた環境なのであろう。願わくば、こうした趣味を深

化させることから、来るべき世紀にどう人間と自然が「対立」せずに「共存」してゆ

けるかの、何らかの手がかりが得られたらいいなぁと思う。そして美しい蝶がいつま

でもぼくらを楽しませてくれることも。

-23-
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