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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
儲

徹太郎 編集 :斎 藤 基樹

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
の他 ミニたま
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
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
￨￨で ギフの大産地を当てる」な どの大戦果
の内、 「乗鞍でオオイチ50」 とか 「神奈り

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 !!
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
その後、飛行機 を見にイ
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
ーー
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
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)、
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頻繁 に トイ レに行 かなく

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

>
蝶を採 ろうと決意 していた。

今 日は最終 日なの

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
ほどをここで採集。赤いセセ リや極小の
"頭
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
その他BuckEye等 の蝶影も濃 く、総計
の′ ささのため同定も不能であつた。
lヽ

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
!

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
100メ ー トノ
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。
やは りもう少 し時間が欲 しかつた。
最終 日にや つと集中 して虫を採る時間 が取れたが、

<採 集品 リス ト> Lkeland RegionalAipot hkelana FL
4月 18日
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54304 USA

東京都武蔵野市中町216‐ 1‐ 601)

ミヤ マシジミ観察腔

力日識
(じ ゃま田君の1孵 ヾ

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
い
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 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。
い
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 。
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
「そんなにあつさりあきら
撮 りやすい。ペアリング行動 をしている♂を見つけると、
めないで、もっと粘れよ」 って言いたくなってしまう。
ー
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 トである。

‑8‑

0マ

ヽ軟 トリ… D
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
9月"¶
田れ

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。
いのに、と思うのだが飛びはしないで前ヘチョコ
♀も嫌なのなら早く飛び去れ￨れ ヽ
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
「頑張れ !頑 張れ !」 と言いたくなってしまう。
しても最後の=線 がこえられない。
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 ?
② とうとう♂があきらめた。
①うまく交尾成立。
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
るので交尾が成立するのか
ある。私 としては、こういうふうに強引でしつこい♂力れ｀
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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。
「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
もう、
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

﹁︱︱ド

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)
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l

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 ていた所力ヽ
'っ
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
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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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斃 闘

M開

″ 助 ″
…
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
4)清

邦彦(19987

t5p谷 川

久夫(199の

の山下 健(1998p

自宅でツマ グロヒョウモンが発生、駿河の昆虫(1802:5057

1997年 静岡市のツマグロヒョウモン、駿河の昆虫(181):m82
静岡市内のツマグロヒョウモン、駿河の昆虫(18の

:側

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)
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エ ル タテ ハ の吸蜜例
原田 慈照
い のを
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 る
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
5‑Ⅶ ‑1998 筆者採集

(標 高 6al〜 650m)

車道脇のカラムシ葉上にて発見・ 採集 した。
い
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
て記録されることになると思われ、動向が注 目される。

(SHIα m、 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
17‑Ⅷ ‑1997 筆者採集

￨

(標 高 920m)

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

(SIIα m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。
―‑19‑―

￨

￨

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 ,Ъ haki 〒182‑0034 東京都調布市下石原 2‑39‑4)
*編 集部注 :香 港は尖沙咀

)の 爾敦道

(チ ムシャツイ

(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
ツマベニチ ョウ 3♂ 1♀

4〜 6‑Ⅷ

ツマグロヒョウモン 3♂ 1♀

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
ウスイ ロコノマチ ョウ

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
・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
・
つた、原生人類が・
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。

‑21‑

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

／ ．一

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