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八重山採集行

GRODpttnm  S開□

ガヽ山 亜引1カロ

1998年 10月 14日 から1週間ほど、松田 邦雄先生のお誘いで人重山に採集に行つ

てきた。その採集記を以下、日記風に書いてみたしヽ

<10月 13日 (出発前日)>
人重山に行くのは初めてなので、知識はできるだけ多いほうがいし、原田氏から資料

を受け取りに、むし社会出かける。むし社に着くと、雫石氏がTVで天気予報を見なが

ら一言、「台風来ているよ、沖縄」 しまつた。そんなことはちつとも知らなかつた

完全にブルーになつた僕は、あわてて松田先生に電話すると、台風というものは、たい

てい 1日 で暴風圏は通り過ぎてしまうので、まったく採集できないということはない

とのこと。「よしつ」 ―抹の不安を抱きながらも行くことにした

<10月 14日 雨のち曇り>

朝 5時に起き、羽田空港に行く。昨日はほとんど眠れなかつたが、松田先生もそう

だつたらしい。機内でも勉強を怠らずに、昨日もらつた資料を読む。2時間ほどで那覇

空港に動規 石垣空港行きの飛行機に乗り換える。1時間程で到着する予定だが、突然

アナウンスが入る。

「ただいま～、気流がたいへん乱れております。これから先～、かなりの揺れが予想さ
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れますので～、皆様どうぞシー トベル トをご着用ください」

乗り物1調弓く、また高所恐怖症でもある僕は、内心かなり緊張していた。しかし松田

先生は笑みを浮かベー言。「かなり揺れるつて言つてるよ。 うひひ」「・・・」僕が乗り物

に弱いことを知っているはずなのに (だから力う、全く…。しかし思つていたほど機体

は揺れず、1〔
iレ

#Fl空港にチ1ボ「c空港は日,が降つていたが、予期していた通り、風が41

暖かし、 い力ヽ こも南国へ来たという実感が湧いてくる。期待と不安を抱きつつ、タクシ

ーで「なぎさ荘」に行く。そして小雨ではあつたが、オモ ト岳へ出発D林道の途中で停

めてもらい、車を降りる。と、いきなリセミの合唱だ。興奮してくるのが自分でも分か

る。やはり湿度が高く、温室と同じような感じた 日曜競ミ曇つてしまう。レインコー ト

を着て、網の仕度を′台める。そうしている間にも、シロオビアゲハ、ヤエヤマカラス、

リュウキュウミスジなどが飛んで行く。焦るな、焦るな、と自分に言い聞かせ、松田先

生のカメラt)用意できたところで Gol ■統 /t‐yJ、 リュウキュウヒメジャノメを採る。

本上のヒメジャノメよりも、裏面地色がずっと濃し、 先生がルリタテハがいるとおつし

やるので、見ると木の幹に逆さに止まつている。おきまりのポーズだ。翅裏が本土亜種

より茶色つぱく、また止まつている木も同じような色なので、うまく擬態しているよう

に見える。5mの如意棒を伸ばし、ネットイス 僕はこの蝶が大好きだ。塩田氏も以前

例会ヤ聞こ、「僕の好き
‐
ミ No.3である」と吉いていたが、僕が日本産のタテハの中で、

‐番好きなのがこの蝶だししかし、今見ているルリタテハは、本十のものとやはり印象

が違う(,青色のラインばかりか、滞訴ll色の地色まで光沢が強しゝ 前翅中室の中にある丸

`報が、本土亜種よりはっきりしている。沖縄のルリタテハも、実にすばらしし、 ボロ

ではあったが、人重山での初ネットが本種であり幸先が良さそうだ。ヤエヤマカラスが

前から後ろから飛んでくるが、風のため力功なヽり速く飛び、また興奮しているからか、

空振りばかりする(;かなり高いところを、オオゴマダラがら、わつ、あゝわっという感じで

飛んでいたが、すぐに葉上に止まつた 慎重に竿を伸ばし、難なく採集。思つていたよ

リノトさしヽ)♂のようだ。イ11年か前に、池袋の昆虫展で、本種が飛んでいたことを思い

出すじだがやはり実際に生′日、地で見ると、印象が全然違うものた 「よしっ」という感

じ(ぅ しばらくして先Jlが、ルリウラナミを見たとおつしゃる。すると、日の前にコバル

トブノい―がちらつく()あつ !と 思つたら、もういない,正に「あつという問(,」 林道嵩

III線 とのう】皮に着いたところ、大型の向つ1燕 蝶ヽがすごいスピー ドで飛んできて、日の

前の葉に止まった、,そ ぉっとネットを近づけて、採る()ウ スキシロの♂だった。それ

にしてt)でかい、そして速い、僕のもつていた今までのシロチョウ科の概念と違う3や

はり南国には色 な々蝶がいるな、と改めて思う。路上に大きなゴキブリが仰向けになつ

て死んでいた(、 これだけ大きいとゴキプリという虫も見栄えがする〔1-研、採集して標

本にしようかとも思つたが、すでに死んでいたのが残念。本道を先に進む。先生がヤエ

ヤマムラサキを採集された この蝶は飛び方を見ていると、マダラの類だと思つてしま



う。 しかし、採り逃がすとタテハの飛び方になり、上の方に飛んで行く。止まったとこ

ろを狙うが、空振り。どうも興奮していけない。やっと 1♀ を採るが、焦つてしまい、

翅の鱗粉が濡れた網に転写してしまった。だがやはり、翅表の紫が美しし、 それにして

も胴体が細く、翅も薄いので、この蝶がタテハとはこの時にはまだ半信半疑だつた (後

で図m。 ギンネムの上をチラチラ飛ぶシジミが多い。ルリウラナミだ:相変わ

らず速く郵跳ヽ しかし見ていると、時々低く降りてくるので、少し粘つて採集してみる

ことにする.ここぞという時に思い切つて網を振るが、なかなか入らなし、 ようやく仕

留める。と、目が覚めるようなコノウレトブルー。この色は石垣空港で見た魚の色とそっ

くりだ:林道をずんずん進んで行くと、先生が、コノハチョウが居そうだという林があ

り、奥に入つてみる()

すると、シイやカシの大木のあちこちに、 トラップを仕掛けん跡があったЭどうやら

ポイントのようだ:先生が、木に止まっていたアオムネスジタマムシというきれいな甲

虫を採集された。しかし、蝶の姿はまったく無かつた。少し行くとスミナガシのポイン

トである財 鶴浄撻動 あ`り、道沿いに流れている沢に下りられる。小さな中州があり、

い力ヽこもミカドアゲ′ヽ等が集団吸水していそうな場所だと思うのだが、曇つていたため

か、蝶は吸水に来ていなかつた。イシガケチョウが、スーイ、スーイと軽や力ヽ こ飛んで

行く(,何となくスケー トをしているような感じだつた,標本よりも大きく感じたが、こ

の喋は飛んでいる時は大きく見えるらしし、 しばらく行くと、道が二手に分かれ、右に

イテくと、行き止まり。 しかし、センダングサがたくさん咲いていたので、ここで粘る。

ユウレイセセリ、実に南国的なベッコウチョウトンボなどを採る。少し飛び方のおかし

いナミアゲハがゆつくりと木にまとわりつくように飛んでいたが、どうもナミアゲハで

はないような気がして採つてみる()と 、やはり、ミカドアゲハのクリーム型♀だった)

ボロだったのが残念 (ク リーム看りま普通の型のボロだという意見もある)。 小屋に戻り、

もう一方の道を行く。ギンネムの生えているところで、やはリルリウラが飛んでいた。

ここは風があまり強くないせいか、けつこうな数が低く飛んでくるので、非常に採りや

すし、 た氾時期が少し遅かつたのか、完:マ :は非常に少なかつた。下り道、竹林でシロオ

ビヒカゲを 1瞬「|1駄,いきなり出会ったのでかなり熱 たヽが、地図で見るとポイントだ

つた。先生と竹をバシバシ叩く()すると 1頭飛び立ったが、止まらずに飛んでいって

しまつた。嵩田植物園に到着。ハイビスカスの花が結構咲いていて、い力ヽこもツマベニ

が吸密に来そうなのだが、蝶はいなかった)と ころで我々は、植物園の電話でタクシー

を ふヽ予定だつたのだが、植物園|ゴ可と休日で閉まつていた。これではタクシーを呼ベ

ない。イ1方がないので、人家のある所まで道を ドつてみることにする。しばらく行くと

名介ダムの管メ1'卜駒 ,Fがあり、そこにいた人に訳をil嗣
~と

、タクシーを )ヽ、でくれた()

しかしなかなかタクシーが来ないので、事務折の人が、帰りついでに車に乗せていつて

くれるという。なんという親切な人た この人のおカザで、何とか宿に帰ることができ



た。先生と丁重にお礼を言つて、別れる(ぅ 部屋に戻つてから、先生にルリイチモンジな

る蝶を見せていただいた ルリオビルリタテハ (前翅の自脚 シレリ帯と同傾向の色に替

わる)嚇 らししゝ しかし僕には、一向に普通のものとの違いが分からなかつた。そ

の後、宿にいた蝶屋さんが部屋に来て、先生のルリイチモンジをしきりにほめる。その

人の話だと、やはり与那国島のものが有名だが、石垣でここまで白紋が青いタイメま見

たことがないという。大量lm司育すれず出るのだろうが、石垣で狙つて採れるものでも

ないらしし、,両目をカッと見開いて展翅された蝶をもう一度見るが、パラフィン紙のテ

ープのせいか、やはり違いが分からない。まあいい、明日はこれを狙つてみよう。ター

ゲットガ、マタヒトツフエタネ。今日はちょつとしたハプニングもあつたが、小雨交じ

りの天気も考えると、初日にしてはまずまずの成果た 明日に期待し、シジミ、セセリ

だけ展翅し、寝る。

《今日の爛 〉 沖縄県石垣市 (石垣島)嵩田於茂登林道

ベニモンアゲハ 1♀   ジャコウアゲハ 1♀  カラスアゲハ 1♂

ミカドアゲハ (ク リーノ、り  1♀ タイワンキチョウ 4頭 ナミエシロチョウ

ウスキシロチヨウ (ギ ンモン猛り 1♂  アマミウラナミシジミ 1♂

ルリウラナミシジミ 5♂ 4♀  タイワンクロボシシジミ 2頭  オオゴマダラ

1♂

センダングサに止まるルリウラナミ。完品は少なかつた力ヽ 素晴らしく美しい蝶亀

PhotobyMATSUDA5 Kunio

1♂



リュウキュウアサギマダラ 1♂  スジグロカバマダラ 1♂ 1♀

リュウキュウミスジ 1♀ ルリタテハ 2♂  ヤエヤマムラサキ 1♂ 1♀

リュウキュウヒメジャノメ 1♂ 1♀ ユウレイセセリ 2頭
ベッコウチョウトンボ 1頭  タイワンカプトムシ 1♂

<10月 15日 曇り時 口々計し>

朝食を食べてすぐ出発。行き先はもちろんオモト林道。昨日行つて、ポイントがだい

たい分かつていたので、今日は昨日とは逆コースで行ってみることにする。嵩田植物園

の前で車を停めてもらう。車を降りると、すぐ近くで昨日のセミが鳴いている。まずは

あれを採ろうということになつた 細い木の幹に止まつているので、非常に採りにくレヽ

先生が 1♂採集したものを見せていただく。ヒグラシくらいの大きさで、人重山特産の

イワサキゼミというらしυヽ 腹弁の先が尖っているのが特徴的だ:なかなか敏感だつた

が、とりあえず 1♂採集。荒地のような所でセセリを採る。どうもトガリチャバネセセ

リのような気がするのだが、確信がない (後日調べたら、やはリトガリチャバネだつa。

低木の縁をルリウラナミがたくさん飛んでいる。時には 5、 6頭もが追飛していたりす

る。昨日はかなり興奮したが、今日となってはあまり採る気にならなし、 しかu眺めて

いるとやはりきれいなので、採つてみる。が、やはり昨日と同じくボロが多し、植物園

の前から登り道を行くと、吹き溜まりになつていて、昨日もここで採つたリュウキュウ

アサギをまた採る。三角紙にこれを入れようとした時、日の前をシロオビアゲバが軽や

力ヽこ飛んで行く。「逃がすかつ !」 と思つたその時、とつさ口喋を目にくわえて猛然と

走り出九 でも、間に合わなかつたね。正気に戻つた僕は、先生が後ろを振り返る前に

蝶を三角紙にしまったのでした 昨日シロオビヒカゲを見たポイントでまた竹を叩くが、

反応はなL石垣ではシロオビヒカゲは、やはり数が少ないのかも漏 まし、林道から

脇道にそれると、人家の前|ン イヽビスカスがあったので、何力ヽ るヽかなと思つて忍び寄

る。と、翅に白い帯のある、マダラのような蝶が飛んでいる。「これは今までの蝶とは

違う !」 そう思つて、慌ててネットを振り、捕らえる。だがそれは、ただのヤエムラの

♂だった (♀ の自帯型は珍しいという) 林道嵩田線との分岐にはセンダングサが多

く、スジグロカバマダラがたくさん飛んでいる。う～ん、い力|こも南国つて感じでとて

も良し、花に来ていたジャコウをつまむ。嵩田線を少し行くと、ヤエムラの♂が多レヽ

♂は渋い赤銅色が、♀とはまた違つた趣きでよい。オモト林道を昨日のコノハのポイ

ントロ指し、どんどん飩 。樹上を、けつこう大きなタテハが行つたり来たりしている。

JLまつたところを捕らえる。メスアカムラサキとそつくりだが、ばカゴこ大きい。(後で

調べたら、リュウキュウムラサキのジャワ型♂だった)翅 表の輝く紫色が実に美し

し、翅の中に宇宙が広がっている感じだ。 (この蝶の学名の意味を調べたら、種略の

bolinaは 「流星のような」とあつた。極めて同感) 先生が、すごくきれいなベニモ



ンが飛んでいるとおつしゃる。ふわ一つと降りてきたので、簡単に catcLビカビカの

♀だ。後翅の紅色の紋が、少しケバイ感じがするくらい鮮やかだ:それにしても小さ

いアゲハチョウである。てくてく歩いていると、青色の地にオレンジのある物体がいき

なり視界に入つてきた。「あれ !?」 と思つたら、先生が「コノハだつ !」 と。 しかし

最初の 1頭目というのはやはり焦る。慌てて空振り。実に悔しかつた。そこで今朝買

ってきた泡盛を、ティッシュにしみこませて待つことしば晩 何も来ないので、諦めて

先に機 。先生の後ろを歩いていてふと見ると、何と葉上にコノハ君が翅を半ば開いて

止まつているではありません力、 しかし先生の方が先に発見されたので、潔くお譲りす

る。先生は簡単に観察された 翅が少し欠けているが、まずまずの♂だ:この調子な

ら、ポイントで粘れま結構飛んでくるのでは一と思いつつ、いよいよポイントに晴 。

またもティッシュに泡盛を力ヽすて、木の股や石の上に仕掛ける。これで準備扇札 とり

あえず林から出て、昼食1砲 食後トラップを見に行くが、何もいなし、 しびれを切らせ

たので、いつたんその場所留唯れる。サル トリイバラがやけに多し、ルリタテハの餌用

に (自宅から飼育中の幼虫を持つてきていた)いくつか葉をいただく。カラスザンショ

ウの高木の花に (bη属幽 が来ていたが、逆光でよく見えなし、割合緩や力Jこ飛んで

いて、採れそうだったので、竿を伸ばす。簡単に採集。ブラボー ! アオスジだと思つ

ていたら、ミカドのビカ♂尼 人重山のミカドが青いことは知っていたが、こんなに

きれいな青色に見えるとは思わなかつた。コレガホントノアオスジアゲノ、 ところで

い 聞口は、生きて飛んでいる時は翅が重なり合い、また透過光で蝶を見るので、

半透明の帯の色が濃く見える。標本だと反射光で蝶を見るし、バックが白いペフ板だと、

どうしても帯の色が薄く見えてしまうと思う。野外で飛んでいる時硼鳴ま、やはり格別

に美しυ、すこし気を良くしてコノハポイントに戻るが、何もトラップに来ていないの

で、もう1つのポイントである林道嵩田線に行つてみる。途中、先生がクズの花|ンレリ

ウラナミの幼虫がいるとおつしゃるので、探したら1つの花穂にいくつもついていた

嵩田線を少し登り始めたところで、ススキのような植物の陰に大きな蝶が入つて行くの

を見る。急いで登つて行き、その辺りを叩いてみると、出た ! コノハだ !飛び立つた

瞬間を見事に織   「よし。」 かなり翅が擦れているが、本物のコノハチョウの♀た

気を良くして、元気に登つて行く。前方に黒つ1纂 蕩勒 テ`リトリーを張つている。ルリ

タテハだ: しかし先ほどのコノハで興奮していたため力、採明当ド九 ルリタテノヽまそ

の後も何回か、テリトリーを張つているのを見たが、どの個体も陽の当たつている、ス

スキのような植物に止まることが多かった。またコノタヽ を見たが、今度は止まらずに

飛んで行く。それにしても、あの青とオレンジの色彩のコントラストには、いつもドキ

ッとさせられる。また泡盛 トラップを仕掛けて待つが、15分しても変化が無いので先

に行く。尾根道に出ると、センダングサにマダラかヤエムラのような蝶が来ていたが、

確認できなかつた。ここで引き返す。ギンネムが多い所で、大型のミスジが飛び立つЭ

I



運良く止まつたところを捕らえる。ヤエイチの♀だ。胸部にまで白い鱗粉がのつてい

るのが面白い。Л同体も太く、いいタテハ几 今回、この蝶はまだ日撃すらしていなかつ

たので、嬉しかつた 2mく らいの高さの葉上に、コノハ君が止まっている。「隙あり!」

という感じで、落ち着いて観察しまた会えて良かつた☆

先ほど観察した個体より鮮度が良Vヽ やや擦れているが、ほぼ完品の♀だしよしよ晩

かなり気を良くした僕は、その後ルリタテハも回 勧 叱 林道の分岐まで下つたとこ

ろで、行きに出会つた蝶屋さんのレンタカーに便乗させてもらい、今度は万勢山に行く

…予定であつたが、車が万勢山に近づいた時、スコー′場 来`襲bそれで行くのを止め

てしまったが、しばらくしたら雨が止んだЭ車を戻してもらえば良かつた、とも思つた

が、コノハを2♀観察していたので、まぁ良かろう。この日も展翅してから寝る。

ギンネムに止まるヤエヤマムラサキ♂。赤銅色の光沢が渋い。

Photo by¨ A Kunio

((今 日の酬 〉 沖縄県石垣市 (石垣島)嵩田於茂登林道

ベニモンアグ′ヽ 2♀  ジャコウアゲハ 3♂ 1♀  シロオビアゲハ 1♂

クロアゲハ 1♂  カラスアグ′ヽ 1♂  ミカドアグ′ヽ 1♂

ヒメウラナミシジミ 1♂ アマミウラナミシジミ 2♂ 1♀ ルリウラナミシジミ 1♂

タイワンクロボシシジミ 1頭 リュウキュウアサギマダラ 2♂ 1♀

スジグロカバマダラ 3♂  リュウキュウミスジ 1頭



リュウキュウムラサキ (ジャワ型  1♂  ヤエヤマムラサキ 2♂

イシガケチョウ 1頭 リュウキュウヒメジャノメ 1♂ クロボシセセリ 2頭
トガリチャバネセセリ 1♂ ユウレイセセリ 1頭
ハラボソトンボ 2頭  ショウジョウトンボ 1頭 イワサキゼミ 2♂

同 林道嵩田線

ヤエヤマイチモンジ 1♀  ルリタテハ 2♂  コノハチョウ 2♀ 鶴

ヤエヤマムラサキ 2♂  クロボシセセリ 1頭

<10月 16日  台風襲来>

この日は台風のため外出できず。なぎさ荘にいた蝶屋さんと 1日 中話をしていた

聞け|よ 昨日ウスアオとシロウラを採集したとの事Dシロウラはインセクトフェアーで

一日見た時から、欲しいと思つていたのだ:石垣島にもこの蝶がいるとは思わなかつた

ので、とても驚く。ポイントを教えていただいた。明日は与那国に行く予定だったが、

この天気では飛行機が出そうも無いので、石垣にもう 1日 留まり、ウスアオとシロウ

ラをGetすることにした

<10月 17日 曇り時 日々計の ちスコール>

なぎさ荘に宿泊していた京大の Tさんとす緒に、まずはシロウラのポイントに行つ

てみる。彼が 15日 に 10頭前後採集している場所である。ウコン畑のへりでシロウラ

が来るのを待つが、台風でもつていかれたせい力、全く姿無晩 そこで別の場所にもウ

コン畑があるのではないかと思い、そこを離れる。道沿いのセンダングサにシロオビア

ダ′ヽとカラスアゲハを発見 2頭いつぺんに採集しようとする。が、シロオビが先に感

づいて飛び立ったので、1頭ずつ採る。シロオビは レl型だが敏捷なアゲハチョウ」と

いう印象鳳 (いつも感じていることだが、図鑑には蝶の飛び方についての記述が少な

すぎる) ポイントに戻つてみると、先生、Tさんもシロウラを1頭ずつ採られたとい

う。「やつぱりいるのか、よし」と気合を入れて待つが、一向に姿を現さないので、今

度は先程行つた方と反対の道を行くc(これ、やらなきゃ良かった) 畑はあるが、や

はリウコン畑ではない。日陰の風が弱まつた場所で、突然青白いシジミが真っ直ぐ飛ん

できた)だが慌てていたので、採れるはずはなし、結構速く飛ぶ蝶尼 大きさもあり、

まるでゼフのようである。少し焦りつつ、なおも先、進む。黒つ1熱 タヽテハが上空を飛

んでいる。どうやらスミナガシらしいが、ちょっと高すぎる。下りてこないかな～と思

つているうちに、飛んで行ってしまつた。かなリシロウラのポイントから離れてしまつ

たので、ここでやつと引き返す。ウコンを横目に見ながら歩いていると、株と株の間を

チラチラ飛ぶシジミがいる。ば力ヽこのろく飛んでいたので、「他のシジミか?」 と思い



ながらも採つてみると、シロウラの♀だつた。 しかし後翅がかなり破れていたのが残

念。完品が欲しいと思つていると、また一つ飛び出す。これも♀。だが今度は完品。

よし、次は♂だ。先生が、道沿いの草薮から突然現れる。曰く、この草薮の中で、風

を避けてか集まっていたシロウラをいくつか採集し、まだ 1♂飛んでいたと言われる。

ぐずぐずしてはいられなし、すぐに草をかき分け、突入。自つ1熱 花ヽが咲いている低木

にタイワンクロボシやルリウラが集まっていて、それを見ていたら、前方から青白いシ

ジミカ滝今度は落ち着いて採集。後翅がボロだが、それでも美ししヽ 間違い無く♂几

もう少し欲しいと思つて探していると、「そろそろ行く」との事:道に戻ると車が停め

てあり、先生と Tさんが車の中の人と話をしている。聞けばその人は石垣島在住の人

で、すでにシロウラをかなり採集し、幼虫も飼育されたらしい。シロウラは初め――つの

畑で発41していたのが、他こ刈1に も広がったのだろうという。その人の車に便乗させて

もらい、おととい行けなかつた万勢山に向かう。林道の途中で車を停めてもらい、すこ

し登るとすぐに、カラスザンショウ (以下、「カラザン」とする)の大木が目に付いた

しかし木が高過ぎ:この先にもカラザンがあるらしいので、先、進むっ峠まではやはり

カラザンが何本かあり、比較的低い木の、花に来ていたヤエイチの♂をGet漆黒の地

色に月光のようなラインが映える。シックで粋都嚇Qこ の蝶はそんなに速くは飛ばな

いが、長竿がないと採集は難しそうだっヤエヤマウラナミジャノメを採る。数はマサキ

より少ないようだ)山頂に到着)アスレチックがあり、下草が刈られていて公園のよう

になつている。こんな所に蝶が来るんだろうかと思つたが、すぐにメスアカムラサキが

テリトリーを張つているのを発見し、嬉しくなる。台風が来たせいか、どの個体も鮮度

は懸し、クセンダングナにはシロオビアゲノ式'カ ラスアグ′ヽがよく吸蜜に来る。11樹 11く

らい経つた頃、水色のシジミが林縁に沿つて飛んできた)慌てて捕らえる。翅表の色が

とても上品だ:おそらくウスアオだと思うが、確信が持てないので Tさんに見せると

ウスアオだつた。よし。1頭目を採つた場所で粘り、その後 3♂ 1♀ 追加する。しかし

どれもスレていて、ビカは 1♂のみ)先生に報告しに行くと、先生は Vサインをして

いる。聞けばツマベニを採られたそうだ。採つたものを見せていただくと、 ド完品の

♂たな うらやましい。欲しくなつたので気合を入れて待つが、すぐに出てくるはずが

ないのしかしその後、3m位の高さをルリタテハが飛んできたのを、見事に Ca硫 こ

の時は自分でもよくぞ採れたと思う。最高に格好イイ採り方だった。アスレチックの先

でもルリタテハを発りと,翅を全開してlLま つたところを見ると、「白斑が青い !」 と思

つた瞬間、網を振つていた,右後翅がすこし欠けているが、これぞルリイチモンジとい

う一品だ:先生に鑑定していただく。返答は、「うん、俺のと (14日 に先生が採集され

たもの ほぼ同じだ」 うしっ ! 宿題をひとつ果たせた思いだ:それにしても、赤い

ネットの効力は絶大だ。カラスアグ′や シロオビアゲハが発、わっと寄ってきて、何と網

に止まる。時には蝶自ら、風d膨らんでいるネットの中に入つてくるので、網をくるつ



と巻いて採集したりした。先生の網にもツマベニが自分から入つてきたという。昼食に

しようとした時、白い花が咲いている木の下で、先生が真剣な表情でネットを近づけて

いる。先生が網を振る。入つたЭオキナワビロウドセセリだ。大型のセセリで、実に渋

い色をしている。曲隻も良かつた,またこの花に来るかもしれないので、すぐそばで飯

を食い始める。ルリウラが視界に入る。飛んでいると実に美しいので採集。ビカの♂

だ,センダングサには、かなり商勧 らヽシロオビの pOlytes型が吸蜜している。ボロのた

め採集はしないが、いつまでもいつまでも花と戯れている姿は、い力ヽこも南国的で忘れ

られなし、だんだん眠くなつてきた

シロオビはセンダングサによく吸蜜に来る。白い帯が円目的だ。

Photo by¨ A Kunio

飛んでくる蝶()少なくなってきたので、 Fリ ク台める。峠のカラザンの花に、ゼフの

ようイめび角的な翅の大型のシジミが111ま つていた 確認するために、竿を伸ばして網に

入れてみて驚いた,イ ワカワの♂だつた,今回の採集行では時期が合わなかつたのか、

翅が大分擦れ、緑ではなく白に近い色になつていた。しかし、この蝶はかねてから狙つ

ていたので、やつばり嬉しかつた。てくてく道を下つていると、いきなり頭上を大型の

鳥のようなものが飛んで行った。翼の端から端まで50cmく らいあつただろう力、これ

にはとても驚いたが、その牛物の翼は見党えのあるものだつた。コウモリによく似てい

た)しかしまさか、あれほどでかいコウモリなどいるはずがない。後ろから来られた先
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生にその話をしていると、先程の生物が道を横切る。それを見て先生曰く、「あれ、コ

ウモリだよ。ヤエヤマオオコウモリ。」 ガビーン、そうなのハ それにしても大きか

った 人重山の豊かさを改めて実感した出来事だつた。カラザンの本を見上げると、ア

オスジが多数花に群がつていた。他にカラスアグ′ヽ、ジャコウアグ′ヽ、そしてヤエイチ

の♂c豊かである。先生が「見てるだけでもいいね～」と言われていたが、全く同感

であった)アオスジのなカゴこ一頭だけ、ミカドが混じつていたので、採つてみたがひど

いボロのためわ す 。両者の比率は、アオスジ :ミ カド=15:1ぐ らいだろう。その後

はカラスが風を避けてか、日陰で 4♂ もが翅を全開して静止していたり、ルリタテハが

テリトリーを張つていたりした。麓に着いてからタクシーを呼ぶ。なぎさ荘に着いてす

ぐ、荷物を持つて船着き場に行き、西表行きの船に乗る。船は台風のせいで思つたより

揺れたが、無事大富港べ到れ バスに乗リカンピラ荘
^。

着いてすぐ、陽まもう落ちか

けていたが、周辺を探索してみる〔,浜辺の近くの草むらで、先生がオジロシジミを民集,

夕食後、蛾や甲虫を採りに灯火を見に行く。い力|こ も虫が飛んできそうな街灯があ

るのだが、台風で吹き飛ばされてしまつたのか、虫は何一ついなかつた。しかし空を見

lJずると、t楓天の星空た さす力れこ西表まで来ると、夜空の星もここまで見えるものた

空に満遍なく星が散つている。先生から、思いがけず星座の講義を受ける。天の河がう

つすらと、夏の大三角物 れまっきりと見えた。宿に戻つてから今日採集したルリタテハ

を確認すると、下りに林道で採つた♂が、山頂で採つたルリイチモンジよりもやや白

斑が自つぱいものの、かなり青い個体であること力洋」明。今日は何と行つてもルリイチ

モンジが採れたことが、一番嬉しかつた。明日に期待し、展翅をしてから,謝蔵 車の音

がしなしヽ・・とても静かな夜だつた

〈(今 日の成莉〉 れ11縄県石垣町 lrn~lll島)於茂登

シロオビアゲハ 1♀  カラスアゲハ 2♂  シロウラナミシジミ 1♂ 2♀

オジロシジミ 1♂  リュウキュウアサギマダラ 1♂

リュウキュウムラサキ 1♂ 1♀ トガリチャバネセセリ 1♂ 
―

sp・ 1♀

同 万勢山林道～万勢山山頂

シロオビアゲハ 1♂  クロアゲノ′` 1♀ (二重赤紋)  カラスアグ′ヽ 1♂ 1♀

アオスジアゲハ 2♂ 1♀  タイワンキチョウ lex  ナミエシロチョウ 1♂

イワカワシジミ 1♂   ウスアオオナガウラナミシジミ 4♂ 1♀

ルリウラナミシジミ 1♂ クロカタゾウムシ lex
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ヤエヤマイチモンジ♂ 漆塗りのような黒色に青白色の “一文字"力辮 亀

Photo byMAISIIDA' Kunio

<10月 18日  晴れ時々曇 り>

今日はまず高刀限こ行つてヒメウラボシを採り、それから仲間 |1林道に行く計画几 ヒ

メウラボシは31LIにいた日ま 展翅したものを見せてもらつている。あまリパッとしない

蝶だが、西表にいるのなら一応採つておきたい。レンタカーを借りて先生に運転してい

ただく。Tさ んと 3人で出発(,ポイントである原生林の脇に車を停め、意を決してT

さんと藪をかき分けて進観 薄暗い。少し進むと沢が見えてきた ヒメウラボシが具体

的にどのような場所にいるのか分からないが、迷つた時に日印となるので、とりあえず

沢に添つて進むことにする()沢を横切つた時、Tさんが突然「あつ !」 と言つて網を振

る()ネ ットを覗くと、自地に黒紋のあるシジミカヽ ヒメウラボシだ。展翅されているも

のを明るい電灯の下で見た時は正直チンケな蝶にしか見えなかつたが、薄暗い原生林の

中でこのシジミを見ると、どこ力1中秘的な感じがした 「よし、これから力」 と思つた

が、その後はパッタリ姿を現さない)時折、リュウキュウアサギマダラやオオゴマダラ

が林内の明るいところを飛んでいるが、蝶は非常に少ない。沢を離れて進んでいったと

ころで、 ドttか らシロオビヒカゲが飛び立つ。だがこの蝶は採りにくレヽ 止まつたとこ

ろを採ろうとしたが、感づかれて逃げられる。帰り道、あまり見覚えの無い竹林に出亀

まずい、迷つたか? その時だ ! 白いシジミがチラチラと飛んでいるのを発見 ! づ
~

かさず網を振り、兄事しとめる ! 「うひひ完品だ～。…あれ、でもこんな模様して

９

“

l(71
|ず蟄、「一‐



たっけ?」  その時後ろからTさ んが、「それ、タイワンクロボシじゃないですか～」

「…じ」 何で俺の採るのはタイワンクロボシなんじゃ～ ! キレそうになつた。その

後も白いシジミをいくつか見たが、ことごとくワンクロ。ルリウラ、アマミウラナミも

飛んでいた ヒメウラボシはやはり数が少ないのだろう力、しや 、きつと台風のせいた

まぁしかし、姿を拝めただけでも良しとしよう。昼頃になつたので、近くにある高那

レストランで昼食,レストランの窓からは浜辺が見渡せて、タテハモドキが飛んでいた,

昼食中、ヒメウラボシのポイントで見つけてきた、きれいな緑色の貝をグラスにくつつ

けて遊んでいたら、そのまま忘れてきてしまつた (アホ) 食後もう一度ヒメウラボ

シをる■つてみる(サ しかしここではもうあまり嘲首1をとれない。すぐに林の中に入れそう

な、踏み跡のあるところから進むが、背の高い草が繁茂する場所に出てしまい、結局時

間切オL道路に戻る途中イワカワの♂を見つけたが、あまりにボロのため逃がす。先

生が来るのを待つている間、道路沿いに他の蝶を探すЭウスアオオナガウラナミ1♂ (ビ

カビカ)を採る。飛んでいるのを見ても、ウラナミシジミとは全然色が違う。ここには

ムラサキオナガウラナミもいるらしいが、姿は見られなかつた)道に落ちていたキタテ

ハ 1♂ を拾うて,先生と合流してから、南風見田 Otいみ0に 行くこ迷蝶狙いだ 車を

停めて蝶を探すが、種類も数も非常に少なく、もちろん迷蝶もいなかつた。そこで車で

すばしこいキノボリトカゲ。ヒメウラボシのいる林中で良く見色

Photo bv IvIAISIIDA, Kunio
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走ってきた道を戻るかたちで蝶を探しに行く。暑し、 しかし風のある分、夏といつた感

じではなし、人影はまつたくない。けだるい午後である。ようやく草原に黒つl熱 潮勒ミ

飛んでいるのを発見。近づいて見ると、アオタテハモドキだ:今の時期は少ないと聞い

ていたが、やっと会えたっしかしこの蝶がこんなに採りにくいものだとは思わなかつた

花に来ている時は簡埼■こ採れるのだろうが、追つては逃げられ、追つては逃げられする。

まるでハンミョウ採集の時のようだ:やっと採る。少し破損しているが、きれいな♂

だ。その不思議な目玉模様に思わずドキッとする。日の前を欲しかつたアオタテハモド

キの青い♀が、風に流されて飛んで行く。追おうとしたが、すぐに見えなくなつてし

まった。この時見た♀の後翅の深い色彩が、今でも強烈に印象に残つている。 しばら

く行くとビニーノL//｀ ウスがあり、その縁にセンダングサがたくさん咲いていた。ここに

は蝶がいるぞと思つたが、なぜかスジカノヽモ動 りヽだつた ハウスの裏に廻ると林縁に沿

って道が続いていた。そこを歩いていてキタテハがやや多いと思つたら、カナムグラを

発見。しかしこの時はなぜか幼虫を探そうという気にはならなかつた (人重山のキタ

テハは迷蝶なのl島 我ながらイモa
センダングサに止まっていたヒメアカタテハを採集D葉上に金緑色に光るナナホシキ

ンカメムシを発見Э本でよく目にする、集団で葉にNまりついている虫だが、実物はや

はり美しい)手づかみでいただく。車のところまで戻り先生を待つている間、リュウア

サが飛んできたので、一応全て網に入れてみる (ヒ メアサギ等の迷蝶が混じっている可

能性があるため)。  しかしことごとくただのリュウアサ。結局ここではさしたる収穫

もなく、仲間川林道へ。車を降りてすぐ、草原で遊ぶアオタテハモドキの♂を規

今度のものはほぼ完品た けれどやはり追い力■ナまわしてやっと採つた。林道を進観

午後のため、テリトリーを張つているルリタテハが多し、橋に着くまで|ンレリタテハは

ポツポツ採れたが、どの個体も擦れていた。それにしても他の蝶は少なし、台風のせい

だろう力、橋の上でいよいよウルトラC、 バナナトラップを仕掛ける。無論コノハ狙い

た バナナはぐつちょぐちょになっていたので、い力ヽこも蝶が寄って来そうだ。泡盛を

バナナに力ヽすて待つ。橋の前のカラスザンショウの花にはジャコウやカラス等が来てい

るが、めぼしい蝶はいない。その時先生が 1本の本を見ていた。赤い実がたくさんつ

いている木だ。しかし先生が、これは実ではなく、なんと虫だとおっしゃる。一瞬自分

の目を疑つたが、それは紛れも無くカメムシであった。アカメガシワに緑色の実がたく

さんついていて、どうやらその汁を吸つているようた 日につくところだけでも 70頭

ぐらいはいる。そこでカメムシがついている枝にネットをかぶせ、揺らしたところ、正

に一網打尽となつてしまつた 20頭ほどを毒ビンに入れるが、入りきらないのでビニ

ールに残り20頭ほど入れるの結局バナナ トラップに1測可も来なかつたが、思わぬ美し

いアカギキンカメムシの収穫に喜んで帰る。そろそろ林道の入日というところで、2m
ほどの高さの葉上に翅表が黒い大型のシジミが止まつている。町まて、あんな蝶いたつ
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け?」 と思つていると、その蝶が飛び立つ。翅裏が続   「イワカワの♀だ !」 翅を

閉じて止まっていると周りの葉と同じ緑色なので、本当に見分けがつかない。かなり敏

感で何度も逃げられたが、飛んでもすぐ近くに止まるので何とか採集できた よし! ビ

カの♀だ。その不思議な緑色にとても感動する。イワカワは今回の採集行ではボロば

かりだつたので、完品が採れてラッキーだつた。宿に帰つてから早速イワカワの展翅を

してしまつた。今日は採れた蝶の総数はそんなに多くはなかつたが、諦めかけていたイ

ワカワのビカ個体が採れたことが、やはリー番嬉しかつた

《今日の畑 〉 沖縄県人重山郡竹富町 (西表島)高那

ウスアオオナガウラナミシジミ 1♂  ツマムラサキマダラ 1♀  キタテハ 1♂

ルリタテハ 1♀  イシガケチョウ 1♀  ヤエヤマウラナミジャノメ 1♂

シロオビヒカゲ 1♀  コナカハグロトンボ lex  アカギキンカメムシ lex

同 南風見田

ヒメアカタテハ lex  アオタテハモドキ 1♂  ナナホシキンカメムシ lex

同 仲FHIJ‖林道

イワカワシジミ 1♀  ツマムラサキマダラ 1♂ 1♀  ルリタテハ 3♂

アオタテハモドキ 1♂  ヒメイチモンジセセリ lex

アカギキンカメムシ 約40頭

センダングサで吸蜜するアオタテハモドキ。日玉模様が強く印象に残る。実に採りにくい蝶

だった。 Photo byⅣ¨ A Kunio
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<10月 19日  曇り>

いよいよ最終日になつたЭ昨日は島の東の方へ行つたので、今日は西の方を攻めてみ

ることにする。朝食の前、シロオビヒカゲとワンキマを狙つて月ヶ浜に行く。着いてす

ぐ竹を叩くが、何も飛び出さなし、本当にここにいるのかなと思いつつ、奥へ入つて行

くとすでに採集者がいた 昨日、カンピラ荘でシロオビヒカゲとワンキマを採つたと言

つていた人たちだ:すでにシロオビヒカゲを1つ見たという。そこで根気強く竹や下草

を叩いていると気7鱗沼ンに上がってきたせいか、シロオビヒカゲが飛び出してきた

割合採りやすそうな竹の葉に止まつたところを臨 かなり擦れているが、白帯が顕著

な♀だ。胸部が太く、触つた感じではタテハのようだ。これなら速く飛ぶのもうなづ

ける気がする。カンピラ荘で朝食後、祖納 (そなしつへ向けて出発。行きにまた月ヶ浜

に寄り道をする。車を降りると、道の 1∞mぐ らい先に、大型の黒い蝶が飛んでいた

「アグNこ して|シ jヽさいな」などと思いながら、念のため確認しに行く。その蝶が道に

止まつたところを見ると、マノL/バネルリマダラだ ! すかさず網に入れる。マノL/バネは

ポツポツ採れるとは聞いていたが、これまで姿すら見られなかつたのでとても嬉しかつ

た。翅が厚ぼつたく、青色の Spotが とても美ししゝ いし■葉
'電

バンブー (竹林)の中

に入る。シロオビヒカゲは叩き出すとすぐ藪に潜つてしまうので採りにくし、バンブー

の外に出たほうが採れそうだと思い、外に出た日ま 道の左から1.5mほどの高さを保ち、

真つ直ぐに飛んでくる黒つ|れ 物ヽ体が・・・。ばカゴこのろく飛ぶので、一瞬「蛾かな?」

と思つたが、沖縄には先日先生が採集されたサツマニシキのようにきれいな蛾もいるの

で、一応採つてみる。「これは !」  ルリマダラの一種のようだ:マノ″ ネヾと翅形は似

ているが、小さく、翅表の模様が違う。翅ドかなり破損しており、台風で飛ばされてき

たもののようだ (後に本で調べたら、マサキルリマダラのフィリピン亜種♂だつた)。

どんなものも、下応採つておくものだ:ラ ッキー。気を良くして、その辺をうろうろし

ていると、緩やカゴこ飛ぶワンキマを発見。難なく拐研記 かなり新鮮な個体だつた。その

後にはあまり成果が上がらなくなつてきたので、祖納卜bここはシロオビヒカゲの数が

多いところらしい。早速、バンブーを見つけ、叩いてみる。反応が無かつたので奥に入

り、手当たり次第に竹を叩くとシロオビが飛び出してきた。結構出てくるが、ほとんど

が止まらずに飛んでいつてしまうので、かなり採集しにくい。なんとか♂をいくつか

採つたが、時期が遅かつたようで、皆擦れていたЭシロオビヒカゲは、日撃する数の割

にはあまり数を採れなしヽ喋だと思う。今度はシロウラとテツイロ狙いで、白浜に行く。

ハイビスカスに来るツマベニを期待していたが、残念ながら花はほとんど散つていた

白浜めシロウラはシュクシャ (シ ヨウガ科)と いう植物を食バている。白い花が咲いて

いてすぐ分かつたので叩きまくつたが、何も出て来なかつた。すでに先客の蝶屋が来て

いて、その人は 1♂採られたらしし、)ここはポイントが狭いため、先に人に入られてし

まうとやはりきついようた 仕方無しにセンダングサでセセリを採集していると、先生
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が「小山君、テツイロ採つたよ」「えっ?」  これにはかなり驚く。探し始めてまだ 5

分も経つていなかつたからだ:見せていただくと、いやはやビカビカの個体だ:正に鉄

色、赤くて渋く、格好良いセセリ尼 先生は石垣でオキナワビロウドのビカも採られて

いるし、全くうらやましし、やはリセンダングサに止まつていたらしいので、その辺を

目を皿のようにして探したが、他にはいなかつた。ただ、ここでクロセセリ、タテハモ

ドキ、マサキウラナミジャノメが初めて採れたのでよかった。白浜林道へ行く。この林

道は樹木がかなり茂つていて暗く、あまり蝶がいる感じではなし、 しかし林道に入つて

すぐ、高木の葉上にルリマダラの一種が止まつていた。竿を伸ばして採ろうとしたが、

逃げられた。もう残り時間が余り無いのでどんどん登って行くが、林道国暗く、蝶は少

ない。ようやくカラスザンショウを見つけ、花に来ていたコウトウシロシタの♀を採

集。蝶屋が一人来ていたが、彼もあまり収獲がないようであったЭ下りにスミナガシと

おぼしき蝶が葉上に止まっていたが、木が高すぎて届力ず。この林道はやはり過去のポ

イントとなつてしまつたようだ:最後に少しだけ時間があつたので、月ヶ浜に寄る。ワ

ンキマ 1頭を採集し、カンピラ荘に戻る。バスを待つている間、カンピラ荘の花壇に

シロオビアゲハが吸蜜に来ていた。少しボロであったが、翅を′l刻みに震わせて吸蜜し

ている勢埃 に「絵」になる。ずつとそうしていたので、僕もずうと見ていた バスが

至1暗。今までの疲れが出たせいか、すぐに鼎臨 やがて大富港より船は出発し、西表に

男!れをつげた。興奮の連続だつた今回の人重山行は、台風も何のその、かなりの収獲だ

つたと思う。蝶の数はそんなに多くはなかったが、多くの種を採集する (初採集種 41

種)ことができた。最後になりましたが、おL話になつた松田 邦雄先生に改めて感謝

致しま丸

《今日の成果》 沖縄県人重山郡竹自町 (西表島)月 ヶ浜

タイワンキマダラ 2♂ 1♀  シロオビヒカゲ 2♀  ジャコウアゲハ 2♂ 1♀

アマミウラナミシジミ 1♀  マノL/バネルリマダラ 1♂ (台湾嗣

マサキルリマダラ 1♂ (フィリピン亜種)ベ ッコウチョウトンボ lex

同 棚

アマミウラナミシジミ 1♀  ツマムラサキマダラ 1♂  キタテハ 1♂ 1♀

シロオビヒカゲ 3♂  ウスイロコノマチョウ leX

同 白浜

ウスキシロチョウ 1♀ (銀紋型   オジロシジミ 2♀  カバマダラ 1♀

キタテハ 1♂ 1♀  タテハモドキ 1♂  マサキウラナミジャノメ 1♂

クロセセリ 1♂  イチモンジセセリ 1♂

同 白囃

コウトウシロシタセセリ 1♀
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カンピラ荘のすぐ隣でモンキーバナナが売られていた。味は台湾バナナに近くねつとりとし

て甘く、とても美味しかつた Photoけ¨ A Kmio

αOWW鵬、Asd餞 〒獅4∞23 東京都世田谷区若林3b3503)

カンピラ荘のおばさんに撮つてもらつた、思い出の 1机
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1997年度蝶類採集 (観察)報告

指田 春喜

・石川県金沢市山科 Apr,01,1997

ギフチョウ 5♂

午前 6時、東京 。人王子 (学会出張と父母の法事にコ から夜行バスで帰沢。あま

りの天気の良さに誘われるように上記の竹林 (多摩虫会員・金沢氏お気に入リポイント)

へ、40分ほどで 5♂を採集b今シーズンの初ギフをネットに入れると、その後は何故か

安心して布団にもぐり込めた

・福井卿 市沓見旗詢山Kalt 300m)極 ,12,1997

ギフチョウ 38♂ 1♀

敦賀市の西 5キロほどの所に「竜谷寺」という寺があり、その裏から山道を登ると

尾根に出られる。反対側は若狭湾である。祠 (奥の開 から1キロぐらいの所に鉄塔が

あり、風は強いが、海を眺めながらの採集も “おづ'なものである。鮮度良好で時期は

ピッタリ !

・滋賀県高島郡今津町酒波 Apr,13,1997

ギフチョウ 2♂ 3♀

前日は敦賀市内の釣り宿 (1泊 2食、5880円は安い)に京都の友人たち4人と泊まる。

この日は、二手に分かれ、我々は上記地点、寺 (酒波寺?)の上の遊歩道のポイントヘ

30分から1時間の害恰で、どこから現れるかわからない個体に気を張りつめておき、ダ

ッシュするのは中 疲々れる。かなり素早く飛ぶことから、個体数の少なさがう力功 わ`れ

た。イF前 9時前くより12時過ぎまでに L記の2♂ 3♀ は滋賀県ではまずまずの成果らしい

鯨都の友人の講 。

・滋賀県高島郡マキノ町森西 Ap二 ,13,1997

ギフチョウ 生41♀

その後、分布は連続するが、ラベルを意識して、当地に転戦Э何の変哲も無い畑の脇

の雑木林であり、変な場所で降りる中年のオジサンニ人にタクシー (酒波から 15分で

移動できる)σ)迎ほ手は???という感じ、ありあり。

・福井鼎 lヽ浜市青井 Apr,191997

ギフチョウ 1♂  トラフシジミ 1♀  ミヤマカラスアゲハ 1♀

11夜、カミサンの実家入り。義弟の連隊で若狭湾沿いのポイントを捜すが、いくら元

気とはいえ、義父 (74歳)でも採集できそうな場所 (ク ルマ横付け)は中 簡々単には見

つかいなし、 それでも 10時前に当地に陣取るが、時期が遅かつたのか、これがまつた

くの見掛け倒しで、この貧果6でも、ツツジで吸蜜する春型ミヤマカラスの♀は中々い
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いいもん尼

・福井県大野市下打波 Ap■ ,20,1997

前夜、蝶談会会員の友人Y氏と福井在住の下野谷氏のコレクションを見せてもらい、

その折、大野市のフタバアオイ食いの “山ギフ"のポイントを教示してもらい、友人

とさつそく出力ヽするが、天気は上々なのにイ噛 ,ノL毎年、一桁ほどしか採集できな

い (当 日、現地で偶然お会いした下野谷氏の甥御さんの談)珍品は、そう簡単に我々の

手に落ちるはずもないという当たり前のことを再認識しただけで終わつた

・岐阜県吉城郡河合村井谷林道 Ap■ ,26,1997

ギフチョウ ゲ

「“飛騨ギフ"にはやや早いかな?」 でモ)、 どこ力Jこイ勲 なヽけれず気は納まらない。

大学院生二人を連れ (正確には私が連れていつてもらつた。院生 O君の運転だから)、

R41号を神岡の手前で宮り|1沿い (R360号、これがとんでもなく車幅が狭い所がある)

に進むが、適当なポイントを見出せないまま、割 1体動 らヽ河舒 れこ入つてしまう。高山

本線・角川 (つのかわ)駅でコンビニのおにぎりの朝飯。付近をうろつき、結局、この

井谷林道に入る。関西からの家族連れ中年虫屋に会い、情報交換ぅやはり、フライング

気味力ゝ 世1手に少し入り、標高が 850mを越えると雪がかなり残つている。やや大き

くなつてしまつた杉の植林地の小道を往復するが、ギフの姿無しじややあきらめはじめ

た時に 1♂ をネット̀
)正午までに 4♂は、採集が下手ということだけではなさそうであ

る。発生の初力|ら しく、採集個体はどれも尾状突起の先端がわずカゴこカールしているよ

うな極めて新鮮なものであつた。その後はさつぱり! その晩は飛騨牛のステーキを賞

味して、市内の公園で氣 、旨いものを食つて、寝るところはなるべく安く (できれば

夕の あげるのがいつもの私のやり方なのである。大学院生のひとりは女の子だからす

ごいよな一 (前の晩に、このことを彼女は実家に電話していたらしく、卒業式の日寺にこ

の彼女の父親と初めて会い、その言勧 出`た時には、この私もさすがに冷や汗が出た)。

・岐阜県高山市原山、丹生川村各地 Apr,27,1997

野宿は、当然大学院生の O女にとつて初めての経験であり、寝袋というもので寝る

その興奮もさることながら、寒さのために熟睡できなかつたようである。でも日常とは

力ヽす離れた場所で飲む ドリップで落とした熱いコーヒーはまずし1ザがない。前日、下

見をしておいた原山スキー場に行くt)ギフの姿なし。近くの「松倉観音」のある峠など

環境の良さそうな場所をまわるが全くダメじその後、さらに丹旬 1休寸各地にポイントを

捜すが、すべてアウト! 天気は良かつたのになあつ―cギフが採れず元気ない小生と

は対照的に、O女は昼飯の即席ラーメンを嬉々としてつくつていた

。富山県東磁波郡平村上松尾 Apr,29,1997

ギフチョウ 7♂

前夜は雨であつたが、朝になつての人気の急な回復に、あわててコンピュータのスイ
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ッチを入れ、データ。ベースで検索 (3～4イ 11前から、あまり得意でないコンピュータ

というものに慣れるために、一念発起して、チョウ関係の手持ちの文献をソフト「ファ

イルメーカー PrO」 で整理して、泌載、採集案内、地域、種類など約 10項目で検索で

きるようにした。現在、約 4800件入力)。 ■ヒ較的近場でこの時期でもまだ間に合う採

:集地はどこか"というかなり無理な要求に出てきた答えがここであった “越中・五箇

山"は日本でも有数の豪雪地帯である。午前 8時に出発、9時少し過ぎに五箇山トンネ

ルを抜け、現地れ やはり日陰には雪が残つており、採集個体の鮮度もまちまちcポイ

ント捜しにややてこずるが、何とか 7♂を臨

・長野県松本市美ヶ原林道深志の森 (舟ヶ馳  継 ,o3,1997

・fu野縣 1ァキタむキ ル崎 03,1997

午前 4鵡登ぎ出発、糸駕 |は りR148号を南下、午前 7時、大糸線 。大町の駅ソバ

で、開店するのを待つて、朝飯)ヒ メギフを求めて、上記 2地点を徘徊するが、天気

は我に味方せず,日 中ほとんど陽力湧寸さず、肌寒し、 これでは商売にならね―や !

長野県下高井郡木島平村カヤノ平はじ800m地● M戴 に 1997

前夜は長野県飯綱高原の友人のペンションに泊まり、夜半からの雨が上がるのを待つ

て出発。「ギフチョウ 88ヶ Ff」 に言う“脚 嚇櫛ど に相当する場所と思われる当地

まで 1日都月。仁平会長も数年前採集している場所である。杉の植林されたポイントら

しき場所に陣取り、気温も上昇し、2時間が過ぎるのしかしながら、この間に日撃ゼロ !

他に虫屋 2名、ともに見ていないと言う。未発生のはずはないと思うのだが、結論は

出ず、敗退 ! Rl17号を北上し、新潟県|シ」ヽ出を経由して、折立温泉泊まり。

・新潟県北魚沼郡湯之谷村葎沢 M写 05,1997

ギフチョウ 2♂ 3♀

昨夜来の雨は朝にはJ勁 っヾていたが、空はどんよりと曇つているc朝食後、風呂に浸

かつていたら、急日晴れだし、あわてて晩 小出方面に少し戻つたところの葎沢が今

日の目指す場所である。国民宿舎「こしじ」(こ こは連体まぎわに宿泊の予約を入れた

が、いっ|力 爛ヽ断られた)前の畑の脇にギフは飛んでいた。 しかし、採集できる場所が

狭く、おまけに個体数が少なく、多くを望めない,尾根に出られるような小道も見出せ

ないまま、午後1時に切りJ二げ、六日町・八箇1‖こ向かうく,

・新潟県南魚沼郡六日町八箇峠はt700mp May 05,1997

ギフチョウ 2♂

ゴールデン・ウィークのギフチョウ・ツアーの昼食には恒例になつているコーンとメ

ンマ入りの味噌ラーメンをすすつていると、日の前に現れたЭ杉の幼木が植えられてい

るところに吹き上がってくるのを採集するのはきわめて容易なれど、いかんtん時期が

遅すぎた,かろうじて標本になりそうなのを 2♂ネットしたところで終了,5/3から

υ)3連敗はかろうじて免れたが、どうt)悔いが残る今年の連体であった

，

“



・長野県下高井郡木島平村馬曲Kalt.1180m2

ギフチョウ 5♂ 1♀

「明日|』献澗 違い無し」との予報に 5/4の雪辱戦を決意。午前 7時、木島平村カ

ヤノ平の標高 1000m地鍵 、午前 8時半頃からチョウは飛び出し、快晴、そして気温

もどんどん上昇した この絶好のギフ日和に大漁は疑うべくもなかつた しかしながら、

スギタニルリ、ミヤマカラスアゲノ′`など姿はあるが、午前 10時を過ぎて目撃ゼロ。こ

のまま 1日 が終わる最悪だけは避けなくてはならず、当地に転戦。悪いことには、ここ

はギフが採れているというその地烙だけを知るだけで、全くポイントは分からなし、林

道奥のクルマ止めで、t7Eのおばさんから採集者が昨年と先週に入山との情報を聞きつ

け、その場所に急Q雪 はほ1瑠肖え力ヽすていたが、春は遅く、時期として悪くはなかつ

た。それほど個体数が多いところではなさそうであり、途中出会つた地元の虫屋も数頭

をネットしていただけであつた。それにしても本国のこの♀はデカイ ! その立派な体

格は我がコレクション最大を誇る。

・長野県南安曇郡白骨温泉 」ul,19‐ 21,1997

オオイチモンジ 1♂ (ボロ)1♀ (完品)解能剰

うつとうしい梅雨に入り、ギフのシーズンが終わると、やや空気の抜けた風船みたい

になり、休日は一歩も外に出ない日も多し、 でも、天気のいい夏の日はやはリオオイチ

モンジである。採り子3人 (正確には世間では “大学院生"と呼ばれている !)の うち

2人は春のギフでクスリが効いたのか、是非またチョウの採集に行きたいと言う。そう

まで言うのであれば、指導教官としても学生の希望をかなえてやらねばならない (?)。

などとニヤニヤしながら金沢を午前 4時に出孔 いつものルー トで富山～神岡～平湯～

安房峠と走り、現地には午前 8時前着。この採り子3人は戦力にはほど遠いが、チョウ

を採るということが思つたより難しく、自然の中で虫屋という人種がい力ヽ こ博識であり、

そしてチョウを採集するには知力・体力など人間としてあらゆる能力に優れていなけれ

ばならないかを充分に思い知らせることができた。これらのことを身をもつて体得させ

ることは、これから先社会に出てから耳学問よりはる力ヽ こ役に立つのであり、小生にと

つてもその後の指導に大しヽ こ有意義であつたことは収獲であつた  (この結論つて、ちょ

っと強引すぎるかなぁ―)

(SASHIDへ H血  〒920‐0921 利 |1県金沢市材木町 1卜68)

世紀末です !「多摩虫Jに投稿して下さい !

「お願いします。…ハイ。おにしいのは良く解っています。そこを何とれ 貴方の

協力が無ければ、明日にも廃押1の準備が一 (涙が詰まつて絶句)」 E― ~M・
調

↑毎号、こんなことばかり書いていると廃刑どころかこつちが強制退会処分になるかも。

，
一

，

コ



Z秘 脳

“

冨 働 ″
―

ミズイロオナガシジミの誤産卵 ?

I図にはウラキンシジミの古い寄生卵殻と何やらダニに近いようなものまではつきり

liFl認できる。

(I、 Ⅱともに1997年 9月 24日 山梨県北都留郡上野原町太田)

仁平 勲

1111

舅

・・”・・・
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ゼフィルス類の本来の食樹以外への産卵 (いわゆる誤産卵とされている)は数種にお

いて確認されているが、中でもミズイロオナガシジミの誤産卵例は数多く知られ、現在

までサクラ類、マンサク、 トネリコ、ハンノキ等が報告されている。筆者も過去サクラ

で本種を得たことがあるが、今回トネリコで 2例の誤産卵?を発見した。すでに報告

はなされているが、きちんと図示されたものは少ないと思われるので改めて報告してお

く。

手代木 Dはミズイロオナガシジミが近縁種の食性とする植物に産卵することが良くある

が、これらは本種の食性の対象とはならず、誤産卵とされている。しかし、この習性は

将来において食性の転換という重要な意義を持つていると考える、と述べ、ゼフィルス

における食性転換があり得るのではないかという重大な示唆がなされている。最近、上

記の説を裏付けるかのように、ノッレニレに産卵、この産卵例および数頭の終令幼虫採集、

羽化まで至つたという驚くべき事例が報告されている。め その他採集樹木では飼育不

可であつたが、筆者及び筆者の身近でも次のような誤産卵例?がある。ノvレニレで得た

ダイセンシジミリ、ミズナラにおけるキリシマミドリシジミ仏 特にのは本来の食樹で

あるカシ類が無い地域での複数例であり、注目に値する。

以上のような事例は今後のゼフィルスにおける食性転換を考える意味でも重要なもの

であり、今後の課題でもある。日本の蝶でもまだまだ沢山やることはあるの洩 (こ の

卵は 応 ‐度はトネリコを与えてみるが、結果やい力ヽこ?) 末筆になりましたが、写

真を撮つていただく労をお願いした松田 邦雄氏に厚くお礼申し上げま‐
九

【参考珊

1)手代木 ラR199つ 日本産蝶類幼虫。成虫図鑑 Ⅱシジミチョウ税 29

2)中村 進く1"D 月刊むし02o;44

3)仁平 勲(198の 多摩虫(lo;10

41 仁平 勲(1982)ミ ニたまむし62)

銀旺Ⅲ鶴卓8aO 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町3130

ミドリシジミの誤産卵

仁平 勲

1998年 10月 25日 、仲西、麻生両会員と山梨県東山梨郡牧コ町塩平奥へ、メスアカ

ミドリシジミの採卵に赴いた筆者は、計 6リロを採集した。帰宅後確認したところ、メ

スアカミドリシジミの卵が付いているサクラの枝に、他の小さいゼフィルスの卵がある

のを発見し探査、それがミドリシジミの卵であることを確認した。尚、後日そのりⅣ珊

卵し不自然になるので写真は撮っていないが、誤産卵の一例として報告しておく。

(NIHttA ISaO 〒180‐0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町330
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超 :おませなウスバシロチョウ

仁平 勲

筆者はバカ早レ¶講胡にウスバシロチョウを採集しているので報告しておきたし、

【データ】 1♂  9‐Ⅳ‐1999 静岡県富士潤 |1町宮地

通常ウスバシロチョウは4月 下旬～5月 上旬が平均的な発生とされている。それでも

早い地方では 4月 中旬頃から発生する場所があるようで、手持ちの資料から早い記録を

拾ってみた (一応 4月 20日以前のものに絞った)

[10♂ 2♀ 20Ⅳ‐1988静岡県引佐郡引佐町田力 ;2♂ 19‐Ⅳ-1990愛知県北設楽郡東

栄町上奈根 ;lex 17‐Ⅳ‐1993岐阜県山形郡伊自良村村掛 ;3♂ 16Ⅳ‐1989愛媛県北宇

和郡日吉村父の ‖;8♂ 1♀ 15Ⅳ-1988岐阜県山形郡伊自良村松尾 :3♂ 14.Ⅳ-1990

愛媛劇 目琴螂 日吉村藤川 ;lex 131V-1997静岡県富ILMII町上稲子 ;1♂

11‐Ⅳ‐1998愛媛県北宇和郡日吉村TEl‖ ;1♂ 3♀ 11‐Ⅳ‐1989愛媛県東宇和郡野村町

期 ヶ用

以上9点の記録を見出したが、さすがに4月 ヒトケタ日の記録はなく、今回の記録が

い力ヽこ早い記録である力功ゞ うかがえる。当日は他にスギタニルリシジミ4♂、ギフチョ

ウ 1♀観察がある。両種と混飛していた本種を目撃した時は、」瞬何a?と思つたもの

である。翅表及び胴の真つ黄色が目にしみる超新鮮な個体で、まったくおませな人騒が

せなウスバシロチョウではあつた

【参考文献】

蝶研出版 (1989) 鵬趨講瑚鈍987』 ;44

蝶研出版 (1992)際年鑑 1991』 ;35

蝶研出版 (1995)円趨講魂担994」 ;5Cl,52

蝶研出版 (1996)鵬鰤議礁希制聡集編 (1989～ 1995);16

"終

0日 1り板 (1990 『19974Fリセ燿琺床初貯llt側 ;7

蝶研出版 (1999)『 1998年 蝶類採棠情報』;6

(NⅢコA IsaO 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町3136)

『多摩虫』は、ぃっでもあなたの投稿 (郷条)を待つています!
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戸台川 5月 の観察記録

ノj琳 利彰

筆者は原田会員とともに長野県戸台川を訪れ、以下の昆虫類を確認したので報告する。

数の記載のないものはすべて観察 (撮影)記録である。

日時

場所

雛

翅 目

脚 目

聾馳令目

鰐鞍猛目

オナガアゲハ、ミヤマカラスアゲハ、アサギマダラ、

エゾスジグロチョウ、ヒメアカタテハ、サカハチチョウ、

スミナガシ、ルリタテハ、シータテハ、キベリタテハ

(KOBAYASHI,Ъttialci 〒182∞34東京都調布市下石原239‐つ

梨ヶ原 6月の観察記録

ガ淋 利彰

筆者は家族とともに、山梨県山中湖村梨ヶ原を訪れ、以下の昆虫類を確認したので報

討 る。

数の記載のないものはすべて観廉 (撮影)記録である。

日時 :1999年 6月 12日

場所 :山梨県山中跡招uヶ原

鰤

1999年 5月 29日

長野県上伊那郡長谷村 戸台川 標高約 1000～1200m

ハルゼミ 1♂、 エゾノ′`ノl札ミ (鳴き詞

ギンイチモンジセセリ 1♂、ウスバシロチョウ、

ダビドサナエ 1♀

ギンイチモンジセセリ 2♂ (1♂将彰 拗 、ダイミョウセセリ、

カラスアゲハ、ウスパシロチョウ1♂、ルリシジミ1♂ (祐美 拗 、

ツパメシジミ1♂ (祐美 拗 、アサマシジミ3♂、

ミヤマシジミ1♂ 1♀ (1♀祐美 機 、イチモンジチョウ1♂、

コミスジ1♂ (将彰 拗 、

ヤマキチョウ2♂ 1♀ (1♂ 1♀ 祐美 採、1♂将彰 粛 ,

モンキチョウ1♂ (将彰 厠 、スジグロチョウ2♀ (1♀祐美 採、1♀将彰 鋤

テングチョウ1頭 (将彰 抑 、ヒメウラナミジャノメ、

鞘翅目:コアオハナムグリ、ナナホシテントウ、テントウムシ、

オトシプミ (ゆ りか0
(KOBAYAN,Ъぬiaki〒 1移∞34凍疎淑馴布市下石原2∝卜7)
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昆虫 採集禁止種・地区一覧 3
北陸・近畿 。中国地方 (付 北海道～東海地方の天然保護区域)

蝶 飼 育 年 鑑 sTAGE NQl(1993年度 )～M309%年 度 )

書  籍  名 定価 (含〒)

=多
摩塞館 価格:(含〒)|

昆虫採集禁止種・地区一覧 3 4200 葺葺彗轟11 15001

蝶飼育年鑑 STAGE`93 4200 鷲‖■■3,001

蝶飼育年鑑 STAGE`94 3400

蝶飼育年鑑 STAGE`95 4200

ご希望の方は注文書籍名を明記の上、「多摩虫

会員」(今回の名簿に載つている方に限ります)

と書き添えて、現金書留にて送金下さい。     送金先

なお、昆虫採集禁止種・地区一覧 4(四国 。九  〒164-8691 中野区中野郵便局私書箱 10

州地方、及び法規編)、 また第 1・ 2巻の復刻版は          (有 )む し社 STAGE係
1999年 中に発行予定です。                    TEL。 &FAX.03-3383-1462
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鮨融醗鶴0 本号掲載の小山 劃 11加氏の人重山採集行は初めて行つた石垣島と西表

島での興奮と感動が伝わつてきますD人重山にくらべて私が今年の 5月末に行つたハワ

イ島は喋の種類が大変少なく10数種類しかいません。そのうち8種を採集しましたが、

13,4種ぐらいは簡単に採れるでしょう。ハワイ諸島の固有種の蝶はたつた2種でカメハ

メハアカタテハとハワイアンブルー (ハワイシジミ)です。今回は残念ながら採れませ

んでしたが、いるポイントはわかつていますので採れなしヽ蝶ではありません。7月 に仁

平会長もオアフ島とハフイ島へ娘さんの結婚式で行かれ、やはりこの2種をねらいまし

たがハフイシジミはワイキキからすぐ近くのタンタラスの丘にいるのに雨と霧で採れず、

カメハメハアカタテハもキラウェア火山へ行つたのにすぐ近くのポイントヘはツアーの

ために自由時間がなくて行けずやはり残念ながら採れませんでしたDボルネオで800種

もいる蝶全部を採るのは大変ですがハワイやタヒチのような海の中に突然できた海洋島

はせし平じ 2ヽ0種ぐらいしか喋はいませんから一週間もこヽ ■まとんど
`聟

協帥レるでし

ょう。しかも大抵の海洋島には何種類か固有種がいます。ダーウィンの時代から島こそ

生物の進化の謎を発見するための宝庫なのです。東京から船ですくイ予ける伊豆諸島でも

まだまだ意外な発見があるかも知れませれ

いつのまにか編集担当の一人になつてしまいましたが、遠藤、斎藤両氏にはこれまで

以上にご尽力いただくことをお願いしておきますL              囲
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