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東南アジアではお馴染みの普通種。この時は 10頭 ばか りの集団で吸水 していたのだが

近づいた ら逃げられて しまった。

(Putao,Kachin State,N.MYANMAR May18,1999 Photo by SAITO,Motokl)



DNAの は な し

一遺伝のシナ リオとして、進化をはかる時計 として一

藤岡 知:夫

はじめに

イニ平氏から"グループ多摩虫"のためにDNAの ことを書いてくれと依頼を受けたのは、もう何ヶ月も前のこ

とです。私は生物学者でもないし、ましてやDNAの研究家でもないし、大変気が重い言舌であつたのですが、

イl平氏には義理もあるし、ずるずると引き受けてしまい、信越ながら筆を執った次第です)

遺伝の実体探し

DNAを語るにはまず、遺伝の言舌をしておかなければならないでしょう。カエルの子供は親になれば必ず

カエルになるし、しかもモリアオガエルの子供は、卵いオタマジャクシ→親ガエルと成長して必ずモ リアオ

ガエルになつて、決してヒキガエルになることはありません。また人間の子供は必ず人間になつて、人間か

らカエルが生まれることはありません。一つの種の親からは必ず同じ種類の子孫が出来るというだけではな

く、一つの種類の中でも、ある性質はその子孫に受け継がれていくことも、よく知いれていて、この性質を

利用して我々人類の祖先は、栽培植物を作つたり、豚や鶏のような家畜を作つたり、更には大のようなペッ

トまで自然界にあつた動植物を元の材料として人工的に生み出してきたわけです。

このような遺伝現象の仕組みは、人間は古くからの智恵として漠然とは知っていたわけですが、その法則

性を初めて明ら力ヽこしたのはメンデルであって、彼が有名なエンドウ豆の花の色や、ツルの巻き方などの実

験結果を学会に発表したのは、Ю65年すなわち明治維新が始まる3年前のことでした。

しかし実際にこの結果は学会で注目されずに埋もれていて、メンデルの結果が再発見されたのは今世紀の

始まりの19∞年 (明治 33年)で、これを契機に、20世紀には遺伝学の研究が大爆発をするわけです。

これは物理学で言うと、19∝年はプランクが量子論を発表した年で、その 3年前には電子が発見され、今

世紀の最初に大きな発見が沢山続いて、エレクトロニクスを中心とする科学技術が20世紀に大発展をした

ことと非常によく似ています。

20世紀の始まりが明治33年であることを考えると、日本が今日のように欧米の仲間入りが出来たのは、

長い江戸時代の眠りから覚めて西欧文明に日覚めた時点では、まだ西欧文明の大爆発が起こる以前だつたた

めだと、科学史論的に考えることが出来ます。

さて、遺伝現象が科学的に調ぺられると同時に、生物の体の構造や仕組みも次第に研究が進められてきて、



特に顕微鏡が発明され改造され、その性能が_Lが ってくると、動物 ()植物 ()全てその身体は細胞から出来て

いて、その細胞の中にも図 1-aのような構造があり、核 と呼ばれる構造があることが解つてきました。そ

して核の中には色素で簡単に染まる染色体と名ホ‖すられた構造があつて、この染色体は通常は細いひも状に

なつていてなかなか見えないのですが、細胞が分裂する時には図 1-bのように小さく寄り集まって明瞭に

見えるようになり、その個数や形が生物の種によつて各々異なつていることも明%かになってきました。
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図 1-a 細胞の構造 (中 内 1997よ り)

図 1-b細胞分裂直前のクスペ

ニカ ミキ リ染色 体。2ヶ ず つ

対になつて見えるが (2n)、

対 に なつて いな いもの もあ

る。 (阿部 1971よ り)

人間の r供が必ず人間になるということは、人間の実体のあらゆる部分が情報として子係に伝えられてイテ

かねばならないわけです。その遺伝情報の実体ltt初遺伝子という言葉で呼ばれ、それが具体的に何力ヽ ま解

らなかったのですが、様々な研究が進み、1930年頃、モーガンのショウジョウバエの研究からその実体は

染色体であるということが突き止められました。すなわち人間の染色体、例えば仁平氏の染色体の中には、

仁平氏の身体の構造から昆虫が好きだなどという性質に至るまでの全ての情報が、彼の身体のあらゆる細胞

の中にある染色体の中に詰め込まれているわけです。

染色体は、すべて2個ずつの対をなしていて、2組あり、有性生殖をする生物では、その内 1組は父親の

精子から、他の 1組は母親の卵子から由来したものですが、米肯子及び卵子には、 1組ずつの染色体しかあり

ません。

さてそれでは、その情報はどんな形で記録されているかが次の問題です。例えば私がDNAについて書い

ているこの支章の情報は、文字という形で記録されているのであって、その文字を読者が読んで各々の頭脳

で解読をしていくわけですし、テレビの画像は原画を縦横約翻 づつの細かい画素に切つて三原色の色の情

報を数値に直し、その数値の大きさを電気信号に変えて、更にその信号を電磁波に乗せて伝達 しているわけ

です。染色体の中の情報がどのように書かれているかを明らかにしたのは、英国人のフ トソンとクリックで

あって、19“年のことでした。染色体の中にたたみ込まれているDNAと名付けられた超大な分子が、遺伝

情報の実体であることが明らかになったのです。
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DNAと は何か。

それでは1)NAと は どんな分子か と申しますと、ヌクレオチ ドと呼ばれ る判立か ら出来ています。 ヌクレ

オチ ドは、糖と燐酸と塩基と呼ばれる三つの化学構造から出来ていて、ヌクレオチ ドその()のは沢山の種類

があるのですが、DNAを構成 しているのはたったの 4種類、A(アデニン)T(チ ミン)G(グ ァ ミン)

C(シ トニン)を塩基として持っています。この 4種の点基の分子式を、図 2-aに示 しておきます。この

4種類が縦方向に繋がつていて、図 2-bの よ うに糸1の ようになつています。1)NAではこの紐が2本平行

して走っていて、その塩基同士が結びついています。結びつくときには必ずAは T、 Gは Cと結びついてい

て、Aが Cと結びついたり、Gが Tと 結びついた り■
~る

ようなことはありません。そしてこσ

'2本
の帯は図

2-cの ように螺旋構造をしていて、2本の螺旋が絡み合った構造になつています。Aと T、 Gと Cが結び

つ くことによつて2本のテープが結合 していて、螺旋の巻き方 もこの図のように Fか ら上に向かつて右回り
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1図 2-c DNAの 模型 (中 内 1997よ り)

←図 2-b DNAの 構成 (中 内 1997よ り )
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螺旋は右回りと左回りの 2通 りの巻き方が考えられますが、全ての生物、動物も植物も、単細胞生物 (ア

メーパとか微生物、細菌)更には、ヴィールスのような生物と無生物の中間的な存在までが、この4種類の

ヌクレオチドからなるDNAを持っていて、その巻き方も全て同じ右巻きです。そのため、地球上の生物は

すべて同一起源で、約 38億年前に一つの生物が地球上に出現して、それから枝分かれ的に進化を続けて来

た、すなわち生物の起源はただ 1回 しかなかつたと考えられています。

それでは植物とヴィールスと人間とかカエルと,DNAlま どこが違うのかというと、ヌクレオチ ドの並び

方が違う。生物の種によつて並び方と長さが違 うわけです。一般的に言つて、高等生物ほど1)NAは長い。

すなわち情報を沢山含んでいるわけで、人間の場合には、このAと T、 Gと Cの対のヌクレオチドの総数が

3× 109個 と言われています。人間の場合 2組持つているわけですから、全部で人間の持つているヌク

レオチ ドの対、これは塩基対と呼んでいますが、6× 109個繋がって 1個の分子になつています。形は状

況によつて、小さく丸まつていたり、長く伸びていたりしますが、それを長くのばして全部たすと2メ ート

ルになると言われています。

しかしこの2メ ー トルの長さのDNAが一本になつているわけではなく、人間の場合、23に分割されて

いて、その23の各々が2つずつ対になっているので、 23× 2=46個 にDNAが分割され,細胞の中の

核に入つています。DNAは核の中に裸で入つているわけではなくて、その周りにタンパク質がくっついて

一つの構造をなしていて、その構造の一つ一つが前述の染色体です。

この染色体に含まれる1)NAは 4種類のヌクレオチ ドが並んでいるので、4進法の数字で暗号が書力れ て

いると言うことが出来ます。あるいは4つの文字で、文章が書かれていると考えても、同じです。

我々人間が日常使つている数字は 10進法で、10ま で行くと一つ桁が_上がりますが、多くの計算機等は

2進法の数学を使っていて、2進法では 2で 1つ桁が上がるので、10進法の 2は 2進法では 11と なりま

す。4進法では、 10進法の4が 10、 5が 11です。

日本語をかな書きした時は、45種類のかな文字を並べますので、45進法の数のタリとみなすことも出来

ます。

人間の持っている3× 109個の塩基対の2セ ットの中に、人間の個体の全ての情報が含まれているわ

けですが、しかし全ての賄基対が遺伝情報を持つているわけではなく、遺伝情報を実際に含んでいる遺伝子

に相当する部分は、全体の5%程度と推定されています。すなわち実際に意味のある情報を持つている廊基

対のセットは 15× 107対であると言 うことが出来ます。では残りの95%は何かというと、少なくと

も現在では単なる繋ぎ、遺伝子の繋ぎであつて、過去には何か情報があつたのかもしれないけど、現在では

ただ並んでいて,遺伝子を繋いでいるだけと考えられています。しかしただ並んでいるだけの繋ぎの部分に

ついても種類によつて配列が殆ど一定していて、この違いが後で述べる進化の年代を決める重要な部分にな

ります。
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DNAに書かれた言葉の実行

DNAと は,4つの数字で書かれた暗号、あるいは4つの文字で書かれた、その個体を作 り上げる手順書

と言えます。それでは、その文章、あるいは暗号を、どうやつて翻訳 して読み取 り、手1順書通 りに個体を作

り上げて行 くので しょう力、

DNAの遺伝子部分に書かれた手順書の中で最 も重要なのは、タンパク質の製造ですぅ生物の タンパク質

は、20種類のア ミノ酸から出来ていて、その 20種類の組み合わせの違いによって、筋肉になったり、皮

膚になつたり、あるいはインシュ リンのような酵素になった りします。

あるタンパク質について、 20あるア ミノ酸の中でDNAに書かれている言葉を翻訳 して実際に物作りを

する時には、まずRNAと い う分子が作 られます。 RNAは DNAの一部分の片側、すなわち片側の部分の

裏文字で出来ます。例えばCCATと いう配列がDNAに あつたとすると、CCTAと いう配列でRNAが

出来ます。ただ し、RNAの 場合にはTの代わ りにU(ウ ラシル)が入つて、CCUAと 言う配列の短い一

本鎖の分子が出来ます。これをメッセンジャー (m)RNAと 呼びますが、メッセンジャー RNAが DNA

んヽ ら作られて、これが核から外に出されて図 1-aの リボゾームに行つてこれと結合します。リボゾームで

は、転位(t)RNAと 呼ばれる分子が,mRNAと 共同作業 してタンパク質を作 ります。

mRNAに 書かれたヌクレオチ ドの文字は、3つが 1組になつて、20あ るアミノ酸の一つを指定します。

例えば、mRNAで AAAな らリジン、GAGな らグルタミン酸という風に。そ して tRNAは 数 10のヌ

クレオチ ドから出来ていて、mRNAの 三文字に対応する三文字、例えば AAAな らUUU、  GAGな ら

CUC、 とい う部分を必ず持っていて、mRNAに 対応するように向き合つて tRNAが 並んで行つて立体

構造を作 り、その指定するア ミノ酸をその場所に固定 し、相互に結合させて、タンパク質を作 り上げます。

リポゾームはタンパク質の製造工場で、DNAの中に書かれた全製造手順書の中から、mRNAが その部

品 ごとに読み出 してきて、その指示通りに、tRNAの 協力で作り_Lげるというわけです。そ してこのタン

パク質製造工程は全ての生物に共通 していて、これ も生物は一つの起源であるという説を裏付けています。

DNAの塩基配列をどうやつて知るか

ATCG・ ・ 。と続くDNAの中のヌクレオチ ドの配列は、どうやつて調べるのでしょうか。

DNA自体は、長く延ばすと2mの長さになることもある、と言つても、それを構成するA(アデニン)、

T(チ ミン)等個々の分子の大きさは、 1ナノメーター (10~9m)以下であつて、いくら高性能の電子顕

微鏡を使ってく)、 直接見て配列を決めることはできません。 しかも、人間のDNAな ら1012個 の配列、ミト

コンドリアでも16,疇 りの塩基配列を決めるわけです。1個 1個の西己列を直接決めるとしたら、大変な時

間がかかります。

DNAの構造を決めるためには、50年余りの年月に渡つて、化学、物理学の分野で様々な研究が行われ、
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問接的、断片的な知識を積み重ね、それを総合 して、ごく最近にDNAの全体像を解明することができたの

です。その詳細をノlヽ文で述べることはとても不可能ですが、昆虫の進化を知るために、DNAを調べるとは、

どのようなことをするのか、簡単に述べてみましょっ。

まず、昆虫の身体を、化学薬品で溶かします。このとき、DNAだけが、溶けずに残る薬品を選んで使い、

溶液の中にDNAが浮いた状態にし、そのDNAを遠心分離器で分離 して取り出します。

真核のDNAと ミトコンドリアのDNAがゴチャゴチャに混じつた、溶液ができるわけですが、この中から、

特定の1)NAの特定の剖

“

立、例えばミトコンドリアDNAの N D5と 呼ばれる部分 (図 4参照)だけを取り出

す、巧妙な方法が開発されています。

DNAの 主な部分がどの
`彙

うな塩基配タリになつているか、既に大方L解っていることが多いのです。 上と虫の

ミトコンドリアDNAの N D5の場合、CCTGTTTC・ ・ 。と続く、 10余 りの塩基配列は、どの昆虫で

()大体決まっています。そして、このようなDNAの断片は簡単に合成できて、企業に頼んで作ってもらい、

買うことができるのです。

このような、DNAの、ある特定の部位の初めの方の塩基酉己列をプライマーと呼びますが、今調べようと

するDNパ容液の中に、プライマーを混ぜておきます。また同時に、A、 T、 G、 C、 更にリン酸 (P)デ

オキシリボース (D)と 、全てのDNAの原料を混入 しておきます。

そして、そのDN轍 を100℃近くに加熱すると、DNAの二重テープの螺旋が離れて、 1本ずつのテー

プになります。

そしてこの溶液をゆっくりと冷やしてゆくと、プライマーが 1本になつたテープの中の対応する特定部分、

例えばN D5の対応部分にくっつきます。 (図 2-c参照)そ して、N D5の方向に、次々と、対応する賄基

がくつついて、二重螺旋が形成されてゆきます。この時、螺旋のテープの役割をするデオキシリボースの、

プライマーの端の部分は、閉じて他の分子と結合しないようにしてあります。即ち、図2-cで、プライマ

ーの右へだけ二重螺旋が伸びてゆき、左へは伸びません。

二重螺旋が、数百賄基くらいまで伸びて、ND5がほぼ揃つた時、再び温度を上げて、二重螺旋を解いて、

一本ずつにします。このときは、N D5だけが、新たに溶液の中に生成されたわけで、このプロセスを何度

も繰り返すと、N D5だけが増幅されて行きます。

N D5が 十分に増幅された時点で、A、 C、 C、 Tの各々に別々の色素を結合させたものを溶液に混ぜて、

「11び加熱、冷却を行います。色素がついた塩基が、二重螺旋として伸びて行つた先につくと、それ以上の螺

旋の伸びが止まります。即ち、その位置に、A、 T、 C、 G、 のどれが来ているのか、色素でマークされた

わけです。

ある時間放置すると、賄基が 1個ついただけで、その燎基に色素がついていたため、伸びが止るのもある

し、二つで止るのもあるし、三つで止るのもあるし、イ可百も、各々ができます。

そこで、温度を上げて色素がついた側の螺旋を離すと、塩基がイ可個ついて伸びが止った力Jこよって、重さ



が違います。そのため、電気泳動と呼ばれる方法で、平面上の片側にDNAを置いて電圧を加えると、軽い

()のは早く進み、重いものは遅く動きます。

そして、色素がついた塩基が、軽い順に、ある間隔で、線の縞ができます。これにレーザー光を当てると、

4種の色素が各々異なる色を発するので、その縞はAなのかTなのかCなのかGなのか、決めることができ

ます。貝,ち、N D5のプライマーから先の塩基の配列を、平面上の色素の縞の色の配列として、知ることが

できます。

以上の作業をほぼ自動的に行うことができる機械が、現在では市販されています。4～ 5千万円するので、

個人で持つのは無理でしようが。

ミトコンドリアのDNA

図 1-aに く)示 しましたが、各細胞質の中に ミトコン ドリアと呼ばれる小器
′
白
・が浮いています。ミトコン

ドリアはその中でATPと いう分子を作る器官で、ATPは 生物のエネルギーの元を作りHlす分 了‐です。動

物が歩いたり運動したり、あるいは`曲が動いたり物を考えた り、動作な り行動をすると必ずエネルギーが

必要なわけで、そのあらゆるエネルギーをATPと いう分子がまかなつているわけです。糖を分解 し、その

エ ネルギーを取 り込んで、ATP分 子を作 り出すわけですが、細胞の中には2000個位入つていて、エ ネル

ギーの元であるため,筋肉の中に特に多くて、場合によつては一つの細胞の中に数万個のミトコン ドリアが

入つていると言われています。

ミトコン ドリアの概路の構造は図 3に示 しますが, ミトコン ドリアもDNAを持つています。細胞の中の

内部の器官でDNAを持つているのは、他に葉緑体などもありますが、これ らの小器官は約 18億年 くらい

以前に最初の単細胞生物が出来たときに、別の微生物であつたものが細胞の中に取り込まれ、共生するよう

になつたと考えられています。

図 3 ミ トコン ドリアの模型 (河 野 1999よ り)
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ミトコンドリアもDNAを持っているので、細胞の中で分裂して増えていきます。そして一つの個体の細

胞の中のミトコンドリアのDNAは,全て同じです。それでは異なつた二つの細胞が融合する受精の時どう

なるかというと,卵細胞にはミトコンドリアは 10万個位あつて、精子には100個位のミトコンドリアがあ

ると言われています。従つて卵細胞が精子と結合して受精したときには、卵細胞のミトコンドリアと精子の

ミトコン ドリアが混ざるはずですが、不思議なことに精子のミトコンドリアは消されてしまって受精後は残

らないのが一般的です。すなわち、ミトコンドリアに関しては子孫を母系で残 していく。ある個体のミトコ

ン ドリアは全て母方から受け継がれたものであって、父方からは受け継がれないのです。

さて、ミトコンドリアのDNAですが、図4に示したように動物のミトコン ドリアのDNAは全てエンドレ

スのリング状に繋がつています。人間の ミトコンドリアの場合は塩基対は16569対あり,長 さにして約 5ミ

クロン程度のものです。図にかいてあるように,人間のミトコンドリア塩基配列は全部既に読みとられて解

つていて、核のDNAと 同様,役に立つ部分と役に立たない部分、例えばATPを作つたりという重要な役

割を果たす部分と何も仕事はしなくてただ繋ぎの部分とがあります。

▼図4                   isP

ヒトミトコンドリアゲノA NDI、 NDa NDよ ND4L NDヘ
NDtt ND6は 電子伝連系の複合体 Iのサブユニット、Cyt blま複合体Ⅲのサ

ブユニット、CO l、 CO l、 COⅢ は複合体Ⅳ、ATPアーゼQ ATPアーゼ8

は複合体Vのサブユニットを示す。:2SrRNA:6SrRNAは 2つのrRN磁伝

子であり、″層のtRNAi■伝子は黒い小円で表し、それぞれ3文字の省略記

号のアミノ酸に対応する.ロ イシン (Leの とセリン (Seめ のtRNAだ けは

2種類ある。OHおよびOLは、二重鎖DNOそれぞれの鎖 (重鎖と硼 の

複製開始点ξ 夕mllヵ潮 、内側力冒戯 を表す。

v'r ' "lLsi--',.1"
l)-Lx r1r



DNAで進化を調べる

生物のDNAは殆ど不変で、親から子に,子から孫にと縦に伝えられていき,有性生殖をする場合には、

父親のDNAと母親のDNAが 1/2ずつ伝えられて行きます。

しかし、DNAも時たま変化することがあります。DNAの 2重螺旋が半分ずつの螺旋に解きほぐされて、

再生する時に何か 1つ取れてしまったとか、何かのアクシデン トで変わつてくることがあります。一度DN

Aが変化するとその変化したDNA4｀その子孫に伝わつて行きまづ、これが突然変異です。例えば蝶などで、

メラニン色素が全部なくなつた自1艘などという突然変異が出ることがありますが、これはメラニン色素を

作る情報を出す遺伝子が失われる。すなわちメラニン色素を作れないDNAが出来て、これが子孫に伝えら

れて行くと考えられます。

DNAの中で非常に重要な情報を持つた部分、例え1瑚当を働かすとから臓をつくるとかの部分の、遺伝子

を担つた部分に突然変異が起こると、1繊が出来なかつたら生きていけないので、そのDNAは後世に残り

ません。ところが遺伝子の情報を持つていない部分に突然変異が起こつても、これは重要な情報を持つてい

ないわけですから、その生物自体には全く影響を与えないだろうと考えられます。そして、DNAの突然変

異は偶然起こるので、ある確率で賄基の配列が変わつてくると考えることが出来ます。

例えば、高尾山のフジミドリシジミの 1匹で、そのDNAの賄基配列が一つ、突然変異で変わつたとしま

す。その子孫に変化したDNAが伝えられ、子孫が増えるとその数く)次第に増えてくるわけです。ところが

高尾山に棲めるフジミドリシジミの総数はほぼ決まっているわけですから、ある突然変異がその集団の中に

生ずると、どの親の子が沢山育つ力■ま毎年偶然に決まりますので、ある特定の親に生じた突然変異が、翌年

その子孫が沢山生まれたとすると,その変異の比率が増えます。多くの場合は、生まれた突然変異は伝えら

れずに無くなつてしまいますが、ある場合にはそれが伝わつて、全ての高尾山のフジミドリシジミに突然変

異の遺伝子が行きわたるようになることもあります。

例えてみると、100個 の自玉をかごに入れて、そのうちの 1個 を赤玉に変えたとします。任意に1(X)個 の

うち半分を捨てて、残つた色の玉の数を2倍にし、世代を繰り返して行きます。最初に半分にした時に、 1

個の赤玉が捨てられてしまったら永久に全部白玉のままわけです。ところが、たまたま半分にしたときに赤

玉が 1個入つたら,その次には、それが 2個になります。2度 目に半分捨てた時にその2個が全部残つたと

づ
~る

とその次には赤玉が4個になります。それで赤玉の数はある確率を持って数が変動して行くわけですが、

無くなる可能性も非常に高いと同時に、自玉が全部赤玉に置き換わつてしまう可能性もあります。一度白玉

が全部赤玉に変わつたとしますと、今度は赤玉が自玉に変わることはないわけで、ずうつと赤玉だけに固定

されます。

このようにある突然変異が生じると、それがある確率でその群全体を突然変異に変えて、すなわち固定さ

れることがあつて、突然変異は偶然にある確率で生じるので、長い年月の間には突然変異と固定が何度も続
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き、最初持つていたDNAから、年月の長さに比例して少しずつDNAの酉己列が変わつていきます。例えば高

尾山のフジミドリシジミと北アルプスのフジミドリシジミとを考えてみますと、両者は遇か昔には同じ集団

に属していたので同じDNAを持つていたはずです。ところが、今は北アルプスと高尾山とが分離されてし

まつたので、そのDNフリ 少`しずつ互いに変わつているはずです。高尾山と北アルプスでは比較的近年まで

同じ集団に属していたはずですから、変わつているといつても変化の量は少ないはずです。ところが九州の

霧島山のフジミドリシジミと高尾山のフジミドリシジミを比べてみると、この2つの集団も同じ種に属して

いるので何10万年か前には同じ一つの集団だつたわけで,同 じDNAだつたはずです。ところが、1ヒ アルプ

スと高尾山に比べて通か昔に別の集団に分かれているはずなので、そのDNAの配列の違いは大きいはずで

す。

従つて高尾山と北アルプスと霧島山の三ヶ所のフジミドリシジミのDNAで、遺伝情報を持たない中立的

な部分を比べれば,高尾山と北アルプスは非常に近くて霧島山のものはこの2つ とは違いが多いはずで,そ

の分枝年代の違いを推定することが出来ます。

すなわち,1)NAの遺伝情報に関係ない部分は、種 (あるいは変異)の分化の時点を測る、時計の役割を

すると考えられています。

このような研究に先鞭をつけたのは木村資1生博士で、木村博士が研究をされたD∞‐1970年代には未だD

NAの解読が出来なかったので、動物のヘモグロビンの中のアミノ酸配列で生存に関係の無い部分を比較し

て進化の序列を作ることに成功しました。その後直接DNAを比較する研究が進展して、特に最近ではミト

コン ドリアのDNAを使つての比較研究が極めて盛んになってきています。

なぜ ミトコン ドリアDNAを使うのかというと、ミトコン ドリアは、人間の場合でも、 16569対 と、

塩基対の数が限られていて、よく調べられて居り、その中で遺伝情報を持たない中立部分が数力所あって、

その各々の進化速度が異なり、種や地理変異の進化を調べるのに都合良い部分が見つかつているからです。

図4の、COI～ Ⅲ、NDl～ 5な どが、中立部分です。そのため似た種類,近縁種間の進化速度という虫

屋にとつて興味深い問題が、 ミトコンドリアDNAの比較によつて研究され始めたのです。

19∞年代に入つて、キアゲハとか毒蝶のDNAt較の研究が米国で行われ始め、日本に於ても1995年から,

大澤省三博士を中心にオサムシのDNAの研究が極めて精力的に行われて、ミトコンドリアDNAの 中の、N

D5と 呼ばれる、中立な部分を使つての系統関係が日本の全種に外国の種までも含め描かれるにいたりまし

た。

更に最近では、蝶に於てもミトコンドリアDNAを使つた分枝年代の研究が何ヶ所かで行われるようにな

りましたが、その中心は京都大学の人木孝司博士で、彼等の最近のカラスアゲハ亜属/tchlhdesの 分析結果

を図5にり1用 しておきます。ノヽ木博七等の研究結果によつてhpiliO syぬ niusシナカラスアゲハと、 [J本の

ミヤマカラスアゲハが同じ種であるということもはつきりしましたし、またカラスアゲハは日本の沖縄産と

１
■

１
■
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奄美産が非常に近く,奄美 。沖縄を含め日本本土や韓国のグループと、人重山諸島及び大陸のクジャクアグ

ハP.polyemrに至る2つの群に大別出来るということも明ら力|こなりました。更に図 5では、フィリピンの

ルソンカラスアゲハ(=ミ ン ドロカラスアゲノうが、二つのカラスアゲハ群の間に入り込んでいて、完全にカ

ラスアゲハ種群の一員に見えます。ルソンカラスと日本のカラスアゲハとの交雑実験によつて、図 5の結果

を検証することが、これからの非常に興味深い研究テーマです。

二つの進化論のDNAによる解釈

進化論というと、まずダーウィンの進化論があります。これは突然変異と自然洵汰の二つからなつていて、

ある種の中に突然変異が生じてこれが生存に有利な突然変異であつたとすると、有利な突然変異の個体は従

来からの個体に比べて生存に有利なために生き残る確率が高く、有利な突然変異が従来の種を凌駕して絶滅

させ,置き換わることによつて進化していくという理論です。

これをDNAで見ると,DNAに突然変異が起こることはしばしばあることで、生存に有利な変異個体の数

が増えていくことはあり得ることで、数学的にも立証されています。しかし、ダーウィンの進化論の欠点は、

実際には生存に有利な突然変異は殆ど起こらないということです。ショウジョウバエなどの遺伝学の実験や

家畜などの突然変異を調べてみても、突然変異は身体を弱くするとか、死に至らしめるなど生存に不利な突

然変異が殆ど100%であって、生存に有利な突然変異が起こることは殆ど観察されないのです。

メンデルの法則の再発見以来、近年の遺伝学はダーウィンの進化論の数学的なサポー トが大きな部分と言

うことも出来ましょうが、DNAの観点からダーウィンの進化論が本当かどうか,疑問も残つていると言え

るでしょう。

ただし人間の身長とか,稲の実 (米)の粒の大きさとか,赤か自の不連続な二者択一ではなくて,量的な

遺伝情報,「量遺伝子」の関与する遺伝では,環境に応して子孫がある方向に動いて行くことは明らかです。

人間の手によつて栽培植物や家畜が作られているのはその例です。ダーウィンの考え方が全部間違つている

というのも間違いで,ダーウィンだけでは進化は説明出来ないと言うべきなのでしょう。

第二の進化論は木村資生博士の中立説であつて、偶然に起こる突然変異は生存の条件を有利にするとか、

不利にするとかいうことに関係の無い中立的な変異が殆どで、その変異が積み重なつて生物が変化していく

という理論です。これはDNAの これまでの研究結果からも事実と認めて良いのではないかと思います。

例えば、カラスアゲハが日本の九州から八重山までの間で九州本土、吐喝刺列島、奄美大島、沖縄床島、

人重山諸島と島毎に全て亜種に分離されているのは、偶然の結果の積み重ねによってDNAが変化し、それ

に対応して斑紋が変化していつたと,ほぼ確実に言えることではないかと思います。それぞれの斑紋の変化 ,

例えば、オキナワカラスアゲハでは♂の性標がミヤマカラスのように4脈 5脈まで出て来るのは、それが生

存に有利であるためにそのような形になったのではなくて、偶然そうなったといって差 し支えないと私は解
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釈しています。

中立進化説は蝶の斑紋の変化や地理変異は説明出来ますが、人間の脳がなぜ類人猿のような祖先から現在

の人間のように大きくなつてきたのかとか、性能の高度化のような現象は説明できません。中立説による進

化が自然界で実際に生じていることは間違いないのでしょうが、これだけで生物の進化を説明するの 1)無理

であるように思います。

第二の進化の要因としてDNAの横方向への移動、すなわち種を越えての伝搬が挙げられます。

遺伝子、すなわちDNAは親から子、子から孫へと、lp3じ 系列の縦方向に上から下へ伝えられていくもの

であると従来は信 じられてきました。しかし最近になつて、縦方向だけでなくて、横方向にも伝搬すること

が実験的にも野外での観察からでも明ら力ヽ こなつて来ました。ある一つの細胞の中で、ミトコンドリアのD

NAが真核のDNAに 入ったり、その逆に真核のDNAが ミトコンドリアのDNAに移つたり、更にはある種の

I)NAが ヴィールスや寄生虫などの介在によつて一つの個体から別の個体へ移され、しかも全く別な種類に

移ることなど,いろいろ見つかつてきました。

一昨年日本で猛威を振るつた大腸菌のO・ 157な ども,本来の大腸菌であれば無害であるのに、赤痢菌の毒

素を作るDNAの部分が何らかの原因によつて大腸菌の中に移された結果出来た大腸菌であると考えられて

いるようで、ショウジョウノ`工属の一種が持つていた一つの遺伝因子が,別の種類のショウジョウバエに移

つた例も報告されています。

ショウジョウパエの種の間の遺伝子水平移行には、ダニが介在したと考えられていますが、このような水

平移行は人工的にはいくつも作られています。すなわちDNAによる品種改良がそれで、DNAを人工的にい

じつて変えて、別の種類を作つていると言えます。DNAの変更は人工的に出来ることなので、同様な変更

手段が野外にあつても少しもおかしくないと思います。

例えばキリンの首がなぜ長くなつたの力ヽま、ダーウィンの進化論以来議論の的だつたわけで、首が長いこ

とによつて高い場所の葉が食べられるという有利があるわけですが、馬などは低いところの葉を食べている

わけで、何も首を長くする必要はなかつたわけです。そこでキリンの首が長くなったのは、キリンの首を長

くするようなDNAの因子がヴィールスなどによつて偶然加えられて、そして突然に首の長いキリンが出来

たとも考えられるわけです。

これは琴岩弟笥博士の「種は突然出来る」という説にぴつたリー致するように思います:すなわち今西博

Lは 自分の豊富な自然観察の結果、「棲み分け理論」などから、ダーウィンの進化論に疑間を持って、種は

突然変わるという説を出されました。その頃は所謂ネオダーウィンニズムの盛んな時期で,遺伝子の水平移

動などとは誰も思いもつかなかつた時代ですので、世間からは冷笑を浴びたわけですが、現在の知識では今

西博士の進化論は、DNAの水平伝搬という立場から十分あり得るものと考えられます。

更に我々虫屋にとつて興味深いのは、DNAの水平伝搬によつて所謂収飲現象が説明できることです。

日本で生ずる収飲現象、例えばゼフィルス類が全て北海道では小型になって裏面が自化することなどは、

14



関東以西と北海道を比べると北海道は寒冷で春が遅く、夏は関東以西と同時に来るために幼虫の成育期間が

短く、北海道のような北国では十分に大きくならない状態で成虫になるという淘汰の条件が働くためである

と推測できます。裏面が自化するというのもたまたま/1■化にする遺伝子と、裏を自くする遺伝子が偶然リ

ンクしているのだということで説明することが出来ます。変量が地理的に連続 して変わる「クライン」は、

ほとんどが環境的な要因で説明できます。

しかしフィリッピンの島々の中の一つの島でマダラチョウが皆同じような斑紋をしていて、タテハにも擬

態 しているものがあり、島によつて斑紋が全部違 うというようなことは気候的な条件ではなかなか説明出来

ません。これに対してミラーの擬態というのが考えられて、同じ斑紋をしている方が鳥のような捕食者に対

して目立つから生′日、に有利になるといわれていたわけですが、そういうこともあるかなと思う程度で、かな

り無理な説明なように思います。さらには毒も無いのに同じ島のタテハチョウの仲間とか南米のウラモジタ

テハ属とか,同 じ場所では違 う種類が皆似てくるという現象もあつて、これに対 し捕食者に対する目くらま

しの効果などという説明がなされていますが、こんなものは鳥の気持ちになつても、こじつけの説明だとし

か思えません。

収飲現象に対してDNAの水平移動を考えると、ある場所の近縁種の間では、 2種の個体が接触して、ヴ

ィールスのようなものがある種類から男りの種類へ移 り、そのヴィールスがDNAを介在することによつて異

なる種類の斑紋を全て同じにしてしまうという説明は、可能性としては過かに大きいように思います。

セレベスの蝶が皆大きくて前翅が尖っているなどというのも、気候的な環境条件を考えるよりもDNAの

水平移動を考えた方が、通かに説明は楽なのではないかと思います。

これか らの発展に向けて

DNAは遺伝の根元、すなわち生物学の根元をなす問題として、過去半世紀の間急激に進展 してきた学問

です。そして最近では遺伝子工学という言葉も定着し、遺伝子すなわちDNAの操作によつて新しい品種を

作つたり病気の治療に使つたり、 21世紀の最先端技術の一つに位置づけられています。

そして進化速度を比較したり、進化や分化の順序を決めたり、昆虫の分類学のような、地味な分野にまで

その研究は拡がりつつあります。これらの研究成果は我々虫屋にとつては極めて大事な成果で、誠に喜ばし

いことだと思います。

しかしミトコンドリアDNAによる進化速度の類推一つにしても、あまりに技術が進歩してその研究の内

容、どういう比較をして行くかの内容の吟味なしに、現在では結果だけが先走りをしているような気がして

います。

すなわち、色々な人がミトコン ドリアDNAで進化速度を測定すると、人によつて結果が違つたり、ある

いは真核のDNAと ミトコン ドリアDNAとで結果が違ってきたり、よく考えねばならない結果も出て来まし
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た。DNAを用いた進化速度の比較とは、どの程度の誤差があるものなのか、あるいはどの程度の信頼性を

おいてよいものかということも全く明ら力ヽ こなつておりません。これらを明ら力ヽ こし、比較研究の手法の意

味から考えて、その結果を見るようにしていかなければならないと私は考えています。

近い将来遺伝子工学が更に進み、絶滅 した種の復元、例えば和歌山県竜門山のギフチョウの標本の足をす

りつぶして処理をし、復ノこして新鮮な標本を沢山並べる、ということも、不 llr能 ではないでしたう。

<参 考 文 献 >沢山の本が出版されていますが、簡単に手に入り気楽に読める本を下に選んでおきまJL

l.中内光昭「DNAが わかる本」岩波ジュニア新書、630円

著者は前高知大学学長で、ホヤを材料とした発生生物学者ですが、元 トンボ屋で虫にも大変詳しい方です。

ユーモアとウィットに富んだ語り口で、DNAを取り巻く生物学を易しく解説 しています。

2.中沢透 。浅見行一「ミトコン ドリア」 (第 2判 )、 東京大学出版会、1648円

中沢氏はミトコン ドリアの専門家で放送大学教授。同大学のミトコン ドリアDNAに よる昆虫の系統樹研

究の指導者です。 ミトコンドリアの全てから、系統樹作製まで、易しく解説してあります。

3 河野重行 「ミトコンドリアの謎」講談社現代新書、680円

最先端の分子植物学者の手になる著で、多くのことが書かれ過ぎていて難解な面もありますが、生物の現

象のイた糸■みが、いかに複雑で巧妙かが、良く解ります。最後の性の起源の話 ()、 剰鮮 です。

4.中原秀臣・佐川峻「′L命進化の鍵はウィルスが握っていた」KAWAI)E夢新書、66713

'過

激なヴィールス進化論。ダーウィンニズムを完全否定しているので、多くの生物学者からは無視さオtる

でしょうが、説得力ある理論で、私はこの本の言うことは大体本当ではないかと考えています。

5 BRHお さむしニュースレターNo l(199D― No.20(1999

生命誌研究館(BRH)オサムシ研究グループ、大阪府高槻市紫町 1-1(〒 569‐ H2D

ミトコンドリアDNAを用いたオサムシの系統研究の速報集。大きな、見事な業績ですが、NO.20で終刊

になりました。

6 蝶類DNA研究会ニュースレターNo.1(1998)一 No.3(1999)

基礎生物学研究所所長室気付、岡崎市明大寺町西郷中

“

(〒 444・8585)

蝶のミトコンドリアDNAを用いた系統研究の速報集.ク ワガタの研究も出ていて、これからの研究進展

が誠に楽しみです。

7 藤岡知夫 「日本蝶類近縁種大図鑑 1」 は1版芸術社、76,∞0円

この本の始めの方に、蝶の遺伝や地理変異の話を、詳しく書いてあります。高い本ですが、仁平さんが持

つているので最初の部分だけで ()コ ピーをして読んでみて下さい。

8.「驚異の小宇宙人体 遺伝子,DNA」 (1999)日 本放送出版 各巻 3,2CXl円

(FUЛO臥 Tom∞  〒H3・CX124 東京都文京区西片2・ 15‐ 18)
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コンゴウシジミの累代飼育

宇野 正紘

コンゴウシジミとい う種名は北朝鮮市東部に位置する金円1山 に因んでつけられたのだろ

う。韓国ではチ ョウセンアカシジミより多いと|‖|く が、残念ながら私は行ったことがない。

台湾で同種とされるタカラシジ ミの飛翔を 1回だけ見たことがある。1991年 4月 末、バ

ロンの谷でえん じがかった黄色く異様に大きい Zopllyrusん 夕` llを 浴びて飛んでいた。谷

から吹き上がるように飛ぶのを採集人がつなぎ竿で採る。私は遠慮 して他を探 したがポイ

ン トはごく狭く少 し離れるともう姿がなかった。ガイ ドをしてくれた故・程徳喜が採った

1♂ が私の標本箱にある。台湾では冬期採卵 ()さ れてお り 1)、 好んで産卵する場所がマツ

を交える疎林 というのはウラキンシジ ミに似ている。 llAl体 数はあより多くはないらしく、

売りに出る標本 t)安 くはない 2)3)。

コンゴウシジ ミはどうい うルー トか知らないが以前から [1本 で飼育されていた。 九州人

学の三枝 豊 l`え 氏が累代飼育を していると聞いたのは lf)80年 ごろだったと思 う。最近で

は韓国で採卵 したり飼育 した報告があるの ()ご承知のとお りである。私は この蝶 を 2年間l

飼育する幸運に恵まれた。その大略を書いておきたい。

1995年の経過、好機到来、試行から成功?

1995年 6月 、小円切 顕 ‐氏が韓国で採卵、飼育 したコンゴウシジ ミ10蛹 を送つてく

れた。写真などで姿、形は知っていたが実物はびっくりするほど大きく重量感のある蛹だ

つた。折角の贈 り物なので累代飼育ができないか と思い、羽化 した 3♂ 2♀ を吹流 しに放っ

た。近縁のチ ョウセンアカシジ ミは羽化後す ぐに交尾、産卵 し小さいケージなどでもうま

くいくと聞いていた。飼育名人の原田 基弘氏が中国産 ?の コンゴウシジミをケージで交

'こ

、産卵させたという話もやつてみようかという後押 しになつた。

大昔、故・林 慶氏が 「蝶に交尾、産卵 させる秘訣」とい うコメン トを 「新昆轟」4)に

1卜 いている。何かす ごいテ クニ ックで も開陳 してくれるのかと期待すると「蝶をなが生き

させること」とい う当たり前のそっけないものだが、これが実に含蓄ある言葉であること

は容易に理解できる。 もつと言えば蝶を長生きさせるにはいかに して効率的に餌を与える

か とい うことに尽きると思 う。一日中、家で飼育 している蝶の様子を見た り世話のできる

人は少ない。私 t)現在は朝、家を出ると帰宅するまで半「ヨ以上は留守にする。

蝶に機嫌良く?餌 を吸つてもらうためには濃いものを与えるとよいのだが ときに雌は卵

づまりを起こす とい う。 ウラゴマダラシジミなどは特にこの点に注意するようにと何人か

の人が書いている。5)こ のときは 5%く らいの砂糖水をティッシュペーパーに含ませて

吹流 しの 11に 乗せた り浅い入れ物に人れて 下に置いた りした。 (最 近の不確実情報による

と砂糖には蝶に害を与えるものが含まれているので蜂蜜などの方がよいとい う。そ う言わ

れると思い当たるフシがないわけではない) 蝶が餌に行き当た り勝手に吸つてく)らお う

という作戦である。水分が蒸発するのでティッシュには毎日水をかけた。容器は虫友社で

買つた直径 20革
ン
、高さ 25:ン の布製円筒型のケージ、なかにデ ワノ トネリコの枝 を適当に
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入れ室内の窓際に吊るした。 トネリコの枝は産卵を促す 目的でナイフで傷をつけた り折 り

日のついた ものにした。 1995～ 97年の経過を示す。蝶は昼間はあまり活動 しないが夕刻

から夜にかけては活発に動き回つた。1995年の例では、雄は羽化後 20日 間、雌は 22～ 23

11間 4i存 した。まあ、こんなものだろう。交尾は確認できなかったが 4日 後 くらいから雌

が腹を曲げ、産卵管 (パ ピナアナ リス)を 伸ばして トネリコの枝を歩き回る行動が頻繁に

見られた。5日 日には 3()卵 ほどを枝の裂け llや うろなどに産んであるのを認めた。卵の形

態はウラキンシジミと同 じだがはるかに小さく、産卵直後はモスグリーン色でしばらくす

ると灰色に変わる。産卵 と同時に粘液 も出す らしくそれが卵を糊でLLlめ たよ うに見せる。

死んだ雌の腹を切つてみると残卵はなく精包 らしきものが認められたので恐らく交尾をし

た ()の と考えた。

交尾を確認できなかつた不安はあつたが卵はス トッキングに入れて野外に置いた。夏か

ら秋にかけてときどき調べたが卵が llllん だりすることはなく受精卵と思わオl′ た。ム)1)hyrus

の卵を野外で採集す るとときに異様に白い透明な く)の がある。電灯に透か してみるとビン

ポン玉のように空になつている。フジ ミドリシジ ミには特に多 く苦労 して採卵 して家で調

べてがつか りした方 も多いだろう。多 くの蝶の未受精卵は産卵後数 日で凹んで しま う (例

外はホ ソオチ ョウくらいか ?)。 従つてピンポンIは私は何者か (例 えばダニのようなもの )

に中身を吸い取られた結果と考えている。

1996年の経過、成功から夢よもう一度

1996年春、この卵は無事に孵化 した。卵を重ねて産んであるので正確な孵化率は分か ら

ないが 70%く らいだつたと思う。産卵 させた もの としては高い孵化率とはいえないが水に

浸 した り暖めたりいろいろ手を尽 くした結果である。孵化は斉一でなくダラグラと 1週 間

ほどにわたつた。餌にはデワノ トネ リコの花芽を用いた。 ウラキンシジミ、チ ョウセンア

カシジミの幼虫の食いつきの悪さは定評がある。私も暗 くするなど苦心を しているがコン

ゴウシジ ミはウロウロと歩き廻ることなくすんな り食いついた。このことも何人かの人が

書いている。花芽をつけたデワノ トネ リコの小枝を 5～ 10cmほ どに切 り、湿らせた砂に挿

して幼虫をつけた。意外だつたのはこの方法でウラキンシジミも割合 うまく食いついたこ

とである。今まではコパノ トネ リコで飼 うことが多かつたがデ ワノ トネ リコの花芽が良か

ったのか もしれない。チ ョウセンアカシジミは今年久しぶ りに少数飼育したがどうも花よ

りも葉を好むように感 じた。産卵に使つた切 り枝は卵を見落としている可能性 もあるので

鉢植えの トネ リコにたてかけて野外に置いた。案の定、後にこれからも数頭の幼虫を回収

した。

幼虫は 3齢 前半くらいまでは数頭の群れをつくるltf向 がある。色彩は灰 色だが形態 も模

様 もウラキンシジ ミに驚 くほど似ている。飼育は順調でかなり多 くの蛹ができた。卵を分

譲 した知人のところでも同じような経過だったと聞く。

5月 初～中旬、多数のコンゴウシジ ミが羽化 した。取 り入れに失敗 して破損 したもの、

翅の一部の伸びの悪い個体など 10頭以上を 1995年 と同 じ方法でケージに放 した。数が多

かったので今回は交尾 t)確認できた。発見したのは夜で、別ケ‐ジに移 して観察 したり写

真を撮つた りしたがチ ョウセンアカシジ ミのようにす ぐ離れて しまうことはなかつた。多
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数の個体を用いたが交尾を確認できたのは 2ペアである。その後の経過から交尾 したのは

この 2♀ だけだったのではないかと思われた。未交尾の雌はほとんど卵を産 まない し、仮

に産んだとしても申し訳程度に 1,2卵 で終わつてしまう。累代飼育に供するのに羽化不

全の個体では不適当だつたとい う見方 もあるだろう。2♀ の産んだ卵数は 200卵以上と思

われたが正確には計数できなかった。

1997～ 1998年、再び大成功そ して終息ヘ

この卵 も前年同様に夏を過ごし、1997年春に無 事に孵化した。孵化率は悪くなく把握 し

ていた数よりもかな り多くの幼虫が出てきた。3()()頭 くらいはいたのではないかと思 う。

幼虫も丈夫で元気に育ち多数の蛹ができた。幼虫、蛹、羽化 した成虫の各ステージで知人

にもらつていただいた。雄翅表の個体変異は少ないが雌は後翅の黒化の程度に変異がある。

裏面は雄雌ともに個体変異が大きく、最初に小田切氏か らもらつた 10頭はかな りの変異

中」を 1)つ ていた。 しか し、2代 11の 1()f)7年 に羽化 した ものは非常に変異の幅が小さかっ

た。近親交配を重ねた結果であるから当然の結果といえようが。

この年はさらに多くの個体をケージに放ち、交尾、産卵に供 した。交尾の確認 ()で きた

が交尾済み雌でもあまり卵を産まない。腹を曲げて産卵管で枝の裂け目などを探 りそのま

まじっとしている。 しばらくして元の姿勢に戻るが卵は産んでいない。これの繰 り返 しで

ある。他の蝶でも累代飼育をすると似た行動を何度も経験 していた。恐 らく卵の成熟が充

分ではなく産もうとしても卵がないのではなかろ うか。それでも雌の数が多かつたので総

計 200卵ほどが産卵 された。夏が終わるころには 20%ほ どの卵が凹んでいた。過去 2年

はほとんどなかったが未受精卵だったと思われる。

1998年、何卵かが孵化 したが幼虫は虚弱であつた。摂食を始めた幼虫もわずかにあつた

が 2齢ですべてが死んで しまつた。2年連続で多数を飼育 し、標本 も充分にできたので最

初の年のように大事に飼わなかったとい うことはある。 しか し粗略に扱つたとい うことは

ない。普通に世話を した結果だと思つている。高崎 6)は野外の大型のケージを使つてウ

ラゴマダラシジミ、チ ョウセンアカシジミ、ウラクロシジミ、オナガシジミ、ミドリシジ

ミなどの累代飼育に成功 しているが 3年 目には代が途絶えたと報告 している。一方、内藤

広道はチ ョウセンアカシジ ミを累代飼育して 9年経つて も近親交配の悪影響がなかったと

している。 (:ll‐ |ヽ 「Lと 虫と自然」に報文があったと記憶 して探 してみたが分からない。内藤

が 11代継続 していると書いた非公式印刷物が別にある) 私の経験では ミヤマカラスア

ゲハなどでも健全な幼虫が育つのは 2代 日くらいまでである。 もちろん、これは飼育の腕

とどのくらい大事に飼 うかにかかつているのだろうが。

ウラキンシジミでもやつてみたが・……・

コンゴウシジミの結果に味をしめて 1996年 、埼玉県で採卵、飼育したウラキンシジミ

で ()同 様に累代飼育を試みた。 ウラキンシジミをケージで交尾させた報告 (ぅ すでにある。

7)交尾は確認できなかつたが 2♀ が 20日 間生存 して 70卵 ほど産んだ。卵は凹まずに春

を迎えたが 1卵 も孵化 しなかつた。卵の保存が悪かつたのか (他の種と同様に扱つたのは

19



もちろんであるが)他に原因があるのか分からない。機会があれば、他の種 を含めて再挑

戦したいと思つている。

1引 用丈献l

l)長谷川 大,1996『西風通信』:8,9

2)神垣 健司,1993.『 西風通信』:1,3

3)ケ ーアイ企画標本分譲 リス ト5な ど,1996

4)林 慶二郎,1953.『新昆姦』6(6)

5)三枝 豊平,1979.『ち
`た うち

`ょ
う』2(7);27

6)高崎 浩一朗.1983『昆虫と自然』;18(12)12

7)尾関 捨 ・,1983 『だんだらち上う』;2(4);14

(UNO,Masahiro〒 277・ 0862 千葉県柏市篠篭田 1396‐ 54)

1995～ 1997年ヽコンゴウシジミの蝿 産卵経過 (千葉県柏市篠篭日の室内,布製吹流し使用)

▼ コンゴウシジ ミの交尾

鶉

1997年1996年

羽化始まる,

1ヤ交尾磁

3♂ 2♀ ケージに放す,

トネリコ枝入れる。

1●動 計 3♀

全て死亡,200卵認め

る,交尾したのは2♀

のみ?

2～ 3頭残し他死亡,

全て死亡,2∞ 卵を認

めるが未受精卵もかな

りある,

1♀ 死亡.2∞
'p認

む



1998年度蝶類採集 (観察)報告

指田 春喜

・ 富山県上新川郡大山町東福沢 Mar.,29,1998
ギ フチ ョウ 8♂ ♂ 3♀ ♀

前日より快晴、気温 ()高 く、絶好のギフロ和である。富山より R41を 南下し、大沢野

か ら左に入る。猿倉山付近を うろつ くが、この時は何故か気温がやや低 く、ギフの姿なし。

東福沢にある県立中央農業高校の入口前にちょつとした雑木林があり、「ここにいないは

ずはない」 と思われる場所はやは り、ポイン トであった。午前 10時から正午まで息子 と

ら、たりで採集。

・ 富山 県上新 川郡 大沢野町小羽 ‖ar.,29,1998
ギフチョウ 11♂ ♂

昼食後、人尾方面に向か う。当地は富 山県下で最 も発生が早い場所のひ とつである。

神通川の西側 の県道に入 り、小羽の裏山に登る。小 さな稜線に至 る小路を見つけ、歩き出

す とす ぐに飛び出 した。 日影にちょつぴ り雪が残 るが、どこも発生は例年よ り 1週 間以

li l,た い 。

・富山県婦負郡山田村宿坊 Mar.,29,1998
ギフチョウ 3♂ ♂ 1♀

帰 り道、ラベルを意識 して、時間は遅かつたが、少 し周辺を物色。その結果、それほ

ど多 くはないが (時 間が遅いためかな ?)、 この辺にはどこで もいるものである。

・ 京 都 府 舞鶴 市 多祢寺 付近  Apr.,03,1998
前 ‖まで京都で仕 事 (薬学会)ん あ` り、帰路、適 当な採集地を探索するが、この時点

では、まだ早すぎる感があり、西 日本行 きをあ きらめた。東舞鶴駅近 くから始発バスで

「平口 (た い らぐち)」 下車。平部落を目指す も多祢寺 (な ん と読むのか、不明)に登つ

て しまい、さらにその 上の遊歩道を散策。環境 は悪 くはな さそ うだが、気温が低 く、ギフ

の姿な し。後 日、当地で少な くない個体の採集 記録 (蝶 類年鑑 )力 あ` ることが判明。

・ 京都 府 舞鶴 市平 Apr.,04,1998
ギフチョウ 5♂ ♂

昨日と同じ場所に行くの t)ち ょっとはばかられ、多祢寺の稜線続きの平部落の裏山に

登る。途中で小径はたち切れ、ヤブコギを強いられ る。それで も結局、稜線には出られず、

途中の本がややまばらになつた陽が差 し込む場所を見つけ、そこに陣取る。前日のポイン

トに行つた方が多くの成果を望めたのであるが、それは後の祭 りであった。残念 !

・ 京都 府綾都市藤 山公 園～四尾山 Apr.,05,1998
4月 2日 に下見をしておいた「88ヶ 所」にも載つているポイン トである。桜は満開で

あるが、発生には早すぎたのかなあ―。Nullじ ゃ ! 舞鶴線小浜線経由で敦賀に出、午

後 7時帰沢。

・ 富山県郡城 端町桜 ケ池周 辺 Apr.,11,1998
ギフチョウ 32♂ ♂ 5♀ ♀ ミヤマカラスアゲハ 1♀

快晴。 ミクロ的には当地での採集は初めてである。過去の記録で採集個体の多かった
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地点がここである。 しか しながら、具体的なポイン トはわからず、池の周辺をウロウロ。

「自然園」 とい う表示があるが、桜 ヶ池の周 りは単なる雑木林 である。裏 山に入つて行 く

やや急なジャ リ道を 2・ 3キ ロほど行 くと、所々にいかにもギフのポイン トらしい場所がい

くつかある。そ して、これが正にポイン トであつた。午前 10時 過 ぎか ら、気温は グング

ン上が り、次から次に現れる個体 を追いかけ、Tシ ャツー枚で 1)汗 ビッシ ョリである。約

2時間で L記 の成果 (♂ t)汚 損 してなく、3♀ ♀は未交尾 )で時期は ドンピシャ リ ! 多

摩虫の会員諸兄、 「一押 し」のポイン トです。

・ 福 井 県坂 井 郡 金 津町 刈 安 山 (alt.550m)Apr.,19,1998
ギ フチ ョウ  3♂ ♂ 2♀ ♀ (ボ ロ )

前夜、カ ミサン と還、子の 3人 でカ ミサンの実家入 り。 午前 9時 までの曇 り空に決行 を

躊賭 している と、9時過 ぎに うす 陽が差 しだ し、 「近場」をキー・ ワー ドに頭 を働 かすが、

急にはあま り適当な場所が思い浮かばず、当地になつた。 R8号を金津 よりこの刈安山を

めざす。過去の採集記録に 4月 20日 があるので、い くら今年の発生が早い といつてもま

だ間に合 うだろうとの思いは、見事に裏切 られた。 上記の数は 目撃個体の 2‐3割 を採集 し

た結果である。多 くはボ ロボ ロ、いやボ ロボ ロボロであった。

・ 新 潟 県長 岡市 八 方 台休 暇 セ ンター 付 近  May,03,1998
前 日の午後 1時、息 子の学校か らの帰宅 を待つて出発。北陸道を約 4時 間で上記の国

民宿舎に到着。 1泊 2食 で 5400円 は安 く、 10日 ほ ど前に予約 (3名 3泊 )の電話を入れ

た ら、あつさりOKで あったのには驚いた。 しか しなが ら、天候はす ぐれず、 1日 中霧雨

が降 り (午 前中、雨足はかな り激 しかつた)、 ガスがかかっていた。今年は どこもギフの

発生が とてつ もな く早 く、例年ならば当地はちょうど良い頃 と思われ るが、晴れていて t)

今年は もうギフの姿を見ることさえ無理 かも しれない。長岡市内 (車 で 20分 ほ ど)で食

料品の買い出 しの他、風 呂・ 読書・酒で 1日 が終わる。 これ もまた悪 くはない。それに

して も明 日は どうなのか、天気が気になるなあ―。

・ 新潟 県南 蒲原郡 下 田村粟 ヶ岳 (3合 日、alt.350m)May,04,1998

ギ フチ ョウ  1♀ (ボ ロ)、 1卵 塊 8卵

予報では、午前中には回復 とい うことであつたが、朝 8時 半、出発の時には雲が厚か

つた。新榎 トンネル より R351を栃尾市に向かい、R289に 出る (こ の道路は将来、福島

県只見町に通ずるようである)。 人木鼻 を過 ぎ、左折、粟 ヶ岳 を目指す。約 1時間で登

山口の駐車場に到着。 15分 ほどで田畑の脇を抜け、 1合 日の指導標がある。 この辺 りか

ら路は、杉・ コナラの林の中を通 り、陽はほとん ど差 し込まない (こ の ときは曇 つてい

た )。 3合 目手前で急な登 りになるが、 この前が少 し開けていて、木 々がややまばらにな

り、登山路沿い山麓部での唯一のポイン トか t〉 しれない。 5合 目の粟薬師 (標 高約 650m

ぐらいか)に は避難小屋があ り、この前が少 し開けている。 これ よ り上部の方が蝶影が濃

い らしいが、 日撃ゼ ロ。やや急な登 りに、3合 目か ら 4合 目の間でカ ミサ ンと息子がへば

って しまつた。 しかたな く、正午に下山開始、途中昼食のパンをか じる。今 日の収穫 をほ

とん どあきらめていた時、3合 目のポイン トで一瞬、ギフの姿が眼に飛び込んできた。そ

れ と同時に駆け出 し、次の瞬間にはネ ッ トの中にギフがいた。かな りのボロではあるが、

メスである。例年ならば、5月 20日 頃の発生地であ り、今年の異常 さを物語る。辺 りを

少 し捜す とす ぐに、 1卵塊 8卵 が見つかつた。 当地は交通の便 も悪 く、行 きにくい場所で
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あ るので、やや救われた感あ り。 さらにこのメスが帰宅後、20卵 を産卵 (翌 年、いくつ

かの成虫が得 られた )。

・新 潟 県栃 尾市 守 門岳 山麓 (a!t.900m付 近)May,05,1998
ギフチ ョウ 4♂ ♂

前 日と同様 に して、栃尾市より R290ん らヽ道院キャンプ場を目指す。 さらにその先 3キ
ロで守円村に入るが、そ こが保久礼 (ほ きゅうれ)である。道は極めて狭いが、一応は舗

装 されている。 当地は例年な らば、6月 に入って も可能な採集地であるが、 日本全国どこ

く)20日 以上 早い発生に、今年のゴールデ ン・ ウィー クのギフ・ ツアーにここを選んだの

である。木々の芽は既に充分にのびてはいるが、 「それに して も早す ぎるかな」 とい う思

いが強かった。 しか し、これが要らぬ心配 であることは間 もなくはっき りした。保久礼の

手前 2キ ロほどの路上を 2頭 のオスが もつれるように飛んでいた。まだネッ トの準備が

で きてな く、 1頭 は逃げ られ る。

・ 新 潟 県北 魚 沼郡 守門 村守 門岳 (alt.1000m付 近)‖ ay,05,1998
ギフチョウ 12♂ ♂ 2♀ ♀

保久礼 より守門岳 (標 高 1432m)に 至 る登山道、キビタキ小屋辺 りまでがギフのポイ

ン トである。守円村 :二 分 (に ぶ)か らの道がぶつかる峠に クルマを置 き、明 るい林道を歩

いて、先を急ぐ。それ に して も道の脇に多くのクルマが留めてある。その全てが長岡 と新

潟ナ ンパー であ る。 目的は 山菜 と思われ、実際、ネ ッ トを手 に した人には出合 わなかった。

歩 きは じめてす ぐ、ポツポツと現れ 、採集は容易であつた。キビタキ小屋 までを往復 し、

約 2時剛l半。その後、同 じ守門村の 大平峠 を目指すが、これは不 lE解 であった。標高が

さらに 400mほ ど低い大平峠では木 々の葉は伸びきってお り、明 らかに遅かつた。昼食

は、恒例になっているメンマ・ コー ン入 りのラーメンを作 り、帰路につ く。栃尾市は 「あ

ぶ らげ」が名物である。 その晩の晩酌は、濃いめの水割 りにあぶ らげ、実に旨か つた !

さらに、魚沼産のコシヒカ リの玄米 30キ ロを購入 し、「コメなんて、みんな味は一緒

だ」 とこれ まで思っていたが、この年に しては じめてそのの違 いがわかった。

追記 :採 集 ノー トを見なが ら整理 した ら、 1998年 度蝶類採集 (観 察)報告 嗜〉結局の と

ころ、“ギフチ ョウ採集 報告
¨
であった。最近の採集 は ラオスとギフだけになって しまった。

なんだか とても偏っているが、これ もしょうがない !

(SASHIDA, Haruki 〒920・ 0921 石川県金沢市材木町  15‐ 68)

集者からのお願い ! 原稿ち ょうだい !!

本誌では、皆さんからの投稿を常時募集 しています。

会員 A氏 「どうせ大 した報告 じゃないし」、

会員 B氏 「誰かが書けば」、

会員 C氏 「オレはたいへん忙 しい。多摩虫なんぞに付き合つておれん」

Aさ ん、貴方は弱気すぎます。それでは良い虫は採れません。Bさ ん、そういう貴方に

はきつとバチが当たります。Cさ ん、忙 しいと言つている人ほど実は暇だと先哲も言って

おります (た ぶん)。 とにかく原稿を書かないと貴方に坪かしいり]日 は来ません。
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高 尾山の新顔 、ウラキ ンシジ ミ狂想曲

イニ可4 要衷

1994年 夏、高尾山稲荷山登山コースの頂上直 ド急登下の広場で、島神某氏はウラキンシ

ジミとおぼしきシジミチョウの死骸を拾つた。今まで記録されていないがもしかしたら高

lF_山 に ウラキンシジ ミがいるのか もと、半信 半疑なが らその冬友人 と 2人 で確認のため、

そσ)イJ近 に採卵に赴 き、見事 20数 卵を得 て127卵 29・ Xl・ 1995清 水 照雄採集 |、 翌春羽

化 させ、その一部 を当時都 立高尾 自然博物館 に勤務 され ていた松「 1 邦雄氏に初記録では

ないか と腫|け 出たのである。 早速、松 田氏よ り日本鱗 翅学会の例会で高尾山に ウラキンシ

ジ ミ産す として報告 された。

以 上が高尾 山に ウラキンシジ ミを産す ることの発見顛末記であるが、採卵好きで今 まで

東京都低地の ウラキンシジ ミ発見に携 わつてきた (未 確認 27‐ H・ 1983八 王 子市鑓 水御殿

峠l未 発表l、 H卵 11・ H・ 1984八 王子市西寺方町宝41キ 団地脇l『 多摩虫』No 17参 照tl、 4

幼 虫 1・ V・ 1992八 王 子市 川「コ町 I未 発 表 |、 未 確 認 17・ H‐ 1999人 王 子 市 元 八王 子 町 1未 発

表l)筆 者 と して は 、松 田氏 よ り高尾 山の ウラ キ ン シ ジ ミ確 認 に行 きませ んか と誘 わ れ ― も

二 も無 く引 き受 けたの であ る。

1999年 3月 5日 、松 田氏 、筆者 の両 名 は 高尾 山 の リフ トか ら自然 研究 路 4号 を歩 き、

途 中 フ ジ ミ ドリシ ジ ミ 1卵 を確 認 しつつ 、高尾 山頂 へ と向 かつ た。研 究路 4け に 沿 つ て続

くプナ林 は 山頂 に近づ くにつれ て いつ たん途 絶 え、 山頂 付近 で再 び 現れ る。 山頂付 近 の プ

ナ は 人の 手が ま った く人 つ てお らず 、 フジ ミ ドリ観 察 に は こ ち らの 方がベ ター であ る と確

信 した 5山 頂 には 良い 天気 に つ られ て 平 日とい うの に ハ イカー が多 数 見 られ た。 山頂 の カ

エ デ よ リ ミス ジチ ョウ 1幼 発 見。 そ して Π!巴 に 飛び 、時 折 地 Fnに 111ま る ヒオ ドシチ ョ ウを

しっ く り撮 影 した。 松 田氏 がハ イ カー に踏 まれ て 死亡 した ヒオ ドシ 1頭 を発 見 、な ん と t)

“
∫哀想 で あ つた。稲 荷 山 コー ス ド山路 付 近 の 山頂は明 るい開 け た カ シ ワ林 で急 坂 を ドる と、

ウラキ ンの 死骸 が 見つ か つた 広場 へ 出 る。 片側 は延 々 と続 く杉 林 、 t)う 片側 は 常緑樹 を ド

部 に持 つ 高木 の湿 つた林 で ウ ラキ ンの食 樹 トネ リコの あ りそ うな気 は しな い。 それ で も一

応歩 き廻 つてみ たがや は り発見できなかった。 山頂付近までのカシワ林 は明 る過ぎ、開け

過 ぎの感 があ り、お まけにハイカーは多い し、高尾 ビジターセンターの植生試験中につ き

立ち入 り禁止の ロープが張 りぶ らされ、 とて ()調 査す る気 になれず ち tつ となめただけで

あるが、 トネ リコは発見で きなかった。仕方な く稲荷 山コー スを下る。 半分 ほ ど下 ると、

コナ ラが 日立ち始め トネ リコも散見で きた (先 駆者に よると、稲荷 山コース中腹 よ リ ト出S

には トネ リコがた くさんあるが、ウラキ ンはいなか つた とされ ている )。 日につ く トネ リコ

を丹念 に探す もよつた く発見できず、さらに下る。 キジ ョランにてアサギマ ダラ 2幼 虫得

る。 1幼 虫は 3cm位 あつてその成長ぶ りにび つくり。ムラサキシジ ミ 2頭 目撃。何せ本 日

|ま 18℃ もあ つて、春一番の大嵐が吹 き汗ばむ ほ どの陽気 で、越 冬種 が次々に現れ るの 1)無

理は無い。オオ ミ ドリシジミ 1卵 を得なが らなお t)ド る。

コースを下るは どに明るい林 とな り、まとまった トネ リコが 日立ち始 める。 片つ端か ら

調査す るが、何 も発見で きない。4～ 5ヶ 所で計 50～ 6()本 位 は見たであろ うか。 さすがに

疲れて根気が続 かず 、嫌気が さ して くる。先駆者た ちの声が甦 って くる。本 当に この コー

ス下部に ウラキンはいないのであろ うか。時間 も午後 3時過 ぎとな り、そろそ ろあ きらめ
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か と思 つた とき、右手にひ ときわ トネ リコのま とまった IBL所 が現れた。萎えた心に叱咤 を

くれて 2～ 3本 見て回つた とき、1本 の中位 の太 さの トネ リコの地 Lよ り 10cm位 の樹 幹に

何や らま とまった卵 らしき t)の を発見、 コー スか ら lm位 しか離れ てお らず 、埃に まみれ

ていて判別がつかないのだ。コー スの 10m程 先を ドっている松 田氏に「お―い、伸rか それ

ら しき t)の があったよ」 と叫ぶ と氏 も急 いで駆 け戻 つて くる。 氏のルーペ で見る、間違い

な くウラキンの卵 、しか も 7卵 塊である ことん`確認できた。期せず して 2人 とも「やつた」
「大願成就だ」 と叫び写真撮影 に入 る。その後付近の他の トネ リコも見てみたが、 この卵

塊以外発見できなかった。食樹の多 さに比べて棲息個体の絶対数が少ない 1)の と考え られ

る )こ の発見地は ケープルカーの清滝駅 脇か ら稲荷 山コー スを逆に登って くれ ば 15～ 2()

分位 の所 である (行 政的には八王 子市高尾町 となる )。 頂上直下か ら比べればかな り離れた

ド方である (I図 参照 )。 途 中では発見できなかったが、恐 らく下か ら山頂まで少ないなが

ら,分 4fし てい る ()の と推 察され る。 きつ と先駆 者は食樹の少ない山頂付近 で集 ll:的 に産卵

された く)の を発見 したに違いない。

::本 文に関連する地図
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これ で ウラキンシジ ミは八王子市川 口町、西寺方町 (以 上、確認済み)～美 山町、 下恩

方町、裏高尾町 (以 上、未調査 )～ 元八 王子町 (未 確 認)～ 高尾町 (確認 済み)と 八 [子

市の低山地 を北か ら南へ と分布す ることが見えてきた。更に尾根伝いに小仏峠～陣馬 山 (未

調査)と 続 き、あ きる野 市や神奈川 県藤野町、相模湖町、山梨 県上野原町 の既知産地 との

繋が りが容易に推 察 され る。 これ らの線 上では これ か ら未調査地や未確認地 で続 々と新産

地が発見 され るもの と思われ る。

満足感 に浸 りなが ら辿 り若いた清滝駅 では我 々の快挙 ?を 祝 うかのよ うにキチ ョウが 1

頭優雅に舞っていた。その後高尾 自然博物館に寄って御茶 をご馳 走にな り、裏庭 で ミスジ

チ ョウを 1幼 採集 した ことも蛇足 として付け加 えてお く。

松 田氏は今初夏に成虫を■1っ てみ ると言つていたが、絶対数が少なそ うなのでそ う簡 単

には得 られそ うもない。 それ より筆者の見た トネリコにはすべ てナイフで傷 を入れて きた

の で、 この次は卵の確認は容 易であ ると思われ る。 当会には高尾山好 きの若 手が多い。が

んばれ ! 特に稲荷山コー スが得意で何度 も踏破 している H君 、しっか りし― よ。頑張れ 、

原 田君 ! あつ、実名が。
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筆者 に とつて、ケープルカー 山頂駅付近 には何度 も行 つてはいた ものの、20数年ぶ りの

高尾山頂、そ して初 めての稲荷 山コース (未 だに 2万 5000分 の 1の 地図に載つていない )

は最近にない楽 しい思い出 となつて残 りそ うである。 ご一緒 した松 田 邦雄氏、あ りが と

うございま した。
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▲ 図 Π :発見 された卵塊 (中 央都 )

産卵木の枝の張 り出 しと空間▲図 Ⅲ :



ピンクマウンテンとカナダの旅

早坂 弘次

は じ

“

川こ

息子の婚約者の希望でオース トラリアかカナダで海外挙式をや りたい とい う。それなら

大雪山に生息する、 日本では絶対採集 してはいけないウスパキチ ョウがいるロッキー山脈

のあるカナダがいいな。 とつぶやいた らカナ ダで、執 り行 うことと相成 った。親孝行の 了‐

供 た ちで あ る。挙 式 参列 のつ い で にむ し社の 雫 石 さんが 10年 前 に ツアー を組 ん で行 つた 、

カナ ダ、 ロ ッキー 山脈 の ピン クマ ウンテ ンに行 くこ とに した。 余 り乗 り気 で な い我 が妻 を

伴 つて。

出 発

平成 H年 7月 3日  14:55分
定刻成 田発。機はひたす ら東へ。

日付変更線 を越 えるとす ぐ夜がやっ

てきて、やがてその短い夜が明ける

と再び 7月 3日 の朝がきた。紛れ も

ないカナダの朝である。 13時 間ほど

して トロン ト空港に着いた。 空は出

発時、成 田の小雨混 じりの梅 雨空 と

違い快晴である。今 日は トロン ト市

内見物、明 日はナイヤガラの滝を見 皆 さん ご存 じのナイヤガラ (ア メリカ滝 )

ォー トセ ン トジョン空港へ行 き予約 して いた レてあさっていよい よバ ンクーバー経由でフ

ンタカーでピンクマ ウンテンに向か うのだ。

ピンクマウンテンヘ

7月 5日  昨 日の雄大なナイヤガラに圧倒 され 、興奮 さめや らぬ内、一路 トロン ト空港

か らバ ンクーバー空港へ、そ してその途 中、 ピンクマ ウンテ ンのあるロ ッキー 山脈 を越 え

てい くのだ。たった 2日 しか時間が取れ ない今回の採集は うまくい くだろ うか。天候次第

だ。そ して私は祈 る気持 ちで一つの賭 を した。眼 下に雲一つな くロッキー山脈 が見えれば

「吉」、雲の 下で見えな けれ ば 「凶」、明 日の天気は悪 くてウスバ キは諦 めなければ な らな

い。

4時間後、大小無数の レー ク (湖 )の ある広い広い平原 を越 えてか ら、 (地 球上に ある淡

水の 3分 の 1は ここに集 まってい るそ うで、納得 がい く)や つとロッキー山脈 上空 に着い

た。雲の間か ら見える山々のてっぺんは雪をいただいている。晴れ ではないが ロッキーは

見える。「吉」で もな く「凶」で もない。明 日は可 もな く不可で もない とい うところか。バ

ンクーバー空港で機 を乗 り継 ぎ、 とうとうフォー トセ ン トジ ョン空港に降 り立った。天候

曇 り、標 高 1,000m。 空気がすがすが しい。 予約 していた レンタカーを受け取 り、慣れな

い左ハ ン ドル。お っかなびっ くリアラスカハ イウェイに入 り走行す ること 2時 間、 ビン ク
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マ ウンテ ンモーターイ ンにた どりついた。標 高 1,100m。 アラスカハ イウェイ沿 いの今夜

とり1日 、明後 日の宿である。 ()う 大丈夫、あ とは天候 の心配だけだ。 と思 つたのは大間違

い、この車では行けない事があ とでわかったのだ。

ピンクマウンテンモーターイン

ピンクマ ウンテ ンの登 山口近 くにあ り、ハイ ウェイをびんび ん走つている大型 トラ ック

の運 ちゃんの定宿 といつた感 じの木造 2階屋で古い建物であるが一つ一つの 部屋 は広い。

食堂で夕食 を注文 して出るのを待つている間、主人の Mr.Leeに 私の持参の地図を見せ て

ピンクマ ウンテンの道 を聞いた。 なにや らあつちのテー プル、 こっちのテープルか らひげ

ず 囁のお っさんた ちが集 まつて来て ・緒 に私の地図 をのぞ き込みなが ら術 を差 して道は教

えて くれ たが ,他 にぺ らぺ ら しゃべつてい る。「おまえの乗用車では行けない。道がでこぼ

こでひつくり返つて死ぬぞJと いっ

ているようだ。一 I sco― とい

うと皆安心 して元のテープルに戻つ

た。 このひげづ らのお っさんたちは

ピンクマ ウンテンのてつぺんにある

でっかいアンテナの管理 人で、 ここ

を定宿に している連中らしい。 さ―

どうす る。 レンタカーは Poorな 英

語 を使 つて、現地で借 りるのは骨が

折れるので飛行機の切符 と一緒に保

険な どまとめて安全に、面倒のない

思郭肇ここ

よ うに予約 しておいたのだ。手頃な四駆がほ しかつたが、 リス トでは確 認で きず適 当に乗

用 車を選んだのだ。その予約の時に、フ ォー トセン トジ ョン空港は ローカル空港で レンタ

カーが無いよ うな ことをいつていたが着いてみ ると 4社 もあつた。 しか も後でわかつた こ

とであるが手頃な四駆がおいてあ り現地で調達 して も十分間に合つたのだ。

ピンクマ ウンテ ンのて つぺん (ト ップ )は 諦 めな けれ ばな らないのか。旅に

付 き物 だ。 しか し,け がや死ぬ よ うな危険な ことは絶対避 けなければいけない

こまで来て諦められない。金がかか

つて ()仕様がない。Mr Loeに 大き

い 車を持 っていて ピンクマ ウンテン

の トップにつれていつて くれ る人を

捜 して もらお う。朝連れていつて も

らい、夕方迎 えに来てもらう。 この

ことを伝 える英語力はない。辞書首

つ引きで我が妻は文章を作つた。そ

オ1′ を見せ ると「わかつた、明 日朝探

そ う」 とい う。通 じたのだ。

麟 気
:跡

蛉
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宿の主人 ‖r.Leeと 私の妻そして ‖GCの 4輪駆動車



翌朝、我々は食堂にて軽い食事をとつていた。Mr.Leeは 「How are you!」 といった

だけで何 もいわない。車 と運転手は見つかつたのか しら? 少 ししてから、Mr Leeが「車

は私が私の車を運転 してピンクマ ウンテンに連れていきま しょう」 といつてくれた。オー

なんとすばらしい、サンキュウー、サンキュウー。

一 難 去 って また 一難

やがて M「 Iノeeの 4× 4。 MGCの トラックに乗つてピンクマ ウンテンに向かつた。途中

で Mr l」eoが い う。「プ ラ ックベ アー用 の スプ レー は持 ってい るか ?」

―そ ん な もの持 っていない ―・ 。しば し沈黙

―何処 かで買 えないのか ―

「この 辺 では 売つていな い」・・ しば し沈 黙

「クマ を見た ら大声 で叫べ ば よい」

一抹 の不安 が よぎる。

しば ら く行 く とま さ し く今 話 して い た クマが 路 上 に飛 び 出 し、 車を 見 る と後 ろ 姿 を残 して

走 り去 った。 車 で送 つて もらい 、6時 間 近 く妻 と二人 で クマ の 出 る と ころ に置 い て きぼ り

に され て しま う。 一瞬 私 の背 中 に電気 が 走 り、冷や 汗 が吹 き 出 した。 妻 の顔 を見 る と、 同

じ事 を考 えてい るの だ ろ う、顔 面蒼 白に な つ て い る。 も しクマ が 出 て きて 大声 をあ げて ()

逃 げな か つた ら。 車 が あれ ば 、そ こに逃 げ込 む こ と もで き るが。 Mr Leeは仕 事 が あ リタ

方 まで居 て くれ るわ け もな く、 またそんな ことを頼 む わけ に も行 かな い。

一Mr I」 ee、 together帰 る、妻 が怖 が つて い る、止 めた 一 Mr.beは び っ く り して 私 の顔

をのぞ き こみ 、納 得 した よ うだ。 トップ に着 いて か ら携 帯 電 話 で何 か話 を して いた。 仕 事

のや りく りを した のだ ろ う。 "I wait rOr 2 hours"と い うこ とで 何 とか 2時間だ け待 つ て て

くオ1′ 、 トップ (山 蹟)に 居 る こ とが できる 事に なった。

ピンクマウンテンの トップ

わずか 2日 の滞在が更に、2時 間に変わり大急ぎで駆 け回つた。その結果すばらしいお

イと畑は見ることが出来たが蝶はタカネヒカゲ 2頭 のみ採集する事が出来ただけで目的のウ

スバキは見ることも出来なかつた。でもタカネヒカゲも高山蝶。 ピンクマ ウンテンの トッ

プをみ られ′ただけで も OK。 そこはまさしくサ ウン ド オブ  ミュージックの如くの高山

植物のお花畑。 Mr I′ooあ り/J｀ と う。

ド|||し て麓で採集することに したが

どうも心残 りだ。 よし麓の採集は止め

て空港に戻 リ トラックを探 しに行 こう。

アラスカハイ ウェイを 160k m空 港 に

戻 り、 レンタカー屋にて何 とか poor

な英語を駆使 して交渉 した ら。取 り寄

せになつて Fridayに なるとい う。

一オーそれは我 々が帰る 日だ、何 とか

大きい車と今、替えられないか一

お花畑にて
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「隣の レンタカー屋 に在庫が あるか もよ。」といつて、美 しい金髪の レンタカー屋 の娘 さん

は隣の レンタカー屋 に、事の顛 末を話 して探す のを手伝 つてくれた。あつた、手頃の 4× 4

フォー ドの トラ ックがあつた。 幸い初めの レンタカーは 日数減 に して もらい、借 り替える

ことが出来た。美 しい金髪の娘 さんあ りが とう。

7月 7日  自力で ピンクマ ウンテ ン トップに 8時着。標 高 1,800m。 途中昨 日出会つたク

マ より大 きな クマに遭遇するが我々の車 を見る とす ぐ逃 げてい つた。今度 は車か ら離れ な

ければ怖 くない。 山頂 中心に東西南北、いわゆる颯 (し らみ )漬 しに、高山植物の花が途

切れ る ところまで降 りては登 りを繰 り返 した。絶対 ウスパ キは居 るはずだ。しか し居ないっ

タカネヒカゲ 1頭 のみ。仕方 がないのでバ キは居そ うも無いが、キア ゲハ がびんびん飛ん

でいるところで多少数を稼いでおいた。9種 21頭採集。 (別 表、採集記録の山頂、参照 )

お花畑よ り山頂、右の崖上に借 り替 えた トラ

ックが見 える

集まつて玉を作る不思議な高山植物

‖OSS CA‖P10N

ギ リギ リ山頂にて午後 4時まで粘 る。や るだけやつた。パキの姿す ら見えなかつた。パキ

を 1つ で もとるまでは、 と写真 もビデオ も余 り撮らなかつた。 ビックリす るような、 ||!高

い声でな くひ ょうきんでかわいい姿のプ レリー ドックや雷鳥に会えたのがせめて 1)の慰め

である。

麓のポイント
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やむ を得ず 下山、5時 、6時、まだまだ 日が射 してい る麓で は多数の蝶 が飛んでい る。

標 高 1,250m。 途中今度 はムー スに出会った。とい うよ り突然、車の脇 より前に飛び出 し、

見上げるよ うなでっかいやつが急プ レー キをかけた車の前を悠 々 と横切 つていつた。ぶつ

かつていた らど うなっていたことか。明 日は 2時の飛行機だ。H時 くらいまでな ら麓で採

集は出来る。

7月 8日  朝モー タイ ンをチェック

アウ トしてか ら再び麓のポイン トヘ。

18種 46頭採集。 (男 1表 、採集記録の

麓、参照)11時 まで粘 リピンクマ ウ

ンテンを後にする。

バンクーバー、ビク トリア

ピンクマ ウンテンを後にしてその後バ ンクーバーに行 き 7月 11日  隣町、 リッチモン

ドのステン ドグラスの大変美 しい教会にて息子の結婚式を済ま し、バンクーバー観光、キ

ャピラノ渓谷などを見て、バ ンクーパー島、ビク トリアに行 つた。 ビク トリアでは Whalo
watchingを 楽 しみ、プッチャー ドガーデン、パタフライガーデン等を見た。

バンクーバーの町 もビク トリア も色ん な人種 が活気の ある生活を営んでいる。人種 的偏

見は感 じられず。 目が合 うと挨拶 を交わす。 そ して町が大変きれいである。街灯にはたく

さん花を飾つたバスケ ッ トが下がつてお り。 さぞや維持管理が大変かなと思った。

市内の交通機 関のバ スや スカイ トレィン、シーバスな どが 6ドル払 えば 1日 乗 り放題、そ

して改札が無 くただで乗 ろ うと思 えば乗れ るがそれ は誰 もしない。 高速料 も無料で永住権
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を持てば病院 も無料。 ただ し税金 が高 く、払 う者 は払 い、恩恵 を受 ける者は受ける。 日本

の よ うに税金が我 々のために、 どこに使 われ てい るか良 くわか らないの と大違 いである。

アル コールは公共の場所では午前 11時 までは飲んではいけない。 11時か ら夜の 2時まで

飲 んでいいが、それ以降禁止で、びた りと飲み屋では売 らな くなる。 また、たばこのす え

ない場所 も多 く、みんなが平等に快適な生活 を送れ るよ うになつている。

帰路

7月 14日 ビク トリアのア ッ トホームなB&B

(13roa k rllst&Bc(1、 「1本 で民宿みたいな もの)に

て朝 日をさます と窓の外は曇 りだ。今回の旅で初

めて曇 りだ。毎 日好天に恵まれている間 日本では

大雨で大変だつた ようだ。で も今 日は帰路に就 く。

バンクーパー空港にて 15時ちょうどの予定の便

に乗 る。9時間後に成 田着、 日本時間 15日 の 17

時である。 日付変更線 と時差の関係で 14日 の午

後から 一気に 15日 の夕方、 日本に着く。 15日 の

朝は無 くなつたのだ。 カナ ダに来た とき得 した時

‖llは 帰 りにちゃん と損す ることになる。

ある玄関で娘 と私

おわりに

今回息子の結婚 式のついでにバ キ狙いで行 つたがバキはお ろかパル属 の姿 さえ見 られ な

か ったのである。 たつた 1日 半でモ ノに出来 るはずがなかつたのか もしれない。む し社の

記録 を見るといずれ も 1週 間は滞在 して、毎 日通い、全員数匹モ ノに している。今回は時

期的に も遅かつたのか、あるいは絶滅 して しまったのかわか らないが周囲には似た よ うな、

頂上付近 に残雪をいただいている山がた くさんあ り、その際 (き わ)ま で行 けば高 山植物

が咲 き乱れパル属が乱舞 しているに違 いない。少な くとも 1週 間あれば 5日 間は山に行 け
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るように して、 1カ 所 が駄 目

かかれ ないのか もしれ ない。

クの国カナ ダ、 (多 様 な人種 、

テーあ方、れ るカナ ダ、なん と

い と思 うのである。

(HAYASAKA, Kouji

な ら他に転戦す るくらいの姿勢 でな

最後 に私が感 じたカナ ダであるが、

異なった言葉が混在 しお互いが尊重

いつて も雄大な 自然があふれ るカナ

くては ′くキ様 に、 お 目に

自由の国カナ ダ、モザイ

しあつてい る)バ イタ リ

ダには必ずや 再び訪れた

〒244‐08H 神奈川県横浜市戸塚区上柏尾町 539・ 97)

Wttd Sw●I:●― :lPapr″ ο″りcI●ο
"●

rrarb)

fortorn Tri ld Bl'ue(Evcrcs mlmnla

F nfd]llry ( Iroloria .umto fuwson i I

／
／
／
　
レ

e>27r>U>

ri早

7>7.b^X6

ピンクマウンテン
モーターィン

2.-ft> l.i,g )gilrI6

概略図

英  名 (学  名 ) ■ lJ藉 汁 ● 者
D― us Ousk_3(Eフ 翡

“
″ぉ′

“
■

"′“
) ロマリテヨワ

千ア ケ ハ

)ro<Iu 1i3* Swtllo*il(Papilio comdercis ) アゲ ハ の 一 租

Vestom wh競 (Pο″′la●cc山
"rarls...ld●

″rarr) エンスンク ロンロテヨワ (凛入 型 ,

眈 Oc White(Pl″お ●呼
='セ

) ニンスン7ロンロテヨワの-41
zac lrltblc (Euchlu ouonidcs ruonidcs ) 7セツ千 の 一 薇 の 半

〕06崚 M日い:oじ
“
め′α rorra) 7モツ千の一■の半

lladcd Srlphu(Col16 phtldiu phtldicc ) iママモン子 の 一 楓 (猥 貫 ,

J― olet Su:phur(corlag.′
“

劇
")

′ハ メンンミ

hsitlr Bluc(Prc6"ls socpiolus omico ) リハ イロツシミの 絆 問

{qthm CGsnt (Plqrcidu caya) :｀こいこヨワモン、日不 に凛 当懸 L

ワフントにヨワモンの 押 間

*ty Cim(Polyguo progru) ′―
'7ハ

のP口 .4｀里

{ory ComlPolygonio gmcilk zpfunu) シータテハのIP間 、

Vtorins Cld.(Nynplul b annop I 千ヘリ
'ア

ハ

171cO_●・
Alpl●0(鵬b″ = ぬ̈ ) こヽ助 ケの仲間

llecon's Arctic (Ocu it rrucdni i )
'コ

旱ロ タの 仲間 、大型 (豪糧 )

iYlritc vcincd-Arstic(Ocreis bon algiir-
'力

旱ロ タの 仲 間

含  計   19■

ペニヒカゲ
アゲハ・・



イタリア蝶寸見記

三橋 渡

筆者は 1996年 夏、イタリアのチョウに僅かながらも接する機会を持つた。イタリアには 8月 23日 から

9月 1日 まで滞在したが、目的は出張ということもあり、限られている自由な時間の中では観光にかなり

時間を費やしたため、チョウ採集の方はささやかなt)の であつた。都市部とその近郊で採集 したに留まつ

たが、それでも日本には生息しない種類もいくらかネットに納めることができ、それなりの楽しみを味わ

うことができた。

本稿では、今後フィレンツェ等の都市周辺でチョウの採集観察を試みる人に少しでも参考になれれば幸

いと言う気持ちから、少し時がたつたが、当時の採集の模様 と採集できたチョウのリス トを記しておくこ

とにする。なお、最近の「多摩虫」のユーモア溢れる紀行文の傾向からははずれて生真面日な調子で ‐貫

している点はご容赦頂きたい。

(1)コ モ湖 (1■ke ComO)

チ」父田んヽらフランクフルト経由でその日の夜イタリアのミラノの空港にfll着 し、当地で一泊 した。翌日は

仕事の予定がなかつたので、午前中の汽車でスイスとの国境に近い高級 リゾー ト地コモ湖に向かつたが、

1時間弱で到着した。コモを採集地に選んだのは、3日 目の午後には出張先であるフィレンツェにはいら

なければならないという制約があるため、ミラノから気軽に行けるし、 しかt)あ る程度は採集できそうな

雰囲気を旅行案内書等から感 じることができていたためである。

駅からタクシーを使いホテルまで行き、荷物を部屋に置いてさつそく採集に出力■する。タクシーで来た

湖畔に沿つた道沿いと駅の近くのブルナーテ山 (Mt Bruna∞、標高 716m)での採集を目標にした。ま

ずホテルの前でモンシロチョウのようなӤ ″″を採集する。タクシーできた道を反対方向に歩いていく。

川べりに茶色いタテハチョウが 2、 3頭飛ぶ姿を見て緊張するが、庭の地面に止まつた姿を見ると何のこ

とはない、ヒメアカタテハである。ほどなくしてその近くで灌木の花に来ていた一頭を採集した。湖岸の

道路を進んで行くが蝶影は薄く、湖の景色をカメラに収めたりしながら駅近くの繁華街までたどり着いた。

スタジアム近くの草地で活発に飛ぶシジミチョウ科のチョウを見かけたが採れなかった。その時は種名の

想像もつかなかつたが、その後ウラナミシジミにたくさん出会つたことを考えあわせるとその種の口r能性

が十分ある。湖上定期船の発着所の横を通り過ぎなおも岸辺を進んで行くと右手に緑の多いブルナーテ山

の斜面に設営されたケーブルカーの発着駅があつた。ケープルカーは頻繁に出ており、数分で山頂に近い

終着駅までたどり着いた。実際に登つてみると麓から眺めていた時の感じとは違つて木々は多いt)のの斜

面の相当部分が宅地になつており、自然林や草地が少なく、昆虫にはあまり良くない環境の山であること

がわかった。おまけに空は曇りである。ともかく歩き回つてチョウを探すことにし、木々の多い住宅エリ

アを通る車道を登つていつた。しばらくは、花に来ていた派手な色のヒトリガ類のようなガー頭以外は何

も採れずにいたが、やつとジャノメチョウらしい褐色のチョウー頭とシジミチョウ類が少し柵で車道と仕

切られた草刈りをしばらくしていないような草地でちらほらしているのを見つけた。 しかし柵のそばまで

めったに来なかったために結局採れなかつた。なおも登つていくとイテき止まりの空間 (草地)に出た。そ

こは山頂直下で、その先は山の斜面で眼下のコモ湖の展望が良い場所であつた。この草地の周辺が一段低

い帯状の草地になつており、そこに降りてみるとチョウが結構飛んでいた。このころまでに天気が良くな

つていたことも幸いしたようだ。ウラナミシジミを見つけた時は、こんな北の地に南方系のこのチョウが
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いたっけと意外に思つたが、そのロホテルでヨーロッパの図鑑を調べたらしっかり載っていた。ウラナミ

シジミはここで他に ()い くつか日撃することができた。また、日本産よりかなり小さいキアゲハを 1頭採

集 した。石崖の土手に時々止まるヒカグの一種 仏爛ο″″″ぁcg′″)を採集、シジミの一種 lPaヶ ,″″加

icぃ ??)は草に止まった♀タイプの個体 (翅表面の地色が茶で、外縁付近にオレンジ色の斑紋からなる

帯を有する)を 目撃した。これら日本に産しないチョウに気分を申り激され更に周辺を探し回る。日本のフ

サフジウツギに似た房状の紫色の花をたくさん付けた花木にはヒメアカタテハがたくさん来ていた。その

横の草地ではヨーロッパアカタテハ (/massa醸山 aを 1頭採集。ジャノメチョウを追い力1ナ回してど

うにな採 集するが日本の本州産よりかなり小さい。赤みを帯びた 鋼 鉗 C`'はta)の完品を 1頭採集し

た日寺はとてもうれしかった。

翌日は、ホテルの周辺を少し歩いてみたが、くだんのフサフジウツギに似た灌木のいくつか生えている

場所があり、この花にはかなりの数のヒメアカタテハが集まっていた。その中に一頭のヨーロッパアカタ

テハが混 じつておりこれを採集した。

(2)フ ィレンツェ (Fi祀 舷e)付近

フィレンツェは、中世の町並がよく残されていて「町全体が美術館」とも称される美しい都市である。

月1事は毎日、 一日のうちの短時間で済むため、採集と観光にもそこそこ日寺語〕をさくことができた。中心部

のすぐ南には割合と緑の残つている丘が追つているし、北東部山地までは駅からタクシーで 30分 もかか

らないので、そういう場所である程度の種類のチョウを採集できた。中心部のすぐ南の丘とは、アルノリ||

に面した丘のことで、ミケランジェロ広場や、ピッティ宮殿等の観光スポットが点在 している。 ミケラン

ジェロ広場のあたりではオオモンシロチョウ、ヒメアカタテハくらいであったが、その奥には結構いろい

ろなチョウが見られた。斜面の大半は宅地やオリープ畑となっていて、それらの間の僅かのスペースに草

地や木立が残存 している。狭い道路のへりの草地にはん綽″
…

iCい ?、 ベニシジミ等がみられ、時折、
コキマダラセセ リ、モンシロチョウ、オオモンシロチョウが飛来してきた。数は多くないが、シータテハ

σ)種 Ob憾,凛″喀¢a)が宅地の高い塀にまとわりついて飛んでいたりした。今回の出張にはチョウ屋

のMttt)現 地で合流 していたが、彼とここを訪ね′た日には私は憧れていたクレオパ トラヤマキチョウ

鱈
"″

:ぞり 31etttrα )の♂が道路脇の草地を飛翔しているところを採集して気分をよくしたし、彼は同

じ地点でヒメシロチョウの仲間を一頭採集した。Pottη
“
″ 0鰤、クレオパ トラヤマキチョウともヨーロ

ッパでは南部でしか見ることのできないチョウで、日本出発前から狙つていたものであった。その他、ヒ

カゲチョウの一種 ごarattι

“

甲")や
M氏は日本にいないベニシジミの仲間を一頭採った。なお、2～

3 Fl後 に訪れた近くにあるピッティ宮殿敷地内のボーボリ庭園は広大で木々も多かつたが、ここでもクレ

オパトラヤマキチョウの♂やその♀と思われる個体が飛んでいたし、カクモンシジミに似た裏面の模様を

持つシジミが花に来ていたりした。

翌日 (8月 27日 )はM氏と近郊の山 (く だんの北東部の山地)に行つてみた。ポイントは勿論知らな

いから、朝、フィレンツェ中心部でタクシーに乗りこんでから運転手にフィレンツェ付近の地図を見せて

山地を指で指しそのあたりの大きな森林のある所まで行つてくれるよう頼んだ。車は山地にかかり、登つ

ていった。 しかし残念なことに山の斜面はほとんど開発されていて良さそうな環境は少ない。なかなかい

い場所が見つからないので妥協してある程度の雰囲気のところで車を止めてもらった。そこはフィレンツ

ェ近郊の Pumtouno(標 高約 ЮOm)と いう所であつたが運賃は 58,CX30リ ラモ)し た。運転手の話からは、

フィレンェ市の外に出ると、タクシーの帰還距離が長くなるので、片道料金のイ音を支払うという規貝Jがあ

るとかというためのようであることがわかった。まず道路脇の草原にはいつてみたが、さっそくシジミチ

ョウ類が飛び出した。Parr″″熔 (?)の仲間である。さらに進むと、ヒメシロチョウの仲間やヒメヒカ
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ゲの一種の姿がちらほら見えた。きのうまでとはうつて変わつて数が多く、気分も高揚した。チョウの写

真 ()撮 る。ここは今回の旅では最 もチョウの多い場所であつた。あたりは広い草原になっているがいくつ

かの区画のようなものに分かれており境界には灌木が生えていた。以前畑地か牧草地に利用されていたよ

うな区画もあり、区画によつて生えている草にも違いが見られた。歩き回るといろいろなチョウが出てき

た。オレンジ色を帯びたの力
“

もいくつか現れたが飛翔が速い上に短時間しか止まらないために採 りづら

かった。更に、チャマダラセセリの一種、ν″ra`α ″ゥ″、νttloraJyrrrra tt t)採 集できた。連れの M氏

は裏の銀紋の大きい′l型のヒョウモンチョウの一種を採つた。近くの森に 2人で行つてみたが、しつかり

した道が林内についており、しばらくいくと林床にシクラメンに似たきれいな花を付けた小さい草が無数

に生えている場所に出くわした。そこを過ぎると林の空間が現れ、そこには廃屋があつた。M氏は廃屋の

前の小さな草地の葉上に止まっていたシジミを採集した。するとこれがヨーロッパ唯一のゼフ、カシワミ

ドリシジミ (2レθttQ響″鷹7S)で あつた。わたしは色めき立ったがほどなく近くを飛翔するゼフつぽい感

じのシジミを目撃、これは残念ながら採れなかった。 ところがである。このチョウは数分おきに一JFt日 の

採れた草地の群落をなしているイラクサに似た草の葉上に飛来したのである。一頭採つて数分後に付近の

集上を見るとまた見つかるのであつた。このため2人 とも難なくいくつかの個体を得ることができた。た

だし時期の末期 ということで飛び古した個体ばかりであつた。あとでヨーロッパに広く分布する普通種で

あることを知つたが、初めて採るゼフィルスはいいものである。ここでは ミドリヒョウモンも採集 した。

草原への帰路、森の中でM氏がジャノメの類 御物″励 ″Sp.)を採集。今回のイタリアでの採集品の中で

は、大きく、また羽の模様も日本のチョウのノくターンではないので、とてもいいチョウに思えた。あたり

を見るとなんと ・力所に5頭ほどもまとまつていて, 大木の幹や枝にまとわりつくように飛んだり幹や枝

に lLま つたりしていた。樹液に来ていたのだろう力、 このような行動をしている時には我々の短い柄のネ

ットは到底届かなかつたが都合のいいことに、時折かなり Fま で降りてきて下草などに止まるのでその時

にネットインできた。午後の用事に間に合うように 12時半頃で採集を切 り上げ、近くの店の店員にタク

シーを呼んでもらつてフィレンツェに戻つた。この Puratolilloでの採集は今回の旅での採集の中では最も

充実したものであつた。どうもフィレンツェの北東方向のこの山地にはこの村と似たようなチョウ相の場

所があちこちにあるようなので(私の別な友人はこの山地の一画で同時期にほぼ同じ様な種類のチョウと

ョーロッパタィマイを得ている。)、 フイレンツェにイ予く機会のある人はこの山地の適当な斜面で採集する

の ()悪くないと思う。

なお、上の紀行文中に出てくる種名や属名はその場ではわからなかつたものが多いのが実際のところで

あった。

最後に注意を一つ。イタリアの大都市にはスリが非常に多く手口を知らないと簡単に被害に遭うので気

をつけたい。かく言う私も今回地下鉄内でウエス トポーチを知らぬうちに開けられ、中の現金等を盗まれ

た。しかし、その手口はパターン化しているものが多いので予備知識をしつかり頭にいれておくとほとん

ど防げる。普通遭遇するスリには大きく分けて 2つのタイプがある。最も多いのがジプシー民族の女、子

供の数人のグループである。白昼、繁華街、観光スポット等を歩いていると手にダンボールの切れ端 (フ

ランスではこれが新聞紙になることがある。)を持つた一人を含む数人のこのグループが寄つて来て何やら

話し力■する。ここで立ち止まって相手をしていると、そのダンボールをウエス トポーチの上に持つてきて

空いているもう一方の手を死角 (ダ ンボールの下)に伸ばしチャックを開けて中身を素早く抜き取るので

ある。その間、グループの他のメンパーは相手の注意をウエストポーチから逸らすための演技をし、例え

ばこちらにいろいろ話しかけ続ける。もう一つのタイプはジプシーとは別のグループで、まず一人が話し

かけてきたり、体を触つて来たりして相手の注意をそちらに引きつけている間にその男の反対側から寄つ
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て来た仲間のもう一人がウエストポーチやポケットの中身を抜き取るという手口である。私がやられたの

は後者のタイプで、帰国前日のミラノの地下鉄内であった。車両に乗り込んだ途端にだれかが後ろから左

肩を触ってきた。首を後ろに回して肩のあたりを見ると男が指で触つていることがわかったが、その後も

執拗に触るので肩に何か着いているのかと思つて自分の手でそのあたりを撫でてみても特に異変は感じな

かつた。男は車両の ドアが閉まる寸前にホームに降りてしまいほどなく電車は出発した。私は座席に腰を

下ろしたが、ゃつとウエス トポーチのチャックが開いていることに気づいた。 しかし、中を見たら入れて

いたものがほとんどなくなっていたのである。ここで初めてスリにやられたことに悟つた次第。あたりを

見回すとウエス トポーチの中にはいっていた書類等が数枚車両の床に落ちていた。肩に気を取られて振り

返つているうちに別の人間が私の前の方からチャックを開けて中身を抜き取り電車が発車する前にホーム

ヘ逃げていったのだろうということに思いが至った。ジプシーは一度襲われると2度 日からはすぐ見分け

がつくようになる (一人がダンボールの切れ端か新聞紙を持つているし、女。子供のグループであるから。)

し、近づいてきてもすぐに離れるようにすれば問題ない。また、声を出す、手を振りかざす等の威嚇をす

ればまず間違いなく逃げていく。小生はフィレンツェで数回、ミラノでも一回ジプシーがそばまで寄つて

きたが難なく逃れていた。後者のタイプの場合でも、話しかけてきたり、触つてくる人間には相手をせず

すぐにその人から離れるということを心がければ、まず被害に遭わずにすむ。話しかけてくる人間の相手

をしないというのは日本での感覚ではマナーに反するような感じがするがスリの多い国では自己防衛のた

めにやむを得ないことと言えよう。この様に普通のスリから逃れることは難しくないのではあるが、しか

し、イタリアの特に大都市では、ウエス トポーチを目当てにスリが寄つて来るので、一般的には使わない

かまたは貴重品は入れないというのもよいことである。

(チ ョウ採集品リス ト〉

学名は Collitt ield guide But“ rnies ofBntain&EuЮpe(lbbu■ 1997)|こ よった。 また、同定も

主にそれによつた。

1.′ψ′rro tth翻  (キ ァゲハ)

1♂  コモ 24-Ⅷ

2 PIarls brassra“ (オオモンシロチョウ)

2♂♂ 1♀  フィレンツェ・ ミクランジェロ広場裏山 26-Ⅷ
l♂ 2♀ ♀ PratobЮ 27-VE

3.ル″″ノα″
“

(モ ンシロチョウ)

l♂  コモ 24-Ⅷ

l♂ フィレンツェ・ ミケランジェロ広場裏山 26-Ⅷ
4.Иr=響″

“
グ (エ ゾスジグロシロチョゥ)

1♂  コモ 24-VB

I♂  コモ 25-Ⅷ

5.Gο″as ε
“

α

l♀  コモ 24-Ⅷ

3♂♂ 1♀  PratOlino 27-Ⅷ  (う ち1♂ ;写真 1)

6.動 ″″′″ε:ettrra(ク レオパ トラヤマキチョウ)

1♂ フィレンツェ・ミケランジェロ広場裏山 26-Ⅷ (写真2)

7. I`′″aレα sp
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2♂♂2♀ ♀ PratOlm0 27-Ⅷ

is′″■ρ′sの 可能剤三が高い。

8."―

“

ara_ (カ シワミドリシジミ)

2♂♂ 1♀  1■威olino 27-VE(う ち 1♂ ;写真3-4)

9.″
““

α″raFas(ベニシジミ)

3 oxs.フ ィレンツェ・ミクランジェロ広場裏山 26-VE

3 exs. Pratoun0 27-V■

10.レ″′″sb“掟
“

(ウ ラナミシジミ)

3♂♂ 2♀ ♀ コモ 24-VE

l♂  フィレンツェ・ミケランジェロ広場裏山 26-Ⅷ

H.oraヵゥα aPgO魅 (ル リシジミ)

1♀  コモ 24-VE

l♀  Pratol面 0 27-VI

12.あい輌 松
=∞

郎 ?

2♂♂ フイレンツェ・ ミケランジエロ広場裏山 26-VE

4♂♂ 3♀ ♀ Pratohno 27-VE

ヨーロッパには本種に似た種が分布するので、複数種が混じつている可能性 t)少 しある。

13.bessaarararra(ヨ ーロッノくアカタテハ)

l ex コモ 24-VE

l ex. コモ  25-VE

14.励ω
"ca■

JarJ(ヒ メアカタテハ )

4 ex3.  コモ  24-V■

l ex.コ モ 25-Vロ

15.′ο卿
“
″Cra

l ex フィレンツェ・ ミケランジェロ広場裏山 26-Ⅷ (写真 5)

16.ル,"″お

""′
α (ミ ドリヒョウモン)

1♂ 1♀  PratobЮ 27-VE

17.睦″
`″

α″物

l ex.Pratolino 27-Ⅷ (写真 6-7)

18.物 κ力fα Sp.

2♂♂ PratOm 27-VE

″ヵ♂の可能性が最も高い。

19.Й″ο′sdび2,(ジ ヤノメチョウ)

1♂  コモ 24-Ⅷ

20.M勧わraJy″″α

2 exs. PratohЮ  27-V■

21.G“″αψ

"α

′

“

″ブ崚

3♂♂ Pratouno 27-VE

22. Paraga aagaP7α

l♂  フィレンツェ・ ミケランジェロ広場裏山 26-Ⅷ
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1♂  Pratolin0 27-Ⅷ

23. Iバiommta″qrttα

l♂ 1♀  コモ 24-Ⅷ (う ち 1♀ ;写真 8)

1♂  フィレンツェ・ミケランジェロ広場裏山 26-VE
24. ィン●●4'Sp

2 exs.Pratom 27-Ⅷ (う ち l ex.;写真 9-lo)
25.α力′配しs昭″rPr(コ キマダラセセ リ)

1♂  フィレンツェ・ミクランジェロ広場裏山 26-Ⅷ
千葉・築山 (B%)'は ヨーロッパ産の本種をコキマダラセセリとは別種の0ゎ電″arSと している。

・ 千葉秀幸 。築山洋 (1996)ユーラシア産コキマダラセセリ属の再検討.Butterflies(14):3・ 16.
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▲ミケランジエロ広場に立つ筆者

(MII〕 UルSHl,Wataru 〒305-0031

(1"6年 8月 26日 )

茨城県つくば市吾妻 1‐∞ 3・ 223)
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カ ロン・ア・オ・イ・ 2・ 題

麻生 のりあき

1.ラ ンヨウアオイ

植物の来た道 前川文夫 八坂書房

という本を読んで気がついたことがある。「カンアオイ類の分化と分布」という項で「近年今一つ別のカン

アオイが青森県東部から発見された。発見者から届いた生品をみてそれがランヨウアオイとわかった時に

正直のところ我が目を疑ったほどである。というの (〉 従来の分布は南関東の丹沢山塊と愛鷹、箱根、天城

の古い諸火山、これ′を越えた静岡県の富士り|1下 流の低山地に限られていたし、これに近似 したものはどこ

からも見いだされていなかったからでもあつた。はじめははたして真の自生地であるかを疑ったほどであ

るが、どうも人為がその間に加わった恐れはないとするとこの奇妙な分布の示す歴史が解き明かしを要す

る重要事になってきた。」として何故青森県にランヨウアオイが飛び離れて分布するのかを、青森か南関東

のどちらかの祖先種が 60万年から300万年をかけて移動 し、その間の分布が氷河期に絶滅 したとか、訂I

川博士らしくない自信のなさそうな苦しまぎれの説明をしている。納得のいく説明をご本人自身できなか

つたようだ。ところが最近私はこのことに関して、次の本を読むことによつてこれに違いないというはっ

きりした理由がわかったのである。

ランヨウアオイの異常な分布                      
‐

街道をゆく3 陸奥のみち、肥薩のみち  司馬遼太郎 朝日文芸文庫

江戸時代の南部藩 (なんぶはん)は今の青森県八戸の辺りから岩手県全部を領地としていたが明治維新に

人戸周辺が津軽藩の領地だつた青森県に入れられてしまった。人戸が南部藩の発祥の地でやがて中心は盛

岡に移つたのであるが、そもそもの祖先は鎌倉時代に今の山梨県の南部町 (なんぶちょう)から海を渡つ

て北へ向かい、人戸へ上陸 したのである。「上陸早々の南部氏は中国史における匈奴のようなもので武威強
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人になり南下して久慈一帯を武力で併呑 してしまつた。」そしてやがて岩手県全体を領有するのである。青

森の一部と岩手県のルーツは実は山梨県の南部町にあるのだ。富士川流域で身延沿線の南部町はギフチヨ

ウの産地であり、そのギフチョウはランヨウアオイを食する。南部町にはランヨウアオイがたくさん自生

しているのである。ここまで言えば何故青森県の人戸付近にランヨウアオイが飛び離れてあるのかがおわ

かりだろう。

私はこのことを前川博士に教えてあげたかつたが、氏はもはやこの世の人ではない。おそらくあの世でも

まだ首をひねつてこのことを考えておられるだろう。なんとか伝える方法はないものだろう力、

2.ゼニバサイシン

千葉県でゼニバサイシンが見つかつた

昨年 (19CJ9年 )の 6月 に仁平会長、仲西氏、そして千葉県銚子市にお住まいの会員根本富夫氏と ‐緒に

南アルプスのふもとへ蝶類の調査に行つた。その時に根本氏から銚子市にゼニバサイシンが自生している

のが発見されたということを聞き、ぜひ見本をくださいとお願いしておいたところ、後日標本と文献をい

ただいた。

ゼニバサイシンは前川博士によつてヒメカンアオイの変種とされておリキソジノカンアオイ、キンキカン

オイとも呼ばれている。名前の通り銭のように丸くて小さな葉をしておリー見して他の全てのカンアオイ

と識別出来るほど特異な姿をしている。

昨年(19991の 5月 に仁平、倉地両氏とギフチョウの観察に行つた岐阜県大野郡白川村と河合村の間にある

天生峠 (あ もうとうげ)の湿原に自生していたのはこのゼニバサイシンだった (全ての文献を見たわけで

はないがこの産地は未発表だと思われる)。

ゼニバサイシンは長野県、岐阜県、静岡県、滋賀県、二重県、和歌山県から発見されており銚子市はもと

より関東、東Jヒ、北海道からは見つかつていない。ゼニバサイシンはヒメカンアオイの変種とされている

だけあつて、その自生はヒメカンアオイの産地かその周辺に限られる。銚子市は飛び離れてゼニバサイシ

ンが見つかつた特殊な場所で全く想像もつかなかつた場所ということになる。千葉県ではそれまでカント

ウカンアオイただ 1種の自生しかないとされていたのである。

ニバサイシン



千葉大学海洋センター年報 10号 (199fJ)に 福田泰二・鶴岡 繁氏によつて発表された「銚子市郊外に発

見されたゼニバサイシンについて」というレポー トでは、11)86年に蝶類研究家の根本富夫氏から鶴岡氏に

情報がもたらされ、根本氏は銚子山野草同好会からの情報で知り、植物の愛好者の間ではさらに何年か前

からこのカンアオイの存在が知られていたとしている。福田氏らの依頼で東京大学総合研究資料館の大場

秀幸博士が同定した結果ヒメカンアオイの変種のゼニバサイシンとするのが妥当という結論に至った。市

内では5ヶ所で確認されており、発見された場所はスギ、クロマツの植林地またはかつてそうだった所で、

ド刈りなどイテなわれず長く放置されコナラ、ヒサカキ、イヌツグなども混じつた林床にはミヤマウズラ、

シュンラン、ヤブコウジなどがありあまり人が人らない場所だと書かれている。

私は前記のランヨウアオイのこともあり、本来あるはずがないところにあるということは人為的にもたら

されたということをまず考えなくてはいけないと思い、寸
~で

に知られているゼニバサイシンの西日本の産

地と千葉県銚子市の関係について考察してみた。

銚子と紀州

伊豆半島、房総半島は黒潮に乗つて紀伊半島から人や文物が伝えられたために多くの共通項があることが

知られている。

日本地誌第 8巻 千葉県・神奈川県  (日本地誌研究所) によると

「銚子の外海漁業の先駆的開拓者は紀州漁民であつた。のちに銚子漁業の中心となる飯沼村 (現在の似ヒ子

魚市場付近)は 1594年

(文禄 3年)に 27軒の

小村にすぎなかったが、

ここに正保年間 (1644

～ 1647)|こ 紀州漁民が出

漁してから、年々春から

10メ 1頃にかけての同地方

からの出稼ぎ漁業がみら

れるようになり、元禄年

間 (1688～ 1703)に はノヽ

手0ま ちa漁船を主とする

数十艘の漁船が紀州、泉

州、摂州から出漁した。

生産された肥料用千鰯

(ほ しか)は当初漁船によつて輸送されたが、出稼ぎ漁業の盛行 とともに干鰯商人()(紀り11な どから)Hl
稼ぎするようになり、年々その数を増や していった。 (中略)こ うして飯沼村は漁村として発展し 1750年

(宝暦 2年)には家数は 1774軒を数えた。

一方、1656年 (明暦 2年)に紀州から来た崎山次郎右門によつて、築港と計画的町づくりがなされた銚

子半島南岸の高神村外川浦にも多数の紀州人が来住 し、1733年 (享保 18年 )には同村の人口は 591軒

49%人であつた (千葉県史料所収高神村旧記)。 1754年 (宝暦 4年)の外り|1浦網方商人 226人 中紀州出

身 205人、泉州出身 14人、外川近在出身 7人であつた。」

ということであり銚子の漁業は紀りヽ‖人によって始められ発展 してきたのであり、江戸時代に大量の紀州人

が銚子に移住 してきたことがわかる。

魚潮″フ
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そ して銚子の漁業と並ぶもう一つの重要な産業である醤油の醸造も紀り11和 歌山県がその発ネ羊の地なのであ

る。

郷土資料事典 。12千葉県  (人文社) に

「摂津西宮出身の田中玄蕃が元和 2年 (1616年 )に、紀州広村の浜口儀兵衛が正保 2年 (1“5年)にそ

れぞれ醤油醸造を始め」とあるのが現在の銚子のヒゲタ醤油とヤマサ醤油の誕生の日寺である。

和歌山県の有田市の南に湯浅町があるがここは

'二

戸時代にイヽ官所が置かれ′ていたほど栄えていた。この地

で作られる湯浅醤油は紀州藩の保護を受け醸造元も40戸を数え「富戸豪商軒を並べ」係己伊風上記)と う

たわれるほど街は繁盛 していた。 ここから江戸、大阪へ盛んに醤油が送られていたのである。ところが湯

浅町では現在は全く衰退してしまつて手作り醤油として細々と製造されているだけである。代わりに千葉

県が醤油の日本最大の生産地になつた。ヤマサ醤油の浜口儀兵衛の出た広村とは今の広川町で湯浅町のす

ぐ南である。

ゼニバサイシンとギフチョウ

ゼニバサイシンは和歌山県では北の橋本市から南の本宮町まで局地的ではあるが広く分布しているとされ′

ている。和歌山県から千葉県銚子市に江戸時代に漁業や醤油の醸造を通じて多くの人や物が移動した。そ

の中に江戸時代は徳川家の紋章でもあつて古典園芸植物としてもてはやされ、高い値段で取引もされ、さ

らには漢方の材料でもあつたカンアオイが移住 した人達によつて紀州から銚子に運ばれたことは容易に想

lraがっく。特にゼニノ`サイシンは日本のカンアオイ類の中でも最も小型の一種で姿が可愛らしく園芸植物

としても価値がある。その葉の表面が自銀の品種が銀葉と称して今も園芸店で売つていて私も栽培 してい

る。銚 チ市の妙福寺境内には「紀州人移住碑Jも あるほど紀州と銚子は関係が深く、和歌山県・二重県か

らは黒潮に乗つて千葉県の海岸地帯に古来から多くのものが渡来 し、人間だけではなく自然の生物ももた

らされている。

銚子市でゼニパサイシンが見つかつた 5ヶ 所の一つに「猿田」というところがある。ここには猿田神社と

いう観光ガイ ドプックにも載つている古い社がある。大同 2年 (807年)の創建と伝えられているので紀

州から人々が移住する以前からあるのだが境内にはスダジイを主体にアカガシ、モチノキなどの大木がう

っそうと茂リヒサカキ、カクレミノなどが密生してお り境内全域が天然記念物になつている。この中には

紀伊半島から黒潮に乗つて伊豆半島、房総半島と渡つてきた植物もあるであろう。この神社が紀州人達の

氏神様だとしたら、その近くで見つかつたゼニバサイシンが紀州からもたらされたということをなお一層

イ言じることができそ うだ。

▲銚子のゼニバサイシン ▲岐阜県高根村のゼニバサイシン
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"`子

で発見されたゼニパサイシンは水分の少ない土壌に生えているとされているが、私が見た岐阜県白川

村天生峠のゼニバサイシンは ミズバショウの咲 く,鋭の淵に生えていた。岐阜県高鷲村の蛭ヶ野高原もギ

フチ ョウの産地で昨年観察 したところ、当地のカンアオイはヒメカンアオイとされているが、ヒメカンア

オイとみなされる個体もあるが、ミヤマアオイとゼニパサイシンおよびその中間と思われる個体もあると

い う複雑な様相をしている。蛭ヶ野高原のギフチョウの産地は名前の通 り蛭がいるほどの湿地帯である。

そ して二重県在住の知友か ら二重県各地のカンアオイの見本を送ってもらつたところ、ギフチョウの産地

として知られている上野市千部のカンアオイはまさしくゼニバサイシンだった。生えているところは田ん

ぼのまわ りで杉林との境の じめじめした場所だとのことだった。私が見るところではゼニバサイシンは ヒ

メカンアオイの寒地および湿地対応型ではないかと思われる。地 下茎が横にはつて殖えるのは種子がこぼ

れて ()湿地の水中では発芽が困難なためであろう。とすると銚子市では水分の少ない 七壌に生えていると

い うのはおか しいので、これ も他から移植 されたと判断 される理由である。

▲蛭ヶ野高原のゼニバサイシン ▲蛭ヶ野高原の自生地

▲三重県上野市千部のゼニバサイシン          ▲園芸種のゼニバサイシン

ゼニバサイシンはその同定が難しく藤澤正平氏の「ギフチョウとカンアオイ」でも本種のためにかなりの

ページを割いていて、産地も列挙してあるが静岡県の天竜り|1周辺・浜名湖周辺は清 邦彦氏はヒメカンア

オイとしているとし、和歌山県の竜門山も多田 豊氏はヒメカンアオイとしたほうがよいとしていると書

かれている。ヒメカンアオイ、ミヤマアオイ、ゼニバサイシンは判定は難しいとされているが、ゼニバサ

イシンについてはかなり際だつた特徴があるように私は思 う。ただ確かにそれらの中間型ではないかと思

われるものもある。

そしてゼニバサイシンを食する天生峠のギフチョウは発生が他の産地より遅くて 6月 まで飛んでいるが、

▲三重県上野市千部のゼニバサイシン
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蛭ヶ野高原のギフチョウも標高が800メ ー トルしかないのにやはり6月 まで飛ぶほど発生が遅いのである。

(夕賀上野市千部のギフチョウも発生は 4月 20日 頃で付近の他の産地よりt)遅い。さらにこの小さな葉の

ゼニパサイシンを食するギフチョウは特異な斑紋がでることで知られている。蛭ヶ野高原のギフチョウは

後翅の赤斑が上がっている個体が多く、天生峠では一昨年 (1"8年 )真っ黒なギフチョウが出現して驚か

された。 上野市千部のギフチョウも斑紋が少 し変わつている。DNA解析をすると普通のギフチョウとは

,生 った結果が出るということだ。ゼニバサイシンを食べているギフチョウは面i白 いのである。

後日談

これでこの稿は終わつたのであるが、数日後書庫を整理していると、前川文夫著「日本の植物区系」エリ||

大学出版部 という本がでてきたのでばらばらとめくつていると異様な地図が載つているのが日に入つた。

右の地図は「カントウカンアオイの分布と 10万 111前の陸地との関係」と題されている。斜線の部分が当

時陸地だつたところで白い部分は海である。東

京の中心部と関東の大部分は海だつたのである。

斜線がさらに引いてあつて濃くなつている部分

はカントウカンアオイが分布しているところで

ある。三浦半島と房総半島の先端は陸続きだつ

たので今も両方にカン トウカンアオイは分布し

ている。東京の西北部と二浦半島の間の神奈川

県に分布の空白部があるのは陸が海没 したため

分布が途切れたのだということがこの地図から

わかる。確かに南部を除く横浜市と川崎市には

カントウカンアオイは無い。それよりも私の日

を引いたのは千葉県の銚子のあたりが 10万年

前に飛び離れて島だつたことである。銚子市で

ゼニバサイシンが発見され発表されたのは前川博士の没後 (1984年逝去)であるが、もし御存命だつたら

"ヒ

子にゼニバサイシンが自生している謎をたぶんこの地図を使つて私たちに説明されることだろう。博士

にはこちらからは言葉を届けることは出来ないが、彼岸からいつく)メ ッセージを送つてくれているのであ

る。

(だ30,Norねki 〒215・剛  神奈川県川崎 II'麻イL区金程 1・ 37‐ 27)

《広告》

グループ多摩虫の会誌である「多摩虫」に投稿しませんか?

採集記、研究、論説、エッセイ、表紙の写真、短報などなど、虫に関する ()のであれば、幅広く受け付

けてお ります。掲載された方にはもれなく掲載号を 1部贈呈 します!!「 {)つ と欲 しい !」 という方は、

実費で相談に乗ります。原稿の送付先は巻末参照のこと。お待ちしています。

三
浦
半
島

Ｑ
Zヨ 10万年前の陸地

圏夕鳥
ウカンアオイ

当時の海

東 京
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多釦隆空Иι開 卿 7-零 <短報>

北陸地方の ヒメアカタテハーその越冬について一

仁平 勲

Ю
"年

春に北陸地方にて採集の機会を得た。その際、下記のようなヒメアカタテハの越冬成虫を観察・

採集しているので報告しておく。

(データ) 1♂   富山県大沢野町寺家公園 12-Ⅳ -1999

1頭 日撃 石川県金沢市湯湧温泉 13-Ⅳ -19" <加 藤 智薦>

近年ヒメアカタテハは、松井 安俊、松井 英子両氏等により、決まった越冬態を持たずその地に適応

したステージにおいて越冬する事が確認 され発表されている。百万イ「蝶談会の石川県金沢市在住、松井 11
人氏によれば北陸地方では、幼虫、蛹における越冬は不可能で、成虫においての越冬についてはその可能

性すら考えてく)みなかったと述べている。氏の私信によればイf川県にて次の `kう な ::Lぃ 記録がある。

1lex 石川県金沢市東原 15-Ⅳ -1979:lex 石川県門前町滝又 27-V-19891
前者は恐らく越冬個体と思われる。後者は越冬個体か、11く に産リドされ生育の早い第一化のllll体 か判l断に

苦しむところである。今のところ隣県富山県では、早期の記録としては次のものだけであり、それらは全

て第 一化の個体と思われ、越冬個体とおぼしき記録は見出せない。

〔lox 富山県高岡市二上山 15-Ⅵ -1969;lex 富山県魚津市天神山 16-Ⅵ -1969:1♂  富山県富

山市呉羽山 23-Ⅵ -19831

石川、富山両県における早期の記録はいずれも低山地か海岸よりの都市近郊に集中してお り、積雪、温

度等に微妙な影響を受けていることを物語つている。今回筆者が得た個体はそのスレ具合、汚損度からし

てまぎれ もなく越冬個体であることがうかがわれ、過去の記録等から判断しても暖カル 年ヽには北陸地方で

く)ヒ メアカタテハが成虫越冬している事はまぎれもない事実であると思われる。

末筆ながら色々御教授いただいた百万石蝶談会の松井 正人氏に厚く御礼申し上げます。

【参考文献】富山市科学文化センター編,1998.「富山県のチョウ(1)J:p97‐ 98

(NIHⅢA Isao 〒180‐0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町 3‐ 13・6)

茅 ヶ岳山麓でクロコノマチ ョウを採集

仁平 勲

筆者は 1999年夏、山梨県茅ヶ岳山麓においてクロコノマチョウの夏型を採集 したので報告しておく。

(データ) 1♀ 山梨県北巨摩郡穂坂町柳平 30-VE-1999

当日、多数のクロヒカゲモドキに混じって飛翔していたもの。後日産卵にかけ未交尾である事が判明し

たぅ本種の北上を明確に物語る記録の一つであると思われる。

(NIHIRA I撻o 〒1∞・∞

“

 東京都武蔵野市吉祥寺本町 3‐ 13‐ 6)

47



3月 中旬に東京都高尾山麓でベニシジミの交尾を観察

原田 慈照・塩田 忠利

筆者らは、3月 中旬という比較的早い時期に、東京都高尾山麓においてベニシジミの交尼を観察している

ので報告する。

1999年 3月 16日 、東京都八王子市南測 |1町大築標高 2600の畑の一角で、ベニシジミを発見した。そ

の頃に続いた好天候のためか発生数は多く、早くt)破損した個体が見受けられ最盛期と呼べるような状況

であつたが、そんな中、塩田が本種の交尾の瞬間を目撃した。時刻は 12時 23分、2頭でもつれるように

飛んでいた本種の内 1頭(♀ )が ド草 11に静 Jlし 、すぐにく)う 1頭の個体(♂)が ♀の隣に同じ向きで静 lに 、間

髪を入オ■ずに腹部を鉤状に曲げて結合、その後反対向きに直つた。この間わず力ヽ こ2秒程度で、本当に一

瞬の出来 ,卜であつた、原lllがその個体を故意に飛び立たせたところ、←♀+♂の形式で約 (X)cmの‖1離 を

飛翔した。再度同様に飛び立たせたところ、やはり←♀+♂の形式で約 ∞ cmの距離を飛翔 した。

なお、原田は当日同所において、本種がスイパの根際付近の小朽木片に産卵する場面も日撃しているので

追記しておく。

(陶RI)A,Yosh"ru 〒181C)14 東京都三鷹市野崎 2‐ 16・ 5)

(SHIOTA,Ъdatosh 〒903・0129 沖縄県中頭郡西原町千原 59千原寮海邦 A・ 105)

アオスジアゲハの生態 2題
原田 慈照

(交尾個体の目撃例)

1999年 6月 9日 、筆者が東京都八王子市高尾町案内鰈 高 200ω を訪れた際、樹高約4mのウワミズザ

クラと思われる樹を叩いたところ、約 35mの高さからアオスジアゲハの交尾個体が飛び出し、距離にし

て約 1.5m離れた樹の、高さ約 2mに位置する葉先に静止した(午前 H時 35分)。 飛翔形式の確認のため

付近の樹を叩いて故意に飛び立たせたところ、←♀+♂の形式で約5mの距離を飛翔し、竹の樹高約2m

に位置する枝ω  llに 止まつた。再度故意に飛び立たせたところ、やはり←♀+♂の形式で約 15m t)の 距

離を飛翔 し、クワの樹高約 15mに位置する葉上に静止した。

捕らえて確認 したところ、♂は通常よりも小型な個体で、擦れ 。破損が見られたのでおそらくは羽化後日

数を経ているものと思われた。♀は♂に比べて一回り以上大きく、わずかな破損があつたものの比較的新

鮮な個体であつた。

なお当日同所において、午前 H日寺55分に、 1頭のテングチョウがエノキの新芽に産卵するのを目撃して

いるので、併せて書き留めておく。

〈夜間の燈火飛来例〉

Ю

"年
7月 31日 、筆者が東京都八王子市高尾町高尾山を訪れた際、ケープルカー高尾山駅(標高 47()

m)の天丼に静止していた本種 1頭を確認 した (午後 21時頃)。 おそらくは燈火に飛来したものと思われる。

数時間後に見た際には、既に飛び去ったのかいなくなつていた。同口、ケープルカー清滝駅(標高 2∞m)

においてもタモ (恐 らくオニグモ)の巣に掛かつていた本種の死骸 (1頭)を確認したが、これ1)燈火に

飛来したものであつた可能性がある。

(HARAl)A,Yoshi"ru 〒181α)14 東京都三鷹市野崎 2・ 16‐ 5)

48



ヒメアカタテハ及びイチモンジチョウの夜間燈火飛来例

原田 慈照

・1"9年 7月 31日 午後 10時頃、東京都八王子市高尾町高尾山・表参道 神変堂付近(標高 480m)におい

て、燈火に飛来して路上に静止していたヒメアカタテハ 1頭を確認し、同行の川日 悠太氏が採集 した。

。1"9年 8り 15日 午後 1()時 22分、東京都八王子市高尾町高尾山・表参道(標高 470・ 5201Dにおいて、燈

火に飛来したイチモンジチョウ1頭を筆者が採集 した。

(HARADA,Yoshteru 〒181・∝)14 東京都三鷹市野崎 2・ 16‐D

東京都江東 区で ミヤマ カラスアゲハが発生

須藤 正弘

筆者は東京都江束区の自宅において、 ミヤマカラスアゲハの蛹を採集・羽化させているので報告する。

(データ) 東京都江東区住吉2丁 日

。1999119月 上旬, 2蛹採集 (他 2虫晰殻及びナミアゲハ 1蛹確認)→ 1♂ (夏型),1999年 9月 21日 羽

化 :1♀ (夏型),1999年 9月 25日 羽化

・聰
"書

19月 12日 ,2蛹採集 (ほか 1前蛹確認)→ 1♂ (春型).19"年 H月 10日 羽化 ;1♀ (春型),19"
イF llナ1 18 日]]化

9月 L句 (■1確な日付は失念してしまつた)に発見したく)のは、いずオtt)ハ マセンダンで直接蛹化してい

た。この発見以降に、庭の掃除を兼ねて詳しく調べた際に採集したのが、9月 121Jのデータの ()の であ

る。その内の 1前蛹は、発見の数日前に吹いた強風で吹き飛ばされたのか、サボテンの上でぐったりとし

ており、後に蛹化 したものの左右非対称の形状であつたので、回収はしなかった。

実際には、蛹を採集する以前に、ハマセンダンを食 している幼虫を確認 していたのだが、まさか ミヤマカ

ラスアゲハの幼虫であるとは思い (〉 よらず、クロアゲハの幼虫であると思いこんでいた。

はたして山地 (八 王子市高尾山など)の方から飛来した母蝶による発生なのか、あるいは放蝶 (飼育脱

走)された母蝶にてkる 発生なのか判断をしかねるが、筆者が 20年来当地で暮らしていて初めての経験で

あるので、一応報告 しておく。

(suIЮ ,MatthiЮ 〒東京都江東区住吉 2・ 13‐ 1 西原マンション502号 )

<前 号・の訂正>……………………………………………………………………………………………………………

多摩虫 No 35、 p16の原田 慈照氏の「東京都中野区でゴマダラチョウロ撃」の記録中、以下の誤り

がありましたので、謹んでお詫びすると共に、訂正させていただきます。

「午後 9時 10分頃、 (中略)目 撃した」 →  「午前 9時 10分頃、 (中略)日 撃した」

なお御指摘いただいた原田 慈照氏には厚くお礼申し上げます。
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東京都高尾山麓でウスイロコノマチョウを採集

原田 慈照

1"8年はウスイロコノマチ ョウの採集例が各地であつたようだが、筆者も 1998年 9月 、東京都高尾山麓

において本種 を採集 しているので報告する。

(データ) 1♂ (夏勁  東京都八王子市高尾町 高尾 自然科学博物館前 (標高 1∞m)

13-Ⅸ-1998 筆者採集

筆者が偶然その場所で休んでいたところ、本個体が飛来してきて地上に静上 し、採集 したものである。

非常に新鮮な個体であつた。

高尾においては 199311、 偶然にも同 じロイllの しかく)ほぼ同じ地点で、本会の松 |コ  邦雄氏によつて採

集 された記録がある 1)2)。

【参考文献】

1)松田 邦雄,1994.高 尾周辺のチョウ (1993年フィール ド調査),東京都の自然00;42・

“

東京都高尾自然科学博

物館

2)グループ多摩虫編,1995.八 王子市の蝶,多摩虫別l冊〈1):40

(IIARAl)A,Yoshteru 〒181‐IX114 東京都三鷹市野崎 2・ 16・D

神奈川県開成町 でツマ グロヒョウモ ンを複数採 集

原田 慈照

筆者は 19"年 10月 、神奈り|1県開成町酒匂川においてツマグロヒョウモンを採集しているので報告する。

(データ〉 3♂  神奈川県足柄 上郡開成町吉田島 河原町～金井島 (酒匂川堤防外側 )

113-X-1lX)9 筆者採集

本会会員の金澤 仁史氏より、酒匂川で本種が採集されているようだ、との情報を受け、仁平 勲氏と

共に訪れたところ、上記のように採集できたものである。採集地点は堤防外側下の田んぼの縁で、距離に

して lhほどの区間である。内 1頭はマ リーゴール ド (Tagetes sp.)で吸蜜していた。個体の鮮度につい

ては、 1頭は小破損及び僅かな擦れが見られたが新鮮で、他の 2頭 も非常に新鮮であつた。このことから

く〉当地で発生した個体であるir能性が非常に高いのであるが、その痕跡を発見することはできなかつた。

末筆ながら、貴重な情報を御教示下さつた金澤 イ■史氏と、当日大変お世話になった仁平 勲会長にお

ネL中 し上げる。

(IIAltADA,Yoshteru 〒181‐CX114 東京都三鷹市野崎 2・ 16‐ 5)
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ポエム

「くもまつまきちょう」

添 徹太郎

くもまつまきちょう

いまぽ<はあさもやのなかにたち

いわのむこう、やなぎのとおくをみつめ

じめつたじめんのにおいが、

はるをうたうきぎのめぶきが

かすんだそらのあおとしろいくもが

つめたいみすのしぶきが

そして<うきのひとつぶひとつぶが

ぼくのむねをかきむしり

このばしょへとふきよせるのだ

いまぼくはみすのながれのそばにたち

たいようのおとすれをまつている

最近こちらも暖か くなってきて、よ うや く春 めいてきま した。

雨の後 で、時々こ うい う気持 ちにな ります。 焦燥感 のよ うな、 ど うしよ うもな く懐 か しい

気持ちに。

僕は景色や、匂いや空気が好 きで、蝶は従属物に過 ぎないのか もしれません。

《1999年 5月 ・記》

(SOE,Tetsutaro St.Nobert College,414 Burke Hall,De Pere,W154115U.S.A)

〔編集後記〕

今回は疲れま した。年末～年始にかけて、アルバイ トや ら大学の レポー トや ら義理で引

き受けた知 り合いの W大生の レポー ト「中国思想史における 「道」のあ り方」 (何 だこれ

は ?)や ら忘年会 。新年会や らが立て続 けに襲い掛かってくる中で、「TSUISO」 の執筆、

日本蝶類学会の「Butternies」 の編集、その うえにこの「多摩虫」の編集で発狂寸前の 日々

を送ってきました。今もまだ上に挙げた課題の大半は継続中であります。

そんなこんなで、よ うや くここまでたどりついたのですが、もはや気力が尽 きま した。

2000年最初の号なので、何か景気の良いハナ シで も書こうと考えていたのですが、まるで

浮かんできません。まぁ今年 も皆 さん、楽 しく虫と遊びましょう。

実は今号は超特大号 として、この 52ページに加え、斎藤・ 添の 1998・ アメ リカ長篇採

集記 (20ペ ージ)を も掲載 しようと目論んでいたのですが、これはムリでした。次号に回

します。その代わ り、21世紀の日本を背負って立つ添クンのポエムを掲載 してお茶 を濁 し

てお くことにします。添クンはなかなか多才な男であります。将来が楽 しみですな。

原稿は引き続 き募集中 ! それではまた次号で。
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