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北の国から'98 ウィスコンシン死闘編

「アメ リカで虫を採ること」第 3部

文 :添  徹太郎 リス ト・図版作成編集 :斎藤 基樹

《編者注 :本誌 No.33「 アメ リカで虫を採 ることJ、 No.35「 似非亜米利加人の フロ リダ紀

行」 に続 く添 徹太郎氏の シ リーズ第 3弾。今回は、編者 も参加 した 1998年 の ウィス コ

ンシン州での蝶採集の模様 を報告する .》

<前 日上>
1998年 6月 か ら 7月 にかけて、斎藤 基樹 と添 徹太郎の両名は、アメリカ合衆国ウ

ィスコンシン州 における蝶類採集 を敢行 した。また、合衆国南部にダイアナ ヒョウモ ン

シリθ′ゴα′Jα″α探索の旅にも出たが、そちらは斎藤 基樹が 「TSU‐ I・ so」 の方に詳 しい報

告を発表する筈であるキ。 そ こで筆者は、いわゆる残 り物 とも言 うべき、“ウィスコンシ

ンにおける蝶採集雑記"を書 くことにした。とりあえず笑いつつ馬鹿にしつつ読んでいた

だければ光栄の至 りである。

・ 編者注 :「 TSU・ I・ SO」 No.941/942「 ダイアナを求めて～アメリカ合衆国採集記」を参照

されたい。

<お とば け採 集 記 >
[6月 9日 か ら 11日 まで]

6月 9日 、Wisconsin tt Green Bay、 Austin Straubel Airportで 、到着す る筈の斎藤 基

樹 (以 下、モ トキ氏 と書 く)を 待ち受 けていた添 は、それほど多 くも無 い人込みの中に、

目的の人物 の姿 を発見、近寄 って握手 を求めよ うとした。添は満面 に営業用 の笑みを浮か

べ、順調 にモ トキ氏 との距離 を詰めて いく。モ トキ氏 はその添 の姿 を発見 した らしく…逃

げた。どうやらアメリカ生活の長い添は、太ってしまってモトキ氏には認識できなかった

らしく、ただの不気味なアジア人に見えてしまったらしい。酷いと思う。あんまりだ。
とりあえず 「なんかダメか も」 と、最初か ら嫌～な予感 のす る 2人 であった。

梅雨 の日本か ら、天気 まで連れてきて しまった雨男モ トキのせ いで、3日 間雨が降 り続

く。ついでに説明す ると、彼の来るまで、雨は 3週 間降 っていなか った。まあ、モ トキ氏

は、農場主 を助 けた ことになるのだ、 と言 うことにして置 こう。後 に 「アメ リカにきて、

3日 間 1頭 の蝶 も見ていないと気づ いた ときは、 どうしよ うか と思 った」 とモ トキ氏 は述

懐する。

「や っぱ リダメか も」 と理 由も無 く思 って しまう 2人 であった。

[6月 12日 ]

目を覚 まし、プライ ン ドを開けた添が見たのは久 しぶ りの晴れ空であった。慌ててモ ト



キ氏を探すが、見当たらない。どうや ら BOb家 の子供を連れて水泳に行って しまった らし

い。父親業を修行中のモ トキ氏である。人 生 (虫屋 と して の )の墓 場 は近い。

さつそ く、家の主人 Bob Sr.に 、去年添が開拓 したポイン トに連れていってもらう。出

発は遅 く、11時 30分 頃になったが、その理由は、添が寝坊 したせいでも、モ トキ氏が「便

所に行きたい」とむずがったか らでもない。みなさん、忙 しくて車を出 してもらえないの

だ。

12時 ごろ、ポイン トに付 く。場所は、Green Bayか ら loマ イルほど北に行った、SuamicO

という小さな村である。その村を南北に貫 く鉄道沿いを歩 くのが今 日の計画である。その

前に、先 日、知 り合いがホウキで Tiger Swa1lowtail(Pap′ ′′οg′α
“
c“s)を 採集 したという

場所に行ってみる。

実は添はこの場所 を過去 3度ほど訪れているのだが、 日頃の行いが悪いのか、未だに

Tiger Swa1lowtailを 見てす らいない。タカネキマダラセセ リ 1頭 をラズベ リーの花で採集

したのが今まで唯一の収穫であった。

場所に着いてす ぐ、モ トキ氏が 「ヒョウモン !!」 と日本語で叫ぶ。

結構間抜けである。

車を飛び出 して採集 してみると Great Spangled Fritillary(sPりι′′a cyb`ル )の ♂であ

った。この雨上が りで羽化 してきた らしい。その後 30分 間、道沿 いにsPり
`′

′α cyらθ′ι、Pearly

Crescent(Pヵッc′οたs rλ aras)等 が飛び出す。また、vicerOy(ι 麟
`ガ

′′s arcれ″
“
s)を 1頭

撮影、採集。White Admiral(ι レ
`″

′′′sα′′力ι″Js)も 1頭 飛翔中を目撃 した。北米大陸で有

名な MOnarchこ とオオカバマダラ (Dα

“
α
“
sPた功ヮ

“
S)は 、不思議な ことに、モ トキ氏の

撮影 した 1頭 のみであつた。

まあ一段落 したところで、目的地である線路へ向かう。車か ら地っぼ り出 してもらって、

まずは北へ。5分 ほど歩いたところに、自い花の咲 く潅木を発見。s.りb`ル や、アタラン

タアカタテハ (ヵ″
`ssα

 αrα′α″′a)等 が訪花 しているのが見えるのだが、線路脇か ら花まで

の距離が少 しあるため、後ろか ら回 り込むことにする。ここで 2人 のうちどちらが偵察に

向か うか決めようとしたのだが、モ トキ氏が「そ うい うの は若 いモ ンの す る こ とだ J

とむずがったため、ちょっとしか若 くない添が行 くことに決定。ところが線路脇を降 りて

す ぐ、添は沼地にはまって しまった。おそ らく、長雨のせいもあるのだろうが、結構な深

さである。おまけに添の靴は、ゴアテックスと謳 う割 には防水性が低 く、靴の脇 に穴まで

あいている。靴の中が水桶のようになってしまった添はやむなく退却 した。モ トキ氏は、

添が苦境に陥るのを見るや否や、とっとと戻っていってしまった。結局 この潅木、蝶影が

それな りに濃い割 には数が稼 げず、アタランタを 1頭 、cybθル を数頭に留まった。参考 ま

でに記 してお くが、訪花中の αrrた″′sを発見 したモ トキ氏は、添の 「振 り逃がすに 3000

点」の声に敢え無く敗れ去った。酒の飲み過ぎか、ネット捌きが甘い。

北の方はこの後住宅地になって しまうので、南に方向転換することに。そ こでモ トキ氏

は裏面に自い紋のある大型セセ リ (EPagy′ι
“
sc′αr“s)を 発見。2人 でもって、良いセセ リ

だということで集中的に狙 うが、飛翔が速 く、おまけに落ち着きも無いので、採るのに苦

労する。また生命力がやた ら強く、少々潰 したくらいでは死んでくれない。共にそれが理

由でいくつか逃 してしまった。毒瓶を持ってくればよかったと悔やむ 2人 である。

後 に判明 した ことであるが、このセセ リ、南部の Tennessee、 Kentuckyではかな りの



普通種である。特に Tennessee tt Great Smoky Mountainsで は異常発生なのか、時に大

集団で吸水をしていた。北の WiscOnsinで はそれほど数は多 くなく、この日が数 としては

一番多かったが、それでも 10頭程度だろうか。あとは各地で散見する程度で、まとまっ

た数は見 られなかった。

▲ 線路を歩く。足場は良く,蝶は採りやすい。列車に礫かれる心配はまずない。

アメリカであろうと日本であろうと問題はそれほど変わ らないが、私有地での採集 は、

もっとも気を遣 うところだ。特にアメリカはどこの家庭 にでも銃があると言っても良いし、

おまけにもし私有地に入ればそれは立派な犯罪である。撃たれたって文句は言えないのだ。

まあそんな事を言っても、せいぜい犬が吠える程度がもっともよくあるケースである。 し

か し、万が一 と言 うこともあるし、とりあえずは持ち主に許可をもらってか ら入るのが無

難である。

とにかく、線路脇はすべて私有地なので、そんな ことを気にしなが ら歩を進める。時折、

線路上にヒョウモンモ ドキの一種 c力′οsy″
`あ

a″′ss′′が顔を覗かせる。この種は東部アメリ

カ～カナダ国境 にしか分布 しない蝶であることが後か ら判明した。細かい、通称 “ダモノ

セセ リ"が十把 ヒトカラゲに飛んでいる。実は駄物ではないのかも知れないが、いかにホ

シチャバネセセ リの数が少ないか らといって、採って嬉 しい物では、余 り無い。 これ らの

セセ リは、後 に採集記録を作 る際、“Skippers"と して括 られて しまうが、あんなもの、

同定できた物ではない。ただでさえ日本の図鑑か らすれば相当見劣 りのする ScOttの 図鑑

であるが、セセ リの同定にはそれこそ無用の長物であった。

また特筆すべきはヒメウラナミジャノメのような小型ジャノメ″

“

′s′ο cy″ι′α。 これは本

当にどこにでも居た。ド普通種 も良いところだと思った位だが、あとで良いオチが付 くの

で、後に詳述する。

それ以外 に目に付いたのは、VicerOy、 White Admiralこ とιレ
`″

′′′s αrrЙ
`″

Jsで ある。



数は相当少ないのだが、ついにモ トキ氏が 1頭仕留める。自帯型の♂であった。このタテ

ハ、本当に良いタテハだと思 う。特に自帯型は、オオイチモンジのような雰囲気 もして、

まことによろしい。モ トキ氏、かな り御満悦のご様子であった。この蝶 には、自帯型 と青

色型の二型あり、近年まで別種と考えられていた。南部亜種の方は青色、北方亜種の方は

自帯型となっているが、WiscOnsinの この近辺では青色型 と自帯型が混飛 している。青色

型の方はジャコウアゲハ系のアゲハ Barr“sに 擬態 しているらしく、やは り 3α′′
“
sの 分布す

るところでしか擬態 していないらしい。

しか しまあ、この α″′ヵ
`″

′s、 決 して数は多 くない。この日一 日で 5つ程度 しか採れなか

った。

だんだんと今 日の終点である Rose家 (Bobの 娘の家)に 近づいた頃、左手に赤い花が

ちらちらと咲 く草原を発見。鉄条網 を超えて中に入ってみると Pg′α
“
c“ s、 S.Cybιた、アメ

リカコヒオ ドシ Milbert TOrtoiseshell(И g′α′′s″〃b`r′F)の 群れ飛ぶ楽園 (と いうのは言

い過ぎかもしれないけど)で あった。約束の時間まで暫 くあるので、ここに留まり、モ ト

キ氏はビデオ撮影、添は採集 に励む。それにしても、モ トキ氏が使用 しているビデオは小

さくて画像 もきれいで、おまけに液晶ファインダーも備えてお り、まことに便利そうな物

であった。また、壊 した りしても大変そうである。

ここでは、cyらι′
`、

滅′b`rr′ 、g′α
“
c“sの他、α′′ル″′sも 1頭追加 した。この α″′ヵιガsは少々

痛んでいるが、青色型であった。

まあここで 30分 ほど遊んだ後、そ う遠 くはない Sarah家 まで歩 く。細かいセセ リが飛

んでいるが、あまりにも小さいので採る気もおきない。ここらあた り、詰めの甘 い我々「若

手」の欠点が出ている。いや、我々だけか ?き っと他の若い人はもっと真剣に違いあるま

い。

とにかく Sarah家 に着いたところで、飲み物等を貰って一息つ く。モ トキ氏は子供のビデ

オを撮っている。本当にそれで良いのだろうか ?サ イ トウ君 ?

June 12 <Suamico, Brown

Papilio glaucus 9exs

Aglaris milberti 6exs

Limenitis arthemis Sexs

Chlosyne nycteis lex
Epagyreus clarus 4exs

Erynnis sp. lex
Poanes hobomok lex

County>

Speyeria cybele 12exs

Phyciodes tharos 16exs

Limenitisarchippus Sexs

Chlosyne harrissi 6exs

Megisto cymela lex
Hesperia sp. 2exs

▲ LJ"θ ″′′ぉα″力θ
"お

これ は黒色型。

[6月 13日 ]

今 日は前か ら目をつけていた、Anstonと いう集落か ら、Glendaleと いう集落 まで伸び

る Trailを 探索する事 に。朝の出発 は、また して も遅 い。モ トキ さん、便所 ぐらい夜の う

ちにす ましといて下 さい、お願 いです。

さて、車 を降 りた地点 に、昨 日見たよ うな潅木があ り、″′′bθ′′′、αra′α″′α等が来ている。

しか し、昨 日と違 うところは、周 りが とうもろこし畑であると言 う事だ。その所為だろう

‐
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とは思 うが、密度が薄い。アメリカの蝶にとっては (何 所でもそうかもしれないけれど)

湿度が重要なファクターだ。しようがないので、道を進んで、樹林帯に入ったあた りに望

みをかける。30分 くらいで、ちょっとした森林にあたったが、やは り蝶が少ない。昨 日

か らわんわん飛んでいる ЛりcFο′ιS rヵαЮsが這うように飛んでいるくらいで、あとは何に

もいない。まるで砂漠だ。気のせいか、なんとなく日もかげり、気温 も低 くなった気がす

る。すると、モ トキ氏が寄ってきて、「レテ採ったよ」という。見せてもらうと、なんだ

か薄汚いジャノメであった。クロヒカゲモ ドキに似ているが、なんだか全然 ι
`′

λ
`に

見え

ないので、「ホントですか」と聞いたら「バカヤロウ」と言われた。結局、本当にレテ

だったんだけれ ど、あの反応 はあんま りだ と思 う。後 に、僕が sPり
`′

Jα ar′′″″sと ap力Ю′ゴ′ι

の違いに気づいて、モトキ氏に上申したら、「いや、同じだよ、同じ」とか言って相

手にしてくれなかった。後になって、「おい、添、あのヒョウモン別ものだよ」なんて

いってきたけど、もう遅いつてば。こういう恨みは、なかなか根が深い.

ココでは、二種の Lαル (α″rヵι′ο″ (添 )と
`″

ry′′cc(斎 藤 ))を 採 るにとどまった。

中途 にある集落 を抜 けると、太陽 も戻 り、何 とか蝶 も飛びまわ るよ うな環境 にもなって

きた。 ここで、モ トキ氏が Bο′ο″a sιル
“

を採集。傷んだ個体だったが、種類数が増える

ので、一応殊勲 ということにしてお こう。僕はモ ンシロチ ョウしか採れなかった し。カ ン

パの木 に、大きな蝶がまつわ りついているので、背伸び して採 って見た所 、なん とキベ リ

タテハであった。北米では普通種 と言われ る この蝶 に出会 ったのは、驚 く無かれ、初めて

だったのだ。モトキ氏が「キベ リなんて普通種だよ」なんてホラを吹いていた事を懐

か しく思い出す。このやろ―。それにしても大きいキベ リで、メスなんだろうけど、小さ

なオオムラサキくらいあった (誇張 しすぎ )。 産卵中だったのだろう。で も、6月 の中旬

ですぜ。

α′′ル″Jsが 、道沿いの小さな池の周 りを飛び回っていて、採集を試みたが結局 1頭 だけ

に終わる。ヤブガラシのような花に来ていた青色型の個体 をカメラに収めることにも成功。

1時 半 ごろ、道 も終わ りに差 し掛か り、右側には沢が流れているような環境 に出た。

C力′οsッ

“
 力α″′ss′ 、C.り cr`′sを わずか に採集。昨 日それほ ど見 られなか った Viceroy

(ι

"`が
′Fs arc力 ripp“S)も 4頭 、採集 した。

前方に、茶色い大型の蝶が飛んだ り、とまった りしているのが見えたため、2人 して「も

しや ?」 と思いつつ注意深 く近寄ると、期待通 リガチ ョンタテハ Pοrygο″′a lPIた″οgα′ゴοPlis

(イ ンテロガチ ョニス J″ r`″οgarJο″Fs・・・疑間の意。クエスチ ョンマークタテハ とも呼ぶ)で あ

つた。2人 して顎をガチ ョッと落 として、追い回す。この蝶を追い回 して残 りの 1時 間半

も使 い果た して しまったなんて、その上、採 集 に失 敗 して しま った なんて、日が裂け

ても言えない。

なんだか、暑 くて長い道だったにと言う記憶の割には、成果のない日であった。

大 どん で ん返 し

その後、Bobの 飛行機が置いてある私有の飛行場へ行き、モ トキ氏に本当の「空を飛ぶ」

という経験をさせてみる。なんだかおびえていたが、知 らん振 りをして、空へと送 り出し

て しまった。送 り出して しまった後、特にすることもないので格納庫の裏の草原をうろつ

いてみる。もう午後 7時 だし、特に面白い物 も採れまいと思っていた。



ココでおさ らい。僕 は、アメリカに来て この方、シジミチ ョウの類 を見て いない。理 由

は全 くわか らない。ツパ メシジミも、ベニ シジミも、カ ラスシジミもル リシジミも、何 に

も居ないのだ。 これは本当にミステ リー としか言 いようがない。

ところが この夜 (ま だ明るいが、7時 だ )、 格納庫 の裏 を歩 いて いる間 に、僕 はアメ リ

カ初のシジミチ ョウを採集 して しまったのだ。Lyca`″α″ノ′
“
sと いうベニ シジミの仲間だ

が、大型で、オスは紫色 に光 って美 しい。彼 らも休み について いるところを、たたき起 こ

されたのだろう、飛び方 も鈍 いので、数は少ないが簡単 に採集す ることが出来た。それ に

して も、 こんな身近 に居たなんて、結構驚いたなあ。

モ トキ氏が青 い顔 をしなが ら空か ら帰 ってきて、よろよろと地面 に降 り立 った。彼 に、

「ベニ シジミ採 りま したよ」 と伝 える と、「本 当か ?」 といって、よろよろとネ ッ トを も

って追いかけ始めた。「寝込みを襲うとは、武士にあるまじき行為だ」などと意味

不明な事 も日走 っていた。奥の深 い人だ。

June 13く Anston・ Glandale,Brown County>

8exs Limenitis arthemisPhyciodes tharos

Limenitis archippus 4exs Speyeria cybele

2exs

Sexs

1ex

2ex

1ex

6exs

1ex

4exs

4exs

Nymphalis antiopa

Aglaris milberti

Chlosyne harrissi

Artrogeia rapae

Lethe anthedon

Erynnis sp.

lex Vanessa virginensis

2exs Boloria selene

2exs Chlosyne nycteis

lex Megisto cymela

lex Lethe eurydice

2exs Thymelicus lineola

<Aerodrome Dr, Ledge View, Brown County>

Lycaena hyllus 14exs Thymelicus lineola

▲Bob氏の愛機。 ▲映画「紅の豚」の悪役ソックリの M氏

[6月 14日 ]

今 日は 日曜だ し、車の展示会 もある し.… ということで午前 中いっぱいをアンティー クの

車 を見てす ごす。アメリカの趣味 と言 うのは、 こんな田舎町の展示会で も、「世界 に 4台

ある 1946年 パ ッカー ドの うちの 1つ 」とか、「1912年 のキ ャデ ラック」なんて物があっ

た りするんだか ら、恐れ入 って しまう。さすが、車の国だ。

LChlosyne harrissii

囮骰



午後 、BObの 新居予定地へ行 き、土地の計測 をす る。といって も僕 らには出来 る事が何

もな いので、適 当にその辺 をうろうろしているだけの事だ。それな ら、もう少 し足 を伸 ば

してみよ うと、2つ の網 と 1つ の三角缶だけ持 ち、2時 間 ぐらいで帰 る、 と告 げて、もう

ち ょっと奥の山まで入 ってみる事 にした。これが、思わぬ大当た りになって しまった。丘

を越 えた裏 には、沢が流れ、草原 には蝶 が群れ飛ぶ楽園だ つたのだ。最 も多 か ったのが

C力′οsy“ ″ッcraJsで 、昨 日はたつたの 1頭 しか採れなかったものが、 この 日 2時間ばか り

の間 に 48頭 も採集できた。 もっと沢山飛んでいたのだが、詰めの甘 さと言 うのか、その

うち飽 きて採 るのをやめて しまった。後 になって分かるよ うに、この蝶が まとめて採れた

のは ここだけだったので、もっと採 っておけば良かった… と悔やむ事 になる。どうや らこ

の草原 は
“
ycr`Jsの 発生地 らしかった。その他 にも、Viceroy、 r力α′οs、 動ッ″

`′

′c“s″
“

ο′α

(1999年 に北海道で も採集 されたカ ラフ トセセ リ)等 が採集 で きた。 また、Parygο ″′α

J“′″Юgα′Jο″Jsも 日撃 したが、採集 は出来なか った。悔 しい。ガチ ョンタテハなんて呼ん

で,馬鹿 にしているか らだろう。

それ にして も、予想外の成果であった。

June l4<Couutry Club Road 206, Green Bay>

Limenitis archippus 2exs Aglaris milberti 1ex

Speyeria cybele 2exs Phyciodes tharos 17exs

Chlosyne nycteis 48exs Danaus plexippus 1ex

Erynnis sp. (1) 2exs Erynnis sp. (2) 2exs

Ochlodes sp. lex Thymelicus lineola l5exs

[6月 15日 ]

今日は、ミルウォーキーのビール醸造所を、モ トキ氏の強い希望で見学に行く事に。

モトキ氏は、嬉 しさを隠 してか不機嫌な顔をしている。僕は晴れているのに採集できな

い悔しさから、不機嫌な顔をしている。なんだか薄い小便のような色をしたまずいピール

を飲まされただけで、「なんだかなあ」というような見学であった。

帰 りに、近所の State Parkに 寄 ったのだが、が らんとして クソ暑 いだけで、何 にも居

なかった。ちょっと管理が行 き過ぎているようだ。

[6月 16日 ]

昨 日、 ドライパーの Swede氏か ら聞いた情報一一 Hwy41を 北上す る途 中にある Stiles

か ら Oconto Fal13に は、密度 の濃い森林がある一一 に基づ いて、Stilesへ 行 ってみる事 に

す る。Stilesは Green Bayか ら約 1時間ほどの距離 にある、死 にかけたよ うな町である。

いや、訂正。死んだ町である。人回は、恐 らく 10人 単位であろう。唯一の焦点 は"Stiles

General Store"(よ ろずやだな、日本語だと)で あるが、5000年 く らい前 に倒産 した

らしい。

Stilesか ら見ると、Oconto Fallsは 西のほうになるが、その間、適当な道が高速道路 く

らいしかないので、そちらのほうは断念する。高速道路を歩 く気になんて、とてもじゃな

いけど、なれない。



Stilesか ら、南の Abramsと いう町まで、Escanaba&Lake Superiorと いう鉄道が通

っている (貨 車だけ)の で、そ こを歩 くのが一番手軽そうだ。鉄道と言っても、田舎な ら

1日 2回 くらいしか通 らないし、人家の少ないところを通るしということで、アメリカで

は簡単な採集ポイン トの一つなのではないだろうか。

BObに 、Abramsに ついたら電話する、といって、車を降 りて歩き出した。それにして

も、この BObと いう御仁、本当に気のいい人で、ココまで乗せてつてくれ、と頼むと、忙

しくても嫌な顔せずに車を出してくれる。本当に仏様のような人だ。彼の助力な しにこの

採集旅行は実現 し得なかった。この場を借 りて、心か らの感謝を捧げる。僕は未だに彼 と、

彼の奥さんの家に間借 りをしている (編 者注 :1998年暮れの執筆当時)の で、本当にお

世話にな りっばなしである。ああ、申し訳ない。

この日は、本当に暑かつた。ウィスコンシンは、緯度で言 うと大体稚内のあた りなのだ

が、それだけ太陽に近いのか ?殺 人的に暑い。それに線路は石だ らけで歩きにくいし、蝶

が居ないと、冗談抜きでメゲる。歩き出して最初の頃は、なんだか赤土の草原が右手にあ

るだけで、特に面白いものも居ないのでなんだかそのまま帰 りた くなった。鹿の死体が、

それも 2頭 あった りして、ムー ドを盛 り下げるのに一役買った りもした。歩き始めて 1

時間、両側にはいい雰囲気の広葉樹林が現れ、所々に BOg(湿 地)も 見 られるようになっ

た。蝶影 も濃 くなったのだが、メンツのほうは過去数 日とあまり代わ り映えはしない。

力α″Fss′ 、r力a rasが 多かったのと、時期が少 し深まったせいかヒョウモン類の雌などが目に

付いた。

ふと、道の脇に目をやると、ジャノメの仲間 らしき蝶が林縁をふ らふ らと飛んでいる。

そのうち、林の中に消えて しまった。ちょうど脇道があるので、消えた蝶を追ってみると、

暗い林の中に、幽霊のように自っぱい蝶が飛んでいた。一瞬、僕はあまりの幻想的な光景

に気が遠 くなった。気を取 り直 して採集 してみると、未採集の ι
`′

ル で、後に appα′αc力′α

である事が判明した。道が細い上に、両側が底無 しの湿地なので、姿は見えどもネットが

届かない。後を追ってきたモ トキ氏と合わせて 5頭 と言 うのが成果であった。ちょっと寂

しい。この 5頭 が、全採集行の内唯一のものとなった。脇道を奥へ行ってみるが、レ r力ι

は発見できず、花の咲いた潅木 も見つけたが見るべき成果は上が らずに、池にぶつかった

ところで退却 した。

このところ重点的に狙つている、Lレι″′rFs α″rル西sは 3頭追加。全て空中戦である。本

当にオオイチモンジみたいだ。その後、3時 間ほどをのろのろと歩きなが らAbramsに 向

う。面子が変わらないので、なんだか気合が入 らない。北方の蝶相の特徴 として、個体数

は多いのだけれ ど、種類数が少ないという事が知 られているが、その事実を身をもって実

感する事になった。

最終的には、ポロポロになって Abramsに 到着。再起を図って、次の町 SObieskiま で

歩 こうかという提案もあったが、炎天下の中、5マ イルを歩 くだけの気力は残っていなか

ったのでココで リタイア。Stilesほ どではないが、瀕死の町で唯一開いていた雑貨屋で、

Snappleを 買って呑む。殺人的にまずかった。店のオバチャンに、この辺に電話は無いか?

と聞くと、ここにある、といって、店の電話を指差 した。使ってもいいということらしい。

丁寧に感謝を述べて、ありがたく電話を使わせてもらう。

電話を使い終わると、オバチャンが、何をやっているのか ?何所か ら来たのか ?等 々、



虫屋諸氏な らば誰 しも経験されるであろう Stereotypicalな 質問をされる。僕はグリーン

ベイか らで、このヒゲを生や した男は東京の学生だ、というと、「たまげたねえ ...」 と言

っていた。地域住民との交流は、何時も楽 しい。特に、驚かせてその反応 を見るのが一番。

帰 り道に、高速道路沿いにあるアイスクリーム屋でウマに食わせるようなサイズのアイ

スクリームを購入。モ トキ氏は店のネエチャンがアイスクリームを救 うため体を折るとき

に、胸元 (も っと奥まで ?)を 見つめて鼻を伸ばしていた。

神 よ 、 この罪 深 き ヒゲ 男 を お許 し下 さ い !!

その後 :

帰宅 してか ら着替えをしてみると、なんと体中か らダニが見つかった。あちゃ―、という

ことで 2人 で交互 にダニを取ることに。 こんなもの、家に入れるわけにはいかない。裸

の男二人がダニを取る姿は、気味悪 くも、物悲しくさえある。

このダニ、次の日、Bob 」r.に 「コテージつかわ してもらいますよろしくすんません」

挨拶中にモ トキ氏の肩に突然出現。本当に冷や汗 を掻いた。BObは「なんだ、ダニか、た

いしたこと無いよ」なんて言っていたが、内心「このおおばかやろう、こんなもの持って

来やがって」と毒づき、僕 らが居なくなったあと家中にバルサン撒いたに違いない。きっ

とそうだ。

《編者注 :人のことばかりをバカにしておるが、添もヘソの中にダニが居てメゲていた

事実を書き留めておく》

June 16く Stiles to Abrams,Oconto County>

Limenitis archippus

Speyeria cybele

Phyciodes tharos

Chlosyne nycteis

Lethe anthedon

Megisto cymela

Poanes hobomok

Hesperia sassdcus

Limenitisarthemis Sexs

Speyeria atlantis 6exs

Chlosyne harrissi 19exs

Vanessavirginensis lex
Lethe appalachia Sexs

Polite mystic lex
Papilio glaucus lex
unidentifiedSkipper 1ex

2exs

9exs

13exs

2exs

1ex

2exs

1ex

lex

[6月 17日 ]

かな り前か ら、Bobの 所有す る、Wisconsin北部、Shay Lakeに あるコテー ジヘの旅 を

リクエス トしていたのだが、なんだか色 々ある らしく、なかなか返事が もらえなかった。

ところが、この 日の朝 になって 「さあ、行 こう」と言 う事 になって、ばたばたばた と慌 し

くも出発 した。さすが に、今朝 はモ トキ氏 も「ああ、ウンコしたい」な どとむずがった り

しなかったので助かった。

僕 は 4月 に 1度 、七面鳥狩 りのためにここに来た ことがある。その時は冬で (こ ち らで

チュー リップが咲 くのは 5月 になってか ら)、 蝶なんて勿論居なかったのだが、ウィスコ

ンシンのほかの場所 とは違 い森が深 くて、「こりゃ、 シーズンになれ ば蝶がわんわん居 る

んだ ろうなあ」なんて空想 をしていた。だか ら、この旅 はその空想 を現実 の ものにす るま



たと無いチャンスである。車の中で、僕は無言で気合を入れていた。

寄 り道をして、POundに ある Piggly Wigglyと いう食料品屋で食料を調達する。食料を

買い込むということは、どうや ら我々はそれな りに長い事滞在できるらしい。よかったよ

かつた。僕が こんな事を考えて気を揉んでいるのに、モ トキ氏は「 ビール 24缶 ノ` ック

が $9.99、 安 い !!」 などと騒いでいる。ついでに釣具屋でミミズも買う。釣 りもするのだ。

Hwy41を 、COlemanで 左折 し、Hwy64に 入る。グリー ンベイ近郊 とは違い、この辺は

丘陵性の地形だ。道々、BObが話 してくれたことを総合すると、こういうことらしい。我々

が向う Nicolet National FOrestは 、昔は林業で食っていた らしい。 しか し乱伐が災いし

て、 1900年 初頭 にはわずか数軒 の製材所があるだけにな って しまった (そ の前 に、

Peshtigo Fireと いうアメ リカ史上最悪 の森林火災 にも遭 った らしい。奇 しくもこの

Peshtigo Fireと 、有名な chicago Fireは 同年同日同時刻である)。 第二次大戦後か ら森

林の修復が始まり、今では鬱蒼たる森林になっているが、いわゆる大木 と言 うものは見 ら

れない。ちなみに、BOb氏 が幼い頃、ここらの製材所に良く遊びに来ていた らしいのだが、

その頃は木が全 く無 くて、視界を遮るものなく loマ イル先が見えたと言 う。

Hwy64を 30分 ほど走 り、01d64と いうサインの示す道を右折。 この道は、昔 Hwy64
だったらしい。曲がってか らす ぐ、広大な森林が見え始める。森に入る直前に、 良い感じ

の草原が見え、蝶が飛んでいたので車を止めてちょこっと採集 してみる。cο′′αs′″′ο′Jc`、

オオカバマダラ、αr′α″r′s等 が飛びまわっていた。総計 20頭 ばか り採集 してか ら先 を急 ぐ。

心がはやる。

森林帯に入ってす ぐ、黒い蝶が視界をよぎった。間違い無 くα′rル″′sだ 。また、黒い蝶

が・・・。どうも、ここは α′ル
`″

Jsの個体数が多いところらしい。途中、道沿いの草原に蝶が

多いのでまた車を止めて採集 に精を出す。僕がιαル
`″

ry′ゴcaを 追っかけまわ していると、

向 こうの方でモ トキ氏が手招きしている。近寄ってみると、何かが臭 う。モ トキ氏に近づ

くにつれ、臭いはよ り耐えがたい悪臭 と変化 していった。モ トキ氏は真剣な顔をして ビデ

オをまわ している。見ると、大きなカメが、車にはね られたのか、死んでひっくり返って

いた。死んでか ら暫 く経っているらしく、蝶の吸汁には絶好の状態になっていた。PヵッcJο′θs

′力α′οsが わさわさとまとわ りついている。cヵ′οッ″
`力

α″′ssiも いる。更に、ar″
`″

Fsま で夢

中になって屍肉を貪っている。モ トキ氏がそっと手を伸ばしたが、α″ル″′sは まだ気づか

ない。指が胴体をつかみ、あわれ、α″′ル″sは昇天されてしまった。

Lh )A Ort tt l: *:i 6 Phyciodes tharos 0)#tt (E) e Limenitis arthemis
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コテージに着 いて、色 々な備品 について説明を受 けて いると、建物 の前 にある木 に咲 い

た白い花 に、α′′力ι″ピsが来ているではないか。説明 もそ こそ こに網 を振 りまくる。花 も落

ちたが、ココだけで数頭の α″r力ι″′sが採集できた。期待は膨 らむ。

BObは 暫くしてからグリーンベイに帰り、我々二人だけになった。コテージに入って荷

解きをしながら、モトキ氏は「女の子 と二人なら良いのに…ぶつぶつ」「裸 にエプロン

…ぶつぶつ」なんて言っている。問題の多い人だ。冷蔵庫の中身を確認してびっくり。芋

とた まねぎ しか無 い。ベー コンも無 い。 ソーセー ジも無 い。あるのは芋 とた まね ぎと 30

缶 くらいの ビールだけ。僕 らはタカをくくって、食料品屋で牛乳程度 しか買 って きていな

か ったのだ。 これはまずい。 もしかす ると飢 えるか もしれない。

窓か ら見ていると、自い花 には次 々と α′′ル″Jsがや って くる。それ をいちいち飛び出 し

て いって採 るだけで、すで に 10頭 くらいになった。他 の蝶 も色 々や つて くる。数 日前 に

採集 した大型のセセ リも、それな りにや って くる。発奮 して、建物 の脇か ら延びる道 をつ

めてみたが、2個 師団の蚊 と、5個 大隊のダニ にや られただけに留 まった。助知gッ′
`“

sc′α′
“
s

はそ こそ こ居たが、やは り殺すのが難 しい。

日もだいぶ落ちかけてきたので、渋 るモ トキ氏 をせっついて釣 りに出る。なぜモ トキ氏

をせ っつ くか というと、僕 は釣 り糸 の結び方 を知 らないので、そ こをモ トキ氏 にや らせよ

うというわけだ。 こう書 いてみると、なんだか 自分が怠 け者みたいだな。いや、事実そ う

なんだけど。BOb Jr。 のコテー ジヘ行 く途 中 c`ル s′′ルα αrg′0′

“
sと いう小 さな シジミをモ

トキ氏が採集 した。

後 日、高波氏にメールを送ってみたところ、「単 な るル リシ ジ ミ じゃないですか ?」

と言われて、良く見てみた ら本当にそうだった、と言 うエピソー ドは、本当にめげて しま

う。

最初のうち、 ドックか ら投げてみる。何 も釣れない。 ドックの傍 には小さな Pumpkin

Seedと いう魚が居て、ときどきミミズが水に落ちると食いついて くる。何 も釣れないの

で、そのうちこの小さな魚 を虐待するほうが面白くなった。5頭 くらいビクに入れたが、

食用 にするにはあまりに小さすぎる。後 に、モ トキ氏が庭 にほっぽって置いた らアライグ

マが来て食べてしまった。彼は魚を洗ったんだろうか ?

僕は、モ トキ氏にポー トを出す事を提案するが、彼はまたも渋る。僕が漕 ぐか ら、とい

うとようや く承知 した。ときどき、自分はずば抜けて強欲な人間だと思 う事がある。モ ト

キ氏もそう言う。

もっとも、ポー トを出しても何も釣れず、6時 ごろにリタイアした。今晩、芋 とたまね

ぎだけと言 うのはあまりにもつ らい。僕は良心に多大な呵責を感 じなが らも BOb Jr.の コ

テージの冷蔵庫か らペプシとソーセージを失敬 した。失敬 した、という言葉には罪悪感を

薄れさせる効果がある。某 氏 は標 本 を失 敬 した 、なんてね。まあいいや。

もと来た道 を、とぼとばと帰 る。本 当に、とぼとぼという感 じだ。手 にはちっぽけな魚

の入 った ビク、片手 には失敬 した食料、網 を持 って、三角缶。頭 には、来 る途 中で$3.99

で買 った麦藁ボー シ。なんだか、ベ トナムの貧民みたいだ。そんなのが二人 も道 を歩 いて

いるのだか ら、通 りがかった人はさぞか し不審 に思 った事だろう。 1998年 6月 のウィス

コンシンにタイムス リップ した 19世紀の安南人。



その晩 は、芋 とた まね ぎを炒 め、わずかな ソーセージを食べた。食事が化 しいと、心 ま

で化しくなる。しかし明日からの採集に胸を膨らませ、モ トキ氏の縁談について議論し

つ つ眠 りにつ いた。

June 17く Shay Lake:route 64 Brazeau,Oconto County>

ι′″
`″

Jris α′′力
`″

′s       14exs      5′
`ッ

`″

′αα″′α
“
′Fs    9exs

Pap〃′οg′α
“̀“

s         3exs       ttι ′力θα″′力
`′

ο″     5exs

L`′力
``“

ィッ′FC`         3exs        EPagy″ ι
“
sc′αr“s   5exs

Phッε′ο″
`s′

力α′οs        4exs       Иg′α′′s″ J′b`′′′  lex

/a″ assα ッ′rg′″
`"sJs      lex       Cο

′Fas′カゴ′ο′′cι     lex

Cι′αsr″″α αrgゴο′
“
s(実 は単 な るル リシジ ミ !) lex

[6月 18日 ]

朝 起 き る と、外 は曇 りで 、霧 雨 のよ うな ものが降 って いた 。 と りあえず 朝飯 を食 べ て 身

の振 りか た を検 討す る。結 局 、蝶 は望 み薄 と見 て 、釣 りに出 る。

英 語 で は 、漁 師 の事 を Fishermanと いい、趣 味 の釣 り人 を Anglerと い う。僕 らは Angler

だ った のが 、現在 は食 事 のた め に釣 りをす る Fishermanに な って しま った。 本 当 に、 こ

こで魚 を釣 らな い と後 が 無 い。

ボー トを引きず り出 して、沖へ漕ぎ出す。沖 といっても、30分必死で漕げば対岸につ

いて しまうような小さな湖である。「ふねがでるぞ～う。」なんて叫んでみて、雰囲気を出

そうとするが、見事に失敗 した。

そんなこんなで釣 りを続けて 2時 間、時折モーターボー トに乗った釣 り師が冷やか しに

来た り、沿岸の住民が手を振った りしてきたが、我々は Fishermanの プライ ドを保ち、

娘難辛苦を耐え忍んできた。そ して、それはついに報われたのだ。僕の竿の先が大きくし

な り、続いて左右 に動きだ した。僕は渾身の力をこめて リールを巻き、苦 闘 30時間 の

末、ついにその怪物は水面上に姿を現わ した (一 部表現は誇張を含みます )。

釣れたのは、まあまあの大きさのラージマウス・パスであった。よっしゃ、よっしゃと

盛 りあがって、更に釣 りを続けるが、欲がたたって、昼になっても何も釣れなかった。

コテージに帰る途中の道路脇で、二
`′

力ια″′ル′ο″を採集。また、α′′ヵι″′sも 飛びまわ り、

数頭を採集。モ トキ氏が台所で魚 をさばいている最中も、自い花に蝶が来るたびに飛び出

していって採集を続行。 日が差すたびに蝶が飛んでくる。

魚 をさばいて分かった事だが、このラージマウス・パス、胃の中に大きなザ リガニが入

っていた。どうや ら、ザ リガニが未消化の内にミミズも食おうとしたらしい。強欲な人間

が、強欲な魚を釣ったわけだ。

午後は日差 しも少 し回復 したので採集に重点をお く。α′rルガsの数は非常に多い。今 日

だけで 17頭 を採集 した。数を採ってみて分かったが、この蝶は二型あるだけではなく、

個体変異も随分ある。赤紋の発達度、青紋の発達度、自帯の太さなど、なかなか面白い。

ここに居たのは、道路脇に落ちていた 1枚 の羽根 を除いて、全て自帯型であった。やは り、

北だか らなのだろうか。しか し、グリーンベイ近辺 も、ここと同じように擬態のモデルと

なる Pipevine Swallowtail(3α′′
“
s′力〃ι″ο′)は居ないのだ。謎は未だに解かれぬままで

ある。
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日が だ いぶ傾 いて か ら釣 りに戻 る。何 も釣 れ ず 、敗 退 。夜 は、僕 の釣 った魚 と芋 とた ま

ね ぎで あ った 。 う― ん 、な んだ か な。BOb宅 に電 話 をか けて 、明 日の 3時 に ビ ックア ップ

して も らうよ うに頼 む。

」une 18くsame as above>

ιゴ″
`"′

rFs α′′力
`″

Js      17exs     Sp`ッ
`′

′α αr′α″′′s   lex

ι
`′

力
``“

ry′ Jcι          3exs       ι
`′

力θα″r力ι′ο″     5exs

McgJs″ο cy″
`′

α         4exs       Phッ cFο′ιs r力α′οs    lex

[6月 19日 ]

今 日は、釣 りを忘れようと決意。ボー トを引き上げ、元あつた場所に結びつける。荷物

をまとめて、出発 した。今 日のプランは 01d64の 逆行。

この日は、“あた り"の 日だった。α′rル″′sは群れ飛び、ヒョウモンは花に集 まってい

る。また、この日は あ Jygο″faも 採集する事が出来た。特に殊勲だったのはクエスチ ョン

マークタテハで、この蝶は、やはリカメのポイン トに来ていた。他 に ra“″αs、 cο″
"α

も採

れ、ちょっと気分が良い。途中、湿地帯にはさまれた道を通るときに (こ の近辺は、広大

な湿地帯なのだ。人が入った事はまだ無いという)L`′みιも沢山採れた。ι
`′

力ιは、ウィス

コンシンに分布する全ての種類を採集 した事になる。

Butler Rock Roadと いう道があったので、ちょっと覗いてみたところ、未舗装のいい

感 じの林道であった。ここでも a″ヵι
"Fsを

採集 したが、モ トキ氏は「シーズンになればわ

んわんタテハが飛ぶぞ」等 と予言 していた。

それにしても、このベ トナム人的 2人 は、時折行き交 う車の ドライパーか ら奇異の眼差

しを受けつづけていた。そ りゃ、そ うだわな。とくに、麦藁帽子がいけなかったのだと思

うのだが、日差 しが強いので、首元まで隠 してくれるこの帽子は必需品なのだ。

とりあえず、そんな風にして一 日は過ぎ去 り、名残惜 しみなが らもこの地を去ることに

なったのである。ちょっと端折 りすぎかな ? この夜、23回 目の誕生 日を迎えたモ トキ氏

は、居候の分際であ りなが ら、誕生日パーティーを開いてもらい、砂糖 と脂肪がいっぱい

含まれていそうなケーキを食べたのであった。

June l9<same as

Limenitis arthemis

Speyeria atlantis

above>

Po ly gonia in ter ro gation is

Vanessa atalanta

Boloria selene

Chlosyne nycteis

Papilio glaucus

Lethe anthedon

Speyeria cybele 2exs

Polygonia faunas lex
Polygonia comma 6exs

Phyciodes tharos Sexs

Chlosyne harrissi 1Oexs

Aglaris milberti Lex

Lethe eurydice 30exs

28exs

l6exs

2exs

Sexs

lex
lex
1ex

19exs
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At Shay Lake(June 17・ 19)

1.コ テージの窓から見えるリス。アライグマやシカも餌を撤 くとやってくる.

2.つ いに釣ったラージマウス・バス。淡 自で結構美味かった。

3.ご 満悦の作者,添氏

4.ア メリカに出現 した腱の安南人。

この Shay Lakeを 巡 る旅 は非 常 に素晴 ら しい成 果 を残 した。α′′ル
"′
sが 50頭以 上 、

ι
`r力

ιも 50頭 以 上 、Pοryg。″′αの数 種 等 、 こ こに来 る事 が な けれ ば採 集 す る事 な ど不 可能

だ つた だ ろ う。

●植生…つまり、この森の木は樹齢 としては 30～40年程度なのである。だから、ここに

生息する蝶たちは林業勃興以前の蝶 とは違 うのかもしれない。それでは、その前には何が

居たのだろうか ?僕 としては 0`″
`′

s2種 、」iy″αと c″ガ
“
Sが居たのではないか、と考えて

いる。また、E′
`b′

α′′scο′′α′′sも 居たかもしれない。

林業について続けると、一時期まではウィスコンシンは林業で食っていたようなものだ

そ うである。グリーンベイは、小さ目の町だが、製紙業は世界で何番 目だかそうで、昔は

製材 もしていた らしい。今ではウィスコンシンの原始の森は相当北のほうまで行かなけれ

ば見 られないそうである。またインディアン居留地はそれな りに有望であるとのこと。

ということは、今まで採集 をしてきた地域は全て二次林 ということになる。蝶相が単調

なのもそ こらへんに理由があるのかもしれない_。

●カメ…Bobに よると、この辺の人はカメをスープにして食うらしい。非常に美味だそう

だが、最近カメの数 も減ったとのこと。それにしても、こんな北にあんな大きなカメが居

るとは驚きでした。

●夏型、秋型…我々が ここで採集 した Parygο″′αは、fa“″
“
Sを 除き、全て越冬個体であっ

た。採集当初は大喜びしたものの、帰宅 してか ら確認 した ら秋型である事 に気づき、ぬか
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喜び した自分 を呪 つた。6月 13日 に Glendale付近で確認 した個体 は明 らか に新成虫で、

あ り、また、ウィスコンシンで確認 した唯一の新成虫であつた。

[6月 20日 ]

今 日は Green Bayか ら 60マ イルほ ど南の町、Sheboyganで行われ る"Sheboygan

Wings&Wheels"に 行 くために、朝、Bobの 飛行場へ向 う。皆 さんが出発の準備 をしてい

るあ いだ 、我 々は茂 み を叩 いて採 集 に励 む。6頭 の カッ′′
“
sを 採 集 .明 日か ら"Diana

expedition"が 始 まるため、休養 に努める。この旅 につ いては、モ トキ氏の採集記 を参照下

さい。

」une 20くAerodrome DR Ledge View,Brown County>

Lycα
`″

αカッ′′
“
s          6exs        τあッ″ι″ε

“
S′′″

`ο
′α   lex

P′
`′

′s rα′α`          lex      P■
yc′ο′

`s′
力α′οs   lex

17月 2日 ]

南への旅か ら帰 り、家のテ ラスの寝椅子 にひっくり返 って子供 と遊 んで いると、時々黄

色 い蝶が飛び過 ぎる。ネ ッ トを取 り出 して採 ってみると、第二化 の ′力′′ο′′C`で あった。

と ころが 、 ここで ち ょっ とした事故 が発生す る。 なん と、二 回 目に採 った蝶 は、二αル

`“
ry′′c`だ つたのだ。 こんな ことがあってはいけない。 この蝶 は湿地性 の蝶 のはずだ。な

にせ ここは住宅地の ど真ん中なのだ。湿地なんて 5マ イル四方、何所 にもないはずである。

この蝶が何所か ら来たかについては謎が尽 きない。

July 2<Roscoe St. Green Bay>

Lethe eurydice 1ex Colias philodice lex

[7月 3日 ]

Gregg(BObの 娘の旦那 )に 、「お い、虫採 りにつれてってや る」といわれて、の この こ

つ いていった ら、着 いた先は工事現場だった。そ う、彼 は土建屋である。我 々はダマされ

た結果、そこで奴隷労働者 として暫く働き、おがくずを肺いっぱい吸いこむ羽目になっ

た。感に堪えない。途中で職場放棄して、工事現場の前にある豆畑で ′力′′ο′た`を
追っか

ける事 にす る。豆畑 のは じの林縁 に見なれない蝶が飛んで いるので、追 っかけて採 ってみ

た ら、″ ga′α というジャノメだった。大き くて、 日本のジャノメチ ョウそ っ くりである。

そ こで もう一種 、新規採集 したのは、Иsr`“ c“りαC`′′′sと いう蝶である。エ ノキタテハ と

いったよ うな名前の この蝶 は、見か けはコム ラサキ風であるが小 さい。予想外 に小 さい。

モトキ氏はこの蝶を狙つていたらしく、「よくやった、でかしたぞ」と、この旅 を通 じ

て唯―の誉め言葉をかけてくださった。感無量である。

林 の中に入 ってみると、日の前で小 さな物体が行 った り来た りしている。これが良 く見

ると sα ry′F“″ ca′α″
“
sと いう、カラス シジミの仲間で、林 の中の開けた ところにテ リ トリ

ーを張 って、お っか けっ こを しているのだ。開けたスペースの真中に、一際高 い木 の枝が

あって、そ こが最上のテ リ トリー らしい。一つ採れば次 のが同 じ場所 にや って くるわけで、
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採集 としてはこれほど簡単な事はない。

1週間ほど前、我々が南のほうへ行 っている頃、グリーンベイを嵐が襲 い、多 くの木を

倒 した。ここも前に大きな木が嵐で倒 されていたので、ポイン トを見つけるのが簡単だつ

たのだ。嵐サマサマである。

Greggも 仕事を終え、彼の家へ向う。彼の家は、前に ″ycたJsを 殺致 したところの入 り

口にあるので、ちょっとそ こも覗いてみる事にする。草原に足を踏み入れてす ぐ、Pap′′′ο

′οJyχι″
`s(Black Swa1lowtail)が

足元か ら突然飛び立った。モ トキ氏が何 とかネッ トし

たが、この 1頭が唯一のものになった。′
`gα

′αもいっぱい居たし、sary′ル″αεα′′cα とい

うシジミも発見、3頭 ほど採集できた。しかし、あれほどいた りcた,sは ボロボロになった

のが数頭飛んでいるだけであった。その後、Bobと 飛行場に行ったが、力yJルsも 1頭 も居

なくなっていた。南へ行っている内に、蝶相がが らっと変わって しまった らしい。カラス

シジミの仲間、ジャノメといい、前には 1度 も見 られなかった種類である。

この夜、採集記録の整理中に、モ トキ氏が頓狂な声を上げた。ダモノジャノメとして馬

鹿 にしていた cy″
`′

αは、総計 20頭 も無かったのだ。慌てて図鑑を確認 してみるとなんと

年一化 と書いてある。まずい、採 らなければと思ったときにはすでに遅かった。結局、ボ

ロボロを 1頭後に追加 したに留まり、完全品は 1頭 もないという悲惨な事になって しまっ

た。でも、あんなに沢山、何所にでも居た蝶が・・・。不徳のなすところ、である。

July 3<Anston, Brown County>

Colias philodice l2exs

Lethe anthedon 4exs

Pieris rapae 1ex

Satyrium calanus Texs

<Country Club Road 206, Green

Colias philodice 3exs

Papilio polyxenes 1ex

Satyrium acadica Sexs

unidentifiedSkippers Texs

Asterocampa celtis

Speyeria cybele

Cercyonis pegala 9exs

lex

lex

Bay>

Pieris rapae lex
Limenitisarchippus lex
Cercyonis pegala l6exs

<Aerodrome DR Ledge View, Brown County>

Speyeria cybele 2exs Cercyonis pegala lex
Colias philodice lex LSatyrium acadica

[7月 4日 ]

今 日は、前 にも行 った SuamicOを 再訪。昨 日か らの経験で、 どれだけ蝶相が変わって

いるかを確認 したかったのだ。

同 じ場所か ら歩 き始めるが、思 ったよ りも変わって いな い。cyb`ル は雌が増えたが、そ

れほ ど傷んでいるわ けで もな く、 まあまあだ。その上、 (モ トキ氏は認めなか ったけど )

ap力′ο″′
`ι

という新顔 も加わ っていた。しか しセセ リの類は、今更 のよ うに種類が変わ って

いる事 を気づか される。今 まで、まともな同定 をして こなかったせ いで、何が どう変わっ
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たのか といわれて も、答 える事が出来ないんだけど (モ トキさん‖ リス ト、Skippersと

か、unidentifiedが 多過 ぎますよ !!)。 今 まで cy″ι′αが居たニ ッチに″ gα′αが入れ替わ っ

ている。先 日ヒョウモ ンと ″J′b`″Fの 多か った赤 い花の咲 く草原か らは、 ヒョウモ ンはそ

のまま、″′′bθ″′′が姿 を消 し、かわ りに昨 日採 ったカラスシジミ 2種 が姿 をあ らわ してい

た。面 白か ったのは、ゎ
`″

ο″α、sθた″
`と

いう二種 の Bο′ο′′αが採れた事。1頭 づつ、という

のも面白い。

Rose家 で コー ラをいただき、子供 をあや してか ら Country Club Rd.に もう一度行 って

みる。面子 はそれほど変わ らないが、α″r力″ο″、cα′α″
“

s、 αεα′たαを追加 した。

明 日はモ トキ氏滞在最終 日である。

July 4くSualnicO,Brown County>

Speyeria cybele

Boloria selene

Lethe anthedon

Satyrium acadica

Celastrina argiolus

Colias philodice

<Country Club Road 206, Green Bay>

Colias philodice 8exs

Cercyonis pegala 10exs

Speyeria cybele 2exs

Epagyreus clarus 1ex

Everes comyntas 1ex

Satyrium acadica 9exs

Speyeria aphrodite 18exs

Boloria bellona lex
Cercyonis pegela 3exs

Epagyreus clarus 2exs

Danaus plexippus lex
unidentified Skippers lOexs

Chlosyne nycteis lex

Lethe anthedon 12exs

Phyciodes tharos 1ex

Megisto cymela lex
Satyrium calanus 2exs

unidentified Skippers 9exs

I Sexs

lex
2exs

1ex

lex
Sexs

[7月 5日 ]  Shay Lake again

先 日泊 りがけで行 った ところの、再挑戦 とも言 うべ き採集 である。昨 日、一昨 日と、2

週間 WiscOnsinを 留守 に している間 に蝶相が随分変わっているのを確認 したが、前 々か ら

蝶影 の濃 い ここの こと、いか に良い蝶が採れ るか楽 しみである。 また、今 日最低 75頭 採

集すれば、日標 の looo頭 を達成出来る。

いつ もの ごとく、遅 い出発。 11時 30分であった。 こんなんで良いんだろ うか、と思わ

れる方 も居 るか もしれない。た ぶ ん 駄 目だと思 う。いや、全 然 ダ メ だ。

12時 15分頃、その森林帯 の入 り口に着 く。早 くも、周 りには蝶が多 い。前来た時 には

1頭 しか採集できなかった cο′′αs P力 ′′ο″′c`が 、ここで もやは り 2化 目が発生 して いて、数

も多 い。 またジャノメも、cyレル、″力ra′

`た

のヒョウモン類 も多 い。車 を降 りて、軽 く腕

慣 らしのよ うな採集 をするが、ふ と横 を見 るとモ トキ氏が必死な顔 をして走 って いる。ち

ょっと走 って帰 ってきたので、何 をしていたのか、 と開 くと、「オオカバマダ ラを追 って

いて、逃が した」そ うである。そ う言えば、全米で もっとも普通 に見 られ る筈のオオカバ

マダラ、まだ総計 4頭 しか採 っていないのだった。詰めが甘 い。

林 の中をうね りなが ら走 る 01d64沿 いは、まさ しく蝶の宝庫 であった。Milkweed(前

回来た ときにはまだ咲 いていなかった)の 花 には、何種かのセセ リが群れ を成 し、ヒョウ
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モン、そ して Hairstreak系 のシジミがとまっている。もしシジミだけを狙つて採ろうと

しても、ついでに他の雑蝶が 10頭 くらい入ってきて しまうので、その中か ら狙いを探す

のも大変なくらいである。いや―、良い気分だ。2人 して、「渦 巻 いて る よ 一 」「群 れ

な して る よ ―」 と嬉 しい悲鳴を上げていた。

道沿いにどんどんと歩 く、するとモ トキ氏が、ネットも無 く、ボーッと立っている。事

情を聞くと、ビデオ撮影中に、ネッ トを脇においておいた ら Bobが持っていって しまった

らしい。慌てて彼を探す と、なんとネッ トを持って蝶々を追っかけまわ していた。思わず

頭を抱えてしまう 2人 である。でも確かに、これだけ蝶が居ると、素人の人でもきっと楽

しいに違いない。まあ、ネットが無いのは困るので、車に戻って、予備のネッ ト (柄 はな

い)を持ってきて採集を続行する。それにしても、蝶の数が多いなあ。

さすがに、ジャノメ類、とくに前回多かった んα力ιの仲間、そ して α″′ル″′sは ボロであ

った。

例のカメのポイン トは、カメがスッカリ千か らびいて駄 目。きれいな トンポが飛び回っ

ているだけであった。

その少 し先、道路が大きく曲がるところに Milkweedの 群落があり、他ではあまり見 ら

れない COral Hairstreakが 居たので、そ こで粘っていると、基樹氏が急 に頓狂な声で「ば

るて ぃもあ、ばるちもあ !!」 と叫ぶ。一瞬何の事だか分か らなかったが、す ぐに Baltimore

Checkerspot(E″ カノ′′αs bα ル′″ο′
`)の

ことだと悟る。Scottを みなが ら、「イイ蝶だねえ」

などとつぶやいていた事 も思い出す。「どこどこ ?」 と聞くと完全に逆上 した表情で指差

すばか り。その指の先には、ふわふわと浮いている黒っぱい蝶が居た。あれがソウカ、と

思 うと、こちらまで逆上 して しまい、転げ落ちるように道路脇の段差を駆 け下 り、追っか

けてネットを振る。入 らない。もう一度振る。まだ入 らない。そのうちに見失って しまっ

た。後ろでモ トキ氏が、「コッチ、コッチ !!」 と叫んでいる。そちらの方向を振 り向 くと確

かに黒い蝶は飛んでいた。そ こまで全力で駆けよ り、渾身の力を込めて黄金の右…じゃな

くてネッ トを振る。手応えは…モ トキ氏が入った、入ったといってやってきた。ネッ トの

中を確認すると…そ の 中 には何 も居 な か った 。

更にもうひとつオチをつけると、この 1頭 が、今回の採集行で唯一のものとなった。も

ちろん、採集 したものはない。心残 りである。

Deaが 、早くいこう、と急かすので、後ろ髪を引き宅 られなが らも採集地を後にする。

たしかに Deaの いうことはもっともであった。昼を 1時間も過ぎている。虫取 りに夢中

になると時間が経つのを忘れてしまうのだ。

まあいい、昼飯が終わった らまた来ればいい。そ うは思いつつも、窓か ら物欲 しげに外

を見てしまう我々であった。いや、我々だけでなく、運 転 手 の Bobま で も脇見運転を

している。運転するときくらいは前を見てほしいとは思 う。

3週 間ほど前にきた Shay Lakeの コテージには、腹 を空かせた一族郎党が我々を待っ

ていた。特に、我々2人 を見る目つきが怖い。すまん、ゆるしてくれ。

どうや ら、Bobは 蝶採 りにのめ りこんで しまった らしく、Deaをせっついて昼食のチ リ

を早 くしてもらおうとしているようだ。そうなると有難いので応援 したいのは山々だった

が、まあ、人付き合いというのは難 しいのだ。とりあえず黙っておくことにする。
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何 とか昼飯 を食べ終え、 トラックに乗 り込んで採集に復帰。途中、前回の訪間で有望性

を認めた Butler Rock Roadに いってみることにする。モ トキ氏の予言では「タテハの

天国」になるはずだったが、入 り日付近 に α′′ヵθガsの ポロがふ らふ らしていただけで、

Poryg。
"Jα

、こ″リカα′おは姿形も見なかった。cッbθル を少々つまんで、01d64に 戻ることに。

モ トキ 氏 の 予 言 は 、 時 々 当 て にな らな い。

もう、後は数で勝負である。BObま で動員 して、とにかく採 りまくる。Milkweedの 花

を一振 りすれば lo～30頭 は必ず採れるのだが、そんな事をしていた ら三角紙が持たない。

缶いっぱいに入っていた紙が、既 に底を尽き始めているのだ。シジミ>ヒ ョウモン>大型

セセ リ>ゴ ミセセ リという暗黙の了解にしたがって、黙々と数を重ねていく。

後か ら分かった悲劇。モ トキ氏帰国後数 日、電子 メールで、モ トキ氏の悲惨な声が届い

た 。 い わ く 「 あ の 日 採 っ た ダ モ ノ セ セ リ の 一 種 は 、 "Pοα″
`s″

aSSaSο J′"と い う 、 カ ナ ダ ～ア

メ リカ国境 にしか居ない蝶なのだ、今す ぐいって採 って来 い」僕 も帰国寸前で、結局採集

に行 けず に終わって しまった。

訓 :セ セ リを馬鹿 にしてはいけない !

この 日だけで、総計 240頭 の蝶 を採集 した。ウィスコンシンの採集 品を全部足す と、924

頭 、南の採集品 を足せば 110o頭 を超 える。 ところで、2週間南部で採集 して、総計 200

頭 ち ょつと。 ところが、 この 日だけでそれ を上回 りそ うだ。

いったい、僕 らは南で何をやっていたんだろう ?

日も西 に傾 き、風 に混 じった冷たい冷気が肌 をなでるよ うな時刻 になった。僕 は、最後

の三角紙 を缶か ら出 し、採集 したオオカバマダラを包 んで、缶 に戻 した。車の後 ろに網 と

三角缶 を置 き、大 き く溜息 をつ く。向 こうのほ うで、モ トキ氏が網 を振 って いる。彼は、

僕の視線 に気づ くと、 こっちをむいて大きくガ ッツポーズをして見せた。

その夜、採集品の整理 をしなが ら、彼は呟いた、

「添 ―斎藤 タ ッグには珍 しく、今回の採集 は成功だな」

「成功 というよ りは、勝利ですね」僕は言 う。

「ヴィク トリーよ りも、 トライアンフだな」彼は笑 って いた。僕 はた ま らな く誇 らしか

った。きっと、彼 もそ うだったのだろう。

次の 日の早朝、彼は日本へ と帰 っていった。

July 5<Shay Lake:route 64,Brazeau, Oconto county>

Danaus plexippus 4exsl4 final instar larvae(host: milkweed)

Megisto cymela lex
Artogeia rapae 2exs

Colias philodice 9exs

Lethe anthedon Sexs

Vanessavirginensis 1ex

Polygonia faunas lex
Speyeria cybele 40exs

Satyriumedwardsii 43exs

Epagyreus clarus 1ex

Pieris napi

Lethe eurydice

lex

Boloria bellona 2exs

lex

Polygonia comma 1ex

Speyeria atlantis 40exs

Limenitis arthemis lex
Satyrium acadica Sexs LLethc anthedon
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16exs Lycaena hyllus

60exs

lex

Shay Lake Again(July 5)

1.シリaria α
`レ

″rJsi S.cybι た に較べて小型で録の黒色部が 日立つ。

2.Lαル
`“

ry′J`ι;ウ ラジヤノメとクロヒカゲモ ドキの雑種みたいな感 じ。

3.Sary″ル″′′
`″

s;後 翅外縁の赤星が 日立つ渋いシジミ。尾状突起を持たない。

イ.Milkweedに 群れるセセ リとシリιrJ`り b`′
`

▲世話になった Mr.Robert R.LeMieuxを 目んで。 日本人青年蝶屋 2人 のヨロコビ。
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謝辞 :

テネシー・ウィリアムズの「欲望 という名の電車」に出て くる有名な台詞に、"Iive always

depended on the kindness of strangers"と いうのがある。僕 も同じで、入笠山のパスの運

転手の人や (河 口湖 まで乗せて くれた )、 陣馬山で会った名前も知 らない人 (バ スに乗 り

遅れた僕を高尾の駅まで送って くれた )、 スモモをくれた農家のオバチャンや、キセル乗

車を見逃 して くれた何人もの車掌さん、その他大勢の親切な人にお世話になって生きてき

た。自分では、そ うして受けてきた親切が自分の最大の財産だと信 じているし、それはき

っと正 しいのだと思 う。それ抜きでは、僕は生きていくのも難 しかっただろう。

この採集記は、滞在中、生活全般の面倒 (食 費、寝床、etc)、 免許を持たない我々に代

わつて目的地までの運転をしてくれた Mr.Robert R.LeMieuxと 、その寛大なる家族に捧

げる。文中でも触れたが、彼等の助力抜きは、これだけの成功を収める事は出来なかった

だろう。彼等の善意のほどは、今まで見ず知 らずであったモ トキ氏の誕生 日 (僕 も忘れて

いた)ま でを気に留め、祝って くれたという事実か らも窺い知る事が出来る。面倒 をかけ

る以外、何 もする事の出来なかった我々だが、この一片の記録で、す こしでも彼 らの善意

に報いる事が出来れば、幸いである。

また、それと同等の感謝を、斎藤 基樹氏にも捧げる。ダイアナの採集記や、ビデオで

随分と僕をコケにしてくれたので、この採集記中でもちょっとしたコメディアンの役を演

じてもらったが、以下の事をここで述べておく。

● 彼は、朝便所に行きたいとむずがったことはない。

● 僕が彼よ りも逃がした蝶の数が多いという証拠は何所にもないが、同じく彼の逃が

した数の方が多いという証拠もない。

● 彼は、ワガママな僕のリクエス トに答えて、釣 り針を結んでくれた。

● 常に冷静さをもって、頭に血の昇 りやすい僕をた しなめてくれた。

彼は、僕を蝶の世界に導いて くれ、また、偶然による再会の後 も、公私 に関わ らず常に

僕の良き助言者 となってくれた。彼なくしても、現在の僕はありえない。

また、経済面、精神面でもアメリカに行 くという夢をかなえてくれた両親、家族にも感

謝を捧げる。僕がアメリカで残 りの教育を受けることを決めたときも、彼等は嫌な顔 もせ

ず (少 しはしたけど)、 僕 を励まして くれた。彼等抜きでは、僕は何 も出来なかった。彼

等は、常に僕の敬愛するところである。そ して、これか らも僕の最高の友人であ りつづけ

るだろう。

そ して、旅の途中で出会った幾多の Strangersへ 。あなたたちの親切を僕は決 して忘れ

る事は無いだろう。

僕は、これだけの財産を背負って生きて行 くのだ。

(SOE,Tetsutaro St.Norbert College 414 Burke Hall,De Pere,WI U.S.A.54115

SAITO,Motoki 〒180‐ 0006 東京都武蔵野市中町 2・ 16‐ 1・ 601)

《編者後記 :『 多摩虫』誌上,No.32の 編者 によるユーコン採集記 と同 じ長 さの大長編採

集記であつた。添氏とのハチャメチャ道中は,つ いに 2000年夏,ミ ャンマー遠征 にまで

発展することとなった。奇 しくも出発の前夜,これを編集 しなが ら,改めて虫と虫屋の出

会いの不思議さに思いを馳せずにはいられない。》

０
４



ドラキュラの城を訪ねて・ルーマニア紀行

間野 雄次郎

東ヨーロッパのプルガリアとルーマニアを巡る団体ツアーに夫婦で参加し、観光の合間に採集を試みた。

今回の旅行はパスによる移動が多く、同じところに続けて泊まることも無く、自由時間もほとんど無いの

で思うように採集ができなかった。それでも東欧ルーマニアヘは蝶の採集に行く人はあまりいないであろ

うし、早春 5月 のルーマニアの蝶と、社会主義国から生まれ変わって間もない国の様子の一端がお伝えで

きればと思い筆を執った。何かの参考にしていただければ幸いである。

ブルガリアからルーマニアヘ

1999年 5月 17日  晴  シューメン=ルセ=ギルギュウ=ブカレスト

タンポポの黄色を一面にばらまいたドナウ平原の緑の絨毯の中をバスは5月 の陽光を浴びて快適に北走

している。旅はいよいよブルガリアを離れて ドラキュ

ラの国ルーマニアに入ろうとしている。我々―行は添

乗員の小川嬢を含めて 13人、女性 8名、男性 5名で、

そのうち夫婦は4組である。バスは40人乗りの大型

パスなので余裕があつて快適である。

そうこうしているうちにブルガリア最後の町人口

25万人のドナウ最大の町ルセを通り、かの有名なド

ナウ川にかかる友好橋の真中の国境を越えてルーマ

ニアに入国する.(写真 1)

ルーマニア最初の町ギルギュウで手続きを終え、緑し

たたるワラキア平原を一路ルーマニアの首都ブカレ

ストを目指す。

首都プカレストは人口250万人、 14世紀にこの地方に住みついたプカール (喜び)族の名に由来し、

ルーマニア人はプクレシュト(喜びの町)と呼ぶ。

ここで現地ガイドは小柄で可愛らしいマリーナ嬢

となる。

昼食はルーマニア名物料理のロールキャベツのよ

うな “サルマーレ"と トウモロコシの粉で作った

マッシュポテトのような “ママリカ"を味わう。

午後は革命広場と国民の館、そして大主教教会を

見学する。革命広場は1989年 12月 22日 の

民主化革命の舞台となった広場で、チャウシェス

ク大統領がここで最後の演説をした後ヘリコプターで逃亡するが捕まり、夫婦とも銃殺されたのはまだ記

憶に新しい。国民の館はチャウシェスクが120億 ドルを投じて建てさせた巨大な宮殿で室数は2000
とも3000と も言われている。中には純金の部屋、巨大なホール、ギャラリーなどがあり、柱はさまざ

まな色をした大理石でルーマニア中から集められたという。現在は国際会議やコンサートなどに使われて

ポググン・ポ~

ルーマニア

1.ドナウ川

′くイア・マーン1    2ィ イ2``i
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いるようだが、現代のi■aと言われている。国民の館の前は4キロにわたってブカレストの町を走り抜け

る大通りで、パリのシャンゼリゼを凌駕すると言われ、石像をあしらった噴水が等間隔で設置され、両側

2.チャウチェスク大統領が最後に演説をした革命広場 3.国民の館

には政府要人の住む豪華マンションが立ち並んでいるが、今は人通りも少なく、多くの史跡や建物も壊さ

れ味わいの無い町並みになってしまったと人々は嘆いている。 (写真 2、 3)

ドラキュラの城

5月 18日  晴―雨 ブカレス ト=シナイア=プラン城=プラショフ

ブカレストを後にしてシナイアヘ向かう。ルーマニアの中央を “つ"の字に走るカルバチア山脈は200
0メー トル級の山々がゆるやかに連なり、その頂きには万年雪、山肌には青々とした樹海を抱え、東欧の

スイスと言われる所以である。シナイアはこの山脈の中でも奇岩怪石のあるプチェジ山の中腹に位置し、

トレッキングルー トの出発点で標高 800メー トルの景勝地である。

僧院シナイアは 16世紀にワラキア王国の貴族カンタ・クジノによって建てられた僧院でイスラエルのシ

ナイ山から持ってきた石を礎石としたのでシナイアという名前がつけられ、その名前が町名の由来ともな

った。

ここからバスはカルバチア山脈の峠を越え “森の彼方の国"と いうトランシルヴァニア地方に入る。プ

レデアルで本道を離れ山道に入り、プチェジ山麓にある

プラン村の山上にそびえるドラキュラの城と呼ばれる

中世の城砦プラン城を訪れる。

プラン城は1337年 ドイツの商人がワラキア平原か

らプラショフに入ってくるトルコ軍を見張るために築

いたもので、14世紀末にはワラキア公ヴラド1世がこ

こを居城とした。ヴラド1世の孫にあたるヴラド・ツェ

ペシュ、別名ヴラド串刺し公は15世紀に敵対したトル

コ兵や、味方の裏切りものを見せしめのために串刺しの

刑にするなど、あらゆる拷間を考え、実行し、ドラキュ

ラ公と言われた。1897年アイルランドの作家、プラ

ム・ストーカーによって書かれた「吸血鬼ドラキュラ」
4.ド ラキュラの城 プラン城
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のモデルとして、一躍世界中に有名となった。(写真 4、 5)

城は入回は古色蒼然として伝説の城という趣きであるが、中は補修されて自一色に塗られてしまって怖

さは全く感じられず、小説とはかけはなれた存在とな

っていたのは少し残念だつた。城の中は王の執務室な

どたくさんの部屋があり、最上階からは周囲の風景が

見渡せる。町は針葉樹の森を抱えた小山の連なりで、

山々の間には緑の草原があり高山性の蝶がいそうだ

が採集の時間がとれず残念だった。ドラキュラの城の

まわりは蝶の採集をすれば何か奇怪な種が採れそう

な感じで面白そうな所である。旅行される人はここで

1日 を費やすことを勧める。 5.ド ラキュラの城からの眺め

プラン城を後にしてバスはルーマニア第 2の都市プラショフに向かう。プラショフは中世の町並みを残

した美しい古都でトランパ山とポシュタヴァル山の麓にある。ここの見所は黒の教会と聖ニコラエ教会と

トランパ山自然公園である。

トランパ山自然公園は標高 865メー トル、ケープルカーで山頂まで登れる。山頂に容易に登れる施設が

多くあるのもルーマニアが東欧のスイスと言われる所以であるが、残念ながら今回は登頂の機会はなかっ

た。

クモマツマキがいた !

5月 19日  晴 プラショフ=ラ ク・ロッシュ=ビカズ渓谷=ク ンプルング・モル ドベネスク

この日はトランシルヴァニア地方からモル ドヴァ地方へ長距離の移動で一日中バス旅行となる。

途中のアイスホッケーのベストチームのいるミラクラチュクを通リクシュマシュリレ。マーレ山脈を背景に

見事に咲いたタンポポを眺めながら標高 1230メ ートルのパングラテ峠で写真のための休憩をする。そ

こから下ってピカズ渓谷の入口にあるラク・ロシュに入る。ラク・ロシュは地震によって山の崖が崩れ、

6.ラ ク 。ロシュ湖畔の小屋 7.近くにクモマツマキチョウがいたレストラン

その後にできた湖で鉄分が含まれている土のため雨が降ると赤くなるので “赤い湖"と呼ばれている。レ

ストランLacuRosuに て昼食。ハンガリー風の料理で、肉、野菜、塩味のスープ、デザートはドー

ナツのような “キュタシュラチ"である。

レストランの周辺には小川もあり、タンポポの花も豊富で、シロチョウがいる。食事もそこそこに網を持

って外に出た。エゾスジグロシロチョウが多いが、なかにモンシロチョウもいる。山際に菜種のような黄
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色い花がたくさん咲いているので立ち寄ったところ、クモマツマキチョウがいるではないか。心をときめ

かせて網の中に入れ、近くでさらに雌雄 1匹ずつ追加した。(写真 6、 7)

時間が来たのでやむなくバスに戻り、いよいよ

有名なビカズ渓谷に入った。渓谷は標高 118
0メ ートル、周辺は300～ 500メ ートルの

岩山が 10キロにわたってそびえ立ち、日本の

新耶馬渓に似た景観を呈している。土産物店が

たくさん並んでいるが買物は失ネLして、クモマ

ツマキを探したがここでは見つからなかった。

(写真8) カルバチア山脈を横断した出口に

あたるビアトラ。ネヤムツで北に分岐しファル 8.ピカズ渓谷

ティテェニで小休止。ここではベニシジミ2頭を得た。

この日の終点クンプルング 。モル ドベネスクまで 300キ ロの長旅で大変疲れ早々に就寝した。

5月 20日晴 クンプルング 。モル ドベネスク=ブゴビナ修道院めぐり=ク ンプルング 。モル ドベネス

ク

この日は一日中修道院めぐりだった。五つの修道院が観光コースになっており、そのうち四つを廻った。

モル ドヴァ地方はカルバチア山脈の東側に広がる緑豊かな丘陵と平原の土地である。 15世紀にオスマン

トルコを何度も撃退したシュテファン大公と、それに続くポグダン3世 らはトランシルヴァニアをねらう

9.フモール修道院 10.クジャクチョウがいたフモール修道院の裏

オーストリア帝国の野望も封じ、小さいなりに独立を維持した。ルーマニア正教を庇護して民衆の啓蒙を

はかり、中世文化の華を咲かせた。北モルドヴァ、プゴヴィナ地方にあるこれらの修道院群は1993年
に世界遺産に登録された。

フモール修道院 グラ。フモールの町でヴォロネック修道院の北側 6キロのところに1530年に建てら

れた。宮廷画家トーマスの壁画がある。

見学をすませて外に出ると庫裡のような建物のところに花壇があり百日草に似た花が咲いている。ここで

クジャクチョウを1頭採った。(写真 9、 10)

スチェヴィツア修道院 1581年 ごろ建てられ、数あるモルドヴァ地方の修道院の中でも最も保存状態
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が良く、最も大きな修道院だがなぜか世界遺産からは外されている。“天国への梯子"というフレスコ画が

11.スチェヴィツア修道院 12.爆を採る添乗員の小川嬢

有名である。この修道院の外壁の向こうが緑の草原になっていてたくさんのタンポポが咲いていた。天気

もいいし蝶がいっぱい舞っていたので、観光を早々に切り上げて蝶を追っていると添乗員の小川嬢もでて

きて採りたいと言い出したので捕虫網を渡すと喜んでキャッキャッ言いながら蝶を追い、蝶採りの楽しさ

を味わっていた。ここはエゾスジグロが多いがクモマツマキチョウを2頭、セイヨウヒメシロチョウを2

頭採った。この日以降彼女は蝶採りにきわめて好意を示すようになった。(写真 11、 12)
ほかにヴォロネツ修道院、モルドヴィツァ修道院を見学してホテルに戻るが、町はずれの草原でもクモ

マツマキ 1頭、エゾスジグロ4頭、モンシロチョウ1頭 を採った。

夜は民族舞踊、音楽とともに地元の料理を味わった。肉ベーコン、野菜の申焼の巨大さには驚いた。(写真

13、 14)

13.巨大な串焼きを食べる 14.民族舞踊

スイスのような景色

5月 21日 晴一時雨 クンプルング。モルドベネスク=ボクダン・ポード=サプンツア=シゲット・

マルマツィエイ=バイア 。マーレ

この日はカルバチア山脈の北麓を廻ってトランスシルヴァニアの北、ルーマニアの奥地マウムレシュ県に

向かう。ここはチャウシェスク政権時代に進められた近代化政策も届かず、民族学的に注目される昔なが

らの生活と伝統の生きづいている地方である。冬は深い雪に閉ざされるところだ。

バスはタンポポの花咲く草原と羊の放牧されている牧草地の入り混じった平地を走り、徐々に高度をあ
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げていく。途中白い花を咲かせた木々が目立った

が丁度今がリンゴの花の盛りだということである。

高度があがるにつれて南側に雪山が見え始めてき

た。標高1416メートルのプリスロプ峠のとこ

ろで小休止。カルバチア山脈の西北端の高山、ビ

エトロシュカリヒめられた。峠は公園になっていて

下るにつれて小川沿いに草地が見えてきた。バス

の中からは蝶影は見えず。スキーのリゾート地の

ボルシャを経てポクダン。ボーダ村に到着 (写真 15)。 ここは森林資源しかない。教会はすべて木で造ら

れている。ボクダン・ポードの教会は1770年、隣のイエウドのは1350年ごろに建てられたそうで

ある。教会の墓地はこの地方独特の墓標が立てられている。

バスから眺めた周辺の景色は雪山を背景としてモミの木を中心とした針葉樹の森が点在し、その間に草

原が広がって放牧が行われている。スイスと全く同じような光景を呈している。この辺りでの蝶の採集は

5月 よりも7月 頃の方がよさそうである。

昼食後サプンツアに向かう。サプンツアは「陽気な墓」で有名な所である。 1935年、村人スタン・イ

オン・パトラシュ氏が残された家族や友人の悲しみを少しでもいやすためにお墓を楽しいものに変えるべ

く、ユーモラスな彫刻を施し、彩色したことが始まり

で羊飼い、先生、料理上手なおばさんなど故人の生活

が見てとれる。お墓を身近なものにしようという努力

が実っている。(写真 16)

バスはサプンツァから反転してシゲット・マルマツ

ィエイに向かう。ここら辺りはロシアのウクライナに

近く、ティサ河の向こうはウクライナである。シゲッ

ト・マルマツィエイで民族博物館を見学して今日の目

5月 22日 晴一時雨 バイヤ・マーレ=クルー

ジ・ナポカ=ビシュテア村

バイヤ・マーレを出てバスはいよいよトランスシリレヴ

ァニアの盆地の中心、クルージ・ナポカに向かう。3

時間でクルージ・ナポカ市に着く。(写真 17)

ここは紀元前 2世紀にローマ帝国の植民都市とし

て歴史に登場し、東西交通の要衝という恵まれた条件

のもとにこの地方の中心地として繁栄してきた。11

世紀にザクセン人がやってきて商エギル ドを結成し、ハンガリー王の庇護のもとで発展を続け、クラウゼ

ンプルグと呼ばれた。現在の町の正式名称はドイツ風の呼称クルージとラテン名ナポカを組み合わせたも

のである。人口33万のうち20%はハンガリー人で、周辺にはビストリツァ、シクなどハンガリー人が

伝統を守りつつ暮らしている町や村が点在している。このビストリツァはナポカの東北、バスで 2時間の

ところにあり、ストーカーの小説「吸血鬼 ドラキュラ」の冒頭、主人公の弁護士ジョナサンがこの町のホ

テル COrana deAurに 宿泊し、プルゴー峠のドラキュラ伯爵の城へ向かうという設定に登場したところで

16.サプンツアの陽気な喜

的地バイヤ 。マーレに着いた。

鶴
■

・
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ある。

統一広場に建つゴシック様式のカトリック教会は 1

スト教の多くの派の手を経たので内部装飾は複雑で、

の日は土曜日なので結婚式をいくつか見かけた。

ルーマニアで結婚シーズンは6～ 10月 で、 5月

に結婚すると別かれると言われているが、縁起を

かつがない人もいるようだ。

昼食の時に地元の焼酎が配られた。パリンケとい

うプルーンから造ったものでアルコール度40%

でとても強いが甘くておいしい。これは良い土産

ができたと購入する。

5世紀に建立した聖ミハイ教会で、この教会はキリ

修復のたびに古い壁画が現れると言われている。こ

18.シ ジミチョウを採つたエル・ヌートス付近の革原

午後はハンガリー人だけが住むビシュテア村に行く。村の人々の主な職業は石の彫刻であるが。

落ち着いた町並みだが蝶の姿は全くなかった。

シジミチョウを採る

5月 23日 晴一時雨 クルージ・ナポカ=ビエルタン=シギショアラ=クルージ・ナポカ

ホテルを出発したバスはトランシルヴァニアの盆地の中をプラショフ方向に走る。遥か東方にカルバチ

ア山脈の山並みが見え、途中には草原と潅木の生えた小山とが入り混じった平原を形成し、農業や牧畜の

盛んなところと見受けられた。タンポポはいたるところにあったが、ここでは日本と同じ様に菜種の畑も

かなり見られた。

19.シギショアラの町 20.ド ラキュラの生泉 今はレストラン

ルドゥスに近いエル・ヌートス付近の草原でシジミチョウ多数を見つけ、ヒメシジミ2頭、Lysandra

アドニスルリシジミ (和名は私が名付けた)1頭を得た。(写真 18)次 いでシキショアラ近郊の牧場の

入り口でクモマツマキチョウ 1頭を採った。

そのあとビエルタンを通ってシギショアラヘ着く (写真 19)。 ドイツ人によって造られた町で旧市街にあ

るレストランEtt Burgは ドラキュラのモデルとなったヴラド・ツェペッシュの生家をレストランにして

いる (写真20)。 近くに町のシンボルの時計塔がある。

この日はまたクルージ・ナポカに戻り、ホテルで最後の夕食をとる。

5月 24日、 25日  朝クルージ・ナポカより空路ブカレストヘ。オトベニ国際空港よリモスクワ経由

成田空港
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まとめ

以上でルーマニアの旅は終わったが今回の旅行は、プルガリア7日 間、ルーマニア8日間の旅だった。

両国の違いをあげると

1.プルガリアは山脈が東西に走っているせいか、平野と山並みが層状で均整がとれており、山には広葉

樹が多く、地味が肥えており、農業国としてはプルガリアが優れている。ルーマニアは、カルバチア山脈

が国の中央で曲折してワラキア平原からトランシルヴァニアとモリレドヴァを隔離し、緯度も北にあるとこ

ろから、全体的に高度が高く、針葉樹が多くて同じ農業国でも林業的要素が多い。

2.両国ともに春の野原は黄色に染められるが、プルガリアはタンポポと肥料菜、ルーマニアは菜種が多

い。

今回の蝶の採集では、

1.プルガリアでは草原性の蝶、ヒョウモンチョウ、ヒョウモンモドキ、ヒメヒカゲ、各種シジミが多い。

予想外の収穫はタイスアゲハであるが、タイスアゲハは林縁の草原に発生するのではないか

2.ルーマニアは高地性の蝶、すなわちクモマツマキチョウ、エゾスジグロシロチョウ、セイヨウヒメシ

ロチョウなどのシロチョウが多い。とりわけクモマツマキチョウは各地で平均的に採れたのは心強い。ク

モマツマキチョウに類似の別種がパルカン半島にいるとのことであるが、今回の収穫には含まれていない。

なお、緯度的に言えばブルガリアは北緯41～ 44度、ルーマニアは44～ 48度でブルガリアは北海

道、ルーマニアは北海道北部から南樺太に相当するので蝶の採集には5月 は早すま 6月後半から7月 に

行けばもっと戦果は挙げられるかもしれない。
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1999年度蝶類採集 (観察)報告

指田 春喜

・兵庫県三田市有馬富士 (alt。 370m)Ap■ ,01,1999

毎年のことながら、4月 のはじめの学会 (日本薬学会)出張からの帰り道、どこでギフを採るかという

ことになるが、今年は徳島である。四国にギフチョウはいないし、どうするか !大橋ができ、本州との連

絡はたいそう良くなったとは言え、午後 3時 ぐらいからその日のうちにギフの分布圏内で行き着ける所と

なると当地ぐらいしかないか。数年前、京都の友人も4月 10日 にいくつか採集しているし、例の「88ケ

所」にも載っているので、その前夜は三田駅前近くのビジネス・ホテルに投宿。しかし、この日天候は曇

り、風も強く、ギフの採集できる状態ではなかった。時期的にもまだ早かつた !

・岐阜県恵那市武並 Ap■ ,02,1999

兵庫県ではまだ未発生との感触で、岐阜県に転戦。4日 の日曜日には関市在住の卒業生がギフの案内 (岐

阜の案内ではない !)を してくれる約束であり、それまでの時間をどこで有効に使うかということで当地

に決定。でも、天候には勝てず、周辺の散策 (一応、ポイント探し)と酒で一日が終わる。それにしても

日本酒に当地の「ドテ (モツの味噌煮込み)」 は最高に旨い !

・岐阜県恵那市武並 Ap■ ,03,1999

ギフチョウ 1♂
やはり、情報がない場所では、「88ケ 所」に頼らぎるを得ない。それにしても、環境が変わってしまっ

たのか、地図に出ている駅から20‐ 30分 ぐらいの付近をいくら歩いても良さそうなポイントが見つからな

い。一見、良さそうな雑木林も少し歩くと、田圃や民家の庭先に出てしまう。まあまあの天候にもかかわ

らず、午前中、日撃ゼロ。やはリフライングであつたのかとの思いに諦めかけていたその時、明らかにこ

の日、しかも羽化後それほど時間がたってなさそうな個体を発見。かろうじて完敗を免れる。岐阜・愛知

の個体もこの辺までくると、かなり黒色部が発達している。

・岐阜県関市志津野 Ap■ ,04,1999

ギフチョウ 7♂♂

この数年、各地でその発生がかなり早くなっていたが、今年は、ここに来てやや足踏み状態が続いてい

た。そこで、岐阜県内でも発生が 1、 2に早い当地に転戦。もっとも、ここは昨春卒業した院生 (女子学

生)の実家があるところ、ここでの採集は最初から予定に入っていた。前夜は大変な歓待を受けた。かな

り酔っぱらってホテルまで送り届けられ、翌朝、お迎えがくるという何とも贅沢な採集である。当然やや

出発が遅れ、ポイントはきっちりIEIBで きていない。それでも、変電所 (?)への舗装道路の手前 500m

を左に入り、急な登りで尾根にでる。高圧線の鉄塔 (No.2)の ある斜面に陣取る。急斜面でやや足場は悪

いが,彼女と二人で時折飛び出してくるギフを待つのもいいものである。

・福井県福井市大安寺 Ap■ ,11,1999

ギフチ ョウ 9♂ ♂ 1♀ (未交尾 )

前夜、カミサンの実家入り。義父、息子、そして義弟のクルマで出発、所要時間、15分のお手軽採集地
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である。福井県内のいくつかの有名採集地はだいたい回ってしまったが、足元が残っていた。前夜のアル

コールが過ぎ、起きたのが 9時を過ぎていた。こういうときのために残しておいたのではないが、これを

有効に使わない手はない。大安寺上の広場 。尾根付近で 2時間半ほど採集。午前 11時前、やっと薄日が

射しだし、尾根の小径を路面スレスレに這うように飛ぶ個体をネットに入れる。天気があまりよくなく、

雲が切れれば、姿を現すが、日撃個体もこれが全部。やや時期遅し (?)。

・石川県 白峰村小赤谷、堂の森 Ap■ ,17,1999
自峰のギフは手強い。10年ほど前に比べるとその数が減ってしまったのはどうも間違いない。3～4回

通って 1頭というのがベースであり,こ の日は完敗であった。時期やや早い感もあった。

・長野県松本市牛伏寺 Ap■,25,1999
当地には,私の大学時代の先輩と勤務する大学の教え子 (1回生)がおり,ともに松本市内で薬局を営

んでいる。同業者故,交流があり,小生が行け|ま 当然 3人で酒盛りに成る。予定では,24日 は大糸沿線

でヒメギフ・ギフをつまみ,当地に乗り込むはずであったが,この週末は全国的に天候がすぐれず,24日

の午後金沢を発ち,夕方松本入り。25日 も雨こそ降らなかったが,一日中ドン曇りで,この日も完敗であ

った。また,来年じゃ !

・ ラオス Ap■ ,28‐May9 09,1999

毎年この連体は,新潟。東北にギフ・ツアーに出かけるのであるが,今年は仕事の都合がついたので,

休みを少し長くし,思い切ってラオスに出た。この詳細については, ここでは述べないのが慣例であるの

で,省略する。

・岐阜県吉城郡神岡町北の俣岳登山路 (打保付近)May 30,1999
ウスバシロチョウ 9♂♂ 1♀ (他,日撃多数)

キマダラヒカゲ  lex
ギンイチモンジセセリ

サカハチチョウ

ラオスから帰国後は,やや気合いが入らず,週末の天候が悪かったこともあり,5月 のギフは休んでし

まった。今年のギフ・シーズンも残すところ 1週間あまりとなり,このままでは終われない。ここは飛騨

ギフしかないであろう。過去の「だんだらちょう」をひっくり返し,当地に来たが,最近の道路事情が正

確にIEInできてなく,目的の「水の平」に入るには時間が遅くなってしまった。結局,目的地までたどり

着けず,午後 3時 ぐらいから降りてくる採集者を登山口で待ち伏せ,情報収集につとめたが,全員ヌルで

あった。ざまあ―みろ !こ のとき,京都の蝶屋から得た情報が下記の産地であった。

・岐阜県吉城郡神岡町深洞湿原 (aL。 1500m)Jun。 ,ol,1999

ギフチョウ 6♂♂ 3♀ ♀ ミヤマカラスアゲハ 1♀

6月 1日 は,勤務する大学の創立記念日で休み (サポリではない)。 金沢を午前 6時 30分発,富山‐神岡

‐山之村・山吹峠下 (ホオノキ林道入口)9時着。熊よけのスズをつけ,セガレのマウンテン・バイクを引き

ながら歩き出す。営林署のゲート (標高約 1000m)か ら標高差約 500m,距離にして 4‐5キロ,1時間

30分のアルバイトである。山頂 (峠)の手前約 500mの ところから脇道を右にそれる。“けものみち"て

いどの踏み後を行く。1キロの登りで湿原に出る。湿原内には小川が流れ,水芭蕉が咲き,まさに “高層
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湿原のギフ採集"の絵に描いたような場所である。なお,当地での採集の模様は,百万石蝶談会会誌「翔」

No.141に もう少し詳しく述べた。

・富山県上新川郡有峰祐延 Jun.,05・ 06,1999

6/5ギフチヨウ 5♂ ♂ 9♀ ♀

6/6ギフチヨウ 6♂ ♂ 5♀ ♀ カラスアゲハ 1♂

立山で北陸道を降り,アルペン・ルートで有峰をめざし,有峰有料林道小日川線 (¥18∞ 円)で祐延 (す

けのぶ)ダムに向かう。午前 7時にダム到着。すでに山菜,釣 り,そして明らかにそれとわかるクルマが

10台以上駐車してある。はっきりしたポイントがわからず,やや不安であつたが,それもいらなしヽ心配で

あった。ブルーのネットをかついだオッサンが前を行くではないか。これに続けばいいのである。ダムを

渡り,祐延池 (湖)畔を奥に進むとまもなく突然に飛び出した。足下が滑り,見事に振り逃がしてしまっ

た。でも,こ こにいることだけははっきりした。単眼鏡であたりに目を凝らすと,採集者が対岸にいるで

はないか。結果的にはそこまでも行かずともポイントがあり,上記の成果はまずまずか。その晩は近くの

キャンプ・サイトで野営。シーズン・インしてないこの時期は本当に静かでいいものである。寝袋の中で

飲むウィスキーのお湯割りに至福を感じる。翌日もほぼ快晴であり,追加できたが,同 じポイントでは,

明らかに数が少ない。

なお当地は,有数のヤマギフ高標高分布地であり,数年前には,湖畔からヤブこぎして東笠山山頂に登

った採集者がクマと遭遇したこともあり,ヘリコプターまで出動する遭難騒ぎがあつたところである。

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

1.ど こか人の行っていないところへ行ったら採集記を書いて下さい。

2.いつ、どこに、どんな蝶が、どれくらいいたというだけでも貴重な記録になります。そんな記録が

20年 30年後には重要資料になることは例えば「裏高尾日影沢の昭和 30年 6月 10日 の蝶」といっ

た記録があれば得難い資料になることからおわかりと思います。特に東京の近郊は年々変化が激し

いので記録を残しておかないと蝶をはじめとする昆虫の生息の実態がわからなくなってしまいま

す。裏高尾ではインターチェンジの工事が始まったようです。20年後には全く違った環境になって

しまうでしょう。

3.原稿の枚数は問いませんがあまり長いと掲載が遅れることがあります。本号の添氏の原稿は永く埋

もれていたのがやっと陽の目を見ました。

長い原稿もいいのですが「短くてもキラリと光る原稿」(蝶類学会福田会長のこと|力 を期待してい

ます。本号の岩野氏のパナナセセリの話はたつた 3ベージですがその衝撃度 (愉快度と言った方が

いいか)は大きいでしょう。
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1究
極のグルメ「バナナセセリ幼虫の味」

岩 野  秀 俊

日曜 日の夜に放映 している「世界ウルルン紀行」というテ レビ番組をご存 じであろうか。

これは私の数少ないお気に入 りのテレビ番組であるが,先 日,女優の酒井美紀がタイの山

村を訪れ,ホームステイの生活ぶ りをやっていたが,そ こでの食生活に目を見張って しま

つた。内容はゲテモノ喰いの様相を呈 し,カ ニ, トカゲ,ヘ ビなどは当た り前で,何 とタ

ランチュラの炒め料理までも彼女は平気な顔をして口に入れていた。その腹部は,カ ニ味

噌の味みたいとのコメン トまであった。よくタレン トがカマ トト振ってイヤな顔をしたう

えで,結局は日にして 「結構美味 しい !」 などと発するよ りも,彼女のいやな顔ひとつし

ない旺盛な好奇心に感心 していたものだが,こ れ らのゲテモノの中にいくつかの昆虫 も含

まれていた。野外で採ったデカイコォロギや何 と硬そ うな糞虫の油炒めのコリコリしそう

なヤツをパクリとやっていた。私はこの大きな糞虫 (い わゆるスカラベ近縁種)は 日本に

いないので食べるにはもったいない,で きれば標本にしたいと隣 りで一緒に見ていた妻に

話 しかけたが,妻 は回こそ出さないものの 「動物の糞を食べる虫で しょう ?イ ヤだア !ど

ちらでも結構,好 きなようにして」と言わんばか りの顔をされて しまった。実は私 にもつ

い最近,昆虫食の前科が発覚 したためか,妻が私を見る態度がどうも冷たいように感 じら

れて困っているのだが・・・。

世界にはいまだに脊椎動物だけでな く,無脊椎動物だって食べる習慣が根強 く残ってい

て,こ れ らは三橋 淳 「虫を食べる人びと (平 凡社 )」 に詳 しい。何 もタコやエ ビ,ナ マ

コを始め蜂の幼虫 (蜂 の子)や 孫太郎虫 (ヘ ビトンポ幼虫)な どまで食べる日本人がタガ

メやコオロギを食べるアジア人を非難できる筋合いなどはどこにもない。また虫を使った

料理法の解説なども篠永 哲 。林 晃史 「虫の味 (八 坂書房 )」 に楽 しく記 してある。 こ

れを読むと普通種のムシ達が本当に美味 しそうに思えて くるから不思議である。ちなみに

前書の三橋氏は昆虫培養細胞の分野では世界的権威 (現 東京農大教授)で,私 もかつて先

生の農技研での役人時代に教えを受けた自称弟子の一人であるが,普段は虫も殺 さないよ

うな柔和の顔をしている研究者がなぜ昆虫食 とつながっているのかを考えると,こ れまた

興味深い事実が浮かび上がってくるかも知れない。

さて前置きが長 くなったが,最近私にとってかねてよ リー度は食べてみたいと願ってい

たバナナセセ リ幼虫を食する機会に恵まれたので,こ こに簡単に紹介 してみたい。報告に

先立ち,貴重な材料を分与 していただいた根塚幹雄な らびに仲介の労をとられた麻生紀章

の両氏に御礼申し上げる。

1999年 9月 26日 ,台風直後の沖縄本島よ り根塚さんから郵送されたバナナセセ リ
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の幼虫 3頭 を,日 本鱗翅学会関東支部の会場で麻生さん経由で分けていただいた。今回の

幼虫は自い粉 をまとい,みんな丸々と太っていてどうや ら終齢幼虫 らしい。バナナセセ リ

の成虫はセセ リにしてお くにはもったいない程の大きく綺麗な翅を持ち,シ ンプルなデザ

インの翅模様を施 した美男子 (?)ゆ えに,私 は精停なタテハチ ョウの仲間にしたいと考

えている (も っとも現地での飛び方を見ていると,精憚とはほど遠 く,重 い胴体を引きず

ってやっとこさノロノロとバナナの木の回 りを旋回していたが)。 そんな蝶の幼虫を見た

時か ら,ど んな味がするのか長い間気になっていた。バナナの葉の繊維は意外 と無味かも

しれないし,少なくとも癖のある味ではなさそうだ。

写真 1 本 日のメインディッシュ

(バ ナナセセ リのソテーと野菜添え )

写真 3 至福のひととき

(歯 の間には幼虫の頭が見える)

写真 2 いただきます !

これ を食す る絶好 の機会が来た。丸 々と太 った 5cm程 の幼虫はいか にも美味 しそ うで,私

の食欲 をさそ った。

早速 ,帰 宅後 に 3頭 の幼虫のうち 1頭 は飼育す る ことに して,残 りの 2頭 は別 の容器 に

入れて,体 内の老廃物 を出すために次の 日まで絶食 させた。

さて夜 になって,「バナナセセ リの油炒 め野菜添 え」 ワイ ンとデザー ト付き というメイ
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ンデッシュを自分で料理 した。本当な ら凝ったメニュー紙でも作製 しておきたいところだ

ったが,そ こまでの時間はさすがになかった。さて食卓にはよく冷えたワインと秋の香 り,

巨峰ブ ドウのデザー トを用意 した。ワインは沖縄産 とはいかなかったが,北海道十勝産の

赤ワインをグラスに注いで準備万端。す ぐ横で顔をしかめている妻の冷たい視線を尻 目に

一人悦に入 りなが ら,あ らかじめ先にポテ トやニンジンを繭でてか ら軽 く油で炒め,ア メ

リカで購入 したNoritake製 の高級皿に盛 り付ける。最後に例の幼虫をおもむろに食用油を

ひいたフライパ ンでさっと炒める。ジュワーツという音と共に何 となく香ばしい香 りが鼻

をつく。小さくプッチンというはねた音が したが,こ れは体内の中腸が破裂 した音に違い

ない。 2匹 の幼虫はほんの りと黄金色に焦げ目がついた ら,油 を切ってか ら皿 に盛って出

来上が り (写 真 1)。 フオークとナイフで食 してみれば (写 真 2),別 に腸やマル ピーギ

管が歯の間にひっかかることもなく,予想以上にサクサクと軽い食感。もう少 しバナナの

香 りでもあれば最高だったが,別 にまずいこともなくやや物足 りない味だったので,サ ッ

と塩 をひと振 りしてか ら改めてゆっくりと味わってみた。ほんの りと塩味のある柔 らかい

シメジを食べているような感触 (写 真 3)。 アッサ リと 2頭 の幼虫をたいらげて しまった。

なかなかワインとマッチ して至福のひと時であった。

一般的に鱗翅 目の幼虫は結構筋っぼくもなく,柔 らかみのある素直な味が多 く,初心者

にも食べやすいので,お勧めの昆虫である。高校時代に「赤 トンポの油炒め醤油味」を食

べた ことがあるが, これも意外 と旨かった思い出がある。 この時は翅は除去 したものの足

が口に残った。バナナセセ リは美味 (珍 味 ?)の部類に入るだろう。 食生活や食文化は

幼児期の原体験が大きな影響を与える云々と麻生さんは言われていたが,確かにその通 り

だと思 う。 しか し,私の出身はおそ らく蜂の子やカイコの蛹を食べる習慣の残る長野県あ

た りかという指摘は正 しくない。ちなみに私の出身は東京の下町育ちで,子供の頃はイナ

ゴや蜂の子などは食べたことはない。後天的な影響も私の場合は強いようである。

(い わの ひで とし 〒228・ 0817相模原市御園 4‐ 13‐ 12)
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ミスジチョウはマンサクも食べる

麻生のりあき

ミスジチョウとウラクロシジミ

本来カエデ科の植物を食べるミスジチョウがカバノキ科のシデ類も食べることがすでに報告されているが

(福田氏ほか日本産蝶類生態図鑑・ クマシデ、アカシデ。遠藤・仁平氏蝶類幼虫食餌便覧・ アカシデ、

クマシデ)本当に食べるのかどうか実験してみた。

1999年 4月 に東京都町田市産の越冬4齢幼虫にイヌシデ、クマシデを与えてみたところカエデと遜色

なく食べ順調に蛹化 。羽化した。

クマシデを食べるミスジチョウの幼虫 イヌシデを食べるミスジチョウの幼虫

仁平氏は東京都八王子市産のミスジチョウの越冬幼虫にアカシデを与えたところ順調に育って羽化したと

いうことである。

私が試しに神奈川県横浜市産のやはり越冬4齢幼虫に庭にある各種植物を与えたところ、その中でマンサ

ク科のトサミズキを食べた。さらにマンサクを与えたところこれも食べて順調に蛹化・羽化した。

トサミズキを食べるミスジチョウの幼虫 ミスジチョウはマンサクも食べる
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ということは逆に本来マンサクを食べることで知られているウラクロシジミはカエデを食べるのではない

かと思い、イロハカエデ (タカオモミジ)を与えたところ何と食べたのである。高尾山産の 3齢幼虫であ

る。これもイロハカエデで順調に育ち蛹化後正常な個体が羽化した。

イロハモミジを食べるウラクロシジミの幼虫 ウラクロシジミの蛹

これらの実験はいずれも3・ 4齢であり孵化直後はどうなのかわからなかったが、秋から福島県猪苗代町

産のミスジチョウの 1齢幼虫にイヌシデを与えたところ順調に育ち越冬体制に入った。マンサクを与えた

幼虫はカエデやシデよりも葉が厚いためと思うが、少しかじっただけで食べなかった (食べられなかった

と言うべきか)。 トサミズキはマンサクよりも葉が薄くやわらかいので食べる可能性がある。他の種でも

終齢近くなるとかなり雑食になることも知られており、ミスジチョウ、ウラクロシジミも3・ 4齢以後は

食樹の範囲を広げているようだ。ウラクロシジミについては 1齢からカエデ科を食すかどうかはさらに実

験してみたい。

ミスジチョウとカエデ

ウリハダカエデとミスジチョウ (飼育) ウリハダカエデの軸をかじり折つて機家とする

ミスジチョウは各種カエデ科植物を食べるとされ、図鑑にも各種のカエデが列挙してあるが高尾山で一番

多い「エンコウカエデ (またはウラゲエンコウカエカ 」の名をあげている文献がないようだが、このカ

エデももちろん食べる。高尾山には牧野富太郎博士が高尾山で発見して命名したエンコウカエデの変種と

されるヤグルマカエデがある。またウリハダカエデも文献には出てこないがこれも与えると食べる。

カエデ科でミスジチョウが食べないものがあるとすれば蝶のみならず植物学上も興味深いのだが今のとこ

ろカエデ科の植物は全て食べると思われる。日本にはカエデ科は30種もあるので全部試すのは大変であ

る。カエデ科とは思えない葉の形をしているチドリノキやメグスリノキも飼育では食べる。チドリノキは

裏高尾の小下沢にもたくさんあり、そこにはミスジチョウもいるので自然状態でも食べているとは思うが

まだ観察できていない。チドリノキは冬でも枯れた葉が落ちないので幼虫を探すのは至難なのである。私
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はチドリノキは葉がクマシデにそっくりなので、ミ

スジチョウがシデ類を食べるというのはチドリノキ

の誤認ではないかと思ったが実際にシデ類を食べる

ことが上記の実験でわかった。

カエデとマンサク

そして公園や街路に植えられている中国原産のフウ、

南北アメリカ原産のモミジバフウという植物がある

が、これは「フウ (楓)」 というだけあってみたと

ころカエデそのものであるがマンサク科なのである.

葉はカナダの国旗のメープルカエデそっくりである

が種子はイガイガの球でマンサク科独特の種子であ

チドリノキ(種子はまさしくカエデだ)

る。これらを見ると形態からはカエデとマンサクは意外に近縁ではないかと思われるのである。さらにス

ズカケノキ科のスズカケノキ (プラタナス)にもモミジバスズカケノキがありこれも一見したところカエ

デに見える。種子はマンサク科に似ているので近縁であることがうかがえる。

シデ類を食べる蝶

ところで 1998年 12月 の日本蝶類学会 。パタフライフォーラムで小岩屋敏氏が「なぜ日本にはシデ食

いの蝶がいないのか」という題で講演された (時間がなくプリントを配布し、さわりを述べられただけだ

が)。 プリントには日本にはシデ類が8種あるが (ク マシデ、サワシバ、アカシデ、イヌシデ、イワシデ、

アサダ、ハシバミ、ツノハシバミ)食べるのはミスジチョウだけである。中国ではシデ類は45種もあり、

シデを食する蝶は知られているだけでシジミチョウ科4種、ミスジチョウ類8種、タテハチョウ類 1種が

いる。日本でもミスジチョウ以外にもいるのではないか、と書いてある。

「生態図鑑」および「便覧」にはメスアカミドリシジミもアカシデを食べると書いてあるので日本では今

のところシデ類を食べる蝶はミスジチョウとメスアカミドリシジミの2種であるが、小岩屋氏同様私もも

っといるのではないかと思う。中国でシデを食べるシジミはタイワンアカシジミ、キタワキアカシジミ、

テスピスアカシジミといったアカシジミのグループだけのようだから、日本のアカシジミ類もシデを食べ

るのではないか。

シデはカバノキ科でカバノキ科には他にシラカバやハンノキなど蝶にとってはお馴染の植物が多い。シデ

類は炭の原料でもあったので里山にも多いからゼフィルスカ弩J用 してもよさそうなのである。

上記 2著でメスアカミドリシジミがマンサクを食べるとし、「便覧」ではアカシジミ、キバネセセリもマ

ンサクを食べるとしているので、

マンサク食………ウラクロシジミ、メスアカミドリシジミ、アカシジミ、キバネセセリ

と言うことになる。

同じく上記 2著でムモンアカシジミがウリハダカエデを食べる (生態図鑑では産卵のみ)と しているが、

ムモンアカがカエデ科を食べるとすればウラクロシジミともう1種カエデ食のゼフィルスを追加しなくて

はならない。ただし、ムモンアカシジミはアカマツ、カラマツにも産卵するということだからアプラムシ

がいればどんな木にも産むのかもしれない。

蝶はかなりいろいろな植物を食べるようにみえるが、実際には相当限定された植物を食しており、それら

の植物は互いに連環しているように思える。
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TAMAMUSHI Short Reports

文 京 区 の ツ マ キ チ ョウ

藤岡 知夫

筆者は 60年 間都内に住んで蝶に関心を持っていたが これまでツマキチ ョウは見たこと

もないし多分正確な記録 もなかったと思 う。ところが今年になって、都内北の丸公園にツ

マキチョウが棲息 していることが報 じられたが、筆者 も初めてツマキチ ョウを目撃 したの

で報告する。

(データ)ツ マキチ ョウ 1♂  東京都文京区小石川植物園

23-Ⅳ -2000,14:00p.m頃

植物園を散歩中、台地森林中で目撃。ネットが無く採集できなかったが、100m位 追跡 して

前翅の赤斑を明瞭に確認 した。来年は是非採集 したいと考えている

なお、蝶屋 として先輩の長澤氏 もやは り今年 4月 、文京区小日向の自宅の庭でツマキチ ョ

ウの♂を目撃 したとのことであった。

(HUJ10KA,Tomoo〒 113‐0024東京都文京区西片 2・ 15‐ 18)

地球温暖化に伴 う一事例

仁平 勲

地球の温暖化が確実に進んでいる、昆虫達は我々人間よりもいち早 くそれを感 じ取 り着

実に北上を続けている。蝶 も例外ではなく、ここ2～ 3年 南方系蝶の北上が伝えられる。

もう関東、上信越地方でのツマグロヒョウモンやクロコノマチ ョウの記録など普通になっ

てきていて、どこで採れても驚かない。今話題になっているのは 1999年 に伊豆大島で

記録されたナガサキアゲハであろう。本年既に静岡市、茅ヶ崎市、川崎市で記録されてい

て東京で記録されるのももう時間の問題であろう。こうなつて くると誰でも考えるのは近

い将来高山蝶はどうなるのだろうかと言 うことだろう、ある人によれば食草の進展が蝶の

それに追いつかないのでそれ程の心配はないというが本当であろうか、キアゲハのように

かな りの高山に適応 しても食草が高山蝶 と競合 しない種は問題ないと思われるが、それと

てももし爆発的に増えれば吸蜜源の面で高山蝶の駆逐が起 こり得る可能性は否定できない。

問題は同様の種で食草の一部又は全てが高山蝶 と競合するモンキチ ョウとツマキチ ョウで

ある。もしこれ らの種がどんどん高度をあげて増えていったとき一体高山蝶はどうなるの

であろうか。そのような危険性があるとおぼしき一事例 をツマキチ ョウで確認 しているの

で一寸報告 しておきたい。

長野県南安曇郡安曇村中の湯～沢渡、自骨温泉は上高地下部のクモマツマキチ ョウの産地

であ り、 3～ 4年前迄ツマキチ ョウは全 くみ られずツマキチョウはいないものと信 じてい

た。 しかるに 1999.5,31の 観察では 2卵 のツマキチョウを確認、クモマツマキチ

ョウは皆無、 2000.6.6の 観察では 15卵 のツマキチ ョウと同多数の成虫乱舞を確

認 した。クモマツマキチョウはと言えばそれ らしきもの 1幼 目撃 したのみであった。今後
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ツマキチ ョウが ます ます増えクモマツマキチ ョウを駆逐 しつつ どん どん高度 を上げ上高地

に達す るのも時間の問題か と思われる。前 3種 のみでな く温暖化 に伴 い平地産の蝶が高度

を上 げて進展 して行 ったとき高山蝶 の運命 は どうなるのであろうか、真剣 に考えさせ られ

る今 日この頃である。

(NIHIRA,Isao 〒 180‐0004東京都武蔵野市吉祥寺本町 3‐ 13‐ 6)

東京都調布市でジャコウアゲハとコミスジを目撃

原田 慈照

筆者 は 2000年 5月 、東京都調布市で上記 2種 を目撃 した。比較的珍 しいと思われ るの

で報告す る。

(デ ータ)※ 東京都調布市は共通のため略。筆者 目撃 も共通。

・ ジャコウアゲハ ;♂ 7,8頭 1♀ 目撃,深大寺北町五丁目,8・ V・ 2000:♂ 5,6頭 目撃 ,

同地 , 9‐ V‐ 2000

自転車で走行 中、道路上に本種が出てきたため付近 を探 した ところ、生産緑地地区の中

を複数の個体が飛翔 していた。おそ らくその中にウマ ノスズクサが生えていて、そ こで発

生 したのであろうが、私有地であるため中に入 って確認す る ことができなか った。直線距

離 にして約 3 kmの府 中市 (・ 小金井市)多磨霊園 には本種が確実 に生息す るので、そ こか

ら飛来 してきた個体 によ り発生 した可能性が考え られる。

・ コミスジ ;1頭 目撃 ,深大寺元町五丁 目 深大寺・ 深沙堂付近,2‐ V‐ 2000

道路脇で静止 。飛翔 を繰 り返 していた個体である。付近は比較的 自然が残 されて いるの

で、本種の生息 も可能であると思われる。

(HARADA,Yoshiteru 〒 181‐0014 東京都三鷹市野崎 2‐ 16‐ 5)

東京都三鷹市野川公国におけるヒゲプ トハナムグリとル リカミキ リの記録

原田 慈照

筆者 は、2000年 5月 24日 、東京都三鷹市大沢三丁 目 野川公園 湧水広場 において、 ヒ

ゲプ トハナムグ リ 1♂ を採集 した。本種 は局地性が強 いとされているので一応記録 してお

く。多数 のアシナガハナムグ リに混 じって ノイバ ラの花上 にいるものを発見 した ものであ

る。

また、同 日同地 にお いてル リカ ミキ リも 10頭採集 しているので併せて報告す る。ズ ミと

思われる樹 の周辺 を飛翔、及び葉裏 に静止 して いたもので、前 日(23日 )に も 16頭 を採集

した。

(HARADA,Yoshiteru 〒 181‐0014 東京都三鷹市野崎 2‐ 16‐ 5)

奄美大島でスジグロカバマダラを採集

栗山 定

古い記録であるが,筆者は奄美大島湯湾岳で迷蝶と思われるスジグロカバマダラを採集
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しているので報告す る。

(デ ータ〉 1♀  鹿児島県大島郡 (奄 美大島)宇検村湯湾岳展望台駐車場

8-Ⅶ -1991

(KURIYAMA,Sadamu 〒359‐ 0037 埼玉県所沢市 くすのき台 1‐ 12‐ 8‐ 704)

ク ジ ャ クチ ョウ に求 愛 す る キ タ テ ハ

栗山 定

筆者は,長野県においてクジャクチョウに求愛するキタテハを目撃 したので報告する。

(データ〉 長野県北佐久郡立科町牛鹿大池 24-Ⅵ -2000

当日は雨が降った り止んだ りの天気だった。溜め池の近 くにはキタテハの姿がいくつか

見 られた。花が咲き誇っているジャガイモ畑で, 1頭 のキタテハが何かにまとわ りつ くよ

うに飛んでいたのでよく見ると,ク ジャクチョウが翅を広げて交尾を拒んでいる姿があっ

た。嫌がるクジャクチ ョウが飛んで近 くの葉に移ると,キ タテハはなおもそれを追い,ま
とわ りついた。さらにクジャクチョウが飛んで逃げると,よ うや くキタテハも諦めたよう

に別方向に飛んだ。

(KURIYAMA,Sadamu 〒359‐ 0037 埼玉県所沢市 くすのき台 1‐ 12‐ 8‐ 704)

裏高尾でル リポシカミキ リ`

ルリボシカミキリは近年ブナ帯から平地に降りてきて、

ている (高 桑・ 月刊む し 2000年 7月 号 )。

を採集

麻生 紀章

,神奈川県西部では生息地を拡げ

筆者 は裏高尾でル リポ シカ ミキ リを採集 したので報告す る。

〈データ) ルリポシカミキリ 2♂ 2♀

東京都八王子市裏高尾町小下沢林道

16-Ⅶ -2000

小下沢林道の元キ ャンプ場 を過ぎ半分 ほど行 くと

営林署 の小屋があるが、その横 に付属 している屋根

だけの物置 に放置 してある木材か ら発生 していた。

これ まで も高尾山での採集例 はあるが、 これだけ 1

ヶ所で まとまって採集 された ことはな く、発生場所

がはっき りわかる こともなかった。

(ASOU,Noriaki 〒215‐ 0006 神奈川県川崎市麻生区金程 1‐ 37‐ 27)
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【編集後記】

この号の会報は9月 23日 のインセクトフェアーに間に合うように発行してほしいという仁平会長のご

託宣があった。その時はまだ7月 初めでじゅうぶん日があると思っていたら、いつも編集をやっている斉

藤基樹君が 7月 6日 にミャンマーヘ出発して 2ヶ 月以上帰ってこないという。 2ヶ 月ということは帰るの

は9月 過ぎになってしまいそれから準備したのではフェアーまでには印刷が間に合わない。モトキ君も慌

てたらしくとにかく行くまでに編集はやれるところまでやるので後は麻生さんにお願いします、というこ

とになった。そして7月 5日 の深夜にメールがきた。「明日出発だというのにこんなに遅くまで会報の編集

をしています。……・・」。まあ、ここまでやってくれればミャンマーヘ行ってもいいだろう。最近では珍しい

責任感のある若者で、さすがは多摩虫の誇る将来の蝶界を背負って立つ人材である。私は「後は引き受け

たから気をつけて行ってきなさい」と返信メールを送った。ということで斉藤君は行ってしまった。無事

帰還を祈るばかりだ。

それから2日 後に斎藤君から郵便が届き、中には原稿をプリントしたのと写真、フロッピーなど編集用資

料一式が入っていた。これから先は私がやらなければならない。WORDで途中まで編集してあるのでそのま

ま続ける。あまりやりつけないのでうまくいくだろうか。添君のアメリカの紀行文は完成していたが、あ

とはまだ途中だ。文中に写真を振付けるのがなかなか難しく、特に私が頼んで書いてもらった間野さんの

ルーマニア紀行は写真が多くて手間がかかる。写真を枠で囲つてみよう。写真の下に説明をいれるが字体

はゴシックでちょっと小さくしなくてはならない。最後のページは一番下の行で終るように編集しなくて

はならない。これらの作業が慣れないと大変時間がかかる。斎藤君のこれまでの苦労がわかる。

印刷屋へはプリントアウトした原稿と写真を渡し、印刷屋はそれをそのまま版下に使って印昴Jをする。その

辺の交渉は遠藤さんにお願いする。ここで前号の会報の印刷が不鮮明だった理由がわかった。印刷屋の機

械が悪いせいだと思っていたら、実は斎藤君のプリンターが悪かったのだ。一緒に送ってきたプリントした

原稿をみてわかつたが、インクが少ないのかプリンターが悪いのかプリントした字が薄くて不鮮明である。

それをそのまま版下にするものだから出来上がりが著しく不鮮明になってしまったのだ。前号はせっかく

藤岡先生から玉稿を頂戴したのに申し訳ないことであった。この号は高級プリンターを使っているので鮮

明な印刷に仕上がっているはずである (不鮮明だとしたら印刷屋が悪い)。 編集で難しいのは4の倍数のペ

ージにしなければならないことである。これは綴じる時の物理的な理由からで、奇数だと最後の 1ページ

が自紙になってしまい、偶数でも4の倍数でないと 1枚が綴じられなくてヒラヒラと落ちてしまうことに

なる。そこでページを合わせるために編集後記を長々と書いているのである。

ところで仁平会長の短報に平地のツマキチョウが高地へ進出しているという観察例があるが、たしかに

このところ地球は温暖化しているようである。今年の7月 の気温は日本全土で例年より1度以上高かった

と言う新聞報道があった。八王子市では7月 23日 に38.3度を記録したが、私の子供の頃の多摩地区は

せいぜい33度 ぐらいが最高だったような気がする。それがなんと38度で、40度も間近である。

しかし長い地球の歴史からみると本当は今は氷河期へ向かっているという説もある。 2万年前にウルム氷

期があり、やがて温暖化に向かい、そのピークを過ぎて今度は次の氷河期に向かい始めたのが現在の地球

なのだということだ。もっとも氷河期への過程にもいくつか寒暖の山はある。今は小さな温暖化の山へ向

かっているところなのだろうか。逆にヨーロッパでは低温が続いている地域もあるようである。

本誌の短報にもうひとつルリポシカミキリの話題がある (実は私が書いたのだが)。 ルリボシカミキリは

地球温暖化に逆らうようにブナ帯の涼しいところから、わざわざ平地の暑いところへ降りてきたのである。

これをどう説明したらいいのだろう。自然と生物を理解するのは「ひとすじなわ」ではいかないのである。

(麻生)
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