
すずむし
VOL。 14,No.2(通巻 92号 )9111964

倉 敷 昆 虫 同 好 会 発 行

倉敷市岡山大学大原農業生物研究所内

(連絡事務所 倉敷市幸町倉敷昆虫館内 )

岡 山  県

一ヤママユガ科

槙 本 精 二

大型の蛾で,国外では世界最大の蛾といわれる

ヨナクニサンもこの科に含まれている。大きな面

積の前後翅 と,丸 く太 つた胸部・腹部を有し,夜

間灯火を目指し巨翅をはばたかせてワサワサと飛

しよう する様は壮観である。  私は備中広瀬

に採集に行 つたとき,見事な杉林を背景に大空高

く飛びた つて行 つたオナガミズアオの見車な飛じ

ょうぶりに,捕虫網を振るのを忘れて見とれた経

験がある。

ヤママユガ科は古来より,その繭より糸を取 り

布を織 ‐たり,テ グスを作 つたりして,人類の生

活と密接な関係を有し,国外より輸入飼膚せられ

た りしている。

我国では 11種・ 5亜種を産し,最近奄美大島

食奥覗奮秀「薪67言葉ス;]弯す士罷賃:月万
と
嵩正資免L8種を産することが過去の記録tap)
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倉敷昆虫館来展示品で岡山県に産する記録の

あるものは

6.シンジユサン
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の記録があり,6月 及び 8月 ころ県内各地に

産す るものと認められる。

食草については古市景一の報文('Sあ る。

7.エゾヨツメ

地「′′α ′″

英田郡江見缶蘭
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v. 9e1964 新見市草間 筆者目撃

の記録が示すとおり,4月 -5月 中旬に発生し,

県内では中部以北の山地 ,〔産するものと認めら

れる。 発生時期と採集活動時期が一致しない

ので採集例が少ないが,会員岡本忠の通報によ

ると,高梁市内では発生時期には可成りの数の

成虫を目撃したとのことである

8。 オオミズアォ
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真庭郡勝山町tの 新見市草間(2)津山市(3)

津山市黒沢山 (6)

の記録力Iあ り, 県北部で|ま オナガミズ7ォ と同
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時に採集されている。 現在迄の倉敷昆虫館の

展示品は鳥取県大山産のみて,県南部での記録

は今のところ発見されていない。

ォナガ ミズアォとオオミズアオは 1956年頃

迄は分離されてか らず,全部ォォ ミズアオとな

つていたので,古い記録 については再検討 を必

要とする。

オナガミズ7ォ との外観による区別点につい

ては北隆館 r1959)原 色昆虫大図鑑 I:95-2

ォォ ミズ7ォ の項を参考 とされたい。

県内来記録種については

9・ ヒマサン〔エリサンともいう〕
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保育社 (1958)原 色蛾顔図鑑 r下 )125
図版 2621に 図示されている。 絹糸虫 とし

て輸入飼膚 されているもので ,県内では飼膚 じ

てい ることを聞かない。

10・クロウスタビガ

I磁リピ′″J′  J“力崚力曖滋′′ ¨
中部l」1方以東の各県に採集されているが,産

地が限られ,採集事例も少ない。 近幾以西の

記録は大阪府箕面(7)広島県北部(8)が ぁり,

福井県,京都府北部 ,兵 庫県北部山地,岡山県

北部県境山地,広島県北部由地の分布線も予想

されるが,採集見込はない。

11.サ クサン

“

グル筋θα ″ayli mttin_¨
保育社 (1958)原

―
図鑑 f下 )126

図版 2622に 図示されている。絹糸虫 として

明治時代に輸入され ,現在では ヤママユと共に

長野県の一部で飼膚帥 込れているだけて,岡

山県地方には産 しない。

以上で岡山県産 ヤママユが科の概略について申

し上げたが,蛾についての知見が者 じ〈不足 して

おり,今 後の岡山県の蛾の執筆に多大の困難を感

じているので,どん なに小さなデータでもよいか

らどじどし「 すずむ じ」誌上に投稿されるか ,釜

者宛御教示願います。
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方 谷・ 井 倉 間 蛾 類 採 集 品 目録

槙 本 精 二

日時  V.9。 1964 晴天 昼間
コース 方谷駅ず井倉駅-526.1″三角点―宮

原一松二子―井倉駅

記載Jlについては備中広頑戴類採集品目録 (1)

を参考されたい。

1. キンポシリンガ

2.○ウスシロフコヤガ

3. フタホシヨヤガ

4. タイワンキシタアツパ

5`oキ イロ`アツパ

6. クロスジアッパ

7.oト ビスジアツパ

8。  シラナミアツパ

あま り多 〈ない。

9. ミスジアツパ

10。 0ウスキシヤチホコ ♀ 112- 2b
ll. ヤマ トカギバ     122- 9
12. ウスキヒメアオシヤク 126-22
13.○ヤスジマルバヒメシヤク 129 - 2
14.oオオハガタナミシヤク 136- 5
15。 ○ツマキエダシヤク   143- 5
■6. フタテンオエダシヤク 143 - 7
17. ミスジツマキリエダイタ158- 8
18。○フタマエホシエダシヤク 16o- 8
19. ウラベニエダシヤク  160-13
20。  キンモンガ      162- 3
21.○ クロスジノメイガ   170-15
22. ホシオピノメイガ   172-12
23.○マエベニノメイガ   172-14
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県 下 で 採 集 し た 蛾

赤 枝 一 弘

県下で私が採集し,標本が手本に残 うている種   キエダシヤク

について報告 してお くfその後標本の半数程度は    59.6.14. 岡山市竜の口山

昆虫館の方へ入れた )いずれも普通種であるので   'エ キ トビエダシヤク

特に学名はつけない。                60。 5。  阿哲郡大佐町布瀬

Cコ ウモ リガ科                 シロッパメエダシヤク

コウモ リガ 61。 9。 阿哲郡大佐町布瀬     59.7。 5. 高梁市コ ||

○メイガ科                   ウスキッパメエダシヤク

ツゲノメイガ 55.6.10。  西大寺市西大寺    58.6.8. 浅 □君5遥照山

モモノメイガ 55。 6.22. 西大寺市西大寺   コガタツパメエダシヤク

○マ ダラガ科                  60。 6.20。  阿哲郡大佐町布瀬

ホタルガ  55.8。 31 岡山市竜の口山   カレハガ科

oフタォガ科                 クヌギカレハ  57.lo。 24.
キンモンガ  58。 8。 31 阿哲郡井倉～方谷          西大寺市河本

oシヤクガ科                  マツカレハ   ?  西大寺市 西大寺

(アォシャク )               ォビガ科            ,
クロスジアオシヤク 60。 7.3阿哲郡大冨財瀬   オビガ  60。 9。  阿哲郡大佐町布瀬

ヒメシヤク                 ドクガ科

べ
=ス

ジヒメシヤク 58。 6.17乏駄寺報駄寺   マイマイガ  60。 8。 13.阿 哲君E大佐町期

ウンモンオオシロヒメシヤク 60。 6.20.   ニワ トコ ドクガ 54.5。 24。 岡山市竜の日山

阿哲郡大佐町布瀬               シヤチホ コガ科

ζナミシヤク )                 モンクロギンシヤチホコ

キマダラオオナミシヤク 58.6.14.       60。 7.3.  阿抵ヽ大佐町布瀬

高梁市玉川    モンク ロシヤチホコ

ナミガタシロナミシヤク 58.6.14.       55.8。 9。  和気郡周匝

岡山市 金申山             ホ ノバシヤチホコ

ピロー ドナミシヤク                60。 6.20。  阿哲君S大佐町布瀬

岡山市竜の日山             ヤガ科
rェダシャク )                 ゴマケンモン
ユウマダラエダシヤク 53.9。 13.      1 60。 7.3.  阿哲君E大佐町布瀬

茜大寺市西大寺                シロスジアオヨトウ

上ンポェダシャク 58.6.14岡 山市金申山      ?   岡山大学

クメエダシヤク 6087。 3阿哲郡大佐町布瀬   キクキンウワバ

ヒ:ヨ ウモンエダシヤク 6o.6.20。         54.6.2o。  西大寺市西大寺
阿哲郡大佐町布瀬               ノコメセダカヨトウ

キシタエダシャク 60。 6.18。阿哲創地割商瀬    60.7.3.  阿哲君5大佐町布瀬
58.6.8. 浅□君FsI照 山          フクラスズメ

オオゴマダラエダシヤク 6o.6.21.       61.10`29. 阿哲郡大佐野布瀬
阿哲部大佐町布瀬               キバラケンモン

キマダラツパメエダシャク             60。 10.9       ″
54.9.24.  岡山市竜の日山        アケビコノハ
59。 8。 24.       ″                61.8。 2o.        ″

オオバナミガタエ ダシャク            ォォ トモエ
6o. 6.20。  阿哲増ヽ大佐町布瀬        61.6.4。        ″
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トモエガ
6o.8。 16. 阿哲郡大佐町布瀬

シロスジ ト手〒

60。 6.1.

ポク トゥガ科

ゴマクポクトウ
59。 3.24. 西大寺市奥矢津

ヒ トリガ科

トラガ

58.5。 4。 阿哲郡井倉～方谷

クロツシヒ トリ

60.6.   阿哲郡大佐町布瀬

ョツポシホソバ

?

ゴマダラベニコカゲ

60。 (

7。

スジベニコケガ

59.6.29. 蒜 山

シロヒトリ

59。 8.24。 岡山市竜の口

ヤ ママユガ科

ヤママユガ

54 .10。 西大寺市西大寺

クスサレ

58 。9。 18。

ヒメヤママユ

61 。10。 28。 阿哲郡大佐町布瀬

ウスタビガ
62 .11。 3

カノコガ科

キハダカノコ

槙

日 時 V.25e1964. 昼間 晴天
コース 勘場 ― 笠根 一 勘場

講載例については備中広瀬餓類採集晶 目録(1)

を参考 されたい。 丁度蛾の第 1化 の最盛期に当
つた らし〈勘場か ら笠根迄の 1肋足 らずの上 り坂

に 4時間を要 したが未だ可なりの数の採取 もれが

あ つたo

備 中広瀬蛾 類採集 品 目録 (2)

59`6.20.  岡山市竜の口

スズメガ科

クロホゥジャク
55。 10.8. 西大寺市西大寺

ホウジヤク
54.6。 18. 西大寺市新橋

ヒメホウジヤク
58.10.  岡山大学

スカシバホウジヤク
61。 5。 14. 阿哲郡大佐町大佐山

ベニスズメ

?   岡山大学

モモスズメ

60。 6.17. 阿哲郡大佐町布瀬

ウンモンスズメ

60。 8.29。      ″

オオスカシバ

55。 7.11. 西大寺市西大寺

コスズメ

55。 9。 13`     ″

セスジスズメ

55.8。 20。   西大 寺市西大寺

オォシモフ リスズメ

55。 3.31.     ″

クチバスズメ ? 岡山大学

トビイロスズメ

54。 6.22. 西大寺市西大寺

ェ ビガラスズメ

58。 9。 ■8.     ″

キイロスズメ

?   西大寺高校

6.○ カパフヒメクチバ

7.〇 リンゴツマキリアツパ

8. ウスグロアツパ

9。  キイ ロアツパ

10. シラナミアツパ

11。  ミスジアツパ

12.○ ニワ トコ ドクガ

138 ヒ トツメカギバ

14.〇マエキカギバ

15.oヒ メ′イ イロカギバ

あまり多 くない。

16.○ スジモンツパメアが有タ

精本

1。 ○カノコガ

2J ゴマグラキコケガ

3.oニセシロフコヤガ

4.〇シロフコヤガ
5.oマ ダラエグリバ

58 -  4
60 - 21
91 -  2

91 -  6
101 -‐   1

lo3 -  2
lo3 -‐  13

lo6 -‐   3

lo6 -- 4

lo6 -‐  15

lo6 -- 22
116 -  6
121 -- 18
122 -- 10
122 - 13

125 --  5



■7. コョツメアオシヤク   126
18. フ トベニスジヒメシヤク 127
19. マエキヒメシヤク    128
20。oヨツポシウスキしだ右夕 128
21.〇ゴマダラシロナミシヤク 131
22.○ハコペナミシヤク    133
23. オオハガタナミシヤク  136
24.〇セグロナミシヤク    138
25.oサ ザナミオビエダシヤク 141
26。 ハグルマエダシヤク   142
27. マノレ グヽルマエダシヤク 142
28。○クロハグルマエダシヤク 142
29. ウラキ トガリエダシヤク 143
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33. フトフタオビエダシヤク 150- 1
34. ッマ トビキエダシヤク  156 - 6
35.○キエダシヤク      159- 3
36. クロホシフタオ     162- 8
37. ギンツパメ      162-14
38。○キスジホソマダラ    163- 8
39. ゥスグロノメイガ    169-25
40。 oシ ロヒトモンノメイガ  170-14
41。○クロズノメイガ     170-31
42.○モンシロクロノメイガ  171- 1
43. クロスジキンノメイガ  171- 9
44.〇クワノメイガ      171 -23
45. フキノメイガ      172-21
46。oシロスジアツパ    106-26
47.○ニセウンモンクチバ   100- 8
48こ  ゥンモンクチバ     100- 9

倉 見 でアカマダラセンチコネを採 集

本年 6月 21日 に倉見の林道上を飛びかけた本種

を得ましたが,稀な種てはないかと思い報告しま

した。なか他に発見された方があればお知らせ下

さい。 r 竹内幸夫 )

阿 哲郡 大佐町布瀬のサ エ トンポ4種

TE峰導璽戯■r p■甲口旧 llifasdatB フタスが

工 . 1960.5。  1♀
L慟は困  

…
ダ ピドサナエ

1961.6.15。  1♀
詢7kEMLq 

…

オンロサナエ

1960.6.18. 16
1961.6。 15. 16

Q7d∝をQrnB 輌LriLcOStl■q オナガサナエ

1960.7.  19
1961.6。 15. 16

特に多産 し燈 火 |て もよ〈飛来する。

( 赤伎一弘  )

26
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14
24
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26
5

13
15

16

4
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231.oソ トシロモンエダシヤク 147
近畿以西てとれるが ,あ まり多くない。

32。 ○ヨモギエダシヤク    149- 7

岬 輔 い か と し ぶ み 初 轄 率 ゆ

3o, キシタエダシヤク 146

メスアカミ トリシジミの新産地

ウラクロシノミと同じ〈,すでに道信順氏によ

つて県内の所々に産することが確認されておりま

すが,6月 28日千軒地区にてウラクロシジミを採

集した同じ場所 、多数の6を採集しましたので報

告します。

( 竹内幸夫 )

ウラクロシジミの新産 地

本年 6月 21日苫田郡刀口茂町倉見地区て,漢谷西

向斜面をとぶ本種多数を発見,足場が悪いため3

6のみ採集するに止めました。なお発生数は相当

なものと推定しましたが午前中は全〈気がつかず

午後3時過ぎころより活発な動きを見ることがで

きました。

また 6月 28日 奥津町千軒 (旧 羽出村 )で同じよ

ぅな環境に発見,や 悪ゝい足場も克服して6多数

を採果,更 に附近の道路上にててきた 1♀ も得る

ことができました。以上はいずれもや 狭ゝい範囲
での発見ですが有力な産地として報告します。

( 竹内幸夫 )
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採集記   龍 の 口 山 系 で トン ボ を 追 う Ⅱ

〔アオヤンマを採る)赤 枝 一 弘
5月 17日 ,ベ ッコウ,ョ ッボシ,の再確認と,

アォヤンマの記録を目的として奥谷津の池へ向う。
フォヤンマはかつては各地にかなり多かつた種で,   5月 31日 ,この前採りそこねたアオヤンマが気

私自身もかつて小学生のころ市内で.採 つた記憶が  になり,再度奥谷津の池へ出かけたoこの所,本
ある。 しかしその後全国的に産地は減少の一途  家の竜の回山の方は御無沙汰になうた。こちらの

をたどり,現在ではかなり稀な種となつてぃる。  方が山へ登らずにすむし,珍種も多いとなれば自

従 つて県下てもかつては採れてぃると思われるが, 然こちらへ足が向〈。雑木林へつ くとすでにウラ

現在まで報告された記録は,本会,片山氏 ,博・Wi  ナミアカシジミがかなり飛んていた。本種も西大

の友,いずれにもなぃ。この奥谷津の池は,ヨ シ  寺市周辺では竜の日山で 1頭採 つたのみであ―た

ではないが,ガ マが生えしげ り,や 小ゝ高い所に  が ,こ にゝはかなり多いようである。 4頭採 aた。

あり,べ ,コ ウ,ヨ ツボシ,が居ることからも分  ウラゴマダラシジミは注意したが採れなかつた。

るように,古い池でザ リガニ等も進出してないよ  夕‖の池へついたo岸辺を,頭のかなり大きなヤン

うである●フォヤンマが生き残 うているとすれば  マが飛んでいる。大きさからいえばオニヤンマの

まずこの池であるという気がする。        ようであうたが,尾端附近に黄色い班紋があるよ

さて今日は一路奥谷津へ向う。林の入り口ヘパ  ぅにも見えたoかなり追 つたがついに正体不明の

イクを投げて入 ‐て行 〈。道べりに祖柔があつた  ま 逃ゝがす。ヨツボシは依然多いようであるが .

のでふ つてみたが,ク モ類が多くたいして何もい  この前よりは減 うていた。ベッコウはついに今日

ない。ゾうの類とサピカミキリ類 2種 ,キ クスイ  ー日,一頭も見なか‐た。これは元々ベ ッコウが

モ ド井カミキ 1'だけであつた。さて池へついた。  少いのか,池 より離れる性質が強いのかζおそら

北倶〕だけに水草が牛えているので東倶1か ら北へ進  〈両方であろうと思われる )で あろう。他にコフ

んで行 く,途中脱皮殻をさがすがあんがいみつか  キ トンボがかなり発牛していた。本種もかつては

らぬものである。一つ だけオオヤマトンだと思わ  非常に多か 。たが ,現在ではかなり少 くなつてい

れるものが草についていた。例のガマの群落へ出  る。さて池のまわりを3回まわ ‐たがこの前見た

たoみ るとヨツボシ トンポは多い。ヨツボシとハ  アォヤンマらしきものの影さえな〈,ク ロスノギ
ラビロが優占種のようである。これてはかつて博  ンヤンマも居ない。脱皮殻を 1個採 ‐たのみでこ

物の友で,鈴木氏が岡山市東方の池のいたるとこ  れは前回のオオヤマトンボらしきものと同じてある。

ろにヨツポンが多いとい うているのもうなずける。  残念であるがい 0たんあさらめ,この向うのか

しかしすばやいので多いわりには採れない。かな  つてウラ■ンシンミを採 ‐た林へ行こうと道を 10

り追 うて26を採る。ヨツボシに比ベペッヨウは  メー トルばかり行 うたところ,突然草むらから飛

少 〈,ガ マの中で 1頭 ,附近の草むらで2頭目撃  び出した トンボがある。近〈の草にとますたのを

し,内 1頭や つと採 うたoさ て残るアオヤンマで  見ると,ま ぎれもなく前回の種ではなぃか。あゎ

あるが ,ガ マの中を飛ぶヤンマ類を注意してさが  ててふせ,す ぐ逃げぬよぅ手ておさえる。取り出

すが,いずれも,産卵中のギンヤンマ,タ ロスン  してみると,はたしてフオヤンマである。正確な

ギンヤンマの♀である。しかしさかしている内ど  記録 としては,おそら〈県下初記録であろう。し

うも=頭だけあやしい種がいる。注意 してみよう  かし,あ まり池から離れぬという本種が前回 1頭

と思 うても,た 〈みにガマの中をぬつて飛びすぐ  目撃,今回も 1頭見たのみであることから,当所

に見失う。しかも時かり思い出したよぅに高くと  でも稀なものと思われる。本日の目標をはたした

び,近 〈のプドウ畑上空に見えなくなる。 1時間  ので,一途帰路につ〈oこれて本年の目標であ‐

近 く執ように追いまわしたがついに採れなか うた。 たョツボシ,ベ ッコう,ア ォャンマを記録した。

しかしヤヤ小型て青 つぼ〈,腰が 〈びれてからず, 残るはキイロヤマトンボ,マ ダラナニワトンボ
,

ずん胴である所など明らかに7ォ ャンマの特徴で  ということになりそうである。

ある。思ぃは残 つたがまた来ることもあると思 つ   この報文を書〈にあた 。て,標本の同定他種々

て帰路についた。                御教示ぃただいた林憲一氏に感謝いたします。

当日の採集品
ベ ッコウトンボ 16 ヨツボシ トンボ26
フタスジサナエ 161♀  オグマサナエ 1♀

7ォ ャンく?)目 撃 脱皮殻ζオオヤマ トンボ)

/F日 の採集品

アォヤンマ 16 ヨフキ トンボ 19
ウラナ ヾア カシジ ミ メスタ ロヒヨウモン
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ドク トル 。ザ ー メン 採 集 回 顧 録 (4)

一人形峠 で ウラン鉱 な負ぬ ム カン トンポ を捕え る一

ドク トル・ ザー メン

今年の採集シーズンは好天に恵まれて,毎日1理

日に重井院長の愛用 トヨペットクラウンデラック

スは県下のどこかを走 つている。オ「気地方を皮切

に,刀8茂賀陽地方,苫 田地方,蒜 山,新庄など4

月下旬以降主に県北に遠征してかなりの戦果をあ

げていたのであるが, ドクトル●サーメンは未だ

一度しか参加していなか つた。観音竹の植え替え

その他て多忙を極め ,遂にそのチャンスをついに

活用できずあた場牌肉の嘆をかこつていたのであ
る。

5月 30日 の土曜 日に ,明 日こそはと意気ごん

で昆虫館に出かけたの も,無理か らぬことであろ

う。午 後 1時過 琴風爽 と ド
~7を

開けたが一人も居

なぃ。 3時頃まで待 ‐たが遂に一人も勇姿を現わ

さず ,こ れては翌 日の計画どころではない , ドク

トル ●ザー メン早 々に引 き上げたo

とい うのも,数 日前に ドク トルの帰宅 と時を合

わせ てわが庭園に飛開 し来 りしトンボ 1匹あり,

飛んで火に入る夏の虫 とはこのこと直ちにひ う捕

えてみると トラフ トンポ r♀ )で ぁ‐た。ゎが浅

原の地は好採集地 として昨今脚光をあびつつある

ことで もあるし,珍種稀種い ■にか潜んて ドク

トルのか越 しをか待 ち申し上げて居 られることで

もあろう。御期待に副 うべ くこれから出かけ よう

とい うわけである。

しかし,な かなかそ うはいかなか うた。家事手

伝勤務が ドクトルの帰宅を待 ちうけていたのであ
つた。

か くな つては翌 日曜 日あるのみo一人では心許

なぃので電活て重井院長の 日曜 日の予定をか伺い

すると,ま だ決めていなぃとのことである。思う

に重井院長は 4月 このかた毎日曜 日にどこかへ出

かけて居 られる。そのタフなことはただただ感嘆

あるのみで,かつその御熱意には心服の至 りであ

る。 ここまで徹底 してや り通さなければ本物では

ない。がこのあた りで一日ゆ ‐〈り休養なるのだ

ろ うか。また御令室,御令嬢 ,御令息への家庭サ

ー ビスもおありのことだろう。この上は単独行 と

覚悟をきめる。

地図を拡げて計画を練 るところへ, ドク トルの

邸宅前に車のとまる音o愛犬が吠ぇる。 これはこ

れは坂本運転手のにこやかな笑顔であ つた。 ドク

トル ●ザー メンの第六百感は ビンと緊張 した。し
めた !明 日はぃ うしょに行けるぞ。明朝六時出発 ,

行先湯郷方面との御宣託であうたo連絡の方法

がないので,わざわざお出下さつたのであり,そ
のように御′色遺 い下さ うた重井院長の御厚意が身

にしみて嬉しか ‐たo(ドクトル●サーメン宅 ,

倉敷局 22-6978番 の電話がこのほど開設さ

れた。今後はどしどし御オ」用賜わりた〈,ま ずは

以上電話開設の御案内まで。敬具。 ドクトル●

ザーメン )

旅は道ずれ 0車は坂本 さんま力せ 。重井院長 と

小生 ドクトル・ サーメンと二人,シ ー トにふんぞ

りかえ つて快適 ドライプである。

この道はいつかきたみち

ああ そ うだよ

事故防止の川柳の立札が立 つてた

新 1級 53号線をあとに,旧 2級 179号線を

ひた走 り,富村を狙 う。この村は山を大切にする

ところで,値樹など山林継営で村全体が裕福であ

るとの話してある。深山幽谷を想像 して箱より折

れてぃよいよ山奥へと突入。坂本さんの運転なれ

ばこそ安心である。どんな狭い林道でも,車がさ

らに小さ〈なつて走るのだから大した腕だ。何の

心配もいらない。しかし産崩れが多〈,花綺岩の

崩解 した風化物が車の進行を妨げ,降 りて偵察し

たがこれ以上はとても進めそうにもない。残念な

がら計画変更。直ちに後進することにする。それ

にしてもされぃな花綺岩の風化砂だoこの砂で観

音竹を植えたらよく育つだろうと考えて見渡すと
や 古ゝびてはいるがパタッが一つ道端に用意して

ある。せ つか 〈の御厚意,遠慮するのはかえ うて

失ネLと いうものである。ぃ ‐ばぃに満たして格好
の土産物とする。思いは同じ,坂本さんヽ

｀
いつば

いつみこんだ。
‐ 次ぃて奥津温泉をみながら山F~原 より折れて三

子原へ と向か う。昨年夏に計画したが,台風の余

波をうけて果さなか ‐た所である。タニウツギの

花も満開でアサマイチモンジなども飛び交い,大
漁疑いなし。 11時をすぎていたが,こ こでゆつ

くり昼食をひろげようなどとはもうてのほかだ。

腹がへ うて戦のできなぃ奴は弱卒のみで戦の道を

知らぬ者の泣き言にすぎないoま ずは勝ち戦の愛

に昼飯の味を楽まんものと直ちに昆虫どもとの一

騎討ちに及ぶoビ ドニアの類も忽ち網にかかり意

気いよいよ高 〈,さ らに奥へと入る。ところがで
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ある。だんだん木がな〈な り伐採の跡,山火事で

焼けた跡などが夕 られるようになり,雲一つ ない

炎天下に曝されることにな つた。勿論一匹の獲物

も見つか らない。相手がいなくてはそれこそ喧嘩

にもならない。こんな筈てはなか 0た。谷の深さ

か ら考えても豊漁が予想 されたが ,こんなに山を

荒 らされては虫どもも立つ瀬がなかろう。大いに

はやきつつ引き返す oこ んな所に長居は無用,適
当な所まで降 りて昼食にしようと車で山を下 りる。

ぶつぶつ言いながらそれても途中花の咲いている

木をみつけて,念の為に一応はゆす つてみる。こ

れはどうだろう,数十匹のビ ドニアが網の中で暴

れ廻 つているではなぃか。こんなことなら何 も奥

深 〈入ることはなか つた。殺虫管に虫を入れるの

ももどか しい。一度ゆす つた木でもしばら〈して

再び網を入れると前と同 じほどの ビドニアが入 つ

て くる。か 〈て嚇 々の戦果をあげたのである。や

はり不満は言 つてみるものだ。叩けよ,さ らば開

かれんだo

昼食, ビールの味 もまた格別である。重井院長

と戦略品 を見せ合 うとさす力続長は歴戦の勇士,

ドク トルの数倍 もの獲物である。

せ うか 〈のことだ 。もうす こし足をのばして人

形峠 とやらを見て行 こうではなぃか とい うことに

なり,さ らに遠征する。全 くすばらしい所だ。深

山幽谷を思わせるす こし東寄 りの所から谷にわけ

入る。 しか し,花は咲いているがさ ‐ばり手応え

がない。入るのはアサギマダラの幼虫ぐらいのも

ので,結局 ウランの毒気にあた ―て虫ども.も 寄 り

つかぬのかも知れない。またもやぼやきつつ,大
いにはやきつつ引き返す こととする。 このとき,

重井院長 ,葉の上に止ま うているカミキ l'を 発見 ,

トウキョウ トラであ ‐た。県下 3番 目の記録で御

気鎌麗わ し〈わたらせ給 うなり。坂本さん も目を

ぎょろぎょろさせて ,と れてとれて困るほど,ど
の花にもビ ドニアが居るとのことである。坂本さ

んの網には入るが,ザー メン親分の網にどうして

虫が人らないのだろ う。全 〈不公平なことだとぼ

やきなが らゆすると,と うとうつ きが廻 ‐てきた。

入るは入るは何回同じ所をゆす つても入るのてあ

る。 とつてとうて とりま 〈る。

Maddester

雑 言 録 (1)

水 野 弘 造

1。 音 と虫

虫屋には不思議に音楽好きが多〈大学時代に知

合 つた虫友達は殆 どクラシ ック愛好者ばか りであ
‐た。ところが虫 と音楽の傾向は平行するもので

ヘンデル, プラームス,シ ョバン,パ ル トーク ,

ドビッシー et eetc之 何でも聞 くような者は大低

蝶であれ蛾であれ,カ ミキ リてあれカメムシであ

れ , トンボであれパ ッタであれおよそ昆虫ならば

何でも採 る人間であるが,最高の昨曲家はシュー

ベル トだけだ,な どとい ぅ独善家に限 つてゴミム

シダマシしか集めなか つたり,パ ッハのレコー ド

しか買わないような狂信者ならば美 し〈もない蛾

ばか りの標本箱の中に ぅづもれてニタリニタリと

一 日悦に入 つているとい うた領向がある。さて私

はと言えば最初尺八を練習して音楽に興味をおぼ

え ,モ ーツアル ト,ベ ー トーベン,プ ラームスと

おきまりの コースでクラシ ックになじみ,フ ラン

ti押 パ3コ腱
―

メT濶だ″

“

コ
'7ツ'"4～

7メ=凛
ゆ‐′

※ 中だ。どぅなるものでもない。慎重に手を入れて

翅をつかむと,腹を曲げてその先の附着器で ドク

トルの手を突き刺そうとの構えである。オフとそ

んなことで驚 〈ようなドクトルではない。誰が離

すもんか。いやに頭の悪い田合 つべだoこのとき
フリと胸をかすめるものがあつた。そうだ,翅は

前後翅おおむね等し〈,三角室なく,ま ぎれもな

くこれぞムカシ トンボならんか。直ちに三角紙に

収めたが,ま だ腹を曲げて尻上げの恰好てある。

重井院長におみせすると,ム カシトンボに違いな

いとのことであうた。捕 つた !よ うや〈にして捕
うたのである。昭和 39年度の最大の目的の一つ

をここにあつけなく果たし,も 〈も〈と湧き上が
つて 〈る興奮をのせ,好採集地人形峠を後にした

のは,夕闇迫る黄昏時でぁうた。時期お〈れのわ

らびの土産を大量に乗せて。

一服 して原 らばに出ると,にわかに虫を追 つて           f ttdE13 9。 7。 1 記 )
1匹のトンボが舞い上が‐たoかなり大きな虫で  〔追記〕
あ つたが忽ち捕えてさ うと急降下 して 〈る。非常   捕えたムカシ トンボは 6て ,早速解剖に附 した。

に敏捷 な動作である。 ドク トル●サーメン独物は  しか し他の トンボと違 ‐ているのか精巣は簡単
な 〈ても常に 3本つなぎ柄耐を正眼にかまえたま  には見つか らず, ドク トル・ザーメンを少々あわ

ま歩いているが ,こ の急降下して 〈る トンボをみ  てさせた。折角の標本 なので消化管なども一部固

て振 つた腕の冴え ,タ イミングの よさ,忽 ちにし  定 ,いずれ セクションする。来年再び数個体に相

て御用 となうた。い 〈らじたばた もがいても網の※ まみえん と期待 している。



クに共鳴 し,現在では ブルックナーに定着 してし

ま つた。虫の方は中学生頃は蝶 ,甲 虫, トンボな

どは勿論 ,7ブ ,ハチ,パ ッタはてはカグヨウ′

シ リアゲムシなどに至るまでお よそ目につ く虫は

全て箱の中に並べたものだが,雑虫,7プ ,ハ チ

…¨と採 らな 〈なり大学に入 。た頃はかお よそ蝶

甲虫 , トンボのみとな つていた。それが倉敷昆虫

館開設の案を重井氏より聞 くに及んで感ずるとこ

ろ あつて甲虫のみの蒐集にコリ固まることにな つ

たoと云 うて事実は未だコリ固まり方が足 らな〈

て虫の数はわずかだが何しろ一時の興奮のあまり

"天牛を 250種集めるまでは結婚 しない "な どと

宣言 したもので,おかげであと41種のカミキリを

集めるまではオヨメさんも貰えないわけである。

41種のカ ミキリのうちい 〈らかでも御援助下さる

方があればお 礼 には プルックナーのレコー ドを

お聞かせいたしたいと思 つている。

2.蝶と蛾

数年前クセジュ文庫から・ 蝶 "と いう本が出た

がその中に蝶 と蛾の本質的 な区別はないとい う意

味の説明がある。専門的分類法ではいざ知 らず ,

小学校理科教科書に書かれている蝶 と蛾の区別法

はま ことにわれわれに便dllて ある。私も来だに触

角の先端の形で区号[け る方法しか知 らないが,D
君の南米での採集品の中の一種は完全な喋の触角

をもつ蛾であ ‐た。採集 したD君自身も蝶のつも

りだ ‐たらしいがゴマダラチ ョウに似たその虫は

まぎれ もな く蛾の一種に分類 されているそ ぅでぁ

る。 こうなると蝶と蛾の区別法はかつてM君の云
つた方法の方が素人目には余程確かである。すな

わちM君 によれば・ 蝶 とは前翅 と後

「

^模様が連

続するものであり,蛾 とは前翅 と後翅の模様が不

連続の ものである。 '

私は この説が非常に気に入 ‐て鮨蔵n整誌上に

発表 しようとした。といの うはこの分類法によれ

ばヤママユガ,シ ャクガなどの多 くの蛾は蝶てあ
つてヤママユチョウ,シ ャクチ ョウなどとなるた

め,数少い蛾類学者の負担は軽減され,数多い蝶
類愛好 者の研究分野は拡大 されるために 日本の鱗

翅 目学会全体に大いなる貢献をすると思 つたから
である。ところが生物学者の卵であるM君 〔今は

巳に蛹くらいに生長してぃる )は私の発表意図を

悪ずるや否や機先を制 してその説の否なることを
】′覆血、L誌上に先に発表してしま つた。どぅやら
この説を発表されると自分の生物学者としての資
略を疑われるとでも患 ‐たもの らしい。彼日〈,

"私は水野君に蝶 と感の相異点について一つの意
見を出した ことがある。つまり蝶の羽根の嘆様は

前後翅共に大体共通していて,殊に前翅の帯状の
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縦の線は後翅に連 らなることが多いoこ れに反 し

て餓ては前翅 と後翅の樺様は共通でな〈色十 ら異

る場合が多い と話したのてある。その例として蝶

では ィシガヶ手 ョウやアォスジアゲハ,喋ではヨ

トウや多〈の メイガを見 よなどと云 つた。 しかる

にこれはとんでもない間違いである。信 しないて

頂 きたいo蛾の中のかなり多 〈の ものが前翅 後翅

に共輌した模様を有している。ォォ ミズ7ォ ,イ

ボタガ, トモエガ,シ ャクガの多数などはそ うて

あり,セ セ llチ ョウの中には前辺 後翅の模様が共

通でないものがある。 しかるに水野君はどこをど

う間違えたか徐 々に蛾を蝶の群に入れ蝶を蛾の群

の中に入れ始めた。ヤママユチョウ,カ ノコチョ

ウ, ミヤマセセリモ ドキ,果ては 卜l'パ チ ョウま

で現われる始末。 もとより彼は一度信 したら後に

退かない。従 つて彼が諸兄の標本を見てか〈の如

〈云い始めたら気を悪 〈しないて頂 きたい。皆私

の責任である。云 々"rM量》働 b。 lp.5参照 )

3.変な名の虫

虫の名前はまことに味わい深ぃもので私は近頃

学名の持つ意味を うテン語辞典で調べることを楽

しみにしている。私の高校時代の生物学の師であ

る森田平三郎氏は日本人は生物の命名に特に優れ

ている旨をヘクソカズラ,イ ヌノフグリ,カ イロ

ウドウクツなどを夕|と して説明された。和名に傑

作が多いのは事実であるが学名にも結構愉快 なの

がある。今迄私の見た中での最傑作はRMicD8

…

2・ migでオ「名もボウズナガクチキムシ

とな つてぃる。■卸強の目に日本の僧侶がいかに

映 じたかは明らかであり,又 この虫と坊主の印象と

の結びつ きなど推察すると興味つきなぃ。私はこ

の名の所有者を永年求めているが来だにお目にか

かれない。一体 にこうい う格恰のナガクチキは発

見 しても見かけに似合わず逃げ足すこ.ぎる早 〈,

体色と相まつてボウズの名を連想させるに充分で

ある。L4bnIま穏 mmt“ 田 :踏ittTォ パクォ

オズネスイムシもその虫の格恰を云い得て妙であ

る。 しかし同属のアナパクォォズネスイムシとな

ると何が化けているのかわからない し,ズパケオ

オズ,コ パクォォズ,ォ ォパヶォオズなども何 と

も珍名ではある。
―

tr“腱 には未だか目にかか

れなぃが ,マナパクとコパケをD君の採集品の中
、か ら見つけ出したときは感激のあまり顕微鏡をの

ぞ きこんで夜が自むまで時を忘れたものである。

翌朝 D君をつかまえて・ ォパクが出たぞ "と 云 ‐

てキョ トンとさせたことは今でも思い出話の種に

されて困る。

オロ名も慎重につけなぃと妙なことになる。マダ

ラカサハラハムシとい うのはカサハラとぃ う人名
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に由来しているに違いないが,マ ダラと来た後に

つけてあるのでどうも腹が皮膚病か何かをわづら
うている状態を連想させてあまり清潔そ うでない。

北社夫氏はウスパカゲロウを・ 薄馬鹿下郎 "だ と

思いこんでいた旨をその著書に書かれてぃるが ,

小牛も幼少の頃ケシキスイを "景 色吸い 'と 思い

こんで髄分変な日本語の用法だと勝手に不思議が
つてぃたことがぁる。チピキスイとでもしておい

てくれれば読み違えの心配などなか つたのである。

少し話が別だが "歩行虫 "と 書いてオサムシと読

む ことから,馬鹿によく歩くことを "ォ サる 'と

云 つたりしたこともあ ‐た。      ｀

由緒あるラテン語を使 つた学名にナン トカベン

ニスとい うのが多いの も考ぇてみれば妙な話で ,

P【uttTy=光htta a… L釣趾8な ども花
では ムネ7ヵ クロアカハネムシなどともつともら

しい名であるが,ラ テン語では クロチンチンアカ

ハネムシ とい う意味にほかならない。た とぇ採集

品が雌であ つても鍼潤藝洒旺8な のである。それ

て も,プ セツ ドピュロクロア・ ア トリベンニスな

どとつぶやくといかに もおごそかに開えるから学

名 とは便利なものである。
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