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ラ サ キ ツ バ メ の 食 樹

シ リ ブ カ ガ シ に つ い て

孝通波難

ムラサキツパメの食積|はマテバシイ

ガシてあることが知られ

,シ リブカ ガシ 3本を確認 した これを鼓初として 1本 より

数十本の群落に至るまで

次々と確認じ計 15箇所

を見つけた。分布は地図

rC示す通 りである。 地図

番号③とCの 所にて成虫

の採集をした所ムシサキ

シジミばか りでムラサキ

ツパ くは目撃さえなか

た)①の所にて完全なア

サギ 2ダ ラ①頭を目撃じ

た)ついでのことにシリ

ブカガシの特徴を記IIkt/

て見れ
①晩秋開花する。
②花穂は上向する。

③雄花が上にありその下

に雌花を有する。

④葉裏は銀自色である。
③果実は尼深である。
などがあげられ①の晩秋

開花は他のブナ科植物に
おいて例がなく,②の花

穂止向は他にマテバシヒ

,ツ プ ラジイ ,イ タジ イ

のみである。①の尼深は

名のとぉりである。 この

シリブカガンの分布を見

るとどれも川に沿 つているためその流れに よって

ドングリが運ばれ下流に広が った と考え られる。

従 つて成虫が採集された倉敷の宮の浦 ,浅原にし

ているが ,総社市の豪漢
倉敷市の浅原 ,連島そじ :∬璃饉
て笠岡などで数少いが採 i

集されているにもかかわ :

らずこのムラサキツパメ :
の食樹の存在が明らかで 1

なかつた。 この問題を倉

敷昆虫同好会において知

りこの食樹確認を思いた 1発J
った。 9月 22日成虫採 姜
集を兼ねて同好会々員の

黒田君と豪漢に出かけた。i剛

この日はまだ食樹の特徴

を知 らずに出たので自分

の知 っているプナ利植物

只pち コナラ ,ク ヌギ ,ア
ペマキ ,ア ラカシ ,ナ ラ

ガシワ ,ヾ ズナラ ,カ シ

ワ ,を除いたブナ科植 1勿

の枝を自宅に持つて帰 り

兄と調べた所兄はまずシ

リブカガシに違いないと

ぃぅので再び9月 24日 ‐E
豪実に行き図鑑の説り]通

りであるシリブカガシを

確認した。いく本もの大..

きな樹林が日の前に広がつて葉_L一面に花穂を満

開させていた  9月 29日 兄と豪漢に出かけ調査

した。豪漢入日で家屋rC栽培されているシリブカ
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ても高梁川に よリドングリが運ばれ自生 している
のではなぃかと思 う。 同好会において も発見が待

たれているた虻)植物の方面で詳し〈調査されてい

る小坂弘先生 (陶I哲利S哲西町大野部)に おおしえ

ねが ったところ大変ご親切な返事をいただきまし

れ

小坂先生の調査記録に よれば

(マ テバシイ) 県下の沿岸地方に分布すると

思われるが ,い まだ記録はない。

(シ リブカガシ)県南地方すなわち備中南部と

備前地方の山地に分布しているようである

今までの採集記録は次の とお りである。

備中 浅日郡鴨方町阿部山

総社市槙谷

小田利∫美星町

小田郡矢掛町

備前 和気郡備前町 (旧和気郡伊里)

御津君

`flll津

町 G日赤磐郡葛城村)

とシ リブカ

ヴシについ

ては 6ケ所

1/C記録があ

り ,豪漢も

すでrC調 査

記録されて

いましれ

筒倉敷はシ

リブカガシ

について未

調査となっ

ているので

ムラサキツ

パメの倉敷

での採集記

録は今後 も

興味ある問

題と思われ

る。 叉阿部山 ,美星IT,矢樹町 ,備前町 ,御津町

においては今後の調査に より成虫の採集が大いに

期待される。筆者は今まで 6回豪漢 にムラサキツ

パメを求めて行ったが ,その姿さえ見ることが出

来なかつたので ,1,う 豪漠にて得ることができな

ぃのか と思 つていた所 ,10月 20日 ついに
｀
シ リブカガン分布地図番号⑦ いの所にて羽化 し

たばか りの ように新鮮なる 16を得た。 これはど

こともなく飛んできてシ リブカガシrc止 ったが姿

が見えないため 1度 ネツ トに入れそこなったが運

よくす ぐ上にあった松の枚の先端に止 った所をネ

ツ トした ものです。写真はシ リブカガシ及びその

林であるが この 16も 写真に うつ っているシ リブ

カガシ林7Cて採集した いままで豪漢にては数頭

採集されていますが食樹と関連 し ,つけ 〈わズ_て

報告 しておきま九

最後になりましたがこの調査についていろいろ

ご指導 と資料を提供 して くださった小坂弘先生に

厚 〈か礼申しあげまり、 又研究材料とご親切な指

導をして下さぃました倉敷昆虫同好会の重井先生

青野先生1/C深 〈感謝致 しま丸
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から多:`る と頭部の少し後の背面がlLよ り1段と高

かつた。体長 1 8 mrr3。

5月 イロ両び葉上に帰つていた。
5月 5日 朝又別に置いている樹皮にさばつてい

た 夕方又も業にもどつていた。
5月 6日 朝l再び樹皮に移つていて体長 16″屁

と短かくなつていた。なせ このようなことをする

のか不思議に思った。夕方よリー層短か〈又小さ

(な り体長 1 3 rrlm。

5月 8日 夕方いよいよ山1に なりそ うである。体

長 12屁 脇。 日に見えないような糸を樹皮をくつ

うけていた。同日午後 10時 15分見.ろ と少し細

長〈丸味をおびたようで今にも脱皮しそ うである

毛はすべて茶色をおびすこしちぢれていた。体の

■は全体はだ色より薄〈体長lli 1 2 rrl屁 。すでに

事 F々Cは少ししわがよつていた。 10時 36分 こ

つ頃より次オに前%位の形力山‖√)形に近 くなる。
ここで筆者が少し目を離している間に脱皮を姑め

てぃた  10時 56分のことである。約 10秒お

きに体をのば L′ たりちぢめた りして皮をぬいてい

亀  10時 59分 も35秒おきに体をうねらして

,ヽ た)11時 4分頃終了した。背の方か速〈脱皮

ン腹面が遅れて脱皮する劇lち横から見るとななめ

′こなって進行していたのである。温度 20度 ,湿

責84パ ーセント。 この脱皮の際感 じたことは幼

虫の体と樹皮とが 3本位の糸によって結ばれてい

るのに幼虫の皮が体と糸との間をくぐつてい (時

0こ とを不思議に思いルーペでその過程を見てい

た所皮はその糸を無視するように同じ速度でぬげ

た
5月 9日 夕方もう色も黒色がまだらに入り体長

117■ mに 少したらなかった。
5月 29日 いよいよ待ちに待った羽化の日がや

って来たD様子がかかしく輛の腹掏 節が少しの

びていた。気をいれてじつと待・,ていたD朝 7時

21分 45秒踊の前部背面が パツ」 という者な

たてて割れ中よリウラジロミドリシジミの成虫が

出てきた。胸が踊った  26分 15秒オー ト
゛
色″)

少しねばりけのある汁を数滴だすと腹部が見る見

る内に細〈スマー トにまつた。羽が目で見て流れ

るようにのびていた 27分 30秒大きく羽はの

びたが全体が大きヾしなっていた  29分ほとん

ど完全にのびたが下から見るとまだ小さいしわが

孝通波難

タラジロミドリシジミ

今年の 2月 頃より倉敷市黒田に卵採集1/C行 き始

じめた  2月 24日 黒田に自生しているナラガシ

7よ り多数の卵を採身も 自宅にj寺 つて帰 り自然状

態に置き′隊化び)日 を待つた
4月 11日 待望の日がやつて来た カメラ ,時

計 ,筆記丹]具をそなえてじつと待つた,午前 10
寺33分 40秒卵にあけている穴より頭がのぞき

かけた。いよいよ孵化するのである。 37分頭部

が出てノせつた。それからはゆつくりと

'|〕

より出

るのである。 38分 30秒体長のメ位出た。 39
′子50秒年長の%位出る。 40分 50秒 ガ化が終
つ

2_。 体長 1屁れあるかないかである。 色はネズ

ミ色に近かつた
1月 15日 ナラガシフの葉の小lけ根の表側だけ

食べて裏側は残していたD体長 2れ 屁半。
4月 16日 体長 3 m raを 越え色はわづかもも色

をおびていた
4月 17日体長3mm半 となる。
4月 21ヨ 運動感がなく丸くなつたようでどう

も11民起らしい。体長 5 rll′ ′しとなつていた。脱皮

は見えなかつたがやはり1眠起であつた
4月 23日 体長 8′ルmを越える。
4月 24日 葉脈の間を長方形のように食べてい

た,いままでの食を見ても葉脈だけ′ま残と″ている

体長 9mmと成長していた
4月 25日 体長 10‖屁半となる。
4月 26日 業の付け根に しつと静止していた
4月 28日 午前 8時さわつて見るとかたく26

日より葉を食べていないので眠起らしい。体長 9

“
屁半と短かくなつていた。午後 9時やはり眠起

であり脱皮していた。体長 10m%
4月 29日 朝 8時体長すでに 12″ιれとなる。

色ははだ色に茶を少しかび背面はそれより没いか

た)午後 8時体長 13mmと なる。
4月 30日 朝 8時体長はや〈も1 5 ηιれを越え

ていた。 この頃になると朝と夕方では大きく体長
の差が違 う。 夕方体長 17mれ となる。幅 6 m rr3

であった
5月 1日 朝 8時体長が短かくな り16mm半 と

なつていた。短〈ちぢなつたように感 じれ
5月 2日 朝 8時別に置いているナラガシワの樹

皮に 上を向いて静止。蛹となるのであろう

"Ъ

横
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よつていた。 8時 3分 飛ば して見ると普通にはば

た 〈が羽かまだ L´ めつているのであろ うか 60度
方向にィ

.6下
する。 8け手44分飛は して見ると ,ヽう

羽は乾いたのであろ うか急、ではないか下か ら上に

上ろ IJヒ カを11:つ ていて力̀な りiL度 も速 くなってt′ ヽ

れ  この飼青は幼虫期 28日 ,R‖ 期 21日 で事Lは

♀であ り食1苦|は ナラカシヮであつた。

他ιr)飼子1夕1を 記 ;哉 Lノ てみると ,4月 13日孵化

5月 1911噺 1イし,5月 28日 ■

“

ヒ,これは尖伸1

カアベマキで本■1の デミ積∫ではなか った。幼虫朋 2

8日 ,」
"“

炒118日 で 1生は 6で あつた。 又他の例は

4月 13日孵化 ,5月 14日虫1l fし ,6月 1日 羽化

,食桂lは これく)/1N当 の食樹で′11な くアベマキであ
つた、,幼虫 1明 32日 ,軸 妙118日 で性は ♀てあつ

たら次は ミドリシジヾの飼育記録をあけて見た。

ミ ドリシジミ

卵lt2月 17日 含敷市昇titlに 同好会会員の中島

メl,黒 田だといつた時ハンノキより黒田君が見つ

け多数採集したものである。 ミドリシジミと以下

2種 (ミ ズイロオナガシラ/ミ ,ア カシジミ)に つ

いては大 りJな 所だけ簡単にまとめた。

いF化について)

特に感 じたことrt′ まとんとが午 Ll中 (大体 10
時頃まで)1/CfJな われる。 卵に穴芝ft)け 始ど)て か

ら3日 ～ 4日 でJ薄化する。孵化が始まつてか ら終

わるまでに要する時間は 7分かかるの 1)あれば 2

分 30′秒しか要 L//1い ()の もあつた。

0民起について)

脱皮 [ノ ている1折 は残念なが ら見ていないが ,脱

皮前は丸 〈短 〈幼虫σ)用‖て運 rJJ感がな〈び 〈とも

しない .し 力̀ L ttlt後は色〈)新鮮でα)ひ のびと違

動感にあ
`、

れている。

01イヒにつ1ハ て)

ム11´ 1る 直1lJは い ltま で緑 [Lグ )町い程農Lだ うた

幼」iυ )しか白じと共しをおびて きて巳が薄 くなつ

てしま う。そして先
'I希

部は丸‖の形に似か よつて茶

色味をはんの少 :´

"じ
:て細長〈丸 〈なつて 〈ると

いよい よ脱皮
―
Jる。 1)ι 反したす ぐ後ほ輛の形に少

し似ているたけである。 こ
`′

)脱 皮に要する時間は

約 6分 であつテЪ ttι 4を 始めて 20分位たつ と完

全なる島1の形 となる。木√)皮について町1に なつた

1)の (、 あれは某装でなつたの もあつた。

(羽化について)

羽化する頃i/Cな ると駒1は黒に近 〈黒ずんで 〈る

レ(ツ」 とい う晋と共に「■1lS背 lIEが害Jれ る。 出て

きた成虫は羽をのはすのに便利のよし/ヽ りは で歩 き

ちる

'rま

で米ると静止じ羽がのびるのを待つ。
~ド

羽はタトからりとると世l″ )形クこな り上羽 よりや‐や遅

れてのびていた。輛 力略り■て知 より脱出するまで

に要する時間はホ]25秒 ,それか ら大体羽が伸び

るまでに約 13分の時 1司 を要した

飼育 1夕」をあげて見ると次のようであつた。

3月 21日
'PI化

,5月 1011崎 ll化 ,5り12711
羽化 (幼虫朋 50日 ,蹄 ltB 1 7日 ,性 6リ

3月 22日 卯テイし,5月 7[1島 IJ化 ,51121日 羽

化 (幼虫 IIn 4 6日 ,ffi則 17日 ,1ノ Ltt Fム 1)

3J123日 卵Hヒ ,5月 7日 躊
"fヒ

,5月 25日 羽

化 (幼 JtlJ1 4 5日 ,Jl"||!16日 ,1′ L6)
3月 23日 ′昨1ヒ ,5月 12に 1句 14ヒ ,5月 29日

矛|イ ヒ (幼 _flt iり]50日 ,瑚‖期 17日 ,1生 ♀0理り

4F14ロ リ雌イヒ, 5月 1 7:]知 i化 ,6月 2日 羽化

(幼虫り114日 ,輛I1916日 ,性 ♀B型 )

なおホ(1)幼 虫の体長は 20mm前 後 ,蛹の体長

は 12‖ r,1前 後であつた

ミズイロオナガシジミ

この卯は岡山市金山 ,東山 ,倉敷の黒田 ,山手

村にてアベマキより採集 ,ナ ラガシワに産卵され

ている 1)の も2～ 3あ つた

σ諄化について)

卵に穴をあけ始めて 4日 位後に孵化 し ,幼虫は

他のゼフイルス 3種に比べると卵か ら右側を出し

今度は左供」とい うように調子 よく出ない ように思

われた)2回 見ただけなので何とも言えないがそ

のように感 じた。要する時間は 3分 50秒であり

他の 1頭は 2分 40秒であつた。

0由 化のための糸張 りについて)

この有り様はここにおいて始めて見ることが出

きた)朝起きて見ると体を折 り出1げたような形を

してぃたので観察すると糸を体にはつていたのだ

。体を「〈のけ」に曲げ糸を樹皮につけると今度

はタツと上を向 き頭部をそ りたつ ようにして反対

側に移 り体を曲げ樹皮に糸をつけるといつた謝子

である。本当に本能とい うものには13いた。 なおヽ

往復に要する時間はや (10分 であつた。他の脱

反などはЛ`る
ことが出来なかつた。

飼育例をあけて見ると次の ようであつた

4月 16日孵化 ,5月 14日晰1:fヒ ,6月 1日 羽

化 (幼虫期 29日 ,蛹 期 18日 ,ナ ラカシワにて

飼育)

4月 6日卵Hヒ , 5′月8日 Rli化 , 5月 2 8[1可1(ヒ

(幼 虫却133日 ,蛹 期 20日 ,ア ベマキで飼育)

4月 8 Fl孵化 ,5月 9日輛化 ,5月 28日 羽化

(幼虫lJ13 1日 ,瑚1期 19,ア ベマキで飼 ri)

なお終令幼虫の体長は 17′ル屁前後で島1〆
)|卜 長

は 10屁 晟前後であつた。米
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児 島郡 灘 崎 町で トラ フ シ ジ ミ

の 終 令 幼 虫 を 採 集 羽 化す る

1963年 6月 15に|,学校が終 って自転車で

1司 出j‐彦崎にfTき ,だ lf)卜
|・近を採Jt中 ′ぐう1■スに

トラフシジミのが(令判ltt 11]採現t,自 宅で飼育中 ,

25日 ごろ羽化 L′ た。県下で|―t最南√)記録とだい

報告 しました (大 野 憲 一 )

(3 9)  5

総 社 産 甲 虫 三 種

1)A′、′力ιこ′
“
., ′α″α歯′j :、 ●171111‐ a

タナカホソア リモ ド千

採集場河i 岡山県総社

採 集 日 1953年 9チ 110日
止記の虫は自宅燈火に升く来 t/た く、のでJ調‖れぬ

ものと思いなが らも専 IJIl家 t/)卜 」定 も求め―j=長 ら〈

放置していた ものであるが ,この度発 f」 された ,

北隆館「原色昆虫大図鑑Ⅱ」により上の如く和 :́:

か Hl明 した。

ヽヽ ′ヽ‐ヽ ‐ヽ
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伯 菅 大 山 味 採 集 品

1963年 7月 28日 ,29日 ,30日 の 3日

間父と行つた時の採集品でめはしいものだけをあ

げてみました。
28日  寂静山一大ネllll l神 社一元谷小屋 (晴 )

29日  横手道―桝水ガ原一文珠堂 (晴のち雨リ
3o日 豪円山一桝水ガ原 (晴)

以上の日程にて 4′3種を採集したがその内 30種
を記した
1、 キアグハ

t2.オ ナガアゲハ

3.カ ラス /ケ ハ

4、 ミヤマカラスアゲハ

5,ク ロアグハ

6.ヒ メキマグ ラとカグ

7.ヒ メヒカゲ

8ジ ヤノメチヨウ

9.ア サギマダ ラ   1
10コ ム ラサキ

11イ チモンジチヨウ

12.ァ サマイチモ ンジ

13.ヒ オ ドシチヨウ   1頭  朴t手道

14_ア カタテハ     1頭  大山寺部落

15ル リタテハ      1『 1大山寺部落にて 日t:

16.オ オウラギンスジヒヨウモン 3頭 大不1111111:「

17オ オウラギンヒ・ヨウモン 1021｀ 桝水デノ
'11

18ウ ラキンヒヨウモン 3"i桝 水 ガ原

19ク モガタヒヨウモン 16 横手通
20.ミ ドリシジ ミ    16 大神[11初 |れた
21.ウ ラキンシジ ミ   1頭 大イ1111竹ι

f L

22ジ ョゥザンミドリシジミ2a″共
:メ |,lilイ … 1「 通

23.エ ゾミドリシジ ミ  2♀  大 1甲 111′ #|.:|

24.ウ スィロオナガシジミ 3頭 様t手道
25.ォ ォ ヾドリシジ  ヾ 26 横手道
26ト ラフシジ ミ    3頭  寂静lJJ,ill I‐ :|」

27.ゴ マシジミ    27頭  桝水力原
28コ キマダシセセ リ  1頭  横手道
29.ア オパセセ リ    1頭  横手通
30.ヘ リクロチヤパネセtり 1頭 横手通

孝通波
島
夫

1頭 桝水ガ原

2頭 大山寺部落
2頭供手道 ,大山寺部落
1頭 横手道

l Flt 大山寺部落

2頭豪円山 ,大申P山神ネ上

3頭  楓氷ガ原

3頭 桝水ガ原

5頭大神山神社

5頭 横手道

2頭大神山神社

1頭 横手道

,横手道

,横手道

※ アカシジミ

卵は岡山市東山と金山/Cて 1個づつ採集 (ア ベ

マキより)

0“ヒについて)

孵化する 4日 前頃 より卵に穴をあけ始める。孵

化に要した時間は 2分 5秒であった
飼育経過は 4月 8日 孵化 ,5月 6日 輛化 ,5月

19日 羽化 (幼虫炒129日 ,trllll1 1 3日 ,アベマ

キにて飼育)な お終令幼虫の体長は 1 7 Flれ ,輛
の体長は 11屁 凛半であっ亀

終りにこの卵採集 ,飼育についてご親じりな指導

並びに資料を下さつた倉敷f‐t虫館の諸先生には深

〈感調1致 しすす。また ,つ
・カシジミの卵採集をご

指導して下さつた同好会々員宮松勇籍H兼ヤC深 く感

訪1致 しま｀
九

◎この飼育は次の文献を参考にしました。

白水隆 保育社 ,“ 原色日本蝶類幼虫大図鑑

原 章 ":″ Oι 。
1

横山光夫 保育社 ,“  原色Fl本蝶類1図鑑 ,



0(40,

2)二 eJOFιS辞
`′

α′
“
S BatOS

ナカバヤシモモプ トカミキリ

採集場所 岡山県総すt

採 集 日 1952年 6月 13日

本種 も燈火に飛来 tた ものてあるが ,稀 なよう

でその後一度 も採集 した ことがなヽ
3)И cαttι 力οCJnas g「 JseLs Fabricius

ヒゲナガモモブ トカミキ リ

(ス ジマダラモモブ トカミキ リ)

採集場所 岡山県総社

採 集 日 1954年 8月 4日

本種 も燈火に飛来した ものである。 あまり多 く

はない ようて岡山県ではこれ以後採集していない

以上いささか古い記録てあるが ,参考迄に。

標本は筆渚所軋

(水 野 弘 造 )

四 国 産 甲 虫 数 種

下記の虫は北隆館「原巴昆虫大図鑑Ⅱ」に四国
は産地として挙げられていないが ,次のデータに
よる土居祥兌君採集の標本を筆者は所蔵している
1)″れ策des cα′θttψ

“
S Grouvelle

アナバケオオズデォネスイムシ

1954年 3月 23日  高知市内
2)上fカヒロ女たS ノリ

'ο

η
“
S Reittor

コバケオオズデオネスイムシ
1954年 4月 19日  高知市札

3)Иπ力Sι

“
S αιrじccPS Crotch

キムネヒメコメツキモ ドキ
1954年 8月 6日  高知県土小島

4)И 4αιαSι

“
S Prac“ Sι

“
S Crotch

ツマグロヒメコメツキモ ドキ
1954年 8月 7日  高知県本り|し

なか本種は ,保育社版「原色日本昆虫図鑑
(上)J1/Cは剣山産のものが図示されている

5)Pた2θοεんr“ s cs Jα′jclts Lewis

フチ トリアツパコガネ
1953年 8月 14日  高知県土佐加丸

6)″ Oι OStrO/WS οrjenι α′js LeWis

アヤモンヒメナガクチキムシ
1954年 4月 19日  高知市内

草間でイツシキキモンカミキリを採 集

1963年 6月 23日 ,同好会の新見市草間にお

ける採集会の際 ,井倉から草間に通する道で ,県

下て未記録であつた ,本種σ cnじ

“
(G ιC′ιθα)ε

“
←

rqダ
=″α

`α
 Fairmaire(1897)イ ツシキキ

モンカミキリ 1“ .を採集したので報告します

当地では ,ス ウイービングによつて得たので ,食

草は全く不明ですが ,「新しい昆虫採集」 (京浜

昆虫同好会編)に よると「幼虫は ,台湾ではクワ

を加害するという。」とあり,ま た附近にもクワ

が認められるので興味深いと思います.

(山 砥 司 朗 )

備中 町 井 川に アカジマ トラカミキ リ

1963年 9月 24日  ,日 岸に家族そろつて ,井

川へ墓参りに行つた。 シーズンは過ぎてはいたが以_L (水 野 弘 造 )



昆虫の多いところであるので ,附近へ採集に出か

けた。午後 3時頃お墓の向う側のィチジク畑の下

で,イ メドリの葉_Lに いた本種 Ary16/・
rypr“sん cι ι

“
s

確武Sumura ot ttltsusntta  アカジマトラカミキリ1〆

を採集 tノ た0岡山県 ドでは初の記録であるので報

告[ておく。発生却は 8～ 9月 であるので丁度本

和σ:シ ーズンrCあたつてぃたょってある本州及び
2El国に分布する。

(貝 原 英 治 )

草 間 で フ タテ ン カ メ ム シを採 集

1963年 6月 23日 ,倉敷昆虫同好会主催の採

集会が ,新見市井倉で行われた

井倉から草間へ通ずる坂道で ,捕虫網や ,た た

き網などを使用して採集を続けた。その うちに一

行からはぐれてしまつたか ,その際に採集したカ

メムシの中に本種二ψ「 J“ S tpcrJcο
「

■Js Dal、 las
フタテンカメムシ l θχがまじつていた。県下 で

(41)7

も珍しい記

録のようで

あるので報

告する。
本州 ,九州

イン ド,支

刑に 分布す

る。

(小 林 健 二・ 楠 田 雲居 )

倉 敷 の ミ ン ミ ン ゼ ミ

倉敷市におけるOncοισり出α ′ηC“ια′jcο ι′Js

Matschu■ skyぎ ンごノビミの分布については ,ま だ

充分な調査が行われていないが ,従来市衛力し中央
の鶴形山公園のものが著名てあり故白神昭氏は毎

年数回はその声を耳にすることができることをよ

〈話しておられた。会編纂の「鶴形山の昆蝿
(降ι.1,ハひ.7,別冊 ,1951)に もこれらの資

料を元に ,鶴形山のセミ科目録lFC含めてあるし ,

最近では佐々木良―氏から″)1可 様の報告をよく聞

かされているところである。
古屋野寛氏からは倉敷レイヨン倉敷工場内で 1)

毎年必ず耳にすることができることをお聞きして

いる。
ス ,市北端の福山から庄rCかけての丘陵地帯て

も本種の声を141〈 ということを 2,3の方々から

知らされている。
しかしながら ,こ れらのぃずれの地域において

も,その発生の個体敷は ,か なりに少ないものの

ようで ,市内産の標本lrC接する機会には ,ま だ恵

まれない ,と いつた状態である。
こころで ,本年 (196309月 6日 ,市内平田 ,

東中学校内で ,休憩時間に 1年生の味野 仁君が

本種 16を 採集した。市内産の生きた個体を初め

て見ることができたので ,一分布資料として報告

しておく。
(小 野  洋 )



8  (42)

己一言
ロ道海

レ
Ｌ

■
イ

(1)

一 昭 和 38年 度 ―

夏の北海道は高級避暑地 として我 々の様な居候

にはち よつと手の届きそ うrCな い所にある。 また

虫屋には北方系昆虫の産地 として興味ある所であ

る。 誰で も一度は白い網を振 りたい所である。 私

はこの夏北大に居る前田君か らの誘ぃ もあつたし

それにバイ トも北海道に見 つか つたので早速出か

けてみる事に した。全てが無計画な放浪の旅であ
つた為に昆虫の採集 した数 1)少な 〈また歩いた所

も無駄が多か つた。 だかまたそ こには別のお 1,じ

ろさがあつた。次にまずい文ではあるがその全容

を書いてみる。
7月 16日 準急鷲羽 2号で岡山を出発 (然別まで

学割で 11562円 )大阪か ら急、行日本海号に乗 り

換え翌 1?日 夕亥1青森到着3こ こまで来ると問山

での暑さは夢の様である。夏の服を着ている我々

には寒か つた。 風雨激しい夜の津軽海峡を渡ると

いよい よ来たかとい う感 じがする。 翌 18日 然別

に着いてバイ トの話をまとめて翌 日倶知安に行き
バイ トを始める。 3月 14日 までrC約 20日 間程
パイ トをして資金を作る。 1カ 月近 く1)倶 ALi安に

ぃたのだか らこのあた りの事はずいぶん知 つ/も

供知安は北海道南部に位置し函館本線 と胆根線の

合する所迫内オーの秀峰羊蹄 山のふ もとに発達し

ている。

近 くに有島農場 しかの有名な文学者有島武郎の開

放した農場であるまた彼の著書カインの末裔の背

景となつた。 )がありまたニセコ昆布等多 くの温

泉群に とりまう■■ている。

人口数千のこの出
「 は このあた りの中心 となつてい

て各種のた し_´ 物 1)行 なわれる。私の盾たい1に 悦馬

競走、大相杖、ニセコ、検丹国定公園指定記f志祭

等もあつた。七夕で」
‐■内地では竹を使 うが ここ北

海道には4/1‐ が 目生 しないのでヤナギを使 う。

軒先にだ らりと枝のたれた柳の木を飾 りたててい

るllt景は異様であつた。 また ここでは赤飯は甘納

豆を入れてある。 あづきの赤飯 を食べなれている

私には甘 〈て食べ られなか つた。倶知安か らニセ

コ連峰 ,羊蹄山等のスキー場 〈、近い。町のどこか

らで もエゾ富士羊蹄山の雄姿が見える。 土地の人

に言わせれば供知安か らの眺めより昆布 (函館本

線)喜紋別 (胆 根線)あた りの方が 1)つ と素晴 ら

博
士

しぃとの事で私 1ゝ 帰りに喜紋別から眺めてみたが

なる程富士にひけをとらない位素晴らしかつた。

冬の降雪量は道内一で数mlrC達 し 10月 上旬には

既に羊蹄山頂に雪を見るとい う。期tについてはキ

アゲハミヤマカラスアゲハ ,モ ンシロ.エ ゾスジ

グロシロチヨウモンキチヨウ ,コ チヤパネセセリ

,ク ジヤク .ウ ラギンスジヒヨウモン ,オ オヒカ

グ ,オ ナガシジミ ,キ バネセセリ,コ ムラサキ ,

アカタテハ ,マ シジミ等を認めている。またセミ

ではヨエゾゼミが多くエゾマイマイも居る。 この

あたりのフキ ,イ メドリ ,コ モギ等の植17/Jは もの

すご〈大きいそ れ1/C背丈より高いキク科枢物の黄

色い大きな花がいたる所1/C~咲 き乱れている。そし

て内地には春咲〈ような花が咲いている。ニセコ

ヌアンプリでは広大なお花畠が比較的l_tい 所にあ

る。 これらの事は 1カ 月の供知安滞在から得た知

識である。 もつといろいろな事を体験したのだか

今日はこの辺で止めておいて次に移る。

さて 8月 14日 でバイトを止め ,キ蹄山に登る事

rCし ていろいろ町
｀
で買物をする。だが翌 15日 は

昨夜半から降り出したNjが止まずそれに大Nj注意

報が出て事態はますます悪化ついに登山を中止じ

て買つて来た食料を宿で皆と食べ映画を見て一日

終了翌 16日 もNjは降 り続く。 こ″)日 前田君の自

宅から電報が届き19日 彼が帰るまで札幌で待つ

事rCして折り返し電報を打つ。昼頃雨の倶知安を

離れ3時半頃雨の降 りしきる札幌に着 〈。東西南

北さつばり分らないままに駅甫1か らハイヤーに飛

び乗る。膚E寮 (彼の住んでいる所りに着いて仮

4首σ)手続きをすませ 17号室に落着 〈。か くして

19日 まで一人で暮らす事と相なつた

夜になつて寮生と共に夜の不L幌を見物にまわる。

大通り公園では丁度夏祭りの最中で大変な人だつ

たD夜空に浮かぶテレビ塔とかサーチライトに浮.

かび出た頃水とかで北国の夜は静かに彩られてい

た)12時 過ぎ存分に遊んで我等 4人はススキノ

から歩いて帰 つたのだつた  17日 朝少し小雨が

ちらついている。昼過ぎまで寮に居て本を読んだ

り荷物の整理をして過ごづЪ 昼からは雨の止んだ

構内を見物する。クラーク像ポプラ並木は観光客

がいつぱい集つている。 もはや観光地化した構内

L担秋
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は期待外れであつた  18日 9時半頃寮を出て北  21日 昨夜の無理がたたつて昼まで眠る。昼から

大附属植物園へ足を運ぶし入場料 40円 也を払つ  パツキングをすませて 10時 14分札幌発根室行

て中rC入る。町のまん中に広大な森林を残してい  の普通列車rC乗 り込む。岩見沢から乗つて来た女

るこの植物園rCさ すがは北海道だなとまず感心す  子学生と共に夜行列庫の旅をする。

る。国内にはアプラゼミがいくらでもいて手でつ         然  別  湖

かまえられる。国内には薬日1稚物園とか博
l17/J館 ,  夜明け前狩勝峠の雄大な眺めや山の自く務のかか

熱帯植物園等があり私はその うち博物館に入 つて  ったエゾマツトドマツ等のきりたつた様な美しさ

みた。 日本最後のオォカミの標本とか日本最大の  rC気をよくしているとまもなく新得駅を通過する

クマの標本及びそのクマの食べた人間の足や手の  まだ嶽天は続く。 6時 6分十勝平野オ 1の都市帯

ビン漬け θιC`魚頚 ,明J乳 類́の標本 ,ア イヌ資料化  広に到着肌寒さを覚えながらど.の街路整然たる町

石等豊富rCttFllし てぁつてい〈らいても退加しな  をあちこちぶらついてバスの待ち合わせをする事

かつた)結局 2時間ばかりここに居て外に出る。  1/Cする。 8時過ぎ拓殖パスrC乗 り込み (340円 )

植物園から出て足の向〈ままに円山公園まで足を  広大な十勝平野をどこまでも走つて行く。道は悪

のばす。 う0そ うたる円山のふもとにあるこの公  (う しろの荷物が時々落下して来る。やがてパス

園は本当に市民の憩いの場所となつている。    は山の中に入 り両側にシラカパの白い朋Lが見えて

網を持 つて行つたが採集する気にもなれず近 くの  来る。扇が原展望台でバスはしばし休憩 ,パスか

札幌神社で一人北海道に居る事をしみじみと思 う  ら降り晴天だと雄大な眺望が限下rC拡がるとの話

ここで見た蝶はエゾスジグロヒメキマグラヒカグ  に少し失望する。だが花に舞 うヒヨウモンを見て

位なもの。丸山動物園に行つて後 ′円山に登ろう  気をよくする。網を振 つている者も一人居た

と思つたが寮に帰る。 19日 寮の食堂から朝飯を  ヒヨウモンー匹カメラに収めて再びパスに乗 り込

食つて 17号室に帰ると前田君が帰 つて来ている  みガイドの説明に耳を傾ける (実際は居‖民りをし

彼少しふとつているようだつた。私のよリーまわ  ていたらしい)駒止湖を樹間rC眺めバスはいよい

リデツカイキスリングの上に岡山名産のモモをの  よ湖畔に出る。サルオガゼ (こ のあたりでは霧藻
つけている。今年初めてのモモは うまかつた。   と言われる)がエゾマツ ,ト ドマツ1/Cま るて線て

宝島で採集した蝶 ,甲 虫等は月『1ら んの中で異様な  も〈つついている様に付着してこのあたりの景観

匂ぃを発散させている。それにホルマリン漬けの  をより美しく飾りたてている。然別湖一― この湖
エラブウナギやらアルコール漬けの ミミズやら果  は大雪山国立公園の南部十勝平野の北部にある堰
てはネズ のヾ皮までキスの中から出して見せて〈  止湖で湖lli海 技 797メ ー トル周囲約 16浄P7.最

れる。後に知 つたのだか私の家へ陸生のヤ ドカリ  大深度 2000′ルを超え道屈指の深湖て湖面には弁

を持つて来ていたのだ。そのヤ ドカリ私の力Lの上  天島を浮べてlnt致を添え周囲は展望山 ,自雲岳 ,

で■をかしつている。仮の荷物を一応整理してま  ベ トウトル山など峻嶺奇峰lrc囲 まれ常に自雲去来

〈)な く二人は彼の先生 ?と かい う晨栗生物の太田  じ北海道でも共色のある山の湖として大雪山国立

講自「に会いlrc農学昔

`ま

で出かける。堂々たる農学  公園の特Fll地域となつている。湖には岩魚 ,山椒
部の一室に ,お さまつて彼の宝島での活雌ぶりを  魚が棲息し春秋には尺あまりの岩魚か釣れる。
拝聴する。彼の話しぶりに皆LLlllさ れて聞いてい  また大型遊覧船が 50分で湖を一/plす る。
るようだつた。いろいろとrtl味 ぁる事ど 1)を一応  あたりは針葉樹の原始林に覆われ ,岩つつじ,岩

話した後で版ごじらえをしにクラーク会館まで出  まつ ,石袖花が生長しその新緑は秋の紅葉と共に
る。食事の後彼に札幌 r/b出

]‐ を改めて案内してもら  佳脆で実rC山紫水明 ,風光絶佳の秘境である。
う事にする。電車て駅前通 りまで出て狸′」ヽ路を抜  然別2糖平のハイキングコースもある。 (観光パ

けテレビ塔に登 り市内展望の後時計台に足を運び  ンフレツトより)一
寮に帰る。 この夜これから

“

)予定をかはみ天丼や壁  湖畔に沿つてしばらく行〈とやがてパスは然別湖
に黒々と書かれた先住者の遺筆を眺めながら1民る  畔ホテルの玄関口に止まる。 10時丁度到着する
20日 朝の間にテン ト,ラ ジユースを借りて米て  キヤンブ地はここから程遠 くない。すでに 2,3
食料買出し/C出かける。値切つたり文句をつけた  のテントがはられてある。湖に突き出た所でキヤ

リして買つていると約 1週間分の食料はさすかに  ンプ地としては良い方である。さつそ〈テン トを

重い。寮まで二人してようやくかついて帰る。 こ  張つてカンバンをかじる。
の夜私の不注意から計画を変更して彼の先輩 2人  テン トを張つてしまつてから採集を始める。
と彼と4人で夜の札幌を歩き翌朝 3時無事寮に帰  まずエルタテル ●シータテハ ,コ ヒォ ドシ ,フ タ

為                        フジチヨウ等を網にする。 ヒユウモン類も花上に
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多い。そ うこうしている うちにキヤンプ地にある
エゾマツ ,ト ドマツの木の幹に多数のシラフヨツ

ポ ヒゲナガカミキ リを見っけてまずネツ トrCそ

れらを放 り込んでおいて一応採集 し尽 くしてしま

うと毒管で一匹ずつ殺す。殺虫剤を忘れていた事

がこの時分つてこれ以後乏 しい毒管で苦労する。

カメラに も生態写真を収めてか ら先程バスで通 つ

た湖畔を歩いて行 〈。扇が原展望台まで行〈つ も

りで出かけたのだが ,¨ ¨ ・̈ 道端にはオオフキ

のカサの ような葉が茂 つているしエゾマツ ,ト ド

マツの本に寄生 しているサルオガゼが何か知 らク

リスマスツリーをお もわせてお もしろい。そんな

湖畔を歩いていると花に飛来 している多数の ヒヨ

ウモンが 目lCつ く。 たいていは ミドリヒヨウモン

ウラギンヒヨウモン ,ウ ラギンスジヒヨウモンだ

か時にはギンボシヒヨウモン ,オ オウラギンスジ

ヒヨウモンも混 じつている。 エゾスジグロ ,ヒ メ

キマダ ラヒカグ ,モ ンキチヨウ ,ク ロヒカゲ等 も

多し、 カミキ リで lit先述のシラフヨツボシヒゲナ

ガカ ミキ リの他にフタフジハナカ ミキ リ ,ハ ンノ

アオカミキ リ ,ア カハナカミキ リ,マ ルカタハナ

カミキ リヤツボシハナカミキ リ ,ミ ドリカミキ・
リ

等が花に来ている。空はひど〈曇 つているがその

割合には虫の数が多い。湖畔の山に登 り始めたが

ミヤマハンミヨウとヒヨウモンしかいないのでひ

き返す。扇が原まで行くのを断念してキヤンプ地

まて引き返す。キヤンプ地まで・l■ リボートに乗る。
二人で交代で漕いても対岸まで行き着かない。

結局キヤンプ地の前を漕いてまわつただけだ。そ

れても二人は結 llt汗 をかいてのびてしまった。
ボートに乗る前は肌寒か つたのがその時丁度近〈
の山から流れて来た雲が通 り過ぎ心地よい湖上で

ォォイチモンジを捨 う。ホテルの裏ではヒメマス

を水漕rC入れてある。またユースホステルの側に

は養魚場 ?があリザリガニ (ア メリカザ リガニと

は違 う)がいつばい居る。それらを眺めた りあち

こち歩いた りして夕飯の用意を始める。献立はカ

レーになつているが水をい つばい入れた為にスー

プFtな つてしまつた。それても結構腹の中にかさ

まつたらしい。夜になつてユースホステルのあた

りで夜間採集でもと思つたが虫の整理の為に止め

てテン トに入 つてシ′ユラフにもぐり込む。

明日は糖平まで歩かねばならぬ。隣ではザリガニ

を焼いたりL′ ているが我々は明日の為に眠る。

次号につつ く

岡 山 県 ナ「 原 市 以 北 蝶 類 採 集 記

孝通波難

井原市 よりlL部になる美星町を中 心とする一常は

まだ調査されていないらしいので 6月 16日 友達

中島君と 8月 14日 は友達黒田君と自JIJJ車 て出か

けた まず 6月 16日 た1井原市青野附近であまり

央に fTか なか つた。 擦集 tノた'も のをあけて見ると

キアグハ 1頭 目撃 ,モ ンシロチヨワ ,キ チヨウ ,

モンキチヨウ ,ヒ カゲチヨウ ′ウシナミジヤノメ

,ル リタデハ ,コ ミスジ ,ア サマイチモンジ ,ベ
ニシジ ミ ,ル リシジミ ,ア カシジ ミ ,ウ ラナ ミア

カシジミ ,ミ ズイロオナガシジ ミ Pオ オ ミドリシ

ジミ ,キ マグ ラセセ リ ,ダ イミヨウセセリ ,オオ

チヤパネセセリ ,チ ヤパネセセリ ,の 19極を敷

えた。 ゼフイルスはかなりt/bた んでt/bる もの 1,い

たがオオ ミドリシジ ミの ♀は羽化したばか りに見

えた ごの日の天候はますますであつた。
3月 14日 は井原 71∫ より川上町lrc通 りぬけた。 こ

の日も蝶類調 査を主 []的 として出かけたので飛ん

でいる ものは標を判定するまで近 よりわからない

時は網に入れて調べた。 ます井原市 ,池 ノ内 ,青

野 ,中尾 ,前屋原 ,ロ ノ尾 ,黒忠のコースで日撃

採集 した ものをあげて見ると ,モ ンシロチヨウ ,

キチヨウ ,ツ パメシジミ ,ヤマ トシジミ ,ア グハ

チヨウ ,ヒ メジヤノメ ,コ ミスジ ,ク ロアグハ
,

ウラギンシジミ ,カ ラスアゲハ ,キ マグラヒカグ

,ヒ メウラナミジヤノメ ,オ オチヤバネセセ リ ,

コチヤパネセセリ,ダ イミヨウセセリ ,ノ、ラサキ

シジミ ,ベニシジミ ,ジ ヤ コウアグハ ,ヒ メキ

マグラセセ リ ,ル リシジミ ,キ アグハ ,オ ナカア

グハ ,モ ンキチヨウの 23棋を数えた。上記は目

撃 ,採集したル1序に書いた ものである。 次に黒忠

より笹 ノ丸を通 り風袋 ,日 出谷までlCいた蝶をあ

げて見ると ,コ ジヤノメ ,キアゲハ ,キ チヨウ ,

コチヤパネセセリ ,コ ミスジ ,ベニシジミ ,ヒ メ

ウラナミジヤノメ ,ナ ナガアグハ ,ツ パメシジミ

,モ ンシロチヨウ ,サ カハチチヨウ ,カ ラスアゲ

ハ ,ア グハ チヨウ ,こ こで十数頭のキチヨウと数

頭の コチヤパネセセリがい つせいに飛びた つたの

には 月を見張 つた。吸水 していたのである。そし

て成羽田
「 に入 るとモンキアグハ ,オ ナガアゲハ

,

カラスアグハなどを採集 した。それか ら備中広瀬

によつて岡山市内へと帰 つた。



6月のある土曜日のこと ,いつもの重井病院屋

上の倉敷昆虫同好会事務所で明日の天銀山採集を

青野氏と打合はせた。雨ばかりが降り続き ,当 日

も雲行きがあやしか つただけに ,けだし殊勝な心

掛けてはあつた。青野氏lr■ ,カ ミキリのタリの花

に群がり舞う様よろしく思ひめぐらしながらはや

御気嫌のようであつたが ,しかし私の′心境は複雑

であつた。 とい うのも ,青野氏と採集の約束をし

たのはこれが初めてではなく ,そのたびに雨にた

たられて果さなか つたのである。青野氏の勤務校

倉敷南中学校は今年は道徳教育の文部省指定校と

して ,氏 もその研究に励んで居られる由である。
その青野氏のか通 りといえば ,た とへ大雨が降 り

続いていてもたちどころにびたりと止んでしかる
べきであり ,泣 〈子も笑 うとい う青野氏の人柄で

ある。私も安心して採集の準備万全をととのえ床

についたが ,その度に裏切られてきたのである。
これは密1/Cお もうに ,青野氏の道徳教育に対する

力の入れ方がまだまだ足りないせいであり,道徳

教育も地におちたかと歓かざるを得なレ、 と1/C角

万一ということもあり準備だけは整えた。何をか

くそ う5月 3日 同好会劇″1回採集会で玉川に行つ

たとき ,捕虫網の リングを忘れたば つか りに ,玉
川の昆虫共危き命を永らえさせる結果となつたこ

とがある。 これも功徳というものであつたろうか

忘れまいぞよ 網の リンク・

群かる虫ども みな殺し

明 くれば水無月 16日 ,4時に 目をさまづ、 人

間その気になれ l―■いつて も起 きられるものであり

目覚時計などかける必要はなtA。 目党時計かなけ
れば起さられないという者はおよそ動1勿に非ずで
ある。直ちにとび起きて空を見上げれば ,こはい
かに ,夜空にもま埓Iじ く星の瞬を認めた,予定i適

り決行である。さては青野氏の神通力は天上にと
どいたもの力Ъ 勇躍青野氏宅に向かう。この頃ょ

り再び雲行き怪じ〈′心配しつつ汽車に乗りこ軌
結局この日は正午薄日ももれまずますといつたと
ころであつた。今つらつら考えるに ,雨は青野氏
の不徳のぃたす所にあらず:原因は私にあるらし

(45)11

h)6月 終 り重井院長をは じめ瘍T庄村に 2回 日の

採集rC出かけた時もひど〈雨に悩まされたし ,8

月に花知ケ山行さを計画したときも雨でおじやん

と相成 つた〕私はよくよくの雨男であるらしい。

読者諸氏よ ,ゆめゆめ御油断召されるな。私が参

加するときは雨具の用意は必至であり ,悪 〈する

と計画を中止せねばならないかも知れない。だか

らとい つて ,私に内緒でこつそ りと採集に出かけ

ようものなら ,それこそたちどころに天罰があた

りましようぞ

新見てかなりの時間停車 ,その間どこへか青野

氏が消えてなくなつた。どこへ消えたか迷子にで

もなつたかと心配していると ,発車間近〈帰 つて

きた,ま ずは安心とふと青野氏をみると手にfplか

つかまえている。ヘビトンボである。さてこそ青

野氏 ,それてこそ青野氏である。 ここで感′心する

ばか りが能でもあるまい。我もおくれじと早速と

び出し ,プ ラツトホームの木をみると居た居た 4.

5匹 ,大きな目をむいてゆうゆうと羽をひろげて

我物顔で止まつている。高い所で手が届かないし

,近 くには棒もなく,発車のベルは鳴 つているし

,畜生 ,木をゆさぶつたが ,し つか りと木にしが

みついているのか落ちてこない。日惜しいがあま
らめたD敵ながら天晴れな奴である。

8時頃足立駅下丸 プラツトホームを歩〈とき
,今度こそおくれをとるましと目を皿のよぅ1/cじ

て歩くうち早くも電信柱rcゼ フィルスの上まつて
いるのを認めた)網を用意する間もあらはこそ ,

手づかみにして生捕る。奴さんすこじ朝寝がすぎ
て連のつきと相成つた次オ ,か くて捕穫劇′1号の

栄着をになつてウラナミアカシジミは三角紙へと

落ちつく所へ落ち着いたも まずは目出たし目出た

し。駅待合室では前夜光を求めて集まつた蛾が ,

遊びつかれてか窓といはず天丼板といはずへばり
ついている。 これ幸と青野氏網を用意するσ)も も

どかしく,し きりと三角紙rC収めた、私はそんな
ことに一切お構ひな〈 ,夢i現で青野氏に先をこさ

れたヘビトンボを捕える。いくら ,かま首をもた

げ大きな歯をむき出しても人間様にはかないつこ

なし、 いやに往生際の悪い奴だ。三角紙の中で じ
たばたしてとうとう紙を喰ひ破つている。

ドク トル ・ ザ ー メ ン 採 集 巨1職t録 (1)

行 きは よい よい 帰 りは こわい

畏 友青野 孝 昭 氏 と天銀 山に カ ミキ リを追 う

ドタ トル .ザ ー メ ン
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この野郎暴れるなら勝手に黒れろ。 ここ数時の命

た)帰 つたら腹を割つて雄なら畢丸を切りとつて

セクシヨンしてやるぞと鴫みつけたらかとなしく

なつた)と んなもんだ ,ざまを見やかれ

足立はさすが石灰の町 ,コ ンクリートで舗装さ

れた足立銀座を詢
`音

高く歩む。 ようやく起き出し

た寝坊共 ,われわれが大きなん4を さげているのを

見てはひそひそ 喘階いている。 この忙しい
“

)に虫

取りなどとlr■ と ,われわれはよほど金と暇とをも

て余している呑気者に見えたのだろう。町並みを

はすれる頃ノコギリヒラタカメムシを採舅も たい

して珍らしいものではないが ,昆虫館には入つて

居らず小野洋氏に見せたら欲しがることしきり。

青野氏1/■ 目ざすハナカミキリがとれそ うな所が

ないせいかスタスタと早足で歩き続け ,追いつ く
のに一苦労である。 こちらは トンボは居ない力、
チヨウか飛び出して来ないかなどと目をきよろき
よろさせ ,ゴ マダラチヨウ ,ア サマイチモンジ ,

イチモンジチヨウなどの蝶 ,ウ スアカ ,ル イスア

シナガ ,ア カクビナガ ,ウ スモンなどのォ トシブ

ミ,カ メムシなどとる。 ウノハナなどの花にはカ

ミキリは一匹も見当らず ,僅かに粗l柔をιゆすつて

ア トモンサビ ,シ ロオビゴマフ ,シ ロオビサビ ,

ナカジロサビなどのカ ミキ リをとる。 強 くゆさぶ
つて粗柔をしば つてあるかず らが切れ ,結び直す

こともで きず ,ま ゎ りを見廻して人の居ないのを

これ幸 と元通 りのりiに そ つとおいて逃げるように

して先へ進_lj。

3時 |IL(1.ど 歩き続けて ,天銀山の性にとりつい

た所で少し早いか昼食D一服したf4Aて 念のために

ウノハナをゆすると ,ク ロハナカミキリが入 つて

くるように /jtり ,に わかに緊張するのを覚えた

青野氏 (,日
つ さIIt共剣となりこれまた一LLも 逃さ

tン とイとから化にとひつく。 ヾヤマクロハナカミキ

リ()か なりとれ ,1・ Jを ふ り廻しているとニンフハ

ナカミキリが入 つてきた。青野氏に見せると先ほ

ど網1/C入れたが込かしてしまつたと口′階じがるこ

としきりである。 やや得意となりさらに花をねら

うとキモンカミキリらしきものを発見 ,思はず高

鳴る胸をしずめつつ刺に つけて落じこむ。 してや
つたりと管瓶を出すのももどかしく中へほ うりこ

んだと書きたい所だが ,思はず出た武者振るいで

逃かし ,再びネツトに捕える。今度こそ慎重にと

思つたか手のふるえは治まらず ,ど うしても管瓶

に入らな〈て ,三度逃がすD木に止まつた所をね

らつて網をふ つたが ,強 くふ りすぎて失敗 ,ど こ

かへ見えな〈なつてしまつた。残念 ,近 くをはひ

11つ て探したか ,敵の奴つかまる″)が こわいか出
‐しこない。逃がした魚は大きいのたとえ ,カ スが

キモンかイツシキキモンであつたかもわからず ,

しばした然として立ちす〈むことしばし。意気消

沈してネツトを振る手に力が入らず ,情性でスイ

ービングを続けていくと ,ラ インアシナガ ,ヒ メ
ァシナガ ,ハ イイロピロウド,チ ヤイロのコガネ

類 ,タ ロハナムグリ,ヒ メ トラハナヱ、ク'り など採

集)よ うやく峠に出る。ややひらけたシパの斜面

には薄 日がもれ ,花の咲いている木をねらうと ,

甲虫がうようよしている。 ネツトにすべてたたき

こみ ,「Er瓶に入れるのももどかしくとりまくつた。
ツマグロハナ ,ツ ヤケシハナ ,ム ネアカクロハナ

,ト グヒゲ トラ ,マ ツシタトラのヵミキリやジヨ

ゥヵイの類であつた。獲物もかなり多く ,一服じ

て時計を見ると午後 1時を廻つている。 これは大

変 ,早 く出発せねば汽車に間に合はないがと思つ

てやきもきしていたが ,肝心の青野氏は一向に無

頓着で夢中で花から花へかけず り廻つている。そ

れならこちらも負けてはいまじと再びネツトを手

llCし ,青野氏にようやく帰′心がついたのは 2時近

〈になつていた
あと1時間しか時間がない。来る時は 4時潜lほ

どの道である。どだい無茶な話だも しかしとに角

帰らねばならない。途中までは何も考えずひたす

ら歩 くことに専亀  1回 L′かはいていないキヤラ
バンシユーズの音も軽やかに飛ぶようにして歩き

続けること半時 ,軽やかな足音もパタンパタンと

いう音rC変 り靴の重さが身にしみてきた。足が歩

いているのではなtA。 靴が前にi饉むので中に入 つ

ている足も自然に前に出るとい つたバ、うで ,その

うちひざを高くあけて大きなスシイドで歩こうと

するが足がなかなか前に出ない。仕方かないので

上半身を前に例す .に うにして ,体の5F衡上仕方な

く足が前へ出るようにして進む。あと40分 ,30

分と時1削 が迫 つて〈ると青野氏は気でも狂 つたか

とうとう網を肩にか しいて走 り出した 何 1)て う

急、かなくてもよかろう。 ‐あわてる乞食にもらい

が少ない=のたとえ ,次の汽車にしてもよいのに

。走 りたければ勝手にするがよい。お手並拝見 p

こつちはゆつくり採集しながら帰るぞとレジスタ

ンスを試みる。見る見る青野氏との距離が円Eれて

ぃくのでぃささかさびしい気持となり ,一人1段残

されて汽車におくれたとあつては末代までの恥と

ばか り ,尉」にヒヨウモンを入れたまま負け じと走

り出す)背野氏は更にビツチをあげるのでなかな

か追いつかず ,流れる汗は滝の如〈口を大きくあ

けてひた走 りに走る。 こうなつては何も日に入ら

なぃ。下をむいて地面が後に後にととび去るのを

見るのみで ,この時ばか りは生きた′心持とてなく

,よ うやく山を下り足立銀座へと出る。 あと10
分やれ間にあつたかと一安心したのも束の間 ,帰

りの汽車が一声高〈警笛を鳴らして通 りすぎ亀



畜生馬鹿にしていやがる。何 (ゝ 警笛をleら すこと

もなかろうと汽車をにらめば ,窓からこつちを見

て早〈おいでおいてと涼 しい顔をして乗客が我々

の珍妙なレースを見物している。青野氏このレー

スに負け じと最後の力をふりしな つて大変な勢て

走り出した。友達がひのない奴だ。 こんなえらい

目にあわせてまだ走らせるとは ,1)う 青野氏とlr■

金輪際一緒になんか行くものヵ、 しかし ,歩 きな

がらまた考えた)汽車は間もなく駅1/Cつ 〈だろ う

すれrl発車まであまり時間がなれ 折角ここまで

来ておきながら乗り遅れたとあつては御先祖様に

申し分けなしと ,こ れまた一日散にと駆け出した

い〈ら走つても駅の見える所まで出ない。いつび)

間に道がこんなに長くなつたのだろう。足立のよ

うな田舎の〈せにいやに駅まで長いbよ うやくの

ことで駅が見える所まで駆け続けると ,すで1/C安

心したか走り疲れたか早足に歩いてい〈青野氏に

追いついた。ふと見ると青野氏は棒だけかついで

先に網かついていなn fplと い う早技であろうか

ぃつの間に網をしまつて走りやすいように棒だけ

にしたのだろうと感心して氏に話しかける。青野

氏は思はず棒の先に目をやる。思はず出た一言
‖あつ!網がない !‖ で私はすべてを了解した
かとしたのである。だからいわスィこつちやなぃ。
一汽車お〈らせてtOつ 〈りすればよか つたのに ,

私まで巻き添えにして ,だからたとス_に もある通

りあわてる乞食にもらt/・ が少ないた。 あきらめは

(47) 1 3

悪かつたが ,汽車を目の前にしては捜しにも帰れ

ず ,思はず無念さに体をぶるぶるつと一振ひさせ

たかと思 うと再び脱兎の如く駆け出したD私も走

っては歩き ,歩いては走 りでようやく橋を渡 り倒

れるようlrcし て汽車rCこ ろがり込んだ。汗の流れ

るのにまかせ息をはずませて今終つたばかりのレ

ース場をぼんやり闘じめていると ,子供が 1お じさ

ん ‖と
'子

ぶ声が線路外の道でする。まさか我々に

話しかけているのでもあるまぃ。 これまでまだ紅

顔の美少年 ,断 じてオジサンなどと呼ばれる筋合

の者ではなぃ。誰Ft向か つて呼んでいるのだろう

とふと子供を見ると ,手に網を持 つている。

正し〈我 に々向か つて話しかけたのであり ,紛れ

もなく青撃F氏の落した附i製の網である。さては網

を拾つて違い道のりをはるばると ,我々を追いか

けて届けてくれたのだろう。網をさし出そうとす

る少年く)よ うや 〈落じ主に返すことができ ,はる

ばると届けにきた甲斐があつたとい うことか ,心

の底から嬉しそ うであり ,さ ながら後光がさして

いるかとも思え ,山奥の田合の人の純心さに胸せ

まるものを覚えたのであつれ

この一年間で ,この採集の時′Iど 収獲の多かつ

たことはなく,し みじみ考えるにやはり採集は青

野氏といつしよでなければならないとつ〈づく思

うのである。たとえそれが帰途ひた走りに走らね

ばならないにしても。

(1963年 11月 1日 記)

集募稿原

報文 ,短報 ,随筆 ,採集記 ,解説など昆虫に関

するものであれば何でも結構です。多数お寄せ下

さい。
投稿rc際 してはァ0■ .13,NO.lP.13の 投

稿規定をよ〈御覧いた ゞきたいと思いま九

殊に 1行 22字に書いていた ゞくこと ,・ 学名は

明確に記入いた ゞくこと ,又図版は ,そのままが

でますので ,すみ又は黒インキを使用して ,で き

るだけ美しく仕上げていた ゞくこと ,な どにつき

ましては充分に御留意下さいますよう御願いしま

九
編集部員は ,平素多忙を極めてお ります。

できる限り手数がかゝらぬよう御願いいたします

(係 )
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