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すず竜 教昆 虫 同好会発行

倉敷市14町 倉敷昆虫釘1内

岡山大学大原農業生物研究所内)

ここでは1965年 7月 ～ 8月 に諏訪之瀬鳥と悪石島に

於て秋山の採集したものと1963117月 ～ 8月 に宝「tで

前田の採集したものを報告します。

甲虫類,JJt類,直辺類,膜趣り1等については整理の

つき次第報告します。

この目録では奄美大島の採集品も少し含めた。

セ セ リ チ ヨ ウ 科

HESPERIIDAE

l・ .チ ヤパネセセ リ

′θ′θ夕′グθS ηzα′力′αs αみθγ′力zι″ブ   Evans

3ex。 ,ⅥI.29～Ⅷ。2.1965, 諏訪之瀬島

2. ィチモンンセセ リ

Paγ
"α

γα gzι′′α′α   Bremer et Grey

2ex。 ,Ⅷ .7～ 8.1965,  諏訪之瀬島

ア ゲ ハ チ ヨ ウ 科

PA PII″ IONIDAE

l. ジヤコウアゲハ

コノαSα α′ε′ηθ%s Klug

lex。 ,Ⅷ。14.1963,  奄美大島・ 名瀬

2. モンキアゲハ

Paか′′′ο力θルηs πグθεθ″′θθノθηs   Butler

lex。,Ⅷ。14.1965,  悪石島

3. アゲハ

Paク′′′ο″π″力αs Linne

lex.,llll.1.1965,  諏訪之瀬島

4. クロアゲハ

Paか′′′ο′γθ′θηθ″グθ″′″′
“
s  Cramer

2ex。 ,Vll。 26～ 30,  宝鳥

5。 ナガナキアゲハ

Pap′′′ο ″θ ηzηθη′力α″bθγgグ′   siebold

2cx・ ,Ⅶ。23～31,  宝島

ト カ ラ ダ1島 採 集 品 日 録

秋 山 博 志・ 前 田 喜 四 雄

カラスアゲハ

PQク′′′θb′αηθ/″θttααη′J  Feldel et Feldel

4ex.,Ⅶ 。23～ 29。 1965,  諏訪之瀬島

ンロオビアゲハ

√リク′′′θ ttθ′ノ′θs夕θ′ノθ′θS   Frullstorfer

lex。,Ⅷ・10。 1965,  悪石島にて目撃

8。  アオスンアゲハ

θγαクカ′πηZ Sα′ψθσθη η′ppθ″′″η Frullstorfer

lex., llI。 3. 1963,    」ビ[L

4ex.,Ⅷ。4～8.1965,  諏訪之瀬島

lex.,Ⅷ 。17.1965,  奄美大島・ 名瀬

ン ロ チ ヨ ウ 禾〕|

PIERIDAE

キチヨウ

Eα/θ″α 力′θα♭θ η2α″daγ′″α   de lorza

2ex.=Ⅵl.17.1965,  奄美大島・ 名瀬

ギンモンウスキチヨウ

Cα′ο夕′′′グα夕οηzθ″α   Fabricius

lex。,Ⅷ.14.1963,  奄美大島・ 名瀬

ツマベニチヨウ

IIθわθttθ′αg′αzιθ′タクθS/7′γοzz″

Iく urosawa et C)11loto

3ex。 ,Ⅶ。26～ 29,  宝島

ン ン ミ チ ヨ ウ 科

LYCAENIDAE

ムラナキンジミ

スタ・力θクα′α′クタθ′″′θα   Mllrray

2ex.,Ⅵ I。 17.1965,  奄美大島・ 名瀬

ヤマ トンジミ

Z′ zθθ/′α ″αttα α″g′α   ⅣFenetrics



(50) 2

1lex"Ⅶ .22～ Ⅷ.8。 1965,  諏訪之瀬島      lex.,Ⅶ .25。 1963,  宝島

5ex、 Ⅷ。12～ 14.1965,  悪石島          lex.,Ⅷ 。12。 1965,  悪石島

lex.,Ⅷ 。17.1965,  奄美大島・ 名瀬      3.タ テハモ ドキ

P/θ s′sαルηαηα    Iンinn63.ウ ラナミシンミ

8ex.,Ⅶ .29～Ⅷ.9.1963,  宝島ια夕ηクノ″θS bθ′′グθ′ιs   Linn6

2ex"llI.2.1965,  諏訪之瀬島          25ex。 ,Ⅶ。23～ llll.8.1965,  諏訪之瀬島

lex.,llll。 12.1965,  悪石島
マ ダ ラ チ ヨ ウ 科

lex。,Ⅷ.17.1965,  奄美大島・ 名瀬
DAN AIDAE

4. リユウキユウムラナキ

1.リ ユウキユウアナギマダラ              ィックθ′′
“
″αS bθ′′ηαクルわ夕′″S'S  Butler

Rαグθηα s′解′′′s  Linn6             1♀   Ⅷ.8。 1965,  諏訪之瀬島

lex.,Ⅷ.14.1963,  奄美大島 0名瀬      5.ツ マグロヒヨウモン

1965年 8月 ,悪石島で日撃        4ィ ノ′ιιsカックθ″bルS  Linn6

6ex.,Ⅶ。23～Ⅷ。7.1965,  諏訪之瀬島
タ テ ハ チ ヨ ウ 科

NYMPHALIDAE
ジ ヤ ノ メ チ ヨ ウ 科

1.ア カタテハ                      SATYRIDAE

7α″ιssα θα/グαtt    Linne l. ヒメジヤノメ
2ex.,llll.8.1965,  諏訪之瀬島 重ゞ θαルs′s gοノα″α ,ηα″ノ′εθSα   Butler

2. ル リタテハ
2ex。 ,Ⅷ。17.1965,  奄美大島・ 名瀬

Kαη′s″力α θα″αε′ ηο―ノα夕θη′θz`″  Siebold

南アルプス採集品目録 (1)

水 野 弘 造

§ コ メ ツ キ ム ン                     9。 s′θηαgοs′ %s zι ″わ″α′′′′s  Lewis
コメツキムンは花上で採つたもの ((5)な ど),燈火      ォォッャハダコメツキ

に飛来したもの ((7)な ど)以外は殆んど叩き網で落  10。 IIθ 77Z′σ″′p″′″s sθθθSSιιS SθθθSS″S Cand6ze

ちたものである。石起しはやつていない。採集品を岸      クロツヤハダコメツキ

井尚氏に同定願つたところ次の19種が含まれていた。  11.M′ ιυαθ″″ liF′ι
`s sα

bげαηθπS  MOtSchulsky

岸井氏に深く感謝する次第である。              ル リツヤハダコメツキ

1. Cθ ノαιι′θπ sσγの磁  Cand6ze              12. Gα ttθクθ″′力θS υθγs′ θ́〃′S  Lewis
ヒメナビキコリ                    メスアカキマダラコメツキ

2. ハイπσ/θ ttθィタカ″S″θ″′αη″s解′″α′  Kish五    13. И″クθごπS ο♪′αb′′′s  Lewis
ミドリツヤハダコメツキ                ォォァヵコメツキ

3.O“αs′″″sノα夕θ″εαSノα夕θ″σ″S  Kishii    14. ス″pθ′αs′zg′   Lewis
ニホンマメコメツキ                  ファグアカコメツキ

4.  Nα gα s′′γJ“sθ
“
γαノ″s   Cand6ze             15。   C″α′0“ノεみιιs εαγ′″α′″s   Matsumura

キアン ミズギワコメツキ               ハネナガクンコメツキ

5.  ス″σs′′/πsごα力%′ο   Lewis                 16.  Eθ ″′′παs εα
"グ

′z′′   Lewis

イツポンヒラタコメツキ                ヵバイロコメツキ

6.  Cα′αηzb“ s ttπ ηグ″′
“
s   Lewis               17.  Aイ ′′α″′ε″s υ′γ′どπs   Lewis

クロツヤヒラタコメツキ                 ミドリヒメコメツキ

7.′ル/π′″″ss′ηgαルガs  Lewis          18。 S′ルs′s″πsε zιルs  Cand6ze

ムネスンダンダラコメツキ              クチプ トコメツキ

8.  Sθ π′θ′′α′力οπs εθ″′s εO″′S   Lewis         19。   fbrαθαγご′θタルθγ
“
S pα′′αノ

“
s   Cand6ze

チヤイロツヤハダコメツキ               コハオコメツキ



§ 雑  甲  虫 (そ の I)

以下北隆舘「原色昆虫大図鑑 lI」 によつて種名と判

明したものを和名のみ列挙する。

○ ナガクチキムン科

アオパナガクチキ

ヒメカツオガタナガクチキ

オオクロホソナガクチキ

キスンナガクチキ

ムナクボナガク・/‐ キ

ボウズナガクチキ

以上 6種

○ ベニボタル科

ホソベニボタル

キタベニボタル

クロパヒンペニボタル

クンヒゲベニボタル

クロベニボタル

スジグロベニボタル

ジユウジベニボタル

ヤマ トアミメボタル

スジアカベニボタル

クロアミメボタフレ

ベニボタル

クロハナボタ/t/

以上12種。私の過去の採集地中,南 アルプスは北ア

ルプス槍平に次いでベニボタル多産l山 であつた。

○ キカワムン科

オオキカワムン

三伏峠で 1頭のみ。

○ アカハネムン科

オオクンヒグビロウドムン

○ アリモ ドキfl

クロホンホソアリモ ドキ

ムナグロホソアリモドキ

ケナガクビボソムン

以上 3種。最後の種は叩き網で 2"i。

○ ツチハンミヨウ科

キイログンセイ

鹿塩温泉で燈火に 2頭飛来。

○ ハナノミ科

キボンハナノミ

イ也に 1薫E

O コガネムン科

ヒメスジヨガネ

キンスンコガネ

オオチヤイロハナムグリ

アオアンナガハナムグリ
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オオ トラフコガネ

セマグラコガネ

オオスンコガネ

コイチヤコガネ

他にチヤイロコガネー種 (シγJθα″″ ψ)。  食糞

性コガネ類は土地柄みられなかつた。

o クワガタムン科

ヒメオオクワガタ

ミヤマクワガタ

ニ軒小屋の燈火に多数飛来するが殆んど♀ばか りで

あり,こ の他にも種類があるものと思われるが判定し

にくい。

○ オオキノコムン科

オオキノコムン

カタモンオオキノコ

ベニヘ リチピオオキノコ

コクロオオハバビロキノコ

クロハバビロオオキノコ

ベニモンハバビロオオキノコ

キイロチピオオキノコ

クロチビオオキノコ

アカハラチピオオキノコ

以上 9種。林間の朽木を探すと個体数はかな り採れ

る。最も大型のオオキノコも大小一度に 7頭 も落ちて

来た。たんねんに探せば種類はもつと増えるであろう

私の経験では個体数は奈良春日山に次ぐ豊富さであ

る。                (つ づく)

一
おとしぶみ――

四国産甲虫数種 (そ の2)

下記の虫は北隆舘「原色昆虫大図鑑 1「 」に四国は産

l也 として挙げられていないが,次のデータによる土居

祥克君採集の標本を筆者は所蔵している。

1.  Pcグ グαθ%sノα夕οη′θπS   Reitter

クロムレキカワヒラタムン

1954年 5月 22日  高知市内

2.  Dθ ″′γοクカαg″ S′θ
"g′

θθγη′s   Reitter

ヒグナガヒメヒラタムン

1954年 7月 27日   高知県工石山

3.  P′ ′η%s力′γ′θ′′ιιs   Sturin

ヒメヒヨウホンムン

1954年 4月 19日  高知市内

4.ス″′力′θ%s/Zrg′θ″s  Marseul

アカホソア リモ ドナ

1954年 3月 27日  高知県工石山

以上。          (水 lllf・ 弘造)
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1965年 7月 13日 から9月 14日 までの約 2カ 月間北は

鹿児島の西南海上 300Km付近に点々と浮かぶ トカラ

列島から南は台湾を望む琉球列島の与那国島までテン

トかついでの採集旅行を試みた。

同行者は トカラ列島では海藻採集の岡大理学部の岩

月君,琉球列島の一部では同好会の西君であつた 。又

この採集行について資金援助並びに薬品等の提供をし

て戴いた同好会顧間の重井先生,又いろいろの面でお

世話になつた同好会理事の方々,I目立利学博核舗の中

根猛彦氏,上里F俊一氏,旅行中お1旦 話になつた数多 く

の人々に対し厚 くお礼中し上げます。

次にこの旅行について手記をもとにして報告をして

おきます。この紀行文が今後何かの役にたてば幸いと

思います。

一
二=― ト カ ラ 列 島 =―― =

鹿児島の西南海上約 2CCKn〕 付近の「1之 虚から南え

中之島,臥蛇島,平島,諏訪之瀬島,悪石島,小宝島

fi〔 Itを トカラ列島といい,温帯から亜熱帯へと移行す

る途中の昆虫,相 は生後境界線の点て興味あるものであ

ある。

交通機関が極めて不便なために今までその昆虫相は

あまり明らかではない。

今までの調査は宝島,中之 t島:に おいて行なはれてお

り他の出ではほとんど行なはれていない。

そこで今回の採集としては トカラ列島の うち宝島と

中之島の中|11に 位置する諏訪之瀬Ftと 悪石島を選んだ

謳訪之瀬島は周囲20Kmあ まりの今なお噴火を続け

ている火山島で全島火山灰あるいは熔岩におおれれて

いる。戸数10戸 あまり住民 |』 60′ 程ヽ度でありほとんど

全員が近年になつて奄美大島笠利町から移住したもの

である:部落には全然川は認められず水たまりもない

ただ豪雨の際数時間流れるような枯れた谷がみられる

だけである。

島のまわりは1情瑚礁で囲まれてお り潮が引くと 500

1〕 位沖合いまで姿をみせる所 もある。

植物としては リユウキユマツ,ソ テツ, ビロー,ガ

ジユマル,タ ブ,ク ロキ,シ ヤリンバイ,カ クレミノ

トベラ,マ ルバサツキ, ツワブキ,イ タドリ,ハ チン

ヨウススキ, コシダ,ホ ラシノブ等が認められ島の大

部分はササでおおわれている。昆虫相は極めて貧弱で

水がないためか水棲昆虫はほとんど認められない。

作物害虫,衛生害虫共に少なく蚊やノミに悩まされ

ることもない。農薬は最近ではヘプタ等を用いて十分

山 博 =ヒ

効果をあげておリナツマイモの害虫アリモドキゾウム

シも認められなかつた。稲作は行なつているが自給に

は程遠い。

灯|||プ Fと してキユウリ, トウガン, カボチヤ, ウリ,

スイカ,サ ツマイモ等があり特にスイカはよくできる

カエル,ヘ ビはいなくただ海にエラブウナギがみら

れる。山羊とか牛の一部は島の北側に放牧されている

村営と部落の 2つの牧場があるが牧草はなくササとか

その他の雑草が生えているだけである。牧草はササを

切 り開いて播種してもすぐにササが進出してくるのだ

そうである。

悪石島はやは り火山島で諏訪之瀬島と大体同様な景

観を示している。上質は粘上質で水たまりが多くその

ため蚊とかその他の衛生害虫が多い。アリモ ドキゾウ

ムシも数年前まで相当の被害をあたえていたがいまは

農薬によりすくなくなつている。ヨ トウの類が多くて

野さいは相当やられているようである。

悪石島は平家の落人が住みついたという伝説があり

古い社の跡や基地がみられる。

最近「美女とネズ ミと神々の島」という本を書いた

朝日新聞社記者の秋吉氏がこの島を訪れそのルポルタ

ーシユが新出1に 載つて以来人の訪れが多くなつたそう

である。

両島共に風土病のフイラリアがみられる。

現金収入の大部分はllt訪 之瀬では トビウオとマクリ

であり悪石では トビ魚と大島つむざであり生活はきび

しい。

岡山から諏訪之瀬へ

7月 13「 1 住友銀行にて沖おじて使用するドル交換を

して17時28分 岡山を出発

翌14日 朝東洋のナポリ鹿児島に着 く。タクシーにて

汐兄町にある十島村役場に行き総務課長折田氏及び村

長に会い島のうl状について伺 う。船は18日 出航とのこ

と。船待ちのため鹿児島のあちこちを見て歩 くことに

決める。昼食のために岸壁通 りに行くと沖縄航路のひ

めゆり丸が出航するところであつた。役場に装備,食

料を預けておいて天保山公園に行きテント設営。桜島

が静かに煙をはいている。

7月 15日  天保山公園で 1日 過ごし夜桜島の林芙美

子記会碑のす ぐ上に移動テント設営。

7月 16日  朝溶岩道路を通 り海潟に行 く。キヤンプ

地はパス停留所のすぐ近 くで温泉があり海水浴 もでき

桜島が眼前に迫 り気持のよい所である。

己一言
ロ集

秋

採島諸西南



7月 17日  1日 中風強 く凍しい。温泉に入 り明日へ

の出航に備える。

7月 18日  起きてテン トの外に出していたキヤラバ

ンシユーズが盗まれているのに気付 く。

他のテントでも時計などの盗難があつたとのことあ

きらめる。

船にて鹿児島港に行き役場を訪れたが |・ 島丸の予定

が狂い20日 出航とのこと。予定大いに狂 う。汽 |11に て

薩摩半島の今和泉に移動。

船が遅れたのは口之島で病人が出たためらしい。

ランオでは臥蛇鳥の子供達が鹿児島に来た事を報じ

ている。今和泉の海岸はクラゲ,カ シパン,ウ エ等が

多い。泳いでいて毒クラゲに刺される。

ハギツルクビオ トシブミ,ホ シボンゴミ虫等採集。

モンキアゲハ,ジ ヤコーアゲハ,キ チヨウ, ヒメウラ

ナミジヤノメ等をみる。キヤンプの近 くの小学校には

ゴムの大木,コ コスヤン,ハ マユウ等南洋的な植物が

多い。海は青 く澄み遠 く対岸に桜島を望む。

7月 19日  昼頃からヒツチハイクにて池田湖から長

崎鼻に行く。快晴で計j国 の太陽は強烈であり汗が吹き

でる思いである。途中唐船峠に立ち寄 リソーメン流し

を食べる。

11崎 鼻は太平洋の荒波が溶岩を洗いすく
´
近 くに開「1

岳が迫つてその Lに は傾きかけた太陽が輝いていた。

ノIi手に佐ll l岬 が長くつき出している。

遠 く水平線 Lに は硫黄II:,竹 Iち がかすんで見える。

機には極彩色の魚が泳 ぎ。南IJ調 のカニが歩きまわり

色とりどりの川‖瑚がまるで海サIIの お化畑のように|サ ‖い

ている。 |||に はソテツがみられる。

山川までバスでそこから汽嗜iで 今和泉まで帰る。食

事fの途中マスダクロホンタマムンを拾う。その夜は上

J山 の観光協会の人々と大いに飲み歌う。り1日 の出航を

皆でレιつてくれる。

この日の収穫はヨツスジトラカミキリ, コマルキマ

フリ,サ ツマコフキコガネ,オ オテントウ,ヒ ヨウタ

ンゴミムン, アカビロー ドコガネ, アオ ドウガネ等。

7月 2011 8時〔30分 鹿リユ島に帰 り役場に行 く。どう

やらやつと出航できるらしい。教育委員長に会いいろ

いろと注意をうける。島の学校への宿泊について溜1介

状をお願いする。昼から市内にて一ケ月分の食料と装

備の買い出しをする。

上産のウイスキー,果物かごも忘れずにlJllえ る。

リヤカーで荷物を役場から十島丸まで運び込み悪石島

え送る食料を船員に頼んでおく。町の風呂屋に行き船

に乗 り込むと教育委lt辰が紹介状を持つてきてくれる

もう船の中はあわただしい空気がみなぎつている。

見送 る′`.と 見送られ′る人とのあわただしい動きが止む
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と十島丸は静かに岸壁を離れる。夕暮れの町を後にし

て約 2時間わずか 250ト ンの十島丸は開聞岳,佐 田岬

を通過して東ンナ海の荒波の中に放 り出される。 これ

から約 2ケ 月にわたる琉球列島与那国島までの船旅の

始まりだ。船内はむし暑 くて眠れないので皆甲板で毛

布にくるまり思い思いのかつこうでゴロ寝する。

7月 2111 目がさめたのが 5時頃,日 の前に黒々と

lLが迫る。中之島だ。船はスピー ドをおとして気笛を

鳴らす。島の沖合い 500m位の所に停泊する。

朝食を注文したが船酔いの為一日ものどを通 らない

だがそれも次第に明るさを増したコパル トブルーの海

面をみると急に気分が良くなる。海は内海と違つて波

も大きくそれが珊瑚礁にぶつかつて一面に |コ い波しぶ

きをあげる。船が停泊して約 2時間あまり小さな川を

はさんだ両側の海岸部落から前後してはしけがやつて

くる。どちらの部落か先に出る順序が決まつていて片

方が出ないと片方は絶対出て来ないとのことである。

はしけは 1ト ン前後の小さな船でうね りの中で大き

く上下しながら十島丸に向かう。荷のつみ具合で停泊

時間は変わる。先にお客さんを満載して海岸まで帰つ

て行き次に荷物を1戊せる。工事用の トラツクなども小

さなはじけで陸上げする。

船の上からは諏訪之瀬島,平島,な どがかすんで見

える。船にサ!||て もたいくつなので昼前工11用 荷物と共

に陸に上げてもらう。港がないので島民の人達の支え

るハンゴをはつて L陸 しなければならない。

上陸するとまず ビロー,ソ テツ,バ ナナなどがみられ

る。海岸には 3ケ 所ばかり温泉の湧き出る所がある。

温泉場付近ではIt紅の花が乱れ咲いて道端の花にはハ

チの類, リユウキユウルリボンカミキリ,オ キナワイ

モサルハムンなどがみられる。

ツマグロヒヨウモン,カ ラスアゲハ,モ ンキチヨウ

等が飛びタテハモ ドキも多い。

川では子供達が先には りのついた竹を石の1用 につつ

込んでウナギを釣つている。もう大 きなのを 2匹釣 り

上げてかごの中に入れている。海岸近 くの小屋には ト

ビ魚のいつぱいつまつたタルをたくさんおいてある。

海岸で採集をしているうち一人の老人に家に来ない

かと誘われ少し山の上にある家に行きお茶を飲みなが

ら島についての話をいろいろと伺う。家からは沖に泊

まつている十島丸が波に19ら れてあちこちと向きを変

えているのがみえる。庭には陸生のヤドカリの大きな

のがゴソゴソとはいまわつている (こ れは諏訪之瀬 ,

悪石では一匹 も姿をみなかつた。前田君の話ではit島

の砂丘に多いそうである。)

船が気笛を鳴らし始めたので急いで海岸までかけ下

りてこれが最後のはしけだという小船に乗 り込み乗船



船尾では船長がもうパケツにいつぱいサバみたいな   福岡のしんつくし山岳会の立石氏と管原氏 もいつし

魚を釣 りLげている。それをみて釣道Ftを 出し魚の切  よに上陸した人達だ。

身をつけて海の中に放 り込んだがさつぱりつれない。   小中学校に行き荷物を置いて因山家の長男に案内し

船の_Lか ら見ると海の中にたくさんの魚が泳いている  てもらつて園山家に行く。 |□ 山家の 11人 は前村会議員

のが見える。                    で今はこの島の顧 1剖 役みたいな事をしている人でたい
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したがな力〉なか船は出ようとしない。

どういうわけかその後何度 もはしけは船と海岸とを

往復している。

これから訪れる諏訪之瀬島の前村会議」1の息子で鹿

児Iも の高校に通つている園山君には りのつけ方餌のつ

け方等について教わる。結局彼が一匹釣 り上げる。

走つているとき細いロープに トリの羽で作つた偽餌

をつけて流していると時々サメとかマグロとかの大型

の魚がかかり船を止めて引き上げるそうである。

乗船ヒンてから2時間程してようやく船は国之島に向

け動き出す。半日以上 も中之Itに居たことになる。約

1時間で「J之 島に着く。ここでは港が出来ているので

はしtり は岸壁に横づけ出来る。どこの島でもそうだが

船が )Tく と部落全員の者が港に集まり荷役とかいろい

ろの l li」Jを 行なう。お客と共に最初のハシケで上陸し

てバツタなどをつかまえる。スコールがやつて来たが

2時間ばか りで止む,こ こでもトビ魚がたくさん小屋

の中に置かれてある。島の人は皆素朴でも:切 である。

7ノ」221]臥蛇島,平島では波が高 くてはじけが出

て来ないので通過。諏訪之瀬島に午由11時過 ぎに若 く

鹿児島を出てから約30時 間ようやく着いたのだ。

船からみていると島の中腹あた りから懐虫電灯の光

が下へ下へと下 りて来る。船のサーチライ トが島のま

わりを取2Hむ絶壁を照 らし出す。波が荒いのではしけ

はなかなかやつて来ない。約 1時間ばか りして真暗の

海油1に 一隻の小舟が姿をみせる。はしけの第 1便で上

陸する。はしけはたくみに■1瑚礁の間をinり 岸に近づ

く。暗|11の 中での上陸は命がけだ。途中国度 も波をか

ぶ りながら進む。

岸に近 くなると一人が海の中に飛び込みロープを持

つて岸に泳ぎ着く。そのロープを使つて舟を引き ll′ザ

る。宿合の事を頼んでおいた小中学校の」:夕、先生が′急

九
'1の

為,屯美太島の名瀬に向うとのことであわただし

く挨拶をすませてから見送る。

先生をしている重久先生の奥さんも後のことを子供

に頼んで出かける。20人 足らずの子供達は十島丸でや

つて来た医者にllyt序よく日本悩炎の予防注射を受けて

いる。

最後のはじけが終ると子供達に案内してもらつて港

からすぐ続いている急坂を登る。子供たちは慣れたも

ので我々の荷物を「ンタミ」というかごに入れて運ん

てくれる。荷物の一部は港の小屋に入れておく。盗ま

れる心配は全然ない。

我々と同時に上陸したのは 3日 間同宿した学習院人

学の小林君で経済調査をやつているとのこと。

そうよい人である。

トビ111を さかなにシヨウチユウを飲みながら,11人 と

明け方まで話し込む。

蛍光燈は|り lけ ノ「までつけたままである。「1家 発iti‐
ll

為電1王が下がると共l・ は消える。普通 1()時 消燈とのこと

2時間ばか り娘さんのひいてくれた床 dlミ る。朝食を

ごちそうになり総代の所に挨拶に行き園山家の子供に

案内してもらつて宿舎に行く。宿合の隣の人がJt々 の

かまどを作つてくれ,た き木も割つてくれている。

海||ま で荷物をI反 りに下 りる。天気は上々沖に悪石

島がぼつか りと浮かんでいる。少し歩 くと汗だくにな

る。火山灰の為 l二 はすぐ泥まみれとなる。海岸まで行

くと平島が日前に浮かんでいるのが見える。沖の方に

は四国,南九州あたりからのかつお船が「 1く 浮かんで

さかんに船側から水を流している。は1紋のおもしろい

テントウをつかまえる。

海岸は波が荒 くて トビ魚の漁は出来そうにない。

船酔いのため地面がゆれているようで気分が悪い。

カンパンとコーヒーで昼食をすませ夕方まで1民 る。

昼間は幅射熱がひどくて採集どころではない。部屋の

気温は34℃位まで Lつている。

この島では水の不使が極めて悪 く島の要から細いパ

イプを引いて 1週 l11に 一度だけ各戸備えつけのコンク

リー ト製のタンクに補給して飲料水とか風呂水に使つ

ている。それ故風呂にはめつたに入れない。我々の食

事の水は両隣の家のタンクから少しづつ分けてもらう

ことにする。

数年 ,■ までは水ガメに天然水 (雨水)を |!「 えて使つ

たり港近 くに湧き出る少し塩気のある水をかついで上

げて飲料水にしていたのだそうだ。

夜は国山家で我々のためにわざわざわかしてくれた

風呂に入れてもらう。

夜宿合の近 くで夜間採集を行なう。オキナワノコギ

リクワガタ, ウスチヤマグソコガネ,ア マミビロー ド

コガネ,ア マミアオ ドウガネ,チ ヤイロヒメカミキリ

リユウキユウヒメカミキリ, コハンミヨウ,オ オンマ

ゼ ミ等が飛んで来る,蛾 も少し集まる。夜間採集中寄

′
llな ナソリモ ドキを見る。

宿合に帰 リスズメ蛾 3匹採集。立石氏が御岳に登つ



た際捕えたヒメハルゼ ミを持つて来てくれる。山腹で

はコノマチヨウらしきものを見たとのこと。

7月 23日 一人で村近 くの枯谷に行つてみる。上の

方に向かつて行つたが小さな蛾以外に何もめばしいも

のはいない。時折上の方をカラスアゲハが飛ぶ。牧場

に出るまでrCオ キナワノコギ リクワガタの♂1匹 とヒ

ヨウタンゾクの一種シ πク′ιZθ″′αs θγ′bγグθο〃グs

等を捕える。牧場の所から谷の_Lに登 リカレハ蛾の幼

虫にびくびくしながら琉球マツの林をやつとのことで

抜け園山家に行 く。少 し休んで囲山の娘さんに案内し

てもらつて切石海岸に行く。途中で稲畑を見たが畑は

カラカラで実入 りはきわめて悪い。切石海岸は大潮の

時現われる411瑚礁が海面下 1・ 51n～ 2.Om位 の所に発達

している。波は荒 く 21n位の大波が時々思い出したよ

うに押し寄せて来る。海岸は火山灰と溶岩である。あ

た リー面打ち上げられた船の破キ,大 きな材木などが

1枚 らばつてお り海ガメの死体が異様な匂いを放つてい

る。熔岩の間にはフナムンが黒 くなるほど動いており

水たまりにはウツボとかウニ,カ ニ等がみられる。泳

いていると小林君と岩月君の二人としんつくし山岳会

の二人がやつて来る。

小林君にモ リを借 りもぐつて魚を突こうとしたが駄

日であつた。色とりどりの珊I瑚礁の間を群になつて泳

ぐ極彩色のンマダイとか名も知らぬ魚が泳ざまわつて

いる様子はまるで夢の世界かと思われる程である。

浜にはハマゴウとかグンパイヒルガオがたくさん見

られる。海岸から御岳の煙が見える。

帰 りに国山家に立ち寄 りお茶をよばれる。宿合に帰

り夕飯の仕度をしていると裏の竹やぶの中からピカピ

カと光るものが出て来るのをみてすぐ網を取 り出し捕

える。黄色い小さなホタルであつた。後で調べてみる

と南方からトカラ列島にかけて分布しているキイロス

ンボタルであつた。ヤエヤマ トラカミキリ等も昼111捕

える。夜間採集ではヨツモンキパケンキスイ,ア カマ

グラケンキスイ, リユウキユウヒメカミキリ, トカラ

カ ミキリモ ドキ,ン ロヘ リハンミヨウ,イ ツホンツヤ

ゴモク, トカラアオ ドウガネ, リユウキユウスジヨガ

ネ,フ チケマグソ, ウスチヤマグソ,ウ スイロマグソ

等と共に蛾も少々やつてくる。この日から当分の間朝

味噌汁,昼 カンバンあるいはラーメン,カ ンヅメ,夜

はカレー, トビウオ,キ ユー リの生活が続 く。 ビタミ

ン補給の為毎 l]ビ タミン剤を服用する。

7月 24日  昨日炎天下を歩きまわつたり海で泳いだ

りしたので朝は頭が上らない。昼間は労多く虫が少な

く結局夜間採集が一番有効な採集法であることを悟る

採集に出かける気 をもなく隣のこの島一番のダイバ

ーで石垣島出身の上地氏の所に行きいろいろと話を伺
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う。水中眠鏡をつけただけで15m以上ももぐり魚を突

いたりこのあたりの海に豊富なベソコーガメ,エ ラブ

ウナギ,夜光員等を採集して,生計をたてているとの

ことである。捕えて箱の中に入れてあるエラブウナギ

を見せてもらう。水も餌も与えなくても1カ 月位は死

なないとのこと。またウミマツとかタカラ員なども見

せてもらう。

昼過ぎ小林君と山岳会の人とを見送りに港まで行く。

夜は園山家に行き風呂に入れてもらう。帰つてから宿

合 ).11で リユウキユウクマゼミが脱皮のためノコノコ

と出ているのを見つけ三脚を立てフラツンユを用意し

て待つ。なかなか出ないので家に入り整理をして外に

出たところもう脱皮が終わつていた。脱皮直後のセミ

の体は白い毛を持ち趣は淡緑色に輝いている。夜間採

集は昨夜とほとんど同じ種類しか飛んで来ない。

7月 2511 朝のうち少し頭痛がするので昼まで薬を

飲んでよる。昼より虫の整理をして我々の洗濯用のタ

ンクの掃除をする。掃除を終えてこの島で,一つしか

ない神社に行つてみる。神社は牧場の近くにありこの

島の全ての神々が集められている。神社はビローの人

木にかこまれ神秘的な雰囲気を漂よわせている。神社

の少し下で トカラキボンカミキリを 1匹捕える。今日

予定していた小中学校でのスライド会を明日に延期す

る。夜「1採集は大体前日と変わらないが今晩はムシボ

ンンロカミキリがやつて来た。

7月 26ロ  ランオで台風接近の報を知らせている。

午前中海岸に行つたが波が荒くて釣 りができそうにな

い。昼から学校に行き整理する。ガジユマルの本の下

で子供達が熱心に木彫りをしているので仲間入りさせ

てもらう。子供達は皆純朴でよく恥しがり写真をとろ

うとするとどこかに隠れてしまう。隣の家ではもう稲

刈りを始めている。稲刈りと云つても猫の額ほどの畑

なので一日あればたいてい終つてしまう。足踏み式の

脱殻機で脱殻するのであるが半分以上は自穂のようで

ある。

夜は学校で我々の持参したスライドを子供達に見せ

る。子供達は最初のうちは感心して見ていたが終り頃

になると眠 り込んでしまう子供もあつた。この日のllk

穫はフタスジカンジヨコガネ,ウ スイロウリハムン,

ワモンナビそれに今までのおなじみばかり。

7月 27日 昼まで海岸に行き釣 りをしたが波が荒い

ため大した収穫なし。結局全身ずぶぬれとなる。 2時

頃から村営牧場に行き採集したが暑くて日ぼしいもの

は採れない。天気は上々で 100Km離れた小宝,宝の

両島が水平線上にみえる。悪石島はすぐ前に追る。糞

をころがすとソマキハバビロガムンがぞくぞくと出て

くる。 フタモンクパタマコメツキも採集 。
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7月 2811 昼の間はあまり活動せず。部落のまわ り

でカラスアゲハ,ツ マグロヒヨウモン,タ テハモ ドキ

ヤマ トンジミ,ヤ エヤマ トラカミキリ,

シ 物″θgθ″ι′αs ε/あ′́′θθ〃′s Konoi等を採集したのみ

駐在の所に行きジヤガイモとキユウリを分けてもらう

夜は土地さん方からスイカをもらい半分ずつ食べる。

下 りの1島丸′が来る予定であつたが平島沖で停泊する

とのこと。

7ノ 129日  朝 8Π寺頃十島丸来島t我々は肥1石に移動す

る r/定を変更してこの島にもう少し居ることに決定。

はじけを終えて10時半頃から恵訪丸 (1.5ト ン,千馬力)

と小パIの 2隻の船で島の■側に向かう。島の■」lた ちは

諏 訪 た
'頼

島

久ぶ りの漁で張 り切つている。今日の目的はサワラ漁

とマクリ採集である。約 1時間ばか り∴)に 沿つて走る

と島の衷側に到だiす る。頂上から海岸までlllかつ色の

溶岩で覆われてお り]1111か らは itirド に向かつて噴た,が

ぐんぐんとせ りと[1し てイjく 。臥1と ,′ I「メ、蛇 (こ の島は無

人島で今はウサギの人111で あると,tう )I卜 之It,11之島

等が水V4線 上に点白:tノ ている。「 )の ウラにが1オ

′
iし てし

Iよ らくナワラの11iを 追う。 ,ilの 先に 。人が偽11「 を流し

小ノ]を ,Lら せる(L水 |111に サリンが !1'Cメ |(る の‐
こ側に

1生 えていたモ リを持つている人がそれを突いて捕え_る

のである。九州あたりからのまぐろtilや かつを船が||キ

々姿を見せる。メ[llの 人|[の 1ら ちこちにそういつた船

が停泊しているのが見える。波は荒く我々の乗つてい

るパ]は本の業の様に揺れる。∬`酔いてグロツキーとな

リナワラを追うのを中止して乗陸する。丁度千潮時で

珊if〃 礁は全部姿を見せている。所々ブクブクと湯の噴

|||し ている所も見られ溶岩原から流れて来る水が滝の

ようになつて落ちている所もある。11剛礁の間には|:i

大なウツボ,ウ ミガメ,色彩」11か な熱帯lk等 がゆうゆ

うと泳いている。うtに若いた小デ]に乗つていた中学生

はもう伺1匹 も魚を釣 り上げている。島の人達はマク

リを折集している。ホウジヤクの類とチヤバネセセリ

を折集しただけて網はたたむ。暑さて網などふ りまわ

すどころではない。早速到IJJ礁の問て泳 ぐ。

図版…諏訪之瀬島地図

写真 1・ リロ闘岳 (長崎鼻より)

2.諏訪之瀬島港

3.諏訪之瀬島の沖にやつて来た十島

丸とはしけ。平島が見えている

4.諏訪之瀬島の民家。左側のカボチ

ヤの葉には赤いウリハムン,ウ ス

イロウリハムン等がみられた。

■

、写真写
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午後4時過ぎマクリ (海人草),シ ヤコガイ,イ セ

ェビ,ウ ミガメの卵,色とりどりの魚等で船を一ばい

にして帰路につく。途中一カ所 L陸 して員類を採集す

る。その夜はウミガメの卵:イ セエビをゆてて食べる

夜問採集では

トカラキイロ

クチキ,マ グ

ソの類が多い

7月 30日 11か

ら切石海岸に

泳ぎに行く。

泳ぎ疲れ釣を

したらこの島

てガブと呼ば

れる魚とか原

色のソノギ等

が釣れる。 Illl

Jlll礁 の上rcは

いろいろの員

や動物等がう

ようよしてい

る。誰も採集

R・
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する人がいないから員はいくらでも採ることができる

昼間はムナビロア トゴミと蝶を少し採集しただけ。夜

には トカラキイロクチキがたくさんやつてくる。夜間

採集の後十島丸がやつて来たので港に行つてみる。

総勢15名程度の九州大学診療団が悪石より移動して学

校に泊 り込む。

7月 31日 午前中は村牧場で糞虫採集を行なう。 う

だるような暑さの中で牛糞をひつくり返しつつく。糞

の中からはツマキハバヒロガムンの他カ ドマルエンマ

クロツプエンマ,マ グソコガネの類,ハ ネカクン等が

うようよと出てくる。牧場にはコハンミヨウ,パ ツタ

等も多い。

午後には採集した糞虫の消毒をする。 2時頃から切

石海岸に釣 りに行つたが岩の上を歩いていて転落。足

を岩で強 く打ちしばらく動けなかつたから折れたらし

いと思つたがそのうちに流れる血を手拭いて止めると

何とか歩けるようになつたから安心する。 ビツコをひ

きながらようや くの事で宿舎に辿 り着き手当する。切

石海岸の1‖瑚礁の上にルーペとナングラスき忘れて来

る1踊 I:明礁の_Lを歩きまわつてナングルに穴があいたの

で地下足袋をやつとのことで手に入れる。

ヒゲナガヒメカミキ リ等夜間採集で採る。

8月 1日  負傷にて一日中静かに宿舎で寝ているこ

とにする。昼過ぎ九州大診療団の医者と女の人が来て

化膿止めの薬をくれる。悪石の現状についていろいろ

話をする。それによると悪石島はここ以上にひどい島

らしい。蚊や ノミもここよりは多い由。

昼はアグハを採 る。夜はチヤイロヒメカ ミキリが多

く飛来。ンロヘ リハンミヨウも 1匹やつて来る。

8月 2Fl ri頃切石海岸に行つた所コ‖瑚礁の上でル

ーペを見つける。そこでウラナミンシミ,チ ヤパネセ

セ リ等採集。夜はズグロカミキリモ ドキ, ヒメカミキ

リ類を採る。 トカラキイロクチキの飛来も多い。園山

家に行つたところ十島丸が今度いつ未るか分らぬとの

ことである。台国15号‐接近のためであろう。

8月 311 嵐の前の静けさ。上天気である。診1::団

は巡視船にて夕方 5時頃鹿児島に向け出発。

8月 4日 台風接近の為風が強 くなる。アオスンア

ゲハが多く見られる。

8月 5日 風雨強 く家がゆれるので園山家に避難す

る。朝のうち港の様子を見に行つた所港は大波が打ち

寄せ流木が打ち上げられまるで島が飲み込まれるよう

であつた。港からの帰 リオオンマゼ ミ (こ の島でコツ

コゼミと呼ばれている。)を捕える。夜のふけるにつ

れ風雨は次第に増し家の中まで雨がふきつける。

園山家の電灯に リユウキユウヒメカミキ リ, トカラ

キイロクチキ等集まつている。

8月 6日  台風は過 ぎたが一日中雨。夜雷 1嗜 を聞 く

活動はできず学校に行き本を読む。

8月 7日  一日中うつとうしろ天気だが蝶の数が急

に増えたような感じである。タテハモドキ,ツ マグロ

ヒヨウモン等がうようよとしている。花をたたくとハ

チがたくさん月ヽび出す。Дグsθ ,72θ′・ごθ〃′sノιπα

`α

力α/αηα (ハ ナノミ)1匹 化より得る。

宿舎の前でギンヤンマ,ウ スバキトンポが多く飛びま

わつている。 トカラキボンカミキ リが夜やつて来る。

8月 8日  昨 11か らの宿合の前に姿をみせていた リ

ュウキユウムラナキをついにネツ トに入れる。

ずいぶん破損 していて台風により運ばれたと考え̂ら

れる。イ也にアカタテハ, イチモンジセセリ,ヤ マ トン

ジミ,ア オスジアゲハ,タ テハモ ドキ等も見られる。

船は今夜臥蛇沖で停泊して明

'i米

航とのことで園山家

に泊らせてもらう。昼のうちに荷物整理をすます。り]

日は悪石島に行 くことができそうだ。

8月 9日  雨が朝から降つており港は波のため使え

そうにない。切百海岸ではじけをするとすれば荷物を

運ばなければならないがどちらになるかなかなか決ま

らない。船が港iC見 えてから船と連絡した結果切石海

岸と決まり我々は荷物を持つて切石に向かう。雨で坂

道はよくすべる。約 1時間で切石に着き丸木舟で |‐ 島

丸に向かう。港は大荒れなのにここは風下になるため

に波はあまり来ない。10時半頃ようやく乗船して切石

海岸沖を出航する。島影を離れると船は波と波の谷間

を進んでいるように思われる。雨は強 くなり船酔いの

ため苦しい。12時過ぎ悪石島の沖に到着。波が荒くて

はじけはなかなか出ない。船中で悪石島小中学校の水

田校長と会つてこれからの宿その他についてお願いし

たところ快よく引き受けて下さる。

悪石でも港が波のため顔えず大きな石のころがつて

いる海岸に_L陸 する。駐在さんの小屋に荷 ly/Jを預 |ナ 永

田校長に案内されて学校のある部落までの2Kinあ まり

の道を歩く。夜は総代の家に挨拶に伺う。盆踊りのけ

いこ中で青年と子供たちが我々の前で踊 りを始める。

平家の落人の伝説があるだけあつてその踊 りは男だ

けで女は影で見ている。歌もなかなか意味の難解なも

のである。我々の宿合は学校の数室を借 りそこに蚊屋

をつつて眠ることにした。

8月 10日  朝少し雨が降 リー日中うつとうしい天気

学校の校庭でソマベニが飛ぶのを見たが採れない。

8月 11日  10時半頃十島丸来航。諏訪之瀬での採集

品を送る。港への途中でモンキアグハ,ア グハ,カ ラ

スアグハ, リユウキユウアサギマダラ,ツ マベニチヨ

ウ,リ ユウキユウムラナキ,ヤ マ トンジミ等を見る。帰

りに道端の枯木からオキナワウスアヤカミキリ,ナ カ



ジロゴマフカミキリ,ニ セマツノンラホンゾウムン等

を採る。

夜オキナワノコギ リクフガタ,フ タスンカンシヨ等

とメtに ヨコバイ, ウンカ,ア マミアオ ドウガネが大量

に集まる。

8月 12同  昼から南海岸に行き魚釣 り。おもしろい

位いろんな魚が釣れる。海岸ですぐ焼いて食す。沖の

方に小宝,宝島がかすむ。ЛI‖ J191礁に砕け散る波。照 り

つける太陽光線は強烈1である。

やつとのことで見つけた湧水の中で トンボの幼虫を

見つける。そこで安′とヽしてその水を飲んだ。

帰 りに道を迷い絶壁の下でうろうろしているうちに

「|が 暮れてしまい学校に辿 り若いたのは 8時頃であつ

た。今日の昼の間に盆の行 lliが あつたらしく我々にハ

ンケチを記念品としてくれた。

夜学校の「E灯にヒメフチ トリアツパコガネ,ア マミ

ビロー ドコガネ等が飛来した。

校長先生と明 |]東海岸で魚釣 りをすることを約束す

る。

8月 13日  朝から東海岸に行き泳いだり魚釣 りをす

る。タコ等が岩にからみついている。丁度即‖瑚礁が出

ていたので魚釣 りには丁度適している。

真正面に諏訪之瀬島が見え左手に平島がかすむ。

東海岸は切 り立つ様な絶壁が続いており滝の様 1/Cな

つて水が流れていたり絶壁の途中に洞穴があつたりす

る。水はたいてい麟i黄 を含んでいて飲むと酢つぱい味

のするものもある。

FLの人達は潜つて大きな魚を突いてくる。赤いのや黒

いの長いのやふくれたのをモ リに通してかついで帰る

この海岸にはタカラガイが多い。

帰つてから校長先生の家にある風呂をたいて入る。

石の上にカマを戴せただけの風呂であるが満天の星を

仰 ぎながらの人浴も又情緒のあるものである。

8月 14[l 頭痛で1_1ま で1民 る。圧1か ら校長先生の所

に行き垣根についていたモンキアグハの111を 2個採る

校長先生宅にはナゴラン,オ オタニワタリ, ソテツ等

がたくさん植えてあ り花も多い。

時折ツマベニが高い本の上を飛′気がとれない。

|りJ日 はいよいよ奄美に向け出航だ。

8月 15日  昼までに荷物整理をすませ船が来るのを

待つ。 6時 十島丸は姿を見せはしけ作業の後 7時に出

航する。船は次第に暗 くなる海面を走 り続けて夜の10

11 (59)

時頃小宝島の沖に停泊する。月明 りの小宝島はまるで

夢の中のおとぎの世界のようであり今にも海にのまれ

てしまうかと思われる程小さな小島である。小宝島の

沖は大きな魚がよく釣れる。はじけを終えると次の宝

島に向かう。

ti〔 島もやはり月りJり の中であつた。女神山が黒々と

そびえ砂漢は自く光つている。工事用の自動車のヘツ

ドライトが時折光る。船中一緒だつた宝島の校長先生

が ド船する。校長先生はツマベニの幼虫を飼育してい

る、Lの こと。又宝島にはツマベニが多い山。魚釣りを

楽 しんだ り諏訪之瀬の人 (船で奄美に向かう人)と 話

をしたりで快適な月光の中の夜は更けていき|「 1板 の上

にゴロ寝する。

海 1/1鏡 の様に静かで船は全然揺れない。

8月 16日  朝奄美大島の名瀬港に十島丸は入る。

ここで岩月氏と別れ旅館に落着き久しぶ りに人間ら

しい生活に戻る。

夕方 6時出航の高千穂丸で帰る岩月氏を見送る。夜は

5()円 也の洋画を見る。

8月 17ロ  ツマベニを求めてバスで小湊という海岸

部落まで行つたが高くて採れない。 リユウキユクアサ

ギマダラもかなり飛んでいる。道端に切り倒してある

木からアオウパタマを採 り気をよくする。 ヒメジヤノ

メは内地のものより蚊が異なる。結局タテハモ ドキ,

アオスンアゲハ, ムラサキンンミ, キチヨウ, ヤマ ト

ンジミを採集した位なものである。帰 りのパスの11で

小学生がツマベニとリユウキユウアナギマグラを数匹

採集しているのを見る。離島での生活は腕を

'Lら

せる

ものらしい。

関西汽船で沖お[行 きの切符を買い ドル交換 (ド ルを

日本円に)をする。 (日 本円がとばしくなつたので宿

11が 払えないため)ガ 湊ヽではキノポ リトカグを 1匹 見

る。

明日は沖縄行きの船に乗るので食料を全部処分して

荷物を軽 くする。

8月 18日  8時 30分神戸からの浮島丸に乗船する。

沖都Lで一緒に行動する西君と会う

台風18号の影響で波は次第に高 くなつてくる。

途中古仁屋,徳之島,沖永良島,与論島を経てわずか

2500ト ンの浮島丸は沖縄に向かう。甲板に立つと風が

強 くしぶきがかかる。船は台風の進路がそれたために

翌日未明無事泊港沖に着 く。
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8り ]16日 午後 1時半神戸港第 2突提の関西汽船沖縄

航路の集合場所に着いた。 2時集合となつているのに

もうそこには芋の子を洗 うように多くの人々が乗船を

待つていた。 2時半になつて乗船開始,出国カー ドに

記入しパスポー トと切符を関西汽船の係員に出し乗船

名簿にチエツクしてもらい,出入国管理官にサインを

してもらい税関の係官に手荷物の検査を受けた。印を

リユツクナツクにつけてもらつてようやく乗船である

諸手続を終え乗船したのが 3時前であつた。そしてl11

航までに 1時間近くあつたが 1歩 も船室から出ること

ができなかつた。なぜかと言えばうかつに動 くと席が

なくなるからである。 4時 10分 出航,陸 と船とを結ん

だ五色のテープは静かに切れ船は進んでいつた。これ

で 3日 間陸とお別かれかと思い船室に戻つて隣の人と

話をすると埼玉の人だつた。船客のほとんどは沖縄ヘ

の帰郷者であリー部は奄美群島に行 く人達であつた。

6時半に船での最初の食事が運ばれて来た。焼飯のよ

うな何かわからない料理であつたが腹いつぱぃとは言

えないまでもおいしく食べた。

米は外米でスプーンですくうとバラ,パ ラと落ちる

米liり のない米だつた。この食事では腹にはたらないと

埼玉の大学生は食堂にかけあつてもう一皿 もらつて来

て食べていた。私 も何かいい考えはないかと考え,お

もしろい手を考えたそれは食事が運ばれてくる時間が

各船室まちまちなので他の船室に行つて食事をしまた

帰つて食べれば 2度食べられると考え明日から実行し

ようと考えた。

夜になつても眠れず甲板に出て海を見つめている人

も多く見られ 2時 ごろになつてもいつこう寝ようとは

しないでいた。 2時少しして船室に帰つて見ると,ね

るところがなかつたので待つていると2～ 3人の人が

出て行つたのでそこで寝た。

8月 17日  昨夜は 2時間ほどしか眠ることができな

かつた。船はまだ四国沖を航行中とのことであつたЭ

粗まつな船の朝食を終え,暇つ。メしに甲板を歩きまわ

つたり,菓子を食べながら午前中を費やした。正午す

ぎ船は日南海岸の沖を航行していた。

船からは日南海岸の鬼の洗濯板等もはつきり見え,

ビロー樹で有名な青島も手にとるように見えた,大隅

半島の沖を航行したのがうす暗 くなる前だつた。東支

那海に入ると波は少 し荒 くなつた。左に杉で有
‐
名な屋

久島がゆつくリロー リングしながらかすかに視界を舞

いはじめ陽は落ちていつた。

明日無事名illEで 秋山さんと会えることを祈つて寝た。

8月 18日 夜明けとともに左手に島影が見え,三角

形の巨岩が近づいてくる。いよいよ名瀬湾である,り l

るくなつて左右の赤い山肌にポツンポツンと緑のかた

まりが見える。ソテツだろう。船を降 り秋山さんが米

ているか見まわしたがどこにも見あたらない。しかた

なく町の兄物に行くことにした。町にはクロトン, ヒ

ビスカスなどの熱帯の値物が値えられ, ヒビスカスの

赤色の花がひときは目立つた。T肯 に来たせいか曇つて

いるのにむし暑かつた。町のみやげ物の店をのぞくと

ハプのシヨウチユウ漬とかハプの皮を売つておりいか

にも奄美らしかつた。

船の中で食べるための リンゴやその他の果物キ買つ

て税関の荷物検査所に行つてみると秋山さんが来られ

ておりこれで一安心と思い乗船し秋山さんを待つた。

秋山さんが乗船し船は名瀬を出航した。秋山さんにキ

ヤラバンシユーズ,着がえや手紙を渡しこれてひとつ

肩の荷がおりたようだつた。ラジオでは台風が近づい

ていると知 らせていたが船は古仁屋に向かつて進んで

いつた。

古仁屋を出て徳之島の亀徳港に行 く途中波が荒 くな

つて,船は大きくゆれみんな船酔して青い顔になつて

いたが秋山さんは「 こんなことはなんでもない」と言

つて,いたつて元気であつた。やはリトカラ列島にわ

たる時小さな船でさすがこれよりはげしい波できたえ

ただけあると思つた。やがて食事が運ばれて来たがみ

んな食べようとしないのでたくさん食事が残つていた

こんな時に気分が悪 くなかつたらたくさん食べてやる

のにと思い横目で食事をにらむ。秋山さんは二人前 も

食べてまだ食べれそうな顔をしているのがうらやまし

かつた。

夕暮れに沖永良部島に若く。そこは島の裏側にあた

り少し波がおだやかで船酔もなおり少し腹がすいた。

沖永良部島を出航一路沖縄の泊港に向かう。

8月 19日  朝 4時泊港に到着,赤や青黄のネオンの

輝く那覇の町が見え,夜が明けると共に沖縄の大地が

目の前に見えてきた。丘の上につらなる赤い瓦に,121

い漆くいて止めた沖縄独特の家が手に取るように見え

た。そして税関,入国審査官などの係官が, 8時半頃

乗船してきた。それから税関の荷物検査が始まつた。

私の所に来た係官が「君ウイスキー,タ バコは持つて

いるか」などと問かれたりもした。一通りの検査をし

て印をつけてもらい。緒手続 きを終えて船を降 りたの

が10時半であつた:沖縄上陸第一印象は紫外線が強い

ということであつた。ギラギラと大陽は輝きナングラ

スをかけないといけないと思い リユツクサツクをさが

したが船中に忘れたのか見当たらなかつた。

良|`イ中西



港を出てムギワラ帽子と絵葉書を買つたが高いのか

安いのか金の換算がややこしいのでわからなかつた。

昼なのでレス トランで食事をし少しつり道具を買つて

私の見元引受人である森田先生の所に行 くためバスに

乗つたが車掌が方言で話すのでチンプンカンプンでと

なりの青年に通訳をしてもらつてようや く車掌の言つ

ていることが理解できた。森田先生の自動車に乗せて

もらつて北部に向かう,ハ イウエーに沿つたところど

ころに金網に囲まれた米軍の基1山があり,特に加手納

空軍基l也は大きく金網越しに,大 きな輸送機,車の上

をビツビリと人気をふるわしながらジエツ ト機が飛ん

で行つた。カメラをむけると先生に「写真は取らない

方が良い」と言われた。「前にもB52がベ トナムに発

進するのを写真に取つた大学生がMPに しばられた 」

と言われたのであわててカメラをかくした。

このような広大な基地と少ない農地を見ると大きな

矛盾を感じた。基地が見えなくなつてあたりは,左に

エメラル ド色からコパル トブルーに変化する海,|¬ い

砂浜,右側は, さとうきび力1に 変わつていた。最初の

予定ではムーンビーチにキヤンプするはずだつたがム

ーンビーチを通 り越し伊武部 (イ ンブ)ビーチに若い

た。伊武部 ビーチの入場料20セ ントを払いモクマオの

木立の中にテントを張つた。今夜の食事の準備のため

秋山さんは農家に買↓ヽ出しに行つた。残つて米をたく

4E備 をしていると秋山さんが帰つて来た。買つて帰つ

て来た。買つて帰つたものは鳥肉と農家でもらつた。

ヒヨウタンか トウガンともわからないものであつた。

野菜は台風にやられた関係上これ しかないと言 う,お

かずはこれらをごつちやにして作 り最初のうちはおい

しいと言つて食べていたがどうも食べ続けられず家か

ら持つてきた梅干を出して食事をした。日が暮れてか

ら蛾の採集のため水銀灯と蛍光灯のついている所に行

つたが位置の低い蛍光灯の前にはあまり虫が集まつて

いないで高い所にある水銀灯の方に多く集まつている

のである。かたつぱしから取り毒びんの中に入れる。

手のとどくケイコウ灯の前でカメムシを取つていると

コザ市の家「 1屋の主人が来た「何をしているん」「昆

虫採集をしているんです」「いつ本土から来たのか」

「 コザの方に来たら家えとまつてくれ」等いろいろ話

がはずんだ「北部の最北端などはまだなんだ」と言う

と「だつたらこれから ドライブしよう」ということに

なり10時すぎから伊武部ビーチを出て名護の七曲りと

いうドライプの難所を通り名護町の入口で右の方に沖

縄でただ一つのビールエ場を教えてくれ舗装のない道

を北上し塩屋湾に出て塩屋大橋を越 しせまい道を車は

走り茅打ちバンタに若く。茅打ちバンタは約 100メ ー

トルの高さの絶壁であると言われこの上から東ねた茅
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を落すとバラバラになり飛び散つたということで茅や

打ちバンタという名前が出たというが何しろ暗らいの

で実際にどんな絶壁かわからなかつたが波の音だけは

よく聞えた。次に沖縄の最北端の辺t(ヘ ド)岬 に|「]

かう。辺土岬からは近くて速い本上の与論島の灯台の

火が見えた。辺土岬をあとにして塩屋大橋に帰 りそこ

で夜の明けるのを待つた。

8月 20日  夜明けと共に塩屋大橋を出発,本部半It

の方の見半に向かう。道路にはタニンのあt玉 のような

ft llの カタツムリがたくさん出て来ていて自動車にひ

かれグンヤグンヤと音を立てて死んでいつた。 1にの左

手には瀬戸内海ににている,島の多い屋我地湾である

海の正面には屋我地島が大きくおおいかぶさるように

浮かび,そ の間に小さな岩礁があつちこつちにあり,

海というよりむしろ湖のような感 じであつた。右手の

山肌には濃い緑の トゲ トゲしい業のパインの畑が見え

た。このあたりは沖縄のパインの主要産地で大体どこ

えいつてもパインがある。やがて今帰仁村 (ナ キジン

リン)に入り今仁帰城趾を見学に行 く,石の城「
ljや 石

垣が残つており,石段を上つた本丸施Lか らは海の向こ

うの伊是名,そ の他の島が見わたせた。

この城は沖縄の戦国時代にもなかなか落城しなかつ

たと教えてくださつた。ここで沖ぶこに来て初めてパイ

ンを食べた,値段は15セ ントで本上で食べるパインと

はくらべようのない味だつた。今帰仁をあとにして,

本部の方に行 くために琉球松のしげる山躊l山に入る,

山はだには石灰岩が露出しており,セ メントエ場もあ

るそうだ。車は山岳l山 を下り右にアダンの林のつづく

海岸線に出て道路の右たに沖縄独特の家のような基な

どを見ながら伊武部ピーチに帰つたのが昼前だつた。

帰つてすぐに例のごとく採集に出かけた。海岸に生え

ている名も矢Πれぬ花には,ア オスンコシブ トハナバチ

タテハモ ドキ,そ の他の昆虫が集まつておりかたつぱ

しから採集した。正午すぎテントをたたんで名護に向

かう。名護には旅館と飲食店をやつている友人がいる

のである。名護までバスで行きそこからタクシーで友

人の家に向う。着 くとさつそく「 パイナツプルはまだ

食べていないでしよう」とパイナツプルを料理したの

を出してくれた。そして昨年の北海道の話や静岡の方

に実習に行つた時の写真などを見せてもらつていると

町営グランドに佐藤総理が来るとかいつて,皆んな日

の丸の小旗を持つて迎えに行つていた。「佐藤さんは

私たちの行 く方にばかり行くじやないか」と秋山さん

と笑い話した。今夜は名護ピーチでキヤンプするため

名護 ビーチに向かつた夜食のしたくとして今日は私が

買い出しに出かけたが,八百屋に行つても野菜はジヤ

ガイモとタマネギだけなのでタマゴとかんづめを買つ
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て帰つた。夕方友人がテントに来て学校を案内すると

言 うので出かけた。学校は農業学校なので色々な植物

が植えてありこれは採集するのに都合が良いと思つた

友人に色々世話になつたので 1ド ル銀貨をプレゼント

した。 この 1ド ル銀貨は那覇に行 くと4ド ルぐらいで

売つているそうである。名護ピーチの夜は少し凍しく

毛布一枚では少し寒かつた。

8月 21日 朝起 きて木立を見つめていると,何か紙

のような物が飛んで来るではないか,よ く見るとオオ

ゴマグラである本上ではこんな飛び方をする蝶は見た

ことがない,あ わてて網を出して追つたが捕えること

はできなかつた残念である。そして北部農林高校の農

場に採集に出かけた。ここのヒビスカスの花に群がつ

ているシロオビアゲハを二頭ほど捕えた。あたりには

キチヨウなども飛んでおり,名 前のわからない白い花

にはオオゴマダラ, リユウキユウアナギマダラなどが

群つていて容易に取ることができ捕まえて羽のいたん

でいるのは逃したりしてオオゴマダラリ リユウキユウ

アサギマグラをたくさ/L取つた。オキナワベツコウ ト

ンボ,ア オスジアゲハ等ここでは以外と収穫があつた

ここの先生と色々話していると昼が来た。沖縄のソ

バは食べたことがないので連ていつてもらい食べた。

沖縄のソバは本土とちがつて丁度ウドンのような太さ

で大変おいしかつた。また沖縄の酒についてどんなも

のかとたづねると学校にあるから飲んでみないかと言

つたが未青年だからと言つてやめた。自分のことを18

才のにてつきり20才 をすぎた大学生と思つたらしかつ

た。私はそんなにふけて見えるのかと残念に思つた。

午後名護城 (ナ ングスク)の あたりに採集に出かけた。

山の方はあたリー面パイン畑で黄色くうれたパイン

がたくさんあり少しぐらい失敬してもわからないよう

であつた。その夜コザの家具屋の主人が家にとめてく

れるというのでコザに向かう,コ ザに着 くとバー,キ

ヤパレーのネオンが美しくつき,ま るでアメリカにで

も来ているようであつた。

その7kは 家を出て初めてたたみの上で寝ることがで

き,今 までのつかれをいやしてくれたようだつた。

8月 22日  今日は沖縄には多くの鐘手L洞 があるとい

うので有名なものの一つ金武 (キ ン)の鐘乳洞を見学

に向かう,観音寺の右側の方に入口があり入場料は10

セントで人口の近 くの穴には無数のンダ類がたれさが

リヤンの木 も生え不気味な静けさである。内部には,

さまざまの鐘乳石などがあり,暑い外気とちがつて冷

気を感ずる。外に出て採集したが目ばしいものは見あ

たらずシロオビアゲハなどの普通種ばかりであつた。

観音寺の横の大きな木の間が蝶道だと土地の人が言

つていたが,いつこうに珍種らしきものは飛んでこな

かつたので,う らの森の方に行つて見ることにした。

そこで秋山さんはコノマチヨウを見つけたとか言つ

てさかんに追かけまわしていた。私はここで
‐

ミスン

チヨウを採集,下の方の畑のそばの木立に何かいそう

だと入つたがいたのはヤブ蚊だけであつた。まだ奥の

方に道があるというので秋山さんが出かけていつたが

墓があつただけだと言つて蚊にさされカユイカユイと

言つて出て来た。金武をあとにしてコザに帰る道すじ

に以外 とPAWNSHOP(質 屋)多 く特に基地のまわり

などは,コ ザに帰 り昼食をとり家兵!屋の主人に礼を言

つて南部の大里村に向かう。若いたのは日も暮れて暗

くなつていたころだつた。やつとのことで森田先生の

家に着き夢路についた。

8月 23日 先島諸島の石垣島にlr」 かうために泊港に

行つたがこの日船は出ないそうで前に聞いた話とはち

がつているのである。明日の 3時 lC出航するとのこと

だつた。先生と今日は南部の戦跡を見に行 くことにし

た。途中で製糖工場を見学に行つたが今は季節でない

ので機械だけ見たが,砂糖きびがここに集まつたらさ

ぞかし雄大だろうと思つた。聞くところによれば砂糖

きびはすてるところがないそうだ。しばつたカスは板

などに合成するのである。南部は沖縄戦でもつとも多

くの犠性者を出した地区である最初私達は姫百合之塔

をおとずれた。先生の話をl15い ていると何だか胸がし

めつけられるようであつた。とくに日本軍終末の地摩

文仁岳一帯は死傷者が文字通り山のごとく重なりあつ

ていたと話してくれた。摩文仁岳の頂上には各県の慰

霊の塔が無数に立ちならびちようど岡山の塔 も建立さ

れかけていた。 ここは悪く言えばまるで慰霊塔の展覧

会のようであつた。 このあたりは全体が戦跡で戦争の

傷跡はいたるところにあつた。たとえばパク撃などに

よつて形の変わつた不自然な山,大 きな木は二本 もな

く,一家が戦争によつて全滅した家の跡,いたけない

女子学生や師範学校の生徒が殺されたという壕の壁に

残る無数の火炎放射器で溶けた跡,な どいろいろ聞か

されると戦争を知らない私ではあるが戦争に対するに

くしみと恐しさをつくづく感じた。摩文仁をあとにし

てレーダーに囲まれた ミサイル基地の前を通 り与那原

町に入る。

そこで私たちは海水浴をし,先生は自動T「の修理に

出かけた。帰つて来るなりやつてきた「 よくここにい

ることがわかつたね」と問たら「君は色が自いからど

こにいてもわかる「 と言われた,秋山さんはさすが ト

カラ列島でやしてて来ただけあつて沖縄の人とあまり変

わらない。海水浴を終え先生の家に帰る。

私は例のごとく採集に出かける。 ここでは交尾して

いる蛾などと,青色に光るカメムン,ハ ムンなどを採



集した。その夜は51く 寝床にはいリイヤモリの鳴き声

を聞きながら寝た。

8月 24日  朝沖縄からの第一回の昆虫舘へ採集品を

送る4L備 をした。箱から出して見ると蝶, トンポの一

部がいきをふき返して足を動かしていたのでもう一度

殺しなおして荷作りをした。箱は紙なのでつぶれては

しないかまた税関が開いて見て生きかえつていたらと

心配しながら東風平(コ チンダ)の郵便局に持つて行き

航空便で送つた。そこで国i墓創立20年記念の切手を買

い,一度先生の家に帰り大里公園に行く。大里公園か

ら望める風景はすばらしく眼下に,明 るく南国の陽に

輝く穏かな海面の入江が見えた「 ここは港には大変い

いんじやないですか」と聞くと,こ この入江は浅く戦

後このあたりを取り囲んでいた米軍の艦艇が台風をさ

けてこの入江に入つたそうであるがこの入江は浅いの

で暗礁に船を乗り上げたり互いにぶつかつたりして多

くの船がしずんだそうだ。つい昨年までここにはその

船の残がいがあつたとか。この光景を見た日本軍の捕

虜は神風だといつてよろこんだそうである。ずつと眺

めていると沖縄の端と端が見え沖縄はこんなにせまい

のかとびつくりした。大里公園を下り泊港に行き先生

と別れたそこでは3時に船が出航すると言つていたの

に6時に遅れると言い船の時間のたよりなさをつくづ

く感じた。時間があ・るので国際通りの見物に出かけた

そこには無数の貴金属店,時計店が立ちならび,そ こ

の商層:は本二llよ り3割～4割 ぐらい安く日本製のセイ

コーの時計などは本上での半分の価格で買うことがで

きる,いろいろ見て時間が来たので泊港に帰り乗船す

る。中で神戸からいつしよだつた埼玉県の人と再会し

いろいろ話をし,船室の自分の席をとつた所に行くと

女子中学生が 3～ 4人すわつており,どいてくれとも

いえずしかたなく今晩は甲阪の上で寝ることにした。

8月 25日  朝 5時頃目をさますと頭がずきずき痛み

寒むけがしてきた,かぜを引いたのである。まさかこ

んな南国でかぜを引くとは思つていなかつたのでその

方の準備はしておらずクリスは石垣で買うことにして

l「 1板 ではとつても寒いので船室に入りちようど秋山さ

んが寝ているそばに少しすき間があつたのでそこにも

ぐり込みもう一度寝なおし7時半頃に起きた。朝食を

自分の荷物のある中学生のそばで食べ,石垣のことに

ついて話し,昆虫はめずらしいものがいるかと,たず

ねると小さい頃はたくさんいたが本上の人が多く採り

に来て少なくなつているといつた。

これは私たちにとつて手痛い発言だつた。甲板に上

つて見ると,すみ切つた青空とコパル トブルーの海の

中を船は進んでいた。船のそばで トビウオが1匹,2匹

と飛んで水の輪を作つていた。やがて石垣島が見えて
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米た。石垣の港の近 くに来た時海を見ると,コ パル ト

ブルー,エ メラル ド白,茶の縞棋様の海である。船か

らでも魚が泳いているのが手に取るように見え,やが

て接岸,ナ ンゴのかけらでできている自い港の広場を

通 りぬけ市内に入る。市内と言つても島全体が市であ

る, オンボロバスで伊原 (FJイ パルマ)に向かう伊原間

は石垣島ていちばん幅のせまいところで,幅 300メ ー

トルぐらいて小さい船はかついで越すと言つていた。

中学波の教室を貸 りそこに泊まることにした。場所

が きまつたら例のごとく網を持つて採集だ,木立の中

の illい花にリユウキユウアサギマダラ,オ オゴマダラ

はなパチの類が群がつており割合簡単に捕ることがで

きた,そ して私と秋山さんはめいめい夕食の買出しに

出かけた,私は海岸線のジヤングルの中を採集しなが

らパイン畑にパインを買いに行つたがンヤングルの中

に足を踏み入れると中でで落葉が,が さがさと音をた

てるので一じめんハプかと足をとめて見つめると野ね

ずみだつたので,やれやれと思つた。

もしもハプでありかまれていたら15分 であの出行き

であるそうだ。またそうかと思うと日の前を緑色の ト

カゲが1出 てき余 り良い気分ではなかつた。

そしてパイ畑ンに着き農家の人がパインの植付をし

ており,そ こえ行き事情を話すと,よ く熟しているの

は取つてしまつてないといいながら12個 ほど取つてく

れ 2個ほどその場で切つて食べたさせてくれ,パパイ

ヤが食べて見たいとか,沖縄のパナナはじぶかつたな

どを話すと明日ここに来なさい家によく熟したバナナ

があるから持つて来るといい,パ インを10111Jほ ど肥料

袋に入れてただでくれた。その帰 り道で会つた土地の

人と色々話したりしていると家によつて茶でも飲んで

くれといつてくれるので,そ の家におじやまし,こ の

近 くのことをいろいろ話してくれた。

その家はまだ宮古島から移民してきて間がないので

家といえばわらぶきのみすば らしい家であつたが,わ

ざわざ某子などを買つて来てへれ,こ こではつくづく

沖縄の人の素朴な親切を感じた。

学校に帰ると秋山さんもパインをもらつて来て皮を

むいでいたのでそれを食べた りしたので夕食はあまり

ほしくはなかつた。

8月 26日  朝食はほしくないのでパインを 2個ほど

切つて朝食のかわりとしたが腹のぐあいがどうも悪か

つた。前日農家の人と約束したパパイヤとバナナをも

らいに行つたが何とバナナを30本あまりも持つて来て

おり,パパイヤはなかつたので種子を持つて来てくれ

た。バナナを食べて下さいと云つたがパインを食べて

腹ぐあいが悪 く,こ れにバナナを食べると下痢をする

のではない力洵心配だと云 うと,こ こではパナナは下rll
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止めの果物だと云つたので 7本ほど食べた。残りを持

つて帰つたらと云つたが何しろ石垣の町に行 く途中な

ので荷になると云いことわ り石垣に行 くパスの停留所

に急いで行つた。その時,すでに遅 くパスは出てしま

つていたので次の停留所まで歩 くことにした。歩きな

が ら目ばしいものはいないかそのあた りを採集した。

のどがかわくと畑からナ トウキビを失敬してかじりな

が らあるき次の停留所に着いた。またのどがかわいた

ので近 くの民家に水を飲ましてもらいに行くとココア

お茶などを出してくれ,こ こでまた親切さをつくづ く

感じた。

パスに乗 り石垣に向かう,石垣に着いて琉球海運に

行き切符の予約をし28日 に取 りに行 くことになつた。

用事を終えたがあいにくバスがなく琉米文化センター

などで時間を費いやし,伊原間に帰つたのは夕方だつ

た,今夜は秋山さんと先生がつ りに出かけたというの

で懐中電灯を持つて足元をてらしヘビに用心をしなが

ら海岸の方につ り道具を持つて行つた。

なぜ足元をてらすかといえばヘビを踏まない用心の

ためである。やつとのことで秋山さんの所に行き釣 り

はじめたがさつば り釣れず釣 り糸を手に持つたままね

てしまつた。数10分 たつてつれないから帰ろうと起し

てくれ帰校し秋山さんが切つたナン ミと魚の塩だきに

したものを食べた。秋山さんは家が魚屋だけあつて料

理が上手である,その味はなんとわすれがたいほどお

いしく,今 までこんなに食事がうまいと思つたことは

ない

8月 27日 朝食は昨夜の魚の塩だきに,し たつつみ

をうつた。フルーツとして秋山さんが子供たちといつ

しよに取つて来たバンジユロクという果物を食べた。

それは非常に風味がよくおいしかつた。まだ取れば海

岸を上つたところにいくらでもあるそうだ。ここで沖

縄の酒はどんなものだろうかとの好奇心から泡盛を15

セントで 2合ほど買つて来て湯のみ 3分の 2ぐ らい飲

んだところ,味は日本酒のようなウイスキーのような

変な味であつた。のみほしてしばらくすると体が燎ミえ

るようにあつくなり,立 ちあがるとふらぶらとしまと

もに歩くことができなかつた。これが酒に酔つた時の

気分かなと思い酔いのさめた頃,こ こに鐘乳洞がある

というので学校を出発した。途中民家の庭先には必ず

と言つていいほどパパイヤの木が 2～ 3本植えてあり

マクワウリぐらいの大きさの緑色の実が無数になつて

いた。

やがて暗 く大きな口をあけた洞穴の入口に来た。ま

わ りには小さなヤン類をはじめガジユマル,ン ダ類が

おいしげつていた。中に入つて行 くとコウモリなどが

ばたばたと飛びまわつたりしていて,白 いキヤジプラ

ンプの光で見る鐘乳石は何んともいいがたい美しさで

ある。岩場を上つたり下つた りしていると秋山さんが

何か見つけた,ヤ シガニである,そ れを捕え奥に進ん

でいると突然,秋山さんがスルスルと5メ ー トルぐら

いすべ り落ちた。さいわいけがはなかつたがカメラ,

ズボンはどろだらけである,さ らにおくえと進み少し

光がもれているところがあつたので出口とばか り行つ

たがその場所には海水が入つており出ることができず

そこにはエビがバンヤバンヤと音をたてていた。かな

らずこのあたりに出口はあるとさがした結果上の方に

やつと出口があつた。外に出ると下はすぐ海である。

その洞穴を出たあたりにはオオタニワタリ,ハ ブカズ

ラ,ホ ヤ,玉 ンダが生えていた。

海に入 り海岸線 も歩いていくとたこの足のような根

が出ているマングロープの林に出た,そ こを通 り砂糖

きび畑を通 り帰る。今晩のキヤンプ地川平 (カ ビラ)

に向かう準備をし,た くさんあるパインをどのように

減すかと考え,と りあえずカンズメのように砂糖を入

れて食べることになつた。こうして食べると今までパ

インでげつそりしていたがけつこう食べることができ

た。

教室をかたづけパインの皮に集まつている虫を捕え

ろと,川平に向けて出発した。川平では交番の横の広

場にテン トを張つた。その夜私は電柱の電灯と交番の

電灯を往復してそこに集まる昆虫をかたつばしから採

集 した。ここでの収穫は蛾類,カ メムン,コ ガネムン

類がたくさん取れた。テントに帰つて見ると秋山さん

が海岸で大きなヤンガニを見つけたとサシミ包丁をナ

オのさきにつけて出かけるところであつたので,いつ

しよに海岸にいつたが捕えることはできなかつた。

8月 28日 切符を買いに石垣に行 くために,バ スに

乗る。パスは川平公園の琉球松の林を通 リー面パイン

畑のところに来たが,伊原間でパインを食いすぎてた

んのうしたためか黄色く熟したパインを見るたびに気

分が悪 くなるが島の半分がパイン畑と聞いてやれやれ

と思つた。ここではパインは 5セ ントぐらいで売つて

お り,ク スリを使用して開花促進,肥大促進をやつて

いるそうである。石垣に着き直射光線の強い外で 2時

間ほどならんで本島に帰る切符を買つたが,東京の人

に今夜10時 に与那国行きの船が出ると聞いてこれは一

大事と秋山さんに知らせなければならないとバス乗 り

場に行つたがあいにくパスはなく琉米文化センターに

行きそこで石垣の民芸品だとかここで取れるコノハチ

ヨウインガキチヨウの標本50種を見たりして時間を費

やした。

川平に帰 りそのことを秋山さんに知らせた,彼はて

つきり29日 に出るものとばが り思つていた。最終のパ



スで石垣に向かう,こ こで別れることになつたが,今

夜別れると思つていなかつたため宿がないので岡山大

学卒業で教員をしている大浜先生のところにおしかけ

て泊めてもらうことにした。旅行に行くとこうも図々

しくなるのかと思い先生の家に行つたj

そこで昆虫採集その他についておもしろい話を聞い

たので紹介しておきます。石垣にはコノハチヨウとい

う慨:が いるがこの蝶の採集について話してくれた。

それはコノハチヨウはきれいな山の谷川みたいなとこ

ろ,その付近の雑木林にいてそれを捕えるのには最

`J
谷川のあた りの革に沖縄の酒泡盛を「コにふくんで革に

かけて後付近の雑木林をぼうなどでたたいてコノハチ

ヨウを追い出し泡盛をかけたlμ に近づかせるわけであ、

るが,チ ヨウは酒のにおいにつられて酒の露を吸い酔

つて動きがにぶくなつたところを手でつかまえるそう

である。またオオゴマダラという蝶がいるがその蝶は

別名パカ蝶とよばれこれを捕えるのには飛んでいると

ころに砂をなげて,羽の上に砂がのつてその重みて下

に降 りたところを手でつかまえる方法で網は全々使用

しないそうである。

またヨナグニナンは沖縄本島,石 ガキ島にもいるが

それは人間が与lllS国 からまゆを持ち帰つたものがかえ

り増えたという人為的なものではないかと,う そかほ

んとか知らないけどここの町のみやげ店で蝶の標本を

売つていたので,そ の一部のmi格 を参考までに紹介し

ておきます。オオゴマダラ20セ ント,コ ノハチヨウ20

セント, リユウキユウアサギマグラ10セ ント,イ ンガ

キチョウ15セ ントとなつており,ま たヨナグニサンの

マユで作つたサイフなども売つていた。

8月 29日 午前中市内を見物するために先生の弟さ

んと一緒に町に出る,石垣はその名のとおり赤茶けた

サンゴ礁の石を積み重ねた石垣がたくさんある,こ こ

は戦災を受けなかつた関係から古い沖縄の姿がそのま

ま残つていた。その例をあげると宮良殿内 (ミ ヤラド

ンチ)と いう沖縄最占の武家屋敷とかrr_〕ι堂なでどあ

る。変わつているのは宮良殿内では当主が見学者に記

帳をさせることである。見物を終え昼になつたので沖

縄 ソバを食べに行く,沖れこのソバはいつ食べても大変

おいしい。

こうして大浜先生の家を去つて那聯ilC帰 るために港

に行 く,午後 2時 10分船は石垣をあとにして那覇に向

け出航した,これから20時間の船旅である。船は詩の

島,歌の島としられ,昔ながらの沖縄の姿をとどめて

いる石垣島を横に前方には石炭があり時には野ブタも

出るという西表島 (イ ソオモデ)を あとにして船は進

んだ。

8月 30日  朝 9時頃に泊港についた,今 日は秋山さ
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んと別れて2日 目,写真を取るため南部戦跡めぐりの

定期lrl光 バスの切符を買いに昭和観光まで行き70セ ン

トの料金を払い観光バスに乗り,南部戦跡に向かう最

初は波之上宮だそこの鳥居には今も銃弾のあとらしき

ものが無数に残つていた,バ スは糸満町に入る,こ こ

は漁業の町であり,こ こでおもしろいのは夫婦別々の

財産市1で ある。夫が海で魚を取つて来たのを嫁めさん

が買い嫁さんがそれを売つて利益をえるということで

ある。この場合嫁めさんが夫より金持であるというこ

とがあり。し1在ではだんだんこのような川t習 はなくな

りつつあり,こ のようなことは人が海で遭難した場合

あとの生活にこまらないようという用心のためだとガ

イド嬢が説明してくれた,次に赤比儀腹,幸地1支 |11中

基 (コ ウチパルモンチユウノハカ)111中 とは「 1-親類

のことで間中の人員も 4,700余 名という多人数であり

,こ の両家の基は 2701手前に創建され,奥の方にあつ

た一基はも1墓 (ト ウン),前 方にある4つの基は子基

(ン ルシヒラン)と 言い,これにはきまりがあつて,

7才未満で早死した者,一門の名誉を傷つける行為を

した者はこの墓にまつることが許されないとのことで

ある。

糸満から摩文仁にかけて約30分 は基漂の島への道だ

わずか10キ ロたらずの道の周囲には,実に 100を越す

慰誰塔が立ちならびその一部をガイド嬢が説月してく

れる。このあたりに来るとガイド嬢が泣きだすと前に

乗つた東京の人がいつていたが,こ のパスガイドはい

つこうに泣かないで,姫 百合之塔に来たらガイド嬢の

説明でおばさん連中や女の子がハンカチを出して泣き

だすのである。米11に 包囲された女子学生は全員市11反

に着がえて校歌を歌つて,学業なかばにして散つてい

つた女学生の壮烈な最期をとげた話をl13く と私もなん

だか泣きそうにるつたが表1/4出 して泣 くのはかつこう

が悪いので心の中で静かに泣いた。

こうやつて慰霊塔ばか り見ていると死者の行 rl」 を Jι

るようである。こうして涙をさそう戦跡めぐりをおえ

車は具志頭 (グ ンチヤン)村を通 り与那原 (ヨ ナパル)

に帰 り4時間半のパスの観光を終わ り那覇に帰る。

今夜は森田先生の家に泊めてもらうことにした。

8月 31日  ここで朝からずつと採集したが何しろさ

おを秋山さんに貸したためさおがないので網が度えず

手で取ることのできる昆虫採集した。昼の食事のおか

ずにブタ肉が出た。沖縄に来て民家にとめてもらうと

かならずプタ肉を料理したものが出ると食ぜんを見る

とおかずはプタ肉ばかりである。 こうプタ肉のような

油こいものばか り食べていると胃の方がおかしくあま

り食べたくなかつたせいか何どもあげそうになつたが

出してくれるものは残してはいけないと無理して食べ
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ることがしばしばだつた。こぅゃっているとみそ汁の

ようなあつさりしたものがなつかしく思えた。沖縄で

は野菜が少なくヘチマ, トウガン,ヒ ヨクタンににた

ものしか食べることができなかつた。

9月 1日  今日は帰る準備のため那覇に行くそこで

鹿児島までの船の切符を買い,みやげを買いに国際通

りに出かけたが,何 しろ色々あるので目うつ りしてど

れを買おうかと迷い結局,琉球漆器のかべかけと,琉
球菓子,泡盛などを買つた。そして首里の方に行き,

守ネL之 間とか首里城風と,首里博物舘を見学し今夜は市

内のユースホステルに泊まることにした。そこには大

阪,東京の大学生が 5～ 6人泊つていた。その人達と

夜,万 年筆などを買いに出かけた,国際通 りの大洋堂

という時計店に入つた。そこの主人は同志社大学のひ

いきで同志社の者だと2割 ぐらい安 くしてくれるとい

うので同志社の大学生といつしよに私も同志社の学生

のふ りをして店に入つた。

そこではコカコーラなども出して くれ大変なナービ

スぶ りで私も買う気はなかつたのだけれどついボール

ペンニ本を買つてしまつた。他の人は時計や万年筆 ,

ガスライターをそれぞれ買つた。ユースホステルに帰

り沖縄に来て最初で最後の風呂に入つた。ぬるいので

湯を出しているとだんだん水に変わ り風呂は水風呂に

なつてしまつた。

9月 2日  いよいよ沖縄とも最後である。12時 に船

が出ると言うので12時 前に港に行 くと,船は 3時 まで

遅れて出航とのことであるここでも船の時間は遅れる

ことになつているとつ くづ く思つた。琉球政府とか町

の中をプラブラして時間を費いやし2時に港に帰り荷

物の検査を受ける。未青年なのに泡盛という酒を持つ

ていたので見つかると没収されおまけに罰金を取られ

るから大学生にたのんでそれを持つて検査を受けても

らうことにした。検査を終え船に乗 り込む。突堤には

たくさんの人が見送 りに来ていてみんな送る人の五色

のテープをしつか り持つていたが私にはあいにく‖1手

がいないのである,こ こで大阪の大学生にテープをも

らつてその人のガールフレンドに投げて持つてもらつ

た。

やがて船はテープを切つて沖え向つたが中には名残

りおしい人か,図々しい奴かしらないけれどセロハン

と紙で出来た長 くなかなか切れないひもを持つてみん

なのテープが切れてしまつても一′へ.だけいつまでも突

堤とつないだ人がいた。よつぼど名残 りおしいのだろ

うか。 こうして沖縄の大地は目の前から消えさろうと

しているが,頭の中にはまばゆいばか りの太陽に1((ら

し出されるコバルトブルーの海,真青にひろがる大空

山腹につらなるパイン畑,島 を真赤に色どるヒビスカ

スの花,緑深いアダンの林,美 しく飛びかう熱帯の蝶

海岸線につづくソテツやンダの群落,美 しく素朴な人

間性,沖縄での思い出は永久に忘れることはないであ

ろう。

9月 3日  いよいよ本土に近づいた。白い煙を上げ

る硫黄島をすぎ右に薩摩富士の開に3岳,左に佐多岬を

ながめながら鹿児島湾に入つた。眼前に噴煙をあげる

桜島が見えて来た。やつと本illに 着いたのである。

検エキを終え税関の検査が始まつた。 この検査は今ま

での検査よりきびしく,ス ーツケースなどに入れてい

る持物をみな出さして調べたり,特に皮製品,時計 ,

ゆびわなどは包装しているのを破つて検査し,サ イフ

の金や,領収証なども調べるというきびしさであつた

私は未成年ということがさいわいしたのか他の者よ

りはきびしく調べなかつた。

そして船を降 り倉敷へ帰路についた。最後に沖縄の

採集はスケジユール,その他で忙しく一カ所にとどま

つてゆつくり採集することはできなかつた。また採集

品も蝶類,蛾類,カ メムシ類, トンポ類がほとんどで

甲虫類は季節的に遅かつた関係かあまり取ることがで

きなかつた。それにしてもすばらしい旅行であつたと

いまさらながら思うのである。

―一 おとしぶ

大 山 産 甲 虫 二 題

1. シロモントグ トグゾウムン

Cθノθbθご′s″2α″sα ,η″ά′   Kono

「原色昆虫大図鑑Ⅱ」 (北隆舘)に よれば本種は北海

道に産し本州からは知 られていないようであるが,筆

者は1965年 7月 4日 ,鳥取県大山にて一頭を採集しえ

たので報告する。

2.ェ ゾッャハダコメツキ

yz`ヵα″α Jηθγ″α′α   I′ewis

本種 も北海道から知られる種であるが,筆者は取鳥

県大山にて,1957年 7月 10日 一頭を採集していた。同

定していただいた岸井尚氏に感謝する次第である。

(水 野 弘 造)
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ギ フ チ ョ ウ

数年前の春,あ る晴れた1月に児島市の福南山の付近

を車で通ると,前方の路上をフラフラと黄と黒の斑の

蝶が横切つて行つた。時期もよし,ア グハにしては小

型のその蝶を見て,すつかリギフチヨウだと思つた私

は,久方振りに春の感触を味つた気持で,そ の日一日

朗らかだつたものである。

所がその後,倉敷昆虫舘で重井先生におμlき した所

岡山県下ではギフチヨウは県北にしか記録がない,と

の事である。

さて,そ うなると私も放つて置く訳にも行かない。

既に夏になつていたが,食草のカンアオイを探しに

出掛けた。そして付近一帯を文字通 り草の根を分けて

探 したが見付からない。逆にこの付近特に谷間の低い

所は,私が今までギフチヨウを採つた経験のある場所

とは植生が大分違つている事が分つた。

これてギフチヨウの棲息は先ず絶望となつたが,そ

れでも翌年の春,再びネツ トを持つて行つて見た。同

じ4月 上旬だつたが,ア ゲハの小型な個休を 2回ほど

日撃した。児島の市街l也付近ではまだ見掛けない時期

である。

どうやら前年のギフチヨウの正体は,その分布をよ

く知らなかつた私が,こ のアゲハの はヽしり をヽ見誤

つたものらしく,春の陽に浮かれた私の幻想だつたと

云 う事になつてしまつた。それにしても,長 らくギフ

チヨウを見なかつたとは云え,ア ゲハを間違えるとは

我ながら情無い話だが。

然し,何故ギフチヨウは岡山県南部にはいないのか ?

同じ瀬戸内沿岸でも広13,山 口県下には棲息する山

11県柳井市では私 も採集した事があるが,特別自然相

の豊かな所でも無い。

私は空想はこの辺から初るま。

×      ×      X

私は山陽本線は度々往復 lン た事がある。沿線の所調

自砂青松の美しい風景も,私にフオーナの貧困を示す

だけとしか思えないのだが,何度か旅行する内に,同

じ瀬戸内でも東と西では微妙に自然景観が違う事が分

つて来た。

つまり,岡山近郊では丘綾性の山と比較的広い沖積

平野が多 く,少 し高い山もその頂上部は傾斜がおだや

かで,大体に円い感じがする。

これに対して西の方に行 くと山も高く,山腹の傾斜

は山頂付近で急になり,山 のンルエツ トはOι くなる。

特に広島から西は山が若千険しくなる。

の 幻 想

松   野

また,山 の値生も東部では特に貧弱な感じだ。

両方の境界は曜道の付近にあるらしい。これは瀬ri

内海の島々も,こ の辺から西に大きい島が多い事とも

対しぶしているものだろう。

更にこの風景の両夕1を 見ると,東部は姫路の東倶1の

風`■
が変 り,加 占川線の沿線では台地状の地形が拡つ

ている。また西へ行 くと,小郡付近で高い山は無くな

つて低い丘が複雑に続 く地形となり北九州の延長であ

る事を思わせる。

さて,山 場地方のギフチヨウの産地を地図 上に記し

て行くと,お よそ Lに挙げた景観の変 り日で居る,居

ないが変る事に気付いたのである。

「 日本産業類分布表」によると,東では兵庫県の三

田,武田尾付近の所謂北摂山地に分布し,三木町に も

記録があるが,そ れから山へ岡山県一帯は空白地帯で

ある。そして更に西へ行くと,先ず福山尾道間の南側

旧山南村をはじめ尾道周辺から採集されており,呉 ,

広島付近には産地が多い。 [ll口 県へ入ると柳井市,光

市から知られており,山 口市の記録が現在の所分布の

21端 と云 う事になつている。

即ち,私の感 じた景観の相違に根拠があるとすれば

ギフヨチウの分布との間に次のような対 ,ふ関係がある

事になる。

宏

風 景 境 界
1 

榔 朧 鵬

それにしても,列車の窓から見た感じだけではおよ

そ科学的でない。この景観 (風 景)の相違とは何に原

因するものであるか。

恐らく,地質地形などの条件の上に,気象や饉物‖1

などのlLの 自然条件が加わり,更 7/C開 墾や伐採などの

人為rrtJ条 件も複雑に絡み合つた結果を眺めている,と

云えるであろ う。

そうすると,生物の分布もこれらの各要素に規市1さ

れ,影響を受けているのであり,その意味では景色と

分布の間に相関々係があつても不思議ではなさそうだ

そこで裏付けをすべく,手近かな資料から調べ出し

たのだが,ど うも今まで見た限りでは,明快なコ答が

出て来ないのである。

地質的にも山陽l山方の東西に恨本的な区別は無いら

しい。地形区分でも,瀬戸内の真中から分けたりして

いない (も つとも,こ の地形区分図と云うのは仲々面

ギフチヨウの利 XIOIXIO
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白いもので,分布を考える上から別の点で私に興味を

起させたが)。

地史的には,瀬戸内海の成立までの径緯は相当複雑

なものらしいが,私などの俄かに論じ得る所ではなく

ただ,気象図の 年ヽ雨量1200ミ リ以下の地域 ミが姫路

付近から尾道付近までの瀬戸内沿岸で,丁度空自地帯

と一致する事が分つただけである。

結局,山陽地方東部では西部に比し山が比較的平担

なため (少 くとも鉄道の沿線では)耕地化が進み,少

雨量の上に度重なる伐採に会つては山林も育たず,現

在の風景となつた。と云う程度に考えて,下手な理屈

はつけない方が無難と思われる。

それにしても雨量1200ミ リ以下と云う点はギフチヨ

ウの蛸が特に乾燥に弱い事を思うと偶然では無いよう

な気もするが,これだけでは勿論何とも言えない事で

ある。

どうも,こ の論議も非科学的幻想の域を出る事は出

来なかつたようだ。

さて,私は以前,柳井市でギフチヨウを採集した事

は前にも述べた (そ の内の 26は含敷昆虫舘に出陳し

てある)。 然し残念乍ら詳しい事は何 も調べていない

有様である。

その後同市を訪れる事 もあつたが,山を歩 く事は無

く,何の変哲 もない松の疎林の中に現われ, ミツパツ

ツジや時には畠のダイコンの花などにも来ていたこの

蝶を見た事はない。然し,山の伐採跡が拡がるのを見

るにつけ,ま だギフチヨウは無事だろうか,と思わず

にはいられない。

私 も机上の空論はよい加減にして,次に行 く機会が

あつたら,せめて食草の正確な種名だけでも明 らかに

しておこうと思つている。

また同市の沖には相当大きな島が多く,原始林に近

い山を残している島もある。これ らの島にもギフチヨ

ウが分布する可能性 も絶無では無いと思 うのだが,調

査に出掛けるヒマなど,今の私には望むべくもない事

である。

ドクトル・ザーメン採集回顧録 (8)

5月 23日  1965年度第 1回の採集会である。不尚ド

クトル●ザーメンこと, 2年目ごとの幹事改選で初当

選の栄誉に輝き,新調した青帽子をまとつてのあふれ

るばかりの張り切りようであつた。

新ヽしい昆虫採集ミ (下巻)京浜昆虫同好会編に

黒坂付近などクスバンロチヨウはじめ種々の昆虫が

大山顔負けのほど多産し,駅前で採集できる。

広々とあり,三角ケース2個 をバンドに結び,毒び

んを服の両ポケツイに2本ずつしのばせ,捕虫網の余

備もぬかりなく万全の態勢ででかけた。ウスバンロチ

ヨウの標本,図版はいやというほど見てきたが,生 き

て飛んでいるお姿はまだ拝んだことはないとあつては

生物学者 ドクトル。ザーメンのけんにもかかわる。

fDa/η αss′αsの名の通り陽こうとともに若々しい美し

さ象徴,処女の舞うが如き清楚な優雅な姿を描きつつ

黒坂駅に第一番に降り立つたのもドクトルであれば,

イの一番で小急ぎに採集目標地の著荷峠方面に歩を運

び出したのもまた青帽ザーメン氏であつた。

駅から100mほ どのところ群がつて奇妙な飛び方を

している最初の穫物を発見した。す一と上に舞い上が

青 帽 組 赤 帽 組 活 躍 す

黒 坂 に ウ ス バ ン ロ チ ヨ ウ を 追 う

ク トル ● ザ ー メ ン

り,そ れから滑走するように舞い降 り,天から目に見

えぬ糸であやつられている あヽやつり人形 ヽこそまさ

しくカゲロクの類と見た。これぞ ドクトルの専門であ

る。数種類が群飛しているとはまさにとんで火に入る

夏の虫,夢中でとつて三角紙に入れる。ひとつ紙に一

匹ずつ入れていたのでは間に合わない。二匹ずつ入れ

てみたがそれでももどかしい。ようやく満ち足りた心

であたりを見廻した頃には,神かくしにでもなつたの

か今までの あヽやつり人形 のヽ乱舞はうそのように静

まりかえつていた。そして同行の諸氏は前方はるか彼

方で, ドクトルー人とり残されるInL果 となつた。

こうなつては覚悟をきめる以外には手がないが, し

んがりをつとめることもまた至難の業であつた。よう

やく中菅で追いついた頃には,一同いつせいに分散隊

形をととのえウスバンロらしいというので突撃の最中

である。おくれじとムラナキケマンなどエンゴナク科

の花を求めて,ウ スパシロを求めて歩きにあるいたが

一向に姿を見せない。 ミ採集案内ヽもいい加減なもの

だ何が多産だ。畜生,ウ スパシロだけが昆虫でヤ'よ ない

精力の浪費になるだけだと気がついた。



そのうち言|[か 一人ようやく一匹つかまえたというので

大さわぎだが,そんなことにはもう心をまどわされる

もんか。とにかく著荷峠への道を小り||に 沿つて油断な

く進む。出たノ中型の トンポだ。真ザーメン流の極意

無意識に出した網にピタリと納まつた。何気なくのぞ

くとまぎれもなくムカントンボ,し かも3である。思

はずニコリン ドクトルの顔がほころんだ。この様子で

はまだまだ可能性があると見廻して行くうち,さ らに

26,1♀ を捕える精力の配分よろしく」ι上がりに元気

を出して峠近く登りつめる。ちよつとわき道へそれる

とカミキリらしいものが飛んでいる。数メー トルすつ

とんでネツトし毒びんに入れる前にまだいないかとよ

くばつてあたりを見るとす一とまたまた一匹日の前を

かすめ去ろうとする。これには面くらつて,畳スノだま

まの網を出してこれにとまらせす早く捕えた。倉敷昆

虫舘にも展示していない代物/し てやつたり珍::,Iい つ

ちよう。カミキリ専IIり の青野孝昭氏に見せると ホヽク

ーどこでとつた?ミ と声が上ずつてしまつている。ヨ

コヤマトラカミキリとのことで,そ の場所に青野氏は

急行した。柳の下に何匹もどじようは居るもんか。 ド
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クトル・ ザーメン再びニコリニコリと二度顔のキン肉

がほころんだ。当日第一の推物,残念なことに岡山県

境(1り わずかばかり鳥取県側に入つている。岡山側ヘ

i[1い こんでから捕えたらなどと勝手なことを言う奴も

いたが,と もかく岡山県下初記録を逸した。

ヨコヤマトラカミキリ以外には日ぼしい獲物なく帰

途につき,早い目に黒坂駅について網もたたみしばら

く休息していると,総社から参加の赤帽子もあぎやか

な高陵生2人がウスパシロを数十匹もとつて得々とひ

き_Lげ てきた。駅のすぐ英の基地付近で今まで頑張つ

ていたとのことで,本隊とは別行動をとつたのだ。

陽がlαつておどり出してきたのを待伏せして全く労

せずしてつかまえたんだそうだ。

汽 lliの 発1「まで十数分, ドクトル●ザメーンしまつ

ていたアミ′スプリングパネ,捕虫柄をつかみ出すと

あた■、たと現場へとんだ。温厚な重井院長も急ぎ足で

来られる。われもわれもとその他大勢続々と後に続い

た。泰山鳴動,ウ スパシロ0匹 ,重い足どりで未線げ

に後をふり返りふり返りしながら帰らぎるを得なくな

るとはつゆ知る由もなく。 (昭和41年 2月 3日 )

―― おとしぶみ

カ ミキ リ ム シの 新 しい 記 録

1,  Cθγθs′z`ηz′θ
"g′

θθ/ηθ   Pic

ヒゲナガヒメカミキリ

1964年 4月 19日  高梁市広瀬の駅付近の11は り幼虫

のいる枯木 (名 称不明)を持ち帰り羽化を待つていた

ところ 8月 10日 前後に 3頭の本種が脱出した。

また1965年 2月 14日 ,吉備郡昭和町日羽のカキの立

枯している枝を持ち帰つておいたところ,本 TIEが 6月

23日 に 1頭, 7月 10日 に 2頭, 7月 13日 に 3可 !ヵ )ι lム し

た。

なお,本種は南方系のもので木州での記録は少ない

ようで,県下においては初めてではな、1か と思われる

2. ′乃夕,,2α ′θごθsノθs′αθ′
“
S  Linnc

クビアカルリヒラタカミキリ

1965年 5月 25日 新見市新見の路上を飛洵4中 の本種を

1頭 i]た 。近畿l山方以北では記録されているが,西 日

本では広島県下で 2個所において発見されてお り,岡

山県に産するのは当然であろうが,県内での記録はな

いようである。  (「 広島虫の会々報」 1号 )

以上 2種 とも倉敷昆虫舘に展示してある。

なお,文献の調査,同定をお願いした重井,青野両

氏に深訪1致 します。 (岡 本 忠)
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