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夏の虫たち 真夏の蒜山高原。いつも野鳥をさがして歩く径も、日射しは容赦な
く（暑 ~~;;)、鳥たちもほとんど姿を見せず・・背丈以上に伸びた夏
草の上に、葛（クズ）や、カナムグラ、野葡萄、その他さまざまな
蔓植物が幾重にも生い茂り、まさに草迷宮の様相。草迷宮といえ
ば、この数年、やむなく放置に近い状態になっていた尾道の実家の
庭、この春くらいから、介護帰省のたびに、時間を見つけては少し
ずつ草刈り、草抜きなどするようになって、この夏は混沌のジャン
グル状態からほんの少し「庭」に近づいたような。月が特定の位置
にあるときに、種子を燃やして灰にして蒔く、とかすればいいのか
もしれないけれど（暑いし）、もう少し気軽にできるやりかたとし
て、『雑草と楽しむ庭づくり』『虫といっしょに庭づくり』（曳地
トシ＋曳地義治　築地書館）に紹介されている、雑草をすべて根こ
そぎ抜くのではない、雑草を楽しみつつ（また緑肥やグリーンカ
バーとして役立てつつ）野放図に増やさない方法というのに共感、
大きめの目立つものから抜く、定期的に短めに５㎝くらいに刈り揃
える、（時間がないときは草を増やしたくない場所を踏みしめるだ
けでも）、というのを一定期間繰り返す、これをできる範囲で実行
してみたところ、この夏はずいぶんとましになった気がします。作
業は際限なく、夏場は暑さではかどらず（つい先日も絡まり合った
蔓植物とくんずほぐれつ…）、ですが、いろいろな雑草の個性や、
季節ごとの変化もいっそう身近になった感じ。ともあれ、高原の草
迷宮は、虫たちの楽園めいて、なかなか写真には撮れないものの、
蝶や蛾、トンボやバッタなど、いろいろな生き物がきらきらと飛び
かい、かさこそと動いたり、じっと潜んでいたり。 
○ウラギンシジミ♀。写せなかったけど、翅の裏側は白銀の和紙の
ようで、♂は茶色の地に夕焼けのようなオレンジ色。 
○ミヤマアカネ。羽の先端より少し胴体寄りに模様がある。しばら
くすると尾を上げて静止。 
○アブラゼミ 
○ナツアカネ。アキアカネと違って、頭と胸部も赤い。 
○アブ？



yucca-note 2013.8.26

ルリタテハ
ようやく晴れ間の出た遅い午後のそぞろ歩き。傾いた日
射し、青紫のツリガネニンジンや、小さな紅い蝶形花を
いっぱいつけた萩、いろいろな色や形の実が目立ってき
た木々の枝など、少しずつ秋めいた空気。蝶や蜻蛉も雨
上がりのせいか、とくに活き活きとしているようでし
た。初夏の頃からここでよく見かけていたルリタテハ、
樹の幹に留まっていて、しばらくすると、手の届くほど
近い地面に飛んできて留まり（ズームなしで撮影させて
もらえた）、西日のなかで光を呼吸するように、翅を閉
じたり開いたり。翅を閉じていると、地味な裏面は樹皮
か枯葉そのもので、保護色となって見分けられないほ
ど、でも翅を開けば、名前の通り、黒っぽい地に瑠璃
色、前翅には肩章のような白。英名Blue Admiral（青い
提督）というのはなるほど。学名 Kaniska canace 属名
のKaniska はインドのカニシカ王に、種小名のcanace 
は、ギリシア神話の風の神アイオロスの娘で海神ポセイ
ドンの妻になったcanace に関連するとの興味い説明も
見ましたが、不詳。深い瑠璃青の翅で飛翔すると、いか
にも、風と深海が融け合っていくイメージ・・



yucca-note 2013.8.26
アカタテハ

ルリタテハが「青い提督」なら、こちらは「インドの赤い提督」（英名 Indian Red 
Admiral）、アカタテハ（Vanessa indica)。どちらも珍しい種類ではないけれど、
きのうはルリタテハに続いて出現・・。夕陽を浴びてオレンジ色が鮮やか、裏面の
ほんの少しの青も印象深い（撮影:KAZE)。ヨーロッパ、北米などで見られるよく似
た種類は、Vanessa atalanta、ドイツ語でも提督（Admiral)。このヨーロッパ産ア
カタテハは、蝶を愛したヘルマン・ヘッセの作品にも登場しているようで、とくに、
『晩夏の蝶』（"Schmetterlinge im Spaetsommer")という詩では、列挙される蝶た
ちの最初を飾っています（ヘルマン・ヘッセ/Ｖ.ミヒェルス編　岡田朝雄訳『蝶』岩
波書店　訳ではオオアカタテハ）。ちょうど季節もぴったりなので少し引用
（74-75頁）。赤～橙～黄系列の色合いの蝶たちが歌われています。 

　　　　　　　晩夏の蝶 
　　　　たくさんの蝶たちが飛びかう季節がやってきた 
　　　　遅咲きのフロックスの香りに酔って蝶はゆるやかに舞っている 
　　　　蝶たちは音もなく青い空から浮かんでくる 
　　　　オオアカタテハ　コヒオドシ　キアゲハ 
　　　　ミドリヒョウモンに　ギンボシヒョウモン 
　　　　臆病なホウジャク　赤いヒトリガ　　　 
　　　　キベリタテハに　ヒメアカタテハ 
　　　　色も豪華に　毛皮やビロードの衣装を着て　　 
　　　　宝石のように幻光を放ちながら悠然と滑空する 
　　　　はなやかに　悲しげに　黙々として　酔いしれて 
　　　　滅びてしまったお伽の国からやってきた 
　　　　ここではよそ者だが　まだ蜜の露にぬれて 
　　　　楽園のようなアルカディアの牧場から 
　　　　東の国からやってきた　いのち短い客 
　　　　その国はわたしたちが夢に見た　失われた故郷 
　　　　その国の霊の使者をわたしたちは信ずる 
　　　　より高貴な存在の愛らしいあかしとして 
　　　　すべての美しいもの　亡びゆくものの象徴 
　　　　あまりにもか弱いもの　感じやすいものの象徴 
　　　　年老いた夏の王の祝宴に招かれた 
　　　　憂鬱な　黄金に飾られた客！
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ルリミドリヒョウモン・ウラギンヒョウモン… ついでに、というわけではないけれど、ヘッセの『晩夏の蝶』（岡田朝雄訳）
に「ミドリヒョウモンに　ギンボシヒョウモン」と歌われているヒョウモン
チョウの仲間。いずれも黄～オレンジがかった地色に黒い紋様（豹柄^^）
で、どれもよく似ていて、以前から山や高原に行くたび見かけてはいるもの
の、ほとんど違いはわからず、あえて識別しようとも思わなかったのです
が・・; 
訳注にもありましたが、ヒョウモンチョウ類はドイツ語ではPerlmutterfalter
（真珠母蝶）という美しい名で呼ばれ、これは後ろ翅裏面の斑紋が真珠母の
ような色調であることからきているようで、分類上の細かいことは別とし
て、光を透かしたときなど、豹柄の裏面で控えめに光る白銀色は、なかなか
印象深いものがあります。 
この夏に出会えたのは、ミドリヒョウモンとウラギンヒョウモン。 
　ミドリヒョウモン（緑豹紋）Argynnis paphia 英 Silverwashed 　　　　　　
Fritillary  独 Keisermantel  
和名は、後翅の裏面が緑がかっているところから。緑褐色の地に銀色の縞が
斜めに３本。 
大型で、たしかに独名「皇帝のマント」のように目立つ。 
草原よりもどちらかといえば森林に棲むことが多いそうで、画像のミドリ
ヒョウモンも、鳥取県の扇山に近い森(サンコウチョウの囀りをはじめてはっ
きり聞けた）で撮影（6月末）。 
ウラギンヒョウモン（裏銀豹紋）Fabriciana adippe 英 High Brown       
Fritillary  独 Feuriger Perlmutterfalter 
後翅の裏の銀紋が真珠を散りばめたようにも見える。銀紋の背景に赤みを帯
びた部分があり、独名＝火のような（燃えるような）真珠母蝶のイメー
ジ？　画像は大山寺近くのウツギの花にいたもの（6月中旬）。 
※よく似たギンボシヒョウモン（銀星豹紋）Speyeria aglaja 英Dark Green 
Fritillary 独 Grosser Perlmutterfalter は、後翅裏の地色にウラギンヒョウモ
ンのような赤みはないそうです。
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ベニシジミとツバメシジミ
子どもの頃は、毎日のように見かけていたベニシジミ。あらため
て見ると、翅裏の、小さな黒い斑紋の散った朱色とベージュの配
合などほんとにきれい。ツバメシジミというのも、ごく普通にい
る種類とのことだけれど、今まで名前もちゃんと知らなかった。
名前に「ツバメ」とつくのは、翅にごく小さなしっぽのような突
起（尾状突起）があるから。♂の翅表面は、かすかにグレーが
かった薄い青紫、♀は黒褐色。ひらひら舞う藤の花のように飛ぶ
のをカメラで追いかけても、なかなか留まってくれず、やっと追
いついても翅を閉じたままだったり。なんとかKAZEさん、ブ
ルーの♂を撮影。シジミチョウ類は小さくて顔も可愛く、見るか
らに妖精のイメージのものが多いようです。（撮影：４枚目
KAZE) 
ベニシジミ（紅小灰蝶）　Lycaena phlaeas   英 Small Copper  
独 Kleiner Feuerfalter ヒメジョオンの花で。６月頃。英名：小さ
な銅（あかがね色？）、独名：小さな火蝶、いずれも小さな火の
妖精を思わせるような。 
ツバメシジミ（燕小灰蝶）　Everes argiades  英 Short-tailed 
Blue 独 Kurzschwaenziger Blaeuling　花をいっぱいつけた萩の
繁みを飛び回ってました。英名、独名とも、小さなしっぽの青、
と文字通り^^
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ジャノメチョウ・ヒカゲチョウ

夏の名残の蝶たちをもう少し。 
ジャノメチョウの仲間は、翅の表も裏も地味～な色合い、でも、枯
葉・朽ち葉や、樹皮や木目、岩肌などを思わせる翅裏は赴きがあり、
特徴あるあの眼玉模様（眼状紋）も、黄色に縁取られ、中心は秘かに
光る星のような青だったり、目玉の数も種類によっていろいろで(ぱっ
と見ただけではほとんど区別つきませんが）、擬態といった意味合い
以上におもしろいです。 
ジャノメチョウ(蛇目蝶)　Minois dryas 英：Driad  独 : Blauäugiger 
Waldportier  日本と、南から中部ヨーロッパに生息。学名はギリシア
神話のミノス王の娘（つまりアリアドネ）、そして森の精ドリアード
（dryas の複数＝dryades）にまつわる、なんとも奥深い命名。独名の
青い眼の森番（森の守護者）というのも言い得て妙、というのか。翅
裏は、葉脈の浮き出た枯葉に、見え隠れする青・・(撮影：KAZE 8/25） 
ヒカゲチョウ（日陰蝶）Lethe sicelis これは日本固有種とのこと。学
名はシチリアの？レテ（ギリシア神話の、冥界の忘却の川）と謎めい
た感じ。日なたで^^かなり明るめに写っていますが、名前の通り、曇
りの日や夕方に飛ぶことが多いとのこと。翅の表面はほとんど無地だ
けれど、砂地のような（流砂紋？）裏面はとても渋い感じ。（撮影：
KAZE 8/25) 
ヒメウラナミジャノメ（姫裏波蛇目）Ypthima argus やはりギリシア
神話の、百眼の巨人アルゴスにちなむ学名。後翅裏のさざ波模様は繊
細だけれど、たしかにあやしい目玉がいっぱい（よく似たウラナミ
ジャノメは、少し大きめで、翅裏の目玉の数が全部で３個）。５月に
ヤブデマリの白い花にいたのと同じ個体ではないと思いますが、ほぼ
同じ場所でイヌビワの実にしっかりくっついてました^^。目玉模様も
どことなくユーモラス。(撮影：yucca 8/25) 
イヌビワ：実のかたちのように（びわでなく）イチジクの仲間だそう
で、小さな赤い実が多数（熟すと黒くなる？）。
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ヤマトシジミ

ようやく雨も止んだ遅い午後、ひさしぶりに吉備国分寺あたりへ。上空の
厚ぼったい雲はやや重苦しくも、気温は下がって、みずみずしい草の茂る
野道を辿るのも心地よく、蝶や蜻蛉などゆっくり眺めることができまし
た。お目当てのひとつ、ヤマトシジミは片方の翅の幅１㎝あるかなきか
の、ごく小さなシジミ蝶。日本ではごく普通に見られるとのこと。ちらち
らと控えめな灰青色で飛び交う姿は、子どもの頃からお馴染みだった気は
するものの、あまりの小ささに、あえて気に留めなかったような。先日ツ
バメシジミをはじめてちゃんと見ることができて、日本で普通に見られる
青色系のシジミ蝶は、ヤマトシジミ、ルリシジミ、ツバメシジミの三種、
と知り、あらためてヤマトシジミを間近に見たい気持ちになってたとこ
ろ、期待以上にたくさんの出会い。道沿いの草地にかがむと、低く飛ぶ姿
がいくつも見え、ただ、留まってもなかなか翅を開いた姿は見られず・・
しばらく歩き回って、少し薄日の感じられる頃、水路の石垣で、翅を開い
た♂を発見。くすんだ灰色に縁取られ、黄昏れの空のような翳った淡青
色。肉眼で見ても、小さな翅は微光を放っているようでした。よく見る
と、眼も半透明のグレーで、魅惑の？眼差し（^^）。よく似たルリシジミ
は、ヤマトシジミより少し大きめ、木の上方を高く飛ぶ傾向があるほか、
眼が灰色でなく黒いのだそう。 
 撮影：KAZE/yucca  9/7 
ヤマトシジミ（大和小灰蝶）Pseudozizeeria maha  英：Pale Grass Blue  
幼虫の食草はカタバミで、都会の道路沿いや花壇でも、カタバミが生えて
いればこの蝶が見られることが多いとか。この日もカタバミの混じった草
原にたくさんいました。これから晩秋にかけても見られるとのこと。♀の
翅表面は暗褐色。



yucca-note 2013.9.12
☆シオカラトンボ・ショウリョウバッタ（吉備路散歩その２）

草のなかに丸いきのこがぴょこぴょこ・・ 
そばにひっそり、大きなショウリョウバッタ（精霊飛蝗＾＾） 
シオカラトンボのがムギワラトンボというのは、子どもの頃に知って
いたけれど、羽化してしばらくは、もも麦わら色（ムギワラトンボ）
で、成熟したの複眼は緑色だそう。ヤマトシジミのそばに飛んできた
の眼はきれいな緑。蜻蛉玉。
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キンミズヒキ
この夏、とくに親しみを覚えた野草のひとつがキンミズヒキ。実
家の庭のいたるところに生えていて（今回はこれでもかというほ
どヤマトシジミが飛び回り^^;）、初夏の頃、生え始めの柔らか
な緑色の若い葉が、細やかな鳥の羽を束ねたようなのに心惹か
れ、その後暑さが増すに連れ、長く伸びた花序に小さな黄色い五
弁花がたくさんついて、繊細な華やぎ。気づいてみれば、今まで
気づかなかったのが不思議なほど、随所で見かけます。水引草と
言えば、水辺などで見かける、細い茎に赤い粒のような花をつけ
るミズヒキ、これはタデ科で、黄色い花のキンミズヒキはバラ科
とのこと。タデ科のミズヒキがごく小さな赤を点々と灯して、
細々と立ち上がっているのを見るたび、立原道造の詩「のちのお
もひに」の、「水引草に風が立ち」の節を思い出すのは、亡き母
が立原道造の詩が好きで、よくこの一節を口ずさんでいたから。
最近知ったこのキンミズヒキも、ほっそりした黄色い花穂が風の
なかでいくつも揺らいでいたりすると、草花と光と空気との微細
な交歓を見るようで、新たな水引草体験というのか。可憐な印象
の花も、房つきの円錐型の実になると、いわゆるひっつき虫と化
し、長い茎にびっしりついて、９月ともなれば、ちょっと触れた
だけで、房状の刺毛でしっかり衣類にくっつき、軍手にもびっし
り、ニットなどは悲惨なことに。放置するととめどなく増えるの
で、少しずつ間引いたり、刈ったりするけれど、若い芽は食用に
なるほか、多くの雑草と同じく、このキンミズヒキにも薬効があ
るそうで全草を天日干しして煎じて用いるようです（止血、下痢
止めなど）。薬草として、竜牙草、仙鶴草、といった呼び名があ
るとか。 
この一角では、ヨモギ、ツユクサ、プランターからはみ出して野
生化したミントなどに混じって、イノコズチ、センダングサ、な
どなど、秋口にひっつき虫化する草たちが増殖中。イノコズチ
（猪子槌）の根が、生薬の牛膝（ごしつ）というのは、目からう
ろこ。画像：8/14 
　キンミズヒキ（ 金水引）　Agrimonia pilosa
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ヒメアカタテハ
9月８日の散策覚え書き。総社市の小さな湿地。重陽前日、午後になると
日射しも秋めいて、山萩は小さな花をたくさんつけ、女郎花（オミナエ
シ）の黄色が草陰にちらほら、桔梗はもう萎んでいたけれど、背の高いサ
ワギキョウの深い紫、葛は繁茂してアーチ状になり、登り藤型の紅紫の花
房から、深みのある甘美な芳香が漂い、藤袴（フジバカマ）によく似たサ
ワヒヨドリの花には、いろいろな蝶や蜻蛉が戯れてました。先日見たアカ
タテハにまた会えた、と思ったら、アカタテハより少し小さなヒメアカタ
テハ。オレンジ色は、アカタテハよりも少し薄いけれど、後ろ翅表面の付
け根もオレンジ色で斑紋が多いので、華やかに見えます。9/8撮影：KAZE 
（４枚目のみyucca ）５枚目はアカタテハ（昨年8/5大佐山にて） 
　ヒメアカタテハ（姫赤立羽） Cynthia cardui (Vanessa cardui)　 
　　英：Painted Lady　 独：Distelfalter(アザミ蝶） 
　　全世界的に分布し、大群をなして海を渡るので有名。秋に多い蝶。 
      学名のcardui もアザミ（carduus）から。
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マユタテアカネ？・キマダラセセリ

9/8の散歩記録その２。 
この湿地では、夏にかけて、全長２㎝そこそこの（シジミ蝶くらいの）赤とんぼ、ハッ
チョウトンボも生息していて、数年前にはじめて見て（最初は目をこらしてもなかなか見
つけられなかった）わくわくしたものですが、今年はタイミングをはずして会えずじま
い。 
この日見た赤とんぼはふつうの大きさですが、ひときわ鮮やかな赤。赤とんぼの識別はな
かなかややこしく、たぶんマユタテアカネ（オス）かと。大きな複眼はメタル光沢、翅脈
の細やかな透明な翅のかさこそとした質感。 
セセリ蝶の類は、小さな茶色っぽい地味な蝶で、識別はめんどうなのでさらっとしか見な
い・・ことにしていたのですが（＾＾；、目が大きくて顔がかわいいし、初めて見たこの
キマダラセセリ、西日を受けて茶色に黄色の模様が鮮やかに映え、前翅を半開き、後ろ翅
を水平にするセセリ蝶独特のとまり方もきまっている・・嬉しい出会い。　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撮影：yucca 
　マユタテアカネ　Sympetrum eroticum　 
   キマダラセセリ　Potanthus flavum



yucca-note 2013.9.26
湿原の植物とトンボたち

9/23秋分の日、久しぶりに鯉が窪湿原（哲西
町）。昼下がりの日射しは強く気温は３０度近
かったけれど、初秋の湿原植物、いろいろなト
ンボたちを見ながら池の周囲を巡る数時間。ア
ケボノソウは浅緑と黒の斑点を散りばめた涼や
かな白い花をたくさんつけ、シラヒゲソウもま
だ咲いていました。いたるところに赤やオレン
ジ系のトンボが飛び交い、水面には大きめのヤ
ンマ、一頭が岸に近づいたと思ったら産卵を始
めました（オオルリボシヤンマ）。ビッチュウ
フウロの薄紅色のそばには、ほっそりひっそり
とイトトンボ。青～緑のメタリックな燦めき。
（イトトンボの種の同定は現在お手上げ状
態・・）



yucca-note 2013.9.26

飛翔する宝玉？ギンヤンマ・チョウトンボなど
この夏、７月と８月に見ることのできたその他のトンボたちの画像です（主
に自然保護センターにて）。（撮影は今回すべてKAZE) 
トンボ類の特徴は、なんと言ってもあの複眼。一万個以上の、小さな粒々の
ような個眼の集合体・・！とんぼのめがねは水いろめがね　青いお空をとん
だから・・♪の歌なども思い出しますが、種類によって、そして光の具合に
よって、色合いも、輝きもさまざま、内部にいろいろな紋様が透けて見えた
り、と、まさに元祖蜻蛉玉◎◎。蝶が飛ぶ花（翼ある花）なら、トンボは飛
ぶ宝石、と言われたりするというのも肯けます。 
さまざまな色彩にきらめく蝶や蛾の翅に現れる現象が、R・シュタイナーの
言うように、宇宙への霊化の最初の段階（GA230 第５講など)なのだとすれ
ば、蝶よりもがっしりした体つきに、体のわりに華奢な、鱗粉のないほとん
ど透明な翅を持ち、水中で幼虫の時を過ごすトンボは、光の存在であるとい
う蝶たちよりももう少し、重力圏に下降した存在なのでしょう。トンボが卵
からヤゴを経て成虫になるまでの期間は、種類によって異なるそうですが、
水中で過ごし、終齢幼虫となったヤゴは、食べるのをやめて水中から体を乗
り出し（完全に水から出るものも）、じっと静かに羽化の時を待つ・・小さ
かった眼が徐々にふくらんで、透明感と輝きを増していき、やがてりっぱな
複眼となる・・羽化と同時に、色彩のゆらめく複眼が結晶化するとも言える
でしょうか。 
青虫や毛虫からさなぎを経て蝶や蛾となる鱗翅類をはじめ、トンボやセミ、
甲虫、などなど、メタモルフォーゼする昆虫たちはたしかに、闇を経て光
（宇宙）へと羽ばたく存在。そして、飛翔するものたち、蝶など昆虫類（と
鳥類）の活動はいわば、地球生命圏をめぐる精神活動（蝶類は宇宙の記憶、
鳥類は宇宙の思考）を具現している、というのも、ある種詩的な神秘学的事
実として、思い描くことができるように思えます。



yucca-note 2013.10.6

ゴイシシジミ・ホタルガなど
２週間前、秋分前日の（自然保護センター）散
歩メモ。 
あちこちに燃え立つような彼岸花。地中から
すっと伸びる茎の先の火花。 
小さな蝶にも注目するようになって、野鳥観察
が主目的のときより、目線がかなり下向きに
なっているようです。初めて見たゴイシシジミ、
ほの暗い木陰近くを飛び回り、なかなか留まら
ないのをじっと待ち続け。全体に地味な色合い
でも、白地に名のごとく黒い碁石のような紋様
が散った翅裏はなかなかシック。幼虫はタケ科
植物に寄生するアブラムシ類を食べ、成虫もア
ブラムシの分泌液を吸うという肉食系＾＾ 
鮮やかなレモン色のキチョウは地面で吸水。 
色合いがホタルに似たホタルガは、くるくると
モビールのように飛び回り、小さな赤い頭、た
たんだ翅は白い紋様のある黒いマントのよう、
ファンタジーの魔術師めいたいでたち。 
萩の繁みにいたツバメシジミはあいかわらずか
わいらしい姿。 



yucca-note 2013.10.6

ホウジャク・オオセイボウ
ちょっと変わり種の昆虫２種。どちらも特に珍しいというわけではありませんが、
見るほどに興味深い生きものです。 
はるか昔、愛媛県松山市での小学校時代、花の回りをぶんぶん飛び回るオオスカシ
バをはじめて見たとき（そのときは名前ももちろん知らず）、透明な翅を急速に動
かして飛んでいるため、ほとんど胴体（緑地に、赤、黄、黒の目立つ縞模様）だけ
が宙に浮かんでいるように見えて、びっくりして眺めていた記憶がありますが、昨
日夕刻、実家の庭の芙蓉の花に、オオスカシバが次々にやってきました。うなるよ
うな羽音と黄色がかった太い胴体のシルエットに、一瞬スズメバチ？と身構えまし
たが、見るとなつかしいオオスカシバ。写真を撮ろうと近づくと、ささっと逃げら
れてしまいました。 
画像は、先月８日に総社市の湿地で見たものですが、翅が透明ではなく、たぶんホ
ウジャクかと。もっともオオスカシバも、羽化直後は翅に灰色の鱗粉があり、飛び
立つときに鱗粉が落ちて透明になるそうですが。ホウジャクの仲間は、よく似たも
のが多く、飛んでいる画像だけでは種の同定は無理のようで（最初ヒメクロホウ
ジャク？と思いましたが、よく画像見ると腹部の模様が違うような）、とりあえず
ホウジャクの仲間ということで・・。ヘッセの『晩夏の蝶』の詩にも、「臆病なホ
ウジャク」[Der scheue Taubenschwanz]と歌われてます。 
ホウジャク（蜂雀）　Macroglossum stellatarum   英：Humming-bird Moth   
独：Taubenschwanz＝鳩の尾 
　ホバリング（停空飛翔）しながら、長い口吻を伸ばして吸蜜する姿は、　ハチド
リを思わせ、英名は文字通りハチドリ蛾。 
　独名は、腹部先端の扇状に広がる尾毛を鳩の尾に見立てているようです　が、腹
部から尾にかけての曲線など、ちょっとエビやシャコのようにも　見えたり（＾＾ 
　蜂と鳥と蝶の要素を兼ね備えたような昆虫で、熱、光、空気といったエ　レメン
トの微妙な配合というのか、差異化しつつ複合的に働きかける造　化の妙、といい
うのか、そんな計らいを感じさせられます。 
オオセイボウ（大青蜂）Stilbum cyanurum　 
　はじめて見てびっくり、息を呑むほどきらきらと鮮やかなメタリックな　青
緑・・！ 
　ホウジャクやヒメアカタテハ、さまざまなセセリ蝶などと同じ花（サワ　ヒヨド
リ）で吸蜜していました。幼虫は、ドロバチ類（スズバチ、エントツドロバチな
ど）の幼虫に寄生　するそうです。 
　いろいろなニュアンスの青や緑の光沢は、藍銅鉱（アズライト）や孔雀　石（マ
ラカイト）の入り混じった、銅の二次鉱物のきらめく鉱脈など連　想したり・・。
地中に隠された金属が漂い出て凝縮したかと思うような　昆虫。 
撮影：KAZE　9/8 



yucca-note 2013.11.6

秋の木々
10月27日県北の森林公園にて。マユミ（ニシキギ科）
の木の赤い実がそれはそれは見事でした。マユミ（真
弓）は、粘りがあって丈夫なこの木から弓が作られた
たことから。ピンクがかった紅い実が４つに割れ、中
には鮮やかな朱色の種子・・。ひんやりと透明な空気
のなか、さまざまに色づく木々の葉や実を楽しみつつ
散策。あちこちで、愛らしいおしゃべりのようにも聞
こえるコガラの声。標高1000メートル近くの稜線まで
登り、露出した根にいつも見入ってしまう美しいブナ
林の山道をしばらく辿り、再びマユミ園地に降りる
と、晴れ間が広がって、赤い実はいっそうあでやかに
燃え立つようでした。



yucca-note 2013.11.6

秋の木々
10月27日県北の森林公園にて。マユミ（ニシキギ科）
の木の赤い実がそれはそれは見事でした。マユミ（真
弓）は、粘りがあって丈夫なこの木から弓が作られた
たことから。ピンクがかった紅い実が４つに割れ、中
には鮮やかな朱色の種子・・。ひんやりと透明な空気
のなか、さまざまに色づく木々の葉や実を楽しみつつ
散策。あちこちで、愛らしいおしゃべりのようにも聞
こえるコガラの声。標高1000メートル近くの稜線まで
登り、露出した根にいつも見入ってしまう美しいブナ
林の山道をしばらく辿り、再びマユミ園地に降りる
と、晴れ間が広がって、赤い実はいっそうあでやかに
燃え立つようでした。



yucca-note 2013.11.7

リンドウにホシホウジャク
森林公園散策その２： 
雪解けの頃、ザゼンソウやミズバショウを見た湿原沿いの道に、
リンドウの株がいくつもあり、赤紫がかった茎の頂きと途中に、
深い青紫の花とつぼみをたくさんつけていました。五裂した花冠
の先も、細い葉先も鋭く尖り、全体に乾いた感触がどこか鉱物め
いていて、宮澤賢治（みちのくのノヴァーリス？）の『十力の金剛
石』の、「りんだうの花は刻まれた天河石（アマゾンストン）
と、打ち劈かれた天河石で組み上がり、その葉はなめらかな硅孔
雀石（クリソコラ）で出来ていました」という一節を思い出した
り（うつくしい本『賢治と鉱物』（工作舎）の見開きにも引用さ
れていた）。 
キキョウもリンドウも心ひかれる秋の花ですが、どちらも根が生
薬とされるのも興味深く・・竜胆（りゅうたん）として用いられ
るのは、トウリンドウの根だそうですが、リンドウの根も代用に
なるとか。 
帰りにもう一度リンドウのところを通ると、ホウジャクらしい蛾
が花の近くを飛んでいました。９月に総社市で見たものとは少し
ちがう感じ。10月末の山間部では、吸蜜できる花も残り少なく
なってきていてるせいか、近寄っても飛び去ることなく、茎にいく
つもついた花に順番に近づいては離れ・・・リンドウの筒状の花
は奥行きがあって長い口吻も届きにくいのか、上向きの細長い鐘
形の花にすっぽりと入り込んで、じっと静止してくれることしばし
ば。おかげで翅の模様が比較的よくわかる写真も撮ることができ
ました。飛翔しているときには目立つ、後翅のオレンジ色の部分
も、翅を閉じているとほとんど隠れてしまうものの、褐色の濃淡
のうねるような模様と、青紫のリンドウの取り合わせ、心ひかれ
るものがあります。静止した画像からすると、たぶんホシホウジャ
クと思いますが、よく似ているというクロホウジャクとの違いが
いまひとつわかりにくい==;; いずれにしてもそう珍しい種類では
ないようですが、リンドウの花に頭を突っ込んで逆立ちした姿は
ユーモラスで、焦って写真撮りながらも楽しい時間。撮影：yucca 
ホシホウジャク（星蜂雀）Macroglossum  pyrrhosticta



yucca-note 2013.12.3

晩秋の囀り：ルリビタキ
久しぶりに玉野市の公園で遅い午後の散策(11/23)。 
花崗岩の露出した山肌を遠景に、赤、橙、黄のさまざまなグラデーション、目に染みる彩り。 
遊歩道沿いの斜面の上方からかすかに、聞き慣れない鳥の声。 
ジョウビタキに似たヒッ、ヒッ、ヒッ・・に混じって、 
ピッチュチュリ、チュリリリ・・・と高音から下降する繊細なさえずり。 
よく晴れて日中はかなり暖かいとはいえ、11月下旬にさえずり？といぶかりつつ、口笛で小さくま
ねしたりしながら山道を登っていくと、 
だんだん近くなり、紅葉した枝にルリビタキの姿・・！ 
しばらく頭上で声がしていたのに、葉陰に紛れて見つけにくく、 
私に見えたのは一瞬シルエットだけ。 
KAZE撮影写真には、一応きれいなブルーの（オス）が写っていましたが、ピンぼけ++; 
脇のオレンジ色が周囲の色づいたもみじ葉に連なり、後で知った原石鼎の句「瑠璃鳥の瑠璃隠れた
る紅葉かな」そのままの世界。 
色づく秋の森に響く囀り、澄んだ鈴の音か銀の笛か、細りつつ伸びる顫音の余韻・・ 
別の場所でも同じような声が聞こえ、林縁の木の間を複数が飛び交い、 
今度は何度も近くの枝に姿を見せてくれました。 
画像は、まだ若いオス（メスと同じく体色はオリーブ褐色だけれど、 
翼の肩のあたりが青みを帯びる）と見え、 
ヒッ、ヒッ…、（翼をばたつかせて）カッ、カッ…、 
合間にピッチュチュリ・・ 
鮮やかな青の、成長したオスの姿も見え、縄張り争いなのか、恋の歌合戦のリハーサル？なのか、
ずいぶんにぎやか。 
「さえずり」とは繁殖期の主にオスの、特徴ある鳴き方のことなので、 
ふつう四国か本州中部以北の高山帯で夏に繁殖し、県内では秋、冬にしか見られないルリビタキ、 
姿は見えてもさえずりを聞くのは無理と思っていたのですが、 
去年あたりから、自然保護センターなどで秋でも時々さえずりが聞けると知り、もしやと期待して
いたところ、さえずる姿までしっかり見ることができて満足＾＾（日没近くで動画は無理でした
が）　撮影：KAZE 
R・シュタイナーは、四季の循環についての講義（GA223）で、 
鳥の歌声は、空気ならぬ、エーテル的なエレメントを通って 
宇宙にまで届き、その声の顫動がある限界に達すると、 
宇宙の神的・霊的な本性と結びつき、 
その神的・霊的な衝動とともに再び地球に戻ってくる（その作用で動物界の形成力が促進され
る）、 
古代の夏至の秘儀で奏された音楽や舞楽は、そんな鳥の歌を範としていて、 
それが詩や音楽といった芸術の起源となっている・・ 
といった意味のことを言っていたと思いますが、 
冬至はまだ少し先とはいえ、夏の夜の夢ならぬ晩秋の囀り、 
冬ならばこそ、注意深い内なる耳と、形成力豊かな思考を、と願いつつ。 
　ルリビタキ　Tarsiger cyanurus　Red-flanked Bush Robin



yucca-note 2013.12.10

翡翠（カワセミ）
いろいろな場所で何度も見かけるものの、近くでじっくり見る機会はま
だなかったカワセミ、ようやくゆっくり観察することができました^^ 
夏にギンヤンマやアカタテハを見た池のほとり、枯れたススキの穂の間
に見え隠れする鮮やかな青。水面に伸びた枝に留まってました。 
息をひそめながら見つめること数分間。今までは飛翔中の一瞬くらいし
か見たことがなかった背中のコバルトブルーがまばゆい・・ 
おなか側は暖かいオレンジ色、白い喉と後ろ首。翼の暗青緑色の間から
ちらちら光るメタリックな青。 
しっかりした長めの嘴、尾が思いのほか小さく短い感じ。 
嘴全体が黒いのでオス（メスは嘴の下側が赤みを帯びる） 
最近は水質改善などで、住宅地の川などでもよく見られるようですが、
やはり会えるとうれしい青い鳥。　　　　　撮影：KAZE  12/8 

  カワセミ　翡翠　Alcedo atthis 　英 Common Kingfisher   
　 独 Eisvogel 
   宝石名の翡翠（ひすい）はこの鳥の名から。 
「翡翠のかんざし」とは、カワセミの羽のような光沢のある、いわゆる
「みどりの黒髪」のこと。 
　独名 Eisvogel（Eis=氷　Vogel=鳥）の由来については諸説あるらし
く、古ドイツ語のeisan（schillern =虹のように いろいろな色にきらめ
く、glaenzen= 輝く）に由来するとか、背中の羽色がeisblau(氷のよう
な？緑がかった青）だからとか、氷や雪の上で目立つから、などなど。 
  また、Eisはもとは Eisen=鉄で、鉄の鳥（背中の青が鋼鉄色、腹部の橙
色が赤さび（べんがら）色）という意味だったとも。



yucca-note 2013.12.14

鴛鴦（オシドリ）
ルリビタキのさえずりを聞いた翌日（11/24)、以前きれいなヨシガモなど見かけ
た池に、夕刻ちょっと立ち寄ってみました。 
ごそごそと車から降りていると、先に降りてカメラでのぞいていたKAZEサン、珍
しいのがいる～！と。 
双眼鏡で見てびっくり、わ～、オシドリ・・！＊o＊ 
数年前から何度か、鳥取県日野町のオシドリ観察小屋から眺めたりしたことはあ
るものの、餌付けされていない野生！のオシドリを、事前情報なしに見つけるこ
とができるとは思っていなかったので、驚きながらわくわく・・ 
岸からかなり遠く、日没も近く、双眼鏡でもすごくクリアに見えたとは言い難い
けれど、紛れもないオシドリ・・ 
カルガモやヒドリガモ、カイツブリなどに混じって、雄５羽、雌１羽の小群。 
岸から一部が水面に浸かるほど傾いた大きな樹の陰が、カルガモたちと共通のね
ぐらになっているようで、 
カルガモたちはそこであまり動かず、もうお休み状態。 
オシドリたちは、木の陰に出たり入ったりかなりせわしなく（日中は休息し、夕
方に食餌など活動的になるらしい）、 
帆掛け船のように銀杏羽を立てい、華やかな色合いの雄（まさに満艦飾？！）５
羽に、 
地味な色彩でもつぶらな目の表情が愛らしい雌１羽。 
雌を囲んで５羽が旋回したり、一定の距離を保ちながらしずしず進んだり・・・ 
徐々に夕陰の色深まる水面上の、ひっそりと幻想的な輪舞を見るような。 
夢中で見つめる間にもどんどん日は暮れて、写真撮るのも限界になりましたが、
思いがけずラッキーな出会いに感謝。 
撮影はKAZE（土居譲二）。11/24　 
　オシドリ　鴛鴦　Aix galericulata　英: Mandarin duck    
　　　　　　　　　　　独: Mandarinente 
　分布は東アジア（中国南東部、ロシア南東部、朝鮮半島、日本など）の　み。
イギリスなどでは輸入・飼育され一部が野生化したとか。 
　英名、独名のMandarin（マンダリン） は、中国清朝末期の官人、 
　または中国原産のみかん近縁の植物（またはその実のような色＝マンダ　リン
オレンジ、雄の銀杏羽の色？）のこと。 
　美しい羽のため乱獲された歴史が。
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鴛鴦（オシドリ）その後
初めてオシドリを見た２週間後、今度は昼過ぎに同じ池に出かけてみる
と・・５羽いた雄は１羽のみになり、雌とペアになった様子。 
ほかの雄はどこに去ったのか姿も見えず・・ 
ほかにはカルガモ、バン、カイツブリ、 
前回は見かけなかったヨシガモも雄雌数羽ずつ。 
まだ時間が早いせいか、オシドリペアも 
池の中心には出て来ず、倒れかかった大木の陰を見え隠れしながら 
泳ぎ回っていました。 
その後カワセミを見て、あざやかな青の余韻さめやらぬまま 
もう一度池の岸に立ち寄ると、やはり木の陰近くをあまり離れず。 
夕闇迫るなかで、水面近い幹に絵のように寄り添っていたり。 
おしどり夫婦の言葉通り、仲睦まじい様子は微笑ましいのですが、 
ほかの多くのカモ類と同じく、オシドリペアも産卵までは一緒に 
行動しても、抱卵、育雛は雌のみが行い、雌が抱卵を始めると、 
別の雌とペアになる雄の観察例も多いとか（＾＾： 
カモ類の多くは、繁殖期の雄が華やかな色合いの羽で雌にアピールする 
（カルガモは雄雌ほぼ同じ）のに対して、 
コハクチョウやマガンの仲間は雄雌同色で目立った差がなく、 
こちらは産卵後もペアを解消することなく、両親と幼鳥で行動する、 
というのも興味深いところ。 
撮影はKAZE（土居譲二）12/8
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雪の後
2月９日、玉野市の公園。マンサクの花がたくさん咲いていまし
た。柔らかい黄色の、ひも細工のような花。満開を過ぎた山茶花
が雪の残る地面に散り敷いて、花崗岩ごろごろの斜面にも、白が
ちらほら。
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ビンズイ
松林の地面にはビンズイの小群。前にも何回か見かけましたが、こ
の日は一番多く５，６羽ほど。ささ～っとすばやく動いては、虫ら
しきものをついばんだり。全体にオリーブグリーンの色合いは地味
ですが、喉からおなかにかけての白っぽい地に黒い縦斑はわりに目
立ちます。落ちている赤い実はたぶんソヨゴ。ふつう小鳥は木の枝
に留まっても、枝上を歩くことは 
できないけれど、このビンズイだけは横枝の上を歩くことができる
そうで、そういえば松の枝の上を移動しているのを見た記憶が・・ 
冬は平地近くに降りてくるので、このあたりでもよく見かけます
が、夏のさえずりを聞くには、もう少し標高の高い山地に行かない
とだめなようです。　                                                              
　　ビンズイ　便追　Anthus hodgsoni  英：Olive-backed Pipit 
ついでに^^;、近くにいたシジュウカラとヤマガラ、そして、まるで
チェシャ猫みたいだった猫。 
撮影はKAZE（土居譲二）2/9
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アトリ
ここ数年、ちらっと見かけるくらいで、あまりじっくり見る機会に恵まれ
なかったアトリ、数羽の小群のうち、オス一羽がようやく写真撮れるくら
い、椿の枝に留まっていてくれました。黒っぽい頭にちょっといかつい顔
立ちだけれど、肩から胸のあたりのオレンジがかった色が美しく、翼のあ
たりの模様も複雑で印象的（雌は全体に色が薄く茶色っぽい）。小群が地
面からふわっと飛び立っては枝に留まるようすは、秋色の枯葉が、重力か
ら一瞬解き放たれて木にもどるような・・ 
前に枝や葉っぱがあっても、こちらが動くと飛び去ってしまうし、なかな
か撮影は困難ですが、風を孕んで羽がふわ～んとなったところは、嬉しく
なってしまう可愛さでした（2/11 撮影/土居譲二　５枚目のみ私） 
ユーラシア北部で繁殖、冬鳥として日本に飛来、数は年によって変動があ
り、数十羽くらいの群れは、以前県北で見かけたことはありますが、時に
数千から数十万羽の大群になることもあるとか。 
日本書紀にもアトリについて記述があるそうで 
天武天皇七年に、「十二月癸丑朔己卯、臘子鳥、弊天、自西南飛東北。」 
（臘子鳥（あとり）、天（あめ）を弊（おお）ひて、西南より東北に飛
ぶ） 
二年後の九年十一月には、「辛丑、臘子鳥蔽天自東南飛以度西北。」 
今度は、東南より西北に飛ぶ、と。 
天をおおうような、よほどの大群だったようです。 
　アトリ　花鶏、臘子鳥　Fringilla montifringilla　英：Brambling  独：
Bergfink/Nordfink


