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yucca-note 2014.12.5

ツバメチドリ（燕千鳥）
先月久しぶりに立ち寄った笠岡市で、珍しい鳥と遭遇しまし
た。ツバメチドリ（Glareola maldivarum）。しばしば鳥見に
出かけるようになった頃、ビギナーズラック的に岡山市内の
田んぼで出会って以来６年あまり・・この時は夏羽(画像5,6枚
目）で、嘴の付け根の紅い不思議な顔を双眼鏡で見て驚き、
ふわっと飛んだ姿がまさに燕で、思わずツバメチドリ～！と
口走ったのでしたが（＾＾：）、この時期冬羽の姿に出会え
るとは、嬉しい想定外・・嘴に夏のような紅い縁取りはなく、
全体に地味な色合いでしたが、あまり警戒しているようすも
なく、羽毛をふくらませた丸っこい正面姿、S字曲線を描く見
返りポーズ、ちょっとりりしい横向きの姿など、車内からし
ばらく楽しませてもらえ、日々ついいろいろと重くなりがち
な気持ちも上向いていく時間。絶滅危惧種（2006）とのこと
ですが、最近目撃数が増えているようでもあり、生息環境が
改善しているのかどうなのか。。

photo: 土居譲二　1-4枚目 笠岡市（2014/11/23）　5,6枚目 
岡山市（2008/5/31)



yucca-note 2014.12.10

かよふ千鳥の…（イカルチドリ）
またまたチドリですが…（・・；）ツバメチドリを見る前
に、尾道の街外れの川沿いでカモたちなど眺めているとき、
岸の遊歩道にいたチドリたち。最初、たぶんコチドリじゃな
いくらいはわかったけれど、名前はわからず…でしたが、イ
カルチドリ（鵤千鳥・斑鳩千鳥　Charadrius placidus）のよ
うです。ツバメチドリのように珍しいわけではなく、コチド
リのような夏鳥でもなく通年見られる種類ですが、今まで観
察した記憶なし。

この時はちょうど正午すぎ、小春日和の陽光のなか、向こう
岸には大柄なダイサギやアオサギが佇み、川面にはたくさん
のヒドリガモが浮かび、そして下の岸にはハクセキレイとイ
カルチドリが遊ぶ・・というのどかな風景。カモたちの声に
紛れて？チドリの声はあまり聞こえませんでしたが、最近の
凍てつく夜には、北原白秋作詞の「ちんちん千鳥の啼く夜さ
は、啼く夜さは、硝子戸しめてもまだ寒い、まだ寒い。」の
歌が身に浸みてくるよう…

ハクセキレイと全長（嘴から尾の先までの長さ）は約21㎝と
変わらないのに、尾羽が長く細身のハクセキレイよりずいぶ
ん大きく見えます（画像３枚目）。

画像４枚目は右側が成鳥、左が幼鳥（全体の色合いが薄く、
額の部分が黒くなっていない）のようです。

よく似たコチドリ（小千鳥、Charadrius dubius）は、全長
16㎝（スズメくらい）で日本のチドリ類のなかでは最小。目
の回りをぐるりと囲む黄色いアイリングが目立ちますが（画
像５枚目 今年春に見たもの）、イカルチドリはそれほど目
立たず、嘴がコチドリより長い。

photo: 　土居譲二（1.4.5枚目）　土居由加（2.3枚目）
2014/11/23 尾道市

　　　 5枚目のみ2014/4/27 岡山市



yucca-note 2014.12.15
冬の鳥たち

投票後、しばしの鳥見散歩。昼下がりの日射しはあっても、時おり小雪混じり
の風が吹き付け、鳥たちもいつも以上にささっと動いているように感じました
が・・ジョウくん（ジョウビタキ♂ ）はいつも通りわりにゆったり付き合っ
てくれたような。消し炭のような銀灰色の頭でちょっとお愛想？　ルリビタキ
♀（若い♂かも）は真冬の陽を浴びて、鈴なりの実房（ハゼの実？）を揺ら
し（光が当たって目の回りの白がちょっとメジロ風◎◎）、サザンカ咲く道の
行く手を飛び交うエナガの群れの一羽。

photo:土居譲二　2014/12/14　岡山県和気町



yucca-note 2014.12.18

冬の彩り
冬枯れの景色のなかで、ガマズミ（Viburnum dilatatum)の紅い実が鮮やか。初夏の繊細な白い花
にも惹かれますが、半透明の瑪瑙のようなつややかな実は、瑞々しくいかにも美味しそう…実際
に食べられるそうで、薬酒にもされるのだとか。常緑のカシの木は寒風の中でも豊かに葉を茂ら
せ、まだ枝にたくさんどんぐりがついていました。たぶんシラカシ？（アラカシかも）。どんぐ
りの帽子の部分（殻斗 かくと）が輪を重ねたようになっているのも（ナラ類のどんぐりはうろこ
状）今まで知らなかったので興味深く、５枚目は別の木ですが、殻斗がいくつか枝に残っていま
した。

photo: 土居由加　2014/12/14 岡山県和気町



yucca-note 2014.12.25

ミヤマホオジロ
先月から何度か見かけるものの、枯葉が舞い上がるように姿を消して
いたミヤマホオジロ(深山頰白 Emberiza elegans）、冬至翌日の昼下が
り、ようやくゆっくり見せてもらえました。どこからともなく飛んで
きて枝に見え隠れしていた小群、そのうち３羽が地面に降りて餌探
し、見得を切るような仕草で首を傾げたりしながら、草の実か何かを
ついばんでは２，３歩進み・・という繰り返し。黒と黄色のコントラ
ストがはっきりした♂ばかり（♀は茶色と黄色）。小さなヴィオラの
花を連想するような彩り、冠羽のある頭や胸もとの黒の三角形の印
象、学名（種小名）に冠された「エレガンス」を知ってか知らずか
（？^^;）もったいぶったような動き（飛び去る時の素早さからは想像
しにくい）、と何度見ても楽しくなるお気に入り。シベリア南東部や
中国北東部、朝鮮半島などから渡ってくる冬鳥ですが、東日本より西
日本に多いとのこと。

photo：土居譲二（1-4枚目）2014/12/23　岡山県和気町



yucca-note 2015.1.5

水仙・南天
元旦の朝はいちめんの雪景色。降りしきる牡丹雪が止むと少しずつ朝の光。
水仙は細長い茎の先で雪帽子かむり、重みで俯く黄色い杯。冴えた芳香も
凍ったように漂わず…南天の葉の白雪に紅い実映えて、願わくは難を転じて
メタモルフォーゼ（・・；）遅くなりましたが、今年もよろしくお願いしま
す。

白い水仙の花の中央の黄色い部分は、副花冠というそうで、スイセン属の特
徴。ゲーテの『植物のメタモルフォーゼ試論』によれば、花弁の形成は拡張
によって起こるのに対し、副花冠は雄蕊と同様に収縮によって形成される、
というのも興味深いこと。 
南天の実は生薬とされ、そう言えば南天のど飴というのもあったような。
三分岐を繰り返す葉（三回三出羽状複葉）の形も魅力的。

2015/1/1 広島県尾道市



yucca-note 2015.1.10
アオサギ

日本のサギ類の中で最大のアオサギ（Ardea cinerea）。大きななりをし
ているのに（大きくて目立つからこそ？）警戒心が強く、かなり離れて
眺めていても、ばさばさっと飛び去ってしまうことしばしば。このあた
りでは一年中ごく普通に見かける種類で、この時も（先月ミヤマホオジ
ロを見る前）水辺に佇む姿に鳥写真の練習みたいなつもりでカメラを向
けたところ、折しも池の水面を渡る一陣の風・・風の動きに翼を膨らま
せ、結局飛び立ってしまいましたが、背中の繊細な飾り羽、翼の付け根
から風切り羽にかけての形態、淡い灰色からかすかに青を帯びた灰色、
黒という色彩の変化もおもしろく、ヒタキ類のような愛くるしさはない
ものの、白地にくっきりと黒い眉斑もなかなか味わい深い表情に見えま
した。

2014/12/23 岡山県和気町



yucca-note 2015.1.13

枯れ木に絹の空蝉？
すっかり葉を落とした枝に吊り下がる不思議な物体。青空を透かす冬枯れのな
かでも目につくかすかに光沢のある緑色、最初見た時は丸みのあるアーモンド
のような、横に回って見ると上の両端をつまんだ巾着のような形態。何か虫の
卵か蛹？？と思いましたが、よくわからず、蝶や蛾の越冬蛹など調べていてやっ
と行き着いたのが、ヤママユガ科のウスタビガ(Rhodinia fugax 薄手火蛾、薄足
袋蛾)の繭・・成虫は十月の紅葉の頃羽化し、その後の抜け殻がこれ。繭に産み
付けられた卵の状態で越冬し、幼虫はコナラ、クヌギ、サクラなどの葉を食べ
るそうで、この場所はまさにそういう植生でした。（子どもの頃見たオトシブ
ミなどの揺籃ー葉を巻いて作られた幼虫のすみかーも連想しましたが、揺籃の
素材は木や草の葉そのもの）

糸を吐いて繭を作りその内部で蛹になるヤママユガの仲間は、蚕の「家蚕」に
対して「野蚕」と呼ばれ、とくにヤママユ（天蚕）の繭から採れる絹糸は淡い
緑色光沢で珍重されるとか。このウスタビガの繭からは糸は採れないそうです
が、その形からヤマカマス、ツリカマス（カマスー穀物などを入れる藁ムシロ
の袋）、ヤマビシャク、ヤマビコなど、さまざまな呼称で知られていたようで
す。羽化後の中空の繭、金色を帯びた微光を放つ緑の繭は、まさに質料化され
た光で織られたような・・木枯らしの吹く頃羽化し、燈火にもよくやってくる
という成虫の姿も見てみたいものです。

2015/1/11　岡山県和気町



yucca-note 2015.1.21
冬木立

日暮れ近い西空に冬枯れの樹林。銅版画か細密画のような光景。微細に分
岐する枝は、だんだんと濃くなる夕闇の空にどこまでも伸びていくよう
で、眺めていると、暗い地中で同じように細かな根が広がっていくイメー
ジも鏡像のように浮かびます。丈高い樹幹の両端、空中に広がる枝と、地
中に伸びる根と（地中もまた、反転・内転した宇宙？）、こうして見ると
木はいかにも、天地につながり、天地の作用の結んだ像に思えます・・

2015.1.10 岡山市　木はフウ（楓）の類。葉も果実もほとんど落ちていま
すが、果実はウニのようなとげのある不思議な形（オーナメントにしたく
なるような^^)。シメやマヒワ、アトリなど冬鳥がよく来ていますが、こ
の時は見あたらず・・



yucca-note 2015.1.31
水鏡

半年ぶりの鯉が窪湿原散策。真冬は訪れるひとも少なく、池と湿地を
巡る遊歩道もひっそりとして、奥まった木道の上にはシャーベットの
ような積雪・・刺すような風はなく、空に腕を差し伸べるような枝振
りの木々。冷たく澄んだ水は底に沈んだ落ち葉を透かし、ときおりゆ
らぐ水面に映る水辺の木の影。水底を埋める落ち葉と水面の冬木立の
映像を同時に見るのは、遠近感の微妙な揺れというのか、不思議な視
覚体験でした・・

2015/1/25　岡山県新見市



yucca-note 2015.2.4
しら梅

実家の白梅がちらほら咲き始めていました。去年あたり
から、おっかなびっくり、伸びすぎて混み合った枝を
刈ったり（長い枝にはあまり花がつかず、梅切らぬ馬鹿
ということわざもあるそうで++；）など・・あまり蕾も
減っていないようすでひと安心。ごつごつした枝振り、
岩を連想するような樹皮（見るからに大地の一部のよう
な）に、冷気のなかでほころぶ香り高い小さな花は、ま
さに春の先触れ・・シジュウカラ、メジロ、エナガなど、
鳴きながらよく枝で戯れているのに、動き止まらずせわ
しなく飛び去ってしまい（-_-)、満開の花の蜜にメジロ
が夢中になるのはまだもう少し先のようです。

2015/2/1 尾道市




yucca-note 2015.2.16
ミヤマホオジロ、鈴なりスズメ

このところ何かと落ち着かずあまり散歩もできない日々でした
が、この週末はしばし鳥たちとの時間を楽しむことができまし
た。寒波の最中とはいえ、日中は寒さも和らぎ、日射しのなかで
鳥たちの声も動きも、少しずつ活発になってきているようで、ウ
グイスの初音の発声練習なのか、ほぉぉ・・ほ。。け。。(**;)と
いうような囀りの断片めいた声もかすかに。チッ、チッ・・とい
うアオジとよく似た地鳴きはミヤマホオジロ（Emberiza 
elegans1,2枚目♂　3,4枚目♀）。花芽の目立ち始めた桜の枝で
くつろいでいるようす。小さな蕾をたくさんつけた紅梅の枝に
は、スズメ(Passer montanus)の群れ。真冬の冷気を残した風が
吹き付けると、枝の揺らぎとともにさんざめく声の余韻。

　　photo 1,2枚目 土居譲二　　3,4,5枚目 土居由加 
　　　2015/2/14 岡山市龍ノ口山周辺　



yucca-note 2015.3.4

鶯初音、アオジ、アトリ、アセビ・・
天候が変わりやすいこのところ、逃げる２月の最終日の散策。春めい
た日射しのなか、鳥たちの動きも活発になり、シジュウカラは元気に
さえずっていました。ウグイスはちょっとおぼつかない谷渡りの部分
（ケキョケキョ・・・）の後、おもむろにほ～ほけきょ♪。ややせっか
ちな歌い方が微笑ましく、季節初めに聞くのはやはり新鮮。お馴染み
の冬鳥たち、アオジ(Emberiza spodocephala画像1枚目♀)やミヤマホ
オジロ（Emberiza elegans 画像2枚目♂)の黄色が際立ち、秋の初め以
来のアトリ（Fringilla montifringilla 画像3,4枚目♀)の姿も（地面でしき
りと採餌した後ほわっとした表情^^）。

ひと月前にはほとんど蕾だったアセビ（Pieris japonica)が満開、先の
すぼまった鈴蘭型の小さな白い花が無数に吊り下がり、花の紅い種類
もありました。有毒で馬など家畜が食べると中毒するので「馬酔木」
と書かれるとのことですが、野生動物は食べないそうで、奈良公園な
ど、鹿に食べられなかったアセビがみごとな群落を作っている所が多
いのだとか。Pieris（ピエーリス）は、ギリシア神話のムーサ（詩文の
女神）と関係が深いというのも（ムーサと同一とされたり、オヴィ
ディウス『変身譚』では、ムーサと歌を競って負け、カササギの姿に
変えられた娘たちのことだとか）、ちょっと興味をそそられます。。

photo： 　土居譲二（1,3,4枚目）　土居由加（2,5,6枚目）

2015/2/28 　岡山県和気町



yucca-note 2015.4.5

重力、桜花、ツグミの歌始め・・
身に浸みる重力体験（本やら石やら延々と続く
荷造り箱詰め・・）が続いておりましたが、３
月末より高知在住となりました～（＠＠；）来
た当初七分咲きくらいだった近所の桜も、ここ
数日の風雨のなか今朝はもう緑が芽吹き、早朝
さえずりに近い声を発していたツグミたちもそろ
そろ渡去したのか、姿を見かけなくなり、イワ
ツバメの飛翔が目立ってきました。 
画像は３月３０日。



yucca-note 2015.4.8

イシガケチョウ＋ナナホシテントウ
☆イシガケチョウ＋ナナホシテントウ

数年ぶりの牧野植物園。ときどき小雨ののち、かすかに日
射し。春の花々の園で、ルピナスの葉の上の水滴とハチな
ど撮ろうと苦心していると（^^;)、ひらひらと白いシルエッ
ト・・イシガケチョウ（石崖蝶/石垣蝶 Cyrestis 
thyodamas)でした。稀少種ではないものの、瀬戸内では今
まで数回しか私は見たことないのですが（分布は近畿地方
以西だけれども年々北上しているとか）、白地に独特の紋
様は印象的。最初紅いルピナスの花、そのうち白いビオラ
に移って、かなり長い時間吸蜜。眼は上半分がベージュに
下が淡い草色・・！小粋な線描のようにも、織り地のよう
にも見える地図模様の翅（英名Common Map (butterfly）と
いうのもなるほど・・）。越冬個体なのだと思いますが、
雨上がりの花の上だからなのかどうか、以前真夏の薄暗い
木立で見かけた記憶よりも翅の質感はみずみずしく、白い
花弁の異化のように見えるのでした。　　　画像2015/4/5



yucca-note 2015.4.21

オオゴマダラエダシャク
夜、マンションの階段踊り場で見つけました。オオゴ
マダラエダシャク（Parapercnia giraffata)のようで
す。電灯の下に貼りつくようにとまっていました。かな
り大きめ（６㎝あまり）。黒っぽい斑の散る白い翅、
触角まで写らなくてちょっと残念ですが、黄色に黒い
斑紋の並んだ胴体（giraf ーキリンのイメージ？）、上
部のふたつの黒斑が大きくて、ちょっと黄金バットな
ど思い出し。。（＾＾；）　　　　　 
photo:2015/4/18



yucca-note 2015.4.24

ジュウニヒトエとキランソウ
紫～青系統の小さな春の花、いろいろありますが、先日牧野植物
園で見たセイヨウジュウニヒトエ、ヨーロッパ原産で園芸植物とし
て植えられることが多いそうで、紫の花が塔のように重なり、匂い
立つ紫・・のイメージ。日本に自生するジュウニヒトエ(ajuga 
nipponensis)は、去年、岡山県北の鏡野町男女山（おめんやま）で
初めて見ました。ここは玄武岩の見事な柱状節理（蜂の巣のよう
な六角柱の重なり）が見られる場所で、日当たりのよい斜面に群生
が（画像２枚目）。花色はごく淡い白っぽい紫で派手さはないけ
れど、存在感あり。日なたのものは花盛りを過ぎてたようです
が、日陰の道沿いのものは、丈は低く花数も少ないけれど咲いて間
もない感じでした（画像３枚目）。

以前から気になっていたキランソウ（ajuga decumbens)は近縁種
だそうで、こちらは茎が立ち上がらず、地面に貼りつくように繁る
なかにたくさんの鮮やかな紫の花（画像４枚目は牧野植物園、５
枚目は去年岡山県赤磐町）・・全草が外用、内服ともに薬用とさ
れるそうで、ジゴクノカマノフタ（地面に放射状に広がる葉の形か
らとも）という別名もいろいろと連想をかきたてるような。

垂直に立ち上がるジュウニヒトエ、水平に地面を這うキランソウ、
いずれも花の形だけ比べるとほとんど区別のつかない唇形花。



yucca-note 2015.4.27

初夏の蝶たち
２５日、高知県南部の黒潮町入野海岸にて。広い砂浜に松原、黄
色から白の小花をいっぱいつけたトベラの木に、蝶たちの群れ。
アオスジアゲハ(Graphium sarpedon)、ジャコウアゲハ
(Atrophaneura alcinus)、そして豹紋のオレンジ色の蝶（翅の裏の
模様ほとんど見えませんがウラギンヒョウモン？）。アオスジア
ゲハは２０頭近くいて、これだけの数を一度にみたのは初めて・・
都会でも珍しくはない蝶ですが、真夏の蝶の印象が強く、４月下
旬というのはずいぶん早いのではと思っていたら、２６日の新聞
地方版に蝶の記事が載っていて、この日四万十市などでは６月な
みの気温、各地で初夏の蝶が出現したとのこと。

クチナシの花の香りに似た甘い芳香の漂うなか、蝶たちの乱舞。
動きが速い 
ので、ステンドグラスのような青い光芒や、くすんだ赤の斑のある
つや消しの黒や、明るい橙黄が飛び交い、入り乱れ、蝶たちの
Aura というのも実感できそうな・・吸蜜に夢中なのかそろそろ近
づいてもあまり逃げず、アオスジアゲハもジャコウアゲハもかなり
近くで見ることができました（アオスジアゲハの翅裏には赤い斑
もあるとかあらためて気づきました）

ジャコウアゲハは♂♀いたようですが、撮れたのは♂のようです
（♀は胴体に赤と黒の模様がなく、翅色はもっと薄い)




yucca-note 2015.5.6

室戸岬・イソヒヨドリ

４月２６日、室戸岬の海岸巡り。大地の鼓動が刻まれたような迫力
ある岩場、どこまでも深く青い海と空。ここでもトベラの花があち
こちに咲き誇り、甘い芳香と磯の香りがどこか懐かしく混じり合
い、名前のとおり磯でよく見かけるイソヒヨドリ（Monticola 
solitarius)にも会えました。トビの声を繊細・複雑にしたようなき
れいなさえずり。海から離れた里山や町中で見かけることもありま
すが（ビルに巣を作ることもあるそうで、岡山市内のバスセンター
で見たこともあり）、やはり岩の多い海辺で見たい鳥です。♂は海
のような青藍色と鈍い赤（聖母マリアのマントと衣服の色など思い
出し）、♀は全体に鱗模様の黒っぽい茶褐色。遊歩道の終わり近
くにあるヒシャゴ岩（斑糲（はんれい）岩の巨岩/画像2枚目）にも
巣があるのか、ちょうど飛び立った一羽が前方の岩に降りてくれま
した。その後、岩の上で夕陽を見つめる（？）ペアの姿も。７枚目
は、帰り道、立ち寄った案内センターでポールのてっぺんに飛んで
きた♂。大きなイモムシ？を咥えて、咥えたままピロピロ～♪と
囀ってました(^^;)

　　photo: 1,2,3,7枚目　土居由加

　　　　　 4,5,6枚目　 土居譲二　　



yucca-note 2015.5.11

五色ノ浜・石と虫たち
土佐市の五色ノ浜（5/2)。四万十帯の多種多様な岩石が含まれる、横浪
メランジュ（仏melange:混合・混在）と呼ばれる地質が分布していて、
四国内陸由来の砂岩や泥岩に、海洋由来の枕状溶岩やチャートなどが混
ざり合う複雑な岩相。プレートテクトニクス理論を裏付ける証拠となる
場所として世界的に評価され、天然記念物に指定されているとのことで
す。

波に洗われた浜の丸石たち、灰色系の濃淡に、くすんだ赤の対比が美し
く、こんなに赤い石の目立つ海岸というのは初めて。チャートというの
は、放散虫の骨格や海綿の骨針といった生物由来の珪質（シリカ）から
できているという興味深い石で、いろいろな色があるようですが、赤系
も多いようです。

波打ち際をモンキアゲハ（Papilio helenus)が飛び回り、一度砂地に降り
て吸水（譲二氏タイミングよく撮影。石の色に合う翅色^^）。波の飛沫
に濡れそうになりながら海面すれすれを飛んだり。海岸の上の林ではキ
ビタキの囀りが響き、草の上には赤い色の虫たち。ホシベニカミキリ
（Eupromus ruber タブノキなどクスノキ類の葉を食べ、海岸の照葉樹
林、タブノキのある公園、古社などには多いようですが、初めて見まし
た）と、7㎜ほどの小さなキイロクビナガハムシ？ （6枚目：図鑑など見
ると、アカクビナガハムシより翅の点刻が目立つようなので）

　　photo: 2,4枚目　土居譲二

　　　　　1.3.6枚目　土居由加



yucca-note 2015.5.19

めだか池湿地
五月の新緑うるわしい日高村の湿地帯を散策しました（5/
10)。めだか池を巡る心地よい散歩道。日なたの淡紫のハナダ
イコンで吸蜜するキタテハ（去年秋、岡山県北の蒜山の麓で
見て以来）。木陰のアジサイの繁みには透き通るような糸ト
ンボたち。種の同定とかはお手上げですが（何しろ小さくて
細かい部分まで見えない、撮れない、ややこしい(~~;;)、ガラ
スビーズ細工のような（しかも頸も胴体もしなやかに湾曲し
たりもする）姿は魅力的。オオイトトンボかセスジイトトン
ボ？５枚目はメス♀か未成熟個体？

水辺のキショウブが風に揺れ、ボタンの植えられた一画も自
然に溶け込むような好もしさ。



yucca-note 2015.5.21

ホシミスジ・コミスジ・・
黒地にくっきりと白い三本のすじ。地味なようでどこか印象深いミスジ
チョウの仲間。今までコミスジは何度か見かけましたが、先日牧野植物
園でコミスジより少し大きいホシミスジ（Neptis pryeri)をはじめて見ま
した(^^)（1,2枚目）。ふわりふわり飛ぶようすはまさにこの上なく微細
な粒子でできているような。ホシミスジの名は、後ろ翅の裏面の付け根
に黒い斑紋がいくつかあるから、ということかららしいですが（かろう
じて翅の裏側のわかる画像：3枚目）、表側の白斑も多めで星のイメー
ジ。

幼虫の食草はシモツケなどのほか、ユキヤナギやコデマリなどだそう
で、自然の生息地では減少傾向だけれど、公園や庭などユキヤナギやコ
デマリなどの植栽が多い環境ではむしろ増えているのだとか・・

一方、コミスジ(Neptis sappho)の食草は、フジ、クズ、ナンテンハギな
どマメ科植物などだそうで、よく似た外見なのに、ずいぶんと食草が違
うのだなあと。去年５月に岡山県鏡野町の男女山で譲二氏が撮っていた
コミスジの画像（4枚目）があり、そういえばここの玄武岩の柱状節理
の上を満開のヤマフジが覆っていたのを思い出し、おととし４月の画像
発見。コミスジが留まっているのもヤマフジの葉のようです。特に珍し
い蝶ではないにせよ、玄武岩質の地に蔓延る山藤の葉を食べ、蛹の闇か
ら羽化した蝶・・？などと思うと感慨深く。

　　画像1,2,3枚目　2015.5.17 

　　　　4枚目　2014.5.4    5枚目　2013.4.21　　



yucca-note 2015.5.29

アジサイ・オオミズアオ めだか池再訪（5/23)。２週間前にはほとんどつぼみだったアジサ
イがずいぶん開花していました。そろそろ雨の降り出しそうな遅
い午後。アジサイの続く小径沿いにはイトトンボ類や小さなハム
シ、カミキリムシなど、そして辿り着いたあずまや近くの某所は
大きめの蛾の宝庫（先に入った譲二氏感嘆^ ^;）でした・・！と
くにオオミズアオ、今まで近くで見る機会がなかったのでしげし
げ観察。違う角度で見たくてそろそろ触れると、わさわさと重た
げに飛び、杉の枝へ。紅と黒の縁取りのある、えもいわれぬ淡い
碧がかった色合い。もともとの学名Actias artemisiがアルテミス
にちなむように、たしかに月の女神めいた、でもきらめく銀の月
光というよりは、潜晶質の乳白色ベースの青磁色というか、ひす
い輝石の色というか・・青白い月夜の森の幻影。



yucca-note 2015.6.5

仁淀川・ミヤマカラスアゲハ

仁淀川の沈下橋を下流側から順に３つ見てきました(5/31)。最初の
名越屋（なごや）沈下橋、かなり暑い日でしたが、橋の上は涼しい
風が渡り、あちこちから響くウグイスの囀り、カジカガエルの澄ん
だ声。岸に近い部分ほど碧の色合いの深まる水の色に見入り、引き
返しながらふと河原の地面を見ると、メタリックな煌めきの蝶・・！
ミヤマカラスアゲハ（Papilio maackii)でした。泥の上で吸水中。
もう十数年前、広島市内から時々出かけていた島根県の匹見峡で、
夏、巨岩の上で吸水している群れ（夢のような光景＊＊）を見て以
来、ほとんどカラスアゲハにはお目にかかっていないような。。そ
れにしても陽光まばゆい川土の上に、突如オーロラの揺らめく夜空
を見る思い。緑がかった青の光芒をまとった黒に、後翅の小さな紅
い弦月紋も鮮やか。橋の上からはかなり遠くてあまりクリアな写真
撮れませんでしたが（4,5枚目は譲二氏のデジタルズーム）、宇宙
の虹の切れ端を見たような残像がしばらく持続。



yucca-note 2015.6.15

仁淀川源流・面河渓（細粒花崗岩・ウツギいろいろ）
先日(6/6)、16,7年ぶりに面河渓へ。仁淀川の一番上流にある久喜沈下橋を
見るのが主目的でしたが、結局源流近い面河渓までふらふらと～。仁淀川
の源は面河渓の奥に聳える石鎚山（西日本最高峰）。ここから発した面河
川が数々の支流を集め、高知県に入ると仁淀川の名を得、さらに山間部を
屈曲しつつ南下して太平洋に注ぐ・・というのも少し実感できました。

切り立つ断崖絶壁、記憶をはるかに上回る水の透明度・・渓谷の奥から吹
いてくる風はびょうびょうと肌寒いほど、深く青みがかった水の色、重な
り連なる白い岩。見上げる断崖（亀腹岩：高さ100m）も、河床の岩も、
細粒の花崗岩（有色鉱物の少ない）とのことですが、乾いた岩はとくに白
さが際立ち、表面は急流に研がれたように滑らか。夏の日、この白い大き
な転石に触れると、日光にほどよく暖められたぬくもりが伝わってきて、
疲れ気味の心が不思議に安らいだ思い出も。

開けた所では、光の射し込む澄んだ流水の皮膜がさまざまな紋様（映り込
む景色と透ける岩肌で微妙な色合い）を作り出し、ミソサザイの声の響き
渡る岸に白いウツギの花。斜面で満開の白花を咲かせていたのは、バイカ
ウツギ？（画像5,6枚目：花弁は４枚、基部から分かれる葉脈 ）。和紙か
の花が羽化したようなスジグロシロチョウも多数。帰途、谷底の渓流を見
下ろす橋近くの斜面にも白いガクアジサイのような花）。ガクウツギかと
（7枚目：アジサイ科。大きめの３弁の装飾花、薄暗くてよくわかりませ
んでしたが、葉が金属光沢を帯びた紺色に見えることから、「紺照木（こ
んてりぎ）」の別名もあるとか）


