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ギフチョウとウスバサイシン 
 
 前の年から降り積もっていた根雪が消えかかり、小川の淵にフキノトウが芽

を出し、雑木林にマンサクやコブシの花が咲くと雪国の春がやってきます。半

年にわたる長い雪の世界から抜け出したこのときの感動は、雪国育ちの者にと

っては忘れがたいものです。そして春たけなわのサクラの季節がやってくると、

郷里にはこの時期に合わせて羽化してくるギフチョウというアゲハチョウ科の

蝶がいます。黄色と黒の縞模様で、後翅の縁には赤い斑点があり、「春の女神」

などと呼ばれている美しい蝶です。坂戸山の麓にはこの蝶がたくさん飛んでお

り、サクラやカタクリの花の蜜を吸っていました。当時は普通種だったのです。 
 
 ギフチョウは交尾後に食草のウスバサイシンやカンアオイの葉裏に小さな白

く光る真珠のような卵をかためて産卵します。ウスバサイシンはハート型の葉

で２０cm 位の多年草です。地面の近くに暗い紫色の釣り鐘型の花をつけます。

ギフチョウの幼虫は真っ黒な毛虫で、落葉の下で黒褐色のサナギになり翌年の

春まで休眠します。 
 
 坂戸山の麓の杉林の中にはウスバサイシンがたくさん生えていました。特に

多かったのは上坂戸（かみさかど）と美佐島（みさしま）の杉林の中でした。

当時はこれらの杉林のスギはあまり背が高くなくて、下草には木漏れ日が当た

っておりました。ギフチョウは明るい雑木林を好みますし、ウスバサイシンも

木漏れ日が当たるような環境を好むようです。 
 
 中学生だった当時、ギフチョウのサナギが翌年の春まで休眠する現象を研究
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するためにギフチョウの幼虫を多数飼育しなければならず、ウスバサイシンを

裏庭の畑に植えたことがありました。しかし、カタツムリがたくさん出てきて

葉を食べられてしまいました。やはり畑でウスバサイシンを育てるのは難しい

ことがわかったので、自生しているウスバサイシンをハサミで採集してくる方

針に切り替えました。この方法だと根が残っているのでまた生えてくる筈です。

カイコの休眠卵を覚醒（かくせい）させるためには、一旦寒さにさらしてから、

暖かくしなければならないことが知られていたので、ギフチョウのサナギも同

じようにしたら秋に羽化させることができるのではないかと考えたのです。冷

蔵庫がなかった時代ですからサナギを低温にさらすことは難しかったのでした

が、父が考えたことは町の雪蔵から買ってきた雪に塩を混ぜて温度を零下にす

ることでした。町の雪蔵は藁（わら）と丸太でつくったピラミット型の大きな

小屋で、その中には冬の間に溜め込んだ雪が詰まっていました。当時盛んだっ

た養蚕のためのカイコの卵の保管と覚醒に使われていたのだそうです。低温処

理をしたギフチョウのサナギを井戸の中に吊るしておくことで１５°Cに保ち、
秋に実際に羽化させることに成功しました。１５°Cの井戸水は夏には冷たく、
冬には温かく感じられます。これは父がやった実験で、私はそれを見ていまし

た。 
 
 日本にはギフチョウの近縁種としてヒメギフチョウが棲んでいますが、両種

は棲み分けておりその境界線はリュードルフィアラインと呼ばれています。リ

ュードルフィア（Luehdorfia）とは、両種に共通の属名です。ヒメギフチョウ
は北海道、青森、秋田、岩手、宮城、長野に分布し、一方ギフチョウは長野県

を取り巻くように、山形、新潟、富山、石川、福井、岐阜、静岡、山梨、そし

てこれらの県より西側の本州の県に棲んでいます。したがった、境界線は長野

県を取り巻いて U 字型になり、蝶の世界では有名なラインなのです。両種の混
成地も３ケ所ほど報告されています。 
 
 六日町の昆虫愛好家に聞いたのですが、この頃ギフチョウが少なくなったそ

うです。数年前に坂戸山の麓の温泉旅館「龍言」で六日町中学校の同期会があ

ったときに坂戸山の麓のウスバサイシンを見て回りました。上坂戸のギフチョ

ウの杉林はなくなり、そこは龍言の庭になっていました。この庭の裏に少し残

っていた杉林を散歩すると、二人の女の人が一生懸命に林の下草を取り除いて
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いましたが、それを見ていたら全ての草を除去しようとしているようでした。

せめて、ウスバサイシンとカタクリ、スミレくらいは残したらと思っていたの

ですが、そうではないようでした。庭の露天風呂の周りにカタクリを植えてお

けばギフチョウが吸蜜にくるので、「露天風呂に入りながらギフチョウが見られ

る旅館」というキャッチフレーズで宣伝できる日本でただ一つの温泉になれる

はずだったのです。ギフチョウというアピール力の強い蝶を宣伝に使わないこ

とはもったいないことです。 
 
 美佐島のギフチョウの杉林にも行ってみました。こちらの方はスギが大木に

なったので木漏れ日が差し込まなくなり、ウスバサイシンの数が減少していま

した。林の下が薮になってしまった所もありました。この探索では１m 先にマ

ムシがトグロを巻いて攻撃姿勢をとっていて、危機一発のところでした。以前

からヘビの多い林でした。以前はこの林にいくためには魚野川に渡した鉄製の

ワイヤーにつないだ渡し船を自力で動かして川を渡らなければならずちょっと

怖い所でしたが、いまは美佐島橋がかかっています。 
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 全国的にギフチョウは減少しているとのことです。ギフチョウが好む里山の

環境が減少していることがその原因だと考えられており、あちこちでギフチョ

ウの保護にとりくむ団体が活躍しています。保護のやり方は、雑木林の木を間

引き木漏れ日が射すようにし、落葉をかき集めて除き、食草のカンアオイやウ

スバサイシンが育ち易くしているとのことです。保護活動には体力と根気が必

要なようです。 
       (2012. 3. 26) 

 
 
 

ウスバシロチョウとムラサキケマン 
 
 １９５０年代には六日町と浦佐の間に灌木が生えた草地の「八色原」（やいろ

っぱら）という原野が広がっていました。この原っぱで目につくのはウスバシ

ロチョウという蝶でした。後翅に尾状突起のない白い蝶ですので、一寸目には

シロチョウ科の蝶かと錯覚してしまいますが、アゲハチョウ科です。翅には白

い鱗粉が少しありますが、鱗粉のないところは灰色の半透明になっています。

この蝶は初夏に羽化してきて、軽やかにふわりふわりと優雅に飛んでいました。 
 
 幼虫の食草はムラサキケマンという３０~５０cmくらいの多年草です。葉は
先端が丸まった鋸状をしており、紫色の筒型の花が集まった花房をつけます。

雌の蝶はムラサキケマンの生えている近くの地表の落葉や枯れ枝などに白い卵

を数粒ずつ産みつけます。卵のまま越冬して、翌年の早春に孵化します。幼虫

は暗灰色で背中に黄白色の２本の縦線と赤い斑点があります。食草を食べてい

ないときには落葉や枯れ枝に止まっているようです。落葉の間に薄い繭（まゆ）

をつくりその中で黒褐色のサナギになります。繭を作るのはアゲハチョウ科の

蝶としては例外です。 
 
 近年、羽化した成虫が繭を破るために前翅の付け根に小さなカギ型の突起を

持っていることが発見されました。この突起を使ってバリバリと繭を切り破っ

て出てきてから翅を伸ばすのだそうです。 
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 食草はムラサキケマンの他にはエゾエンゴサク、ジロボウエンゴサク、ヤマ

エンゴサクなどのエンゴサク科植物が知られています。これらの植物は毒性の

アルカロイドを含むので、これを食べて育った蝶は毒性を持っているとのこと

です。この蝶はウスバシロチョウと呼ばれていたのですが、これだとシロチョ

ウ科の蝶と間違え易いので、近年ウスバアゲハのいう和名が使われています。 
 
       (2012. 3. 28) 
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スギタニルリシジミとトチノキ 
 
 普通種のルリシジミに似たスギタニルリシジミという日本の特産種の蝶がい

ます。山地の渓谷添えにみられる比較的に珍しい蝶で、年１回、春に羽化しま

す。ルリシジミの幼虫はフジ、クララ等のマメ科の植物の花を主に食べますが、

一方スギタニルリシジミの生活史は私が中学生時代には未知でした。 
 
 中学１年のときに、二人の関東の大学生、葛谷健・布施英明さんがスギタニ

ルリシジミの産地でトチノキの花からスギタニルリシジミらしい幼虫を採集し

たというニュースが入りました。この大学生たちは「鎌倉蝶話会」のメンバー

で、この発見をその会で報告したそうです。この会は鎌倉市の磐瀬太郎という

リーダーを中心としており、磐瀬氏は蝶の生態に興味を持つ全国の昆虫少年の

ネットワークを葉書と電報で作っていた人でした。この会では、この二人を被

告にして「スギタニ裁判」という裁判が行われたのだそうです。「彼らが採集し

た幼虫は本当にスギタニルリシジミの幼虫だったのか」という疑問があったの

で被告にされたのです。その幼虫を育ててサナギにして、羽化したチョウが本

当にスギタニルリシジミであることを確認したわけではないので疑われたので

した。磐瀬氏は「ヨーロッパではルリシジミがマロニエ、すなわち西洋トチノ

キの花を食べたという記録がある」と二人が不安になることを言って脅したそ

うです。それでも二人はスギタニルリシジミに違いないと主張し、この裁判は

一転して祝賀会になったのだそうです。二人はこの発見をガリバン印刷の

「MIKABO」という昆虫雑誌に発表しました。 
 
 その翌年の中学２年の春、群馬県の利根川の源流の宝川温泉に父と母と三人

で昆虫採集兼観光旅行に行きました。渓谷のトチノキの周りを飛んでいるスギ

タニルリシジミを採集しました。そしてトチノキの花から卵と幼虫を採集しま

した。そのことを葉書であの二人に知らせると、是非その卵や幼虫を蝶になる

まで飼育観察して発表するようにと勧められました。その後、父のオートバイ

に乗せてもらって清水村の奥に行ったときに、ルギタニルリシジミが飛んでい

るトチノキの大木を見つけました。清水村に引き返して農家の人に長い竹と鎌

を借りてきて、その鎌を竹竿の先にくくりつけて、トチノキの花を切り落とし、

たくさんの卵と幼虫を採集したのでした。 
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 持ち帰って卵と幼虫はシャーレの中でトチノキの花を食べさせながら観察し

ました。一方、比較のため家の藤棚のフジの花から採集したルリシジミの卵や

幼虫も飼育しました。顕微鏡で観察すると卵にある細かな編目状の突起の配列

が２種では異なることを発見しました。そして各齢の幼虫の体毛の並び方を詳

細に観察しペン画として記録しました。サナギで越冬して翌春には羽化しまし

た。それは予想通りにスギタニルリシジミでした。その１匹を生きたまま速達

小包にして鎌倉市の磐瀬氏宛に証拠品として送りました。その蝶は生きたまま

着き、ちょうど集まっていた鎌倉蝶話会のメンバーたちも見たそうです。こう

して、スギタニルリシジミの食草はトチノキの花であることが確認されたので

した。この研究結果は「越佐昆虫同好会報」（１９５２）に発表しました。昆虫

少年達が活躍できたロマンのある良き時代でした。 
       (2012. 3. 30) 
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ベニヒカゲと清水峠の草原 
 
 高山に初めて登ったのは、中学１年生の夏休みに数人の級友たちとともに先

生に引率されて清水峠（標高１４００m）に行ったときです。清水村から渓谷に
そった長い山道を歩き、ブナ林の中の急なジグザグ道を登り切ると、突然目の

前が開けてクマザサとスゲの草原が出現します。涼しい風が吹き、こんもりと

した七つ小屋の山頂が青空に浮かびあがっています。草原には焦げ茶色の翅に

赤い８の字の模様のあるベニヒカゲがたくさん飛んでいました。その晩は峠の

測候所に泊めてもらい、お酒を飲んだ先生たちと一緒に皆で「青い山脈」を歌

いまくりました。 
 
 中学２年の夏休みには、父と二人で清水峠に登りました。父のオートバイに

乗せてもらって、清水村を通り過ぎて、さらに山奥の「追分」まで行き、そこ

でオートバイを乗り捨てて歩いて昆虫採集をしながら登りました。この時にオ

オゴマシジミも採集したのですが、そのことは「平賀壯太のホームページ」の

エッセイ「元昆虫少年の父との絆」に書いておきました。清水峠では前の年と

同様、スゲの草原の中をベニヒカゲがたくさん飛んでいました。ベニヒカゲの

生活史は当時わかっていなかったので、研究したいと考えており、採集したベ

ニヒカゲを数匹生きたまま三角紙に包んで持ち帰りました。 
 
 持ち帰った雌の蝶にリシャール式産卵法で産卵させようと考えていたのです。 
この産卵法は初めての経験でした。素焼きの植木鉢にスゲの葉と蝶を入れて、

曇りガラスで蓋をして、その上からスタンドの白熱電球を点けると、蝶は明る

さと温度上昇を感じて、日が射してきたものと思いスゲに産卵を始めました。 
 
 卵や幼虫の精密画を彩色画とペン画に描きました。ところが、そのときに長

野県の人がベニヒカゲの卵と若齢幼虫の図を入れた論文を長野県の同好会報

（ニューエントモロジスト）に発表しました。スゲの葉から採集した卵から孵

化した幼虫だとのことです。これを読んで、発表の一番乗りが出来なかったこ

とを残念に思ったのですが、その論文を丁寧に読んでみると私の観察とは違う

ところが多過ぎるのです。まず卵の形が違います。幼虫の頭部に黒い縦縞があ

るとのことですが、私の幼虫の頭部には模様はありません。幼虫の尾部には細
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長い二本の突起があるとのことですが、私の幼虫には長い突起はありません。

このような違いがあることについて、新潟県の昆虫同好会の会長をしていた野

平安芸雄氏（長岡市の日赤病院長）に訊ねたら、「自分が見たものを真実だと思

わなくては、研究は出来ません」と言われました。これこそ、正に研究する者

の基本精神だと思いました。それ以来、自分の観察したものには絶大な自信を

持ったのでした。 
 

 
 この長野県の人は、スゲから採集した卵をどうしてベニヒカゲの卵と判断し

たのでしょうか。他の種の卵の可能性があるのに、ベニヒカゲの卵と断定する

のは科学的ではないのです。このような論文は査定制度のある学術雑誌ならば、

専門審査員によって掲載を拒否される論文です。私の方はベニヒカゲの雌から

実際に産卵させたのですから誤りはありません。長野県の人は異なる種の卵を

誤って採集したのに違いありません。したがって、私の論文がベニヒカゲの卵

と幼虫について記載した世界で初めての論文になります。 
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 自分の観察したことを自分の論文には正確に記載しましたが、長野県の人の

論文との相違点を比較して記載することはしませんでした。したがって、読者

はこのような違いに気が付かなかったことでしょう。中学生だった私はまだ論

争の仕方を知らなかったのでした。このようなときには、論争相手との違いを

明確に記載し、論争相手の研究には「ベニヒカゲの卵であるという証拠が無い

こと」を指摘することが必要だったのでした。中学生時代の昆虫研究からは多

くのことを学びました。 
  
 この時の反省から、その後は世界の研究者との論争では論点を明白にして奮

戦してきました。しかし、論争をしていても、同じ目標に向かって努力してい

る「戦友」という気持ちだったので、敵愾心（てきがいしん）はありませんで

した。より精密な実験結果がでれば、いずれ勝敗は決まりますから、これが科

学の世界の良い所です。一方、政治の世界では立場の違いで意見がまちまちで

何が正解なのか混沌としていますし、利害関係で敵・味方ができてしまいます。 
       (2012. 4. 1) 
 
 
 
サンショウを食草にする蝶たち 
 
 南魚沼ではおそらくどの家の庭にもサンショウの木があるはずです。あの郷

土料理のサケの押し寿司には、サンショウの葉が必須ですから、サンショウの

木を植えているのでしょう。寿司米の上にサケの切り身とサンショウの葉を乗

せて二枚のクマザサの葉で包み、しばらく押しておくと四角な押し寿司ができ

あがります。緑のクマザサをめくるとピンク色のサケの切り身の上に濃緑色の

サンショウの葉が乗り、視覚的にも美しい寿司です。 
 
 中学１年生のときに、家のサンショウの木についている蝶の卵や幼虫を飼育

して、虫眼鏡や顕微鏡を使ってスケッチし水彩絵の具で彩色しました。近所の

家や農家の庭のサンショウの木からもたくさん採集してきました。小さな幼虫

は白と黒の模様がありましたが、どうも１種類ではないようです。大きな幼虫

は緑色ですがこれも模様に差があり１種ではないようです。飼育しながら観察
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していると、脱皮して齢が変わると模様が変わります。そしてだんだんとパズ

ルが解けてきて、それまでに描いておいた彩色画を並べかえていくことができ

ました。そして終齢幼虫はサナギになりましたが、サナギの形もいろいろなも

のがありました。さてこれらのサナギからは翌年の春にはどんな蝶が羽化して

くるのでしょうか。 
 
 翌春に羽化した蝶は、アゲハチョウ（ナミアゲハ）、クロアゲハ、オナガアゲ

ハ、カラスアゲハ、ミヤマカラスアゲハ（これはカラスザンショウから幼虫を

採集）でした。これで謎解きは完成し、これら５種の蝶の生活史を画に残すこ

とができたのでした。 
 

  
 これらの蝶は西日本では主にミカンやカラタチの葉を食べていますが、新潟

県ではミカンの木は少ないのでサンショウに産卵しているのでしょう。西日本

ではミカン類を食草にする蝶は、これらの種の他にモンキアゲハやナガサキア

ゲハもおります。奄美大島以南にはシロオビアゲハも棲んでいます。ナガサキ
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アゲハは九州、四国、中国地方など暖かな地方に棲んでいたのですが、近年の

地球の温暖化の影響か、どんどん分布の北上をつづけており、京都市でも普通

に見られるようになりました。新潟県でも２００８年に六日町の昆虫研究家の

清水守さんによってナガサキアゲハが初めて採集されました。 
 
 アゲハチョウ類についての中学１年のときのこんな研究がウォーミングアッ

プになったのでしょうか、中学２年のときに生活史が未知だったオオゴマシジ

ミ、スギタニルリシジニ、ベニヒカゲの生活史解明に挑戦したのでした。これ

らの種はシジミチョウ科やヒカゲチョウ科に属していますが、これらの科の普

通種もそれまでに全く飼育したことはなかったのですから、我ながら大胆なこ

とをしたものでした。しかし、この研究で未知のことを調べる面白さを知り、

研究者になるきっかけになったのでしょう。 
       (2012. 4. 3) 

 
 
 
エノキを食草にする蝶たち 
 
 エノキの大木はあちこちに自然に生えております。きっとエノキの実を食べ

た鳥の糞によって運ばれてきた種から発芽したのでしょう。このエノキの葉を

食草としている蝶はオオムラサキ、ゴマダラチョウ、ヒオドシチョウ、テング

チョウなどです。 
 
 オオムラサキやゴマダラチョウの幼虫の頭部にはシカの角のような枝分かれ

した突起があり、背中には三角形の突起が２本ずつ並んでいます。晩秋になる

と幼虫は樹の根元に降りてきて落葉の裏側に止まって越冬します。越冬時には

幼虫は褐色になりますが、越冬から覚めると再び緑色の幼虫になり、終齢幼虫

は尾部を葉に固定し吊り下がった緑色のサナギになります。神社などに生えて

いるエノキの大木の根元の落葉を晩秋に掃除してしまうと越冬中のオオムラサ

キやゴマダラチョウの幼虫を殺してしまいますので注意が必要です。神木のエ

ノキの周りは神様の聖域としてそっとしておくのが良いでしょう。 
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 美佐島の魚野川の土手に生えていたエノキにヒオドシチョウの幼虫が大発生

して葉を殆ど食べ尽くしているのに遭遇したことがありました。身体に刺（と

げ）がたくさん突き出している黒っぽい幼虫でした。怖そうな姿をしています

が、刺しません。これを多数採集してきて、手製の飼育箱で飼育しました。プ

ラスチック製のカブトムシ飼育器などは当時ありませんでしたので、木製のリ

ンゴ箱を改良して、片面は透明ガラス、反対側は金網のドアを付けて、水を入

れたビンにエノキの枝を挿し、そこに幼虫をとめました。幼虫たちは飼育箱の

天井や枝で尾部を固定してぶら下がったサナギになりました。 
 
 テングチョウも時たま大発生して、一本のエノキを丸坊主にして隣のエノキ

に集団で移動して行くことがあるそうですが、未だそれには遭遇したことがあ

りません。テングチョウやヒオドシチョウは成虫で越冬します。 
 
 魚野川の土手のエノキについては、以前エッセイを書いたことがあります。

六日町役場が出版したパンフレットに掲載されたのですが、それをここに再録

します。 
        (2012. 4. 5) 
 

*************************************************** 
 
ふるさとの自然 
 
 若いときに故郷を離れてしまった者にとって、ふるさとは鮮明な記憶として、

あたかもビデオカセットのように確固として残ってしまうもののようです。 
 その後、時たま訪れるときのことも何か１枚のスナップ写真のように、その

瞬間が脳裏に焼きつきます。日に日にじわじわと連続的に変化して行く郷里で

実際に生活している場合には、そのような町の変遷は、どのように感じられる

のでしょうか。 
 
 小学生のころ、清水トンネルを抜けると雪景色が突然快晴の関東平野へと変

わり、雪のない東京をゴム長靴を履き、脱いだマントを小脇にかかえ、内側に

茶色のウサギの毛皮がついた旧陸軍の防寒帽を冠ったまま、上野公園の美術館
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や科学博物館、または銀座のデパートをよく歩き回ったものでした。戦後数年

のこととはいえ、この雪国の少年のスタイルは東京の人にどのように映ったこ

とでしょう。 
 
 今、東京方面から電車で六日町に降り駅前に立つと「六日町の誇り」の坂戸

山が見えます。しかし坂戸山の峰に並んでいた松の木が、何と少なくなったこ

とでしょう。特に、坂戸山の肩に当たる三十三観音の松の塊がなくなったこと

と頂上の黒い杉がまばらになってしまったことが気になります。何か坂戸山の

姿にめりはりがなくなった感じです。中腹を斜めに横切った道の跡も無惨です。 
 
 最近、坂戸橋を渡り、魚野川の東岸を川添いに歩いて二日町までいき、折り

返して今度は西側を帰ってきました。８月のガンガン太陽が照りつける日でし

た。このコースは私が中学生の頃昆虫採集をしていた主なコースのひとつでし

たので、ちょっと観察の散歩といったところです。 
 
 銭淵（ぜにぶち）で大きく蛇行していた魚野川は、河川工事でまっすぐにな

り、美佐島（みさしま）の家々が直ぐ先に見えてきました。この散歩で驚いた

ことは、魚野川の土手のヤナギ林の中に生えていた多数のエノキの大木が、一

本も見当たらなくなったことです。エノキの葉は、国蝶のオオムラサキやゴダ

ラチョウ・ヒオドシチョウ・テングチョウ等の幼虫やその他多数の昆虫の食草

です。むんむん草いきれのする夏の川原のヤナギ林の中で昆虫少年は、クヌギ

の大木の樹液を吸おうとクワガタムシ・カミキリムシ・スズメバチ等が押し合

いへしあい陣取り合戦をしているところに、突如上空から舞い降り割り込んで

くる大きなオオムラサキを、固唾を飲んで待っていたものでした。 
 オオムラサキが住む雑木林の山を、村おこしの観光の目玉として宣伝してい

る山梨県の村があるそうですが、六日町にも以前はそれこそ観光の目玉にして

良いほど、オオムラサキは乱舞していたのです。いつの間にか、誰も気がつか

ないうちにいなくなってしまったようです。 
 
 かたっぱしからエノキの大木を切り倒した時は、きっと何の役にも立たない

雑木として切っていったのでしょう、あるいは大木の根が土手を痛めるという

ような、単純な理由だったのかもしれません。エノキがなくてはオオムラサキ
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が生きていけないことなど、その時誰も考えていなかったのではないでしょう

か。おそらく失ったものは、オオムラサキ一種ではなく、オオムラサキを代表

とした小動物を含む『自然環境』かもしれません。 
 
 人間の作った新しいものは目立ちますが、一方無くなったものは目に見えま

せん。多くの大切なものを、いつの間にか失ってしまったにもかかわらずそれ

に気がつかないことが多いということでしょう。 
 
 『開発』とか『観光』という言葉が出てきた時に私たちが注意しなければな

らないことなのでしょう。 
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蝶のサナギの保護色 
 
 熊本大学医学研究科の教授を定年退官したあとで、京都大学の医学部で客員

研究員として分子生物学の研究を続けることになりましたが、気分的に余裕も

できたので、長い間休止していた昆虫の研究を再開して自宅でやってみたくな

りました。 
 
 どんなことを研究したらの良いのか、テーマ探しに苦心しました。生活史が

不明な日本産チョウなどは最早ありませんし、地域的な変化、亜種の研究など

も、定年退職後から採集を始めても若いときから採集をつづけていた人たちに

はとても追いつくことはできません。一方、DNA解析によって系統樹を作成し
て進化の道筋を考察することは面白いことですが、大腸菌の遺伝子や蛋白質を

研究していた専門分野の研究と方法が同じなのでそれは避けたいと思いました。

大学にしかないような高価な機械等を使わずに、アマチュアでも使用ができる

簡単な装置で研究できる魅力的なテーマはないかと考えていたのです。もしア

マチュアでもできる実験方法で面白い生物現象を解明できたら、アマチュア研

究者にエールを送ることになるに違いないと思ったからです。 
 
 思いついたテーマは、「アゲハチョウ（ナミアゲハ）のサナギの保護色はどの

ようにして決まるのか」という課題です。アゲハチョウの幼虫を飼育したこと

のある人なら、緑色のサナギと黒褐色のサナギがあることを知っており、だれ

もが疑問に思うことです。自然界では、緑色の植物の茎には緑色のサナギが見

つかり、褐色の枝には黒褐色のサナギがみつかります。捕食者の鳥から逃れる

ための保護色であると考えられています。私も中学１年生のときにこのことに

疑問を持ち、簡単な実験をしてみたのですが満足できる結果は得られませんで

した。 
 
 高名な行動生物学者の日高敏隆博士（京都大学名誉教授）は、このテーマに

ついて以前研究をしており、「生きた植物の匂いがあると緑色のサナギになる」

ということを論文に書いていました（日経サイエンス、１９７５、５月号）。し

かし、植物の匂いがない実験条件でも緑色のサナギになることは、中学時代か

ら経験的に知っていたので、日高博士のこの説には疑問を持っておりました。
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日高博士は解析の過程で何かミスを犯し、誤った結論を出してしまったのでは

ないかと疑いました。 
 
 私が最初におこなった実験では、蛍光灯をつけた明るい部屋で種々の色の光

沢紙の上で幼虫をサナギにさせた場合には殆どが緑色のサナギになり、台紙の

色は無関係のことが分かりました。植物の匂いが無くても緑色になるのです。

一方、サンドペーパーを台紙に使った時には全部が黒褐色のサナギになったの

です。すなわち、明るいところでは台紙の表面がザラザラしていると黒褐色の

サナギになることが分かりました。サナギの緑色は幼虫が持っていた緑色の色

素によるものですし、サナギが黒褐色になるのは、メラニン色素が合成されて

皮膚に溜まるためです。サンドペーパーからの触覚刺激が蓄積して或る閾値（い

きち）を越えるとメラニン色素の合成が誘導されるのだと考えられます。 
 
 同じ実験を暗箱内で行うと、光沢紙の場合でも多くが黒褐色のサナギになり

ます。これは、光があるとメラニン色素の誘導が抑制されることを示しており

ます。また、湿度が１００％だとメラニン色素の誘導が抑制されることもわか

りました。これをまとめると、触覚刺激はメラニン色素の誘導を行い、光と湿

度はその誘導を抑制しているといえます。 
 
 次に、自然界ではどの環境要因が一番重要なのかという問題を解決しなけれ

ばなりません。老熟幼虫はサナギになる前に下痢便をして腸の中を空にしてか

ら、サナギになる場所を探して歩き回り、場所を決めると身体に絹糸のバンド

をかけてじっとしており、その後幼虫の皮をぬぎサナギになります。下痢便を

してからサナギになるまでの過程には約２４時間かかりますので、どの個体も

前蛹（ぜんよう：絹糸のバンドをした状態）の段階で日中を過ごし十分自然光

を浴びます。自然光のもとで実験を行うと光沢紙では緑色のサナギ、そしてサ

ンドペーパーでは黒褐色のサナギが多く作られました。すなわち、自然界では

サナギになる場所の表面がツルツルしているか、ザラザラしているかがサナギ

の色を決定する最も重要な要因であることが証明されたのです。自然界ではカ

ラタチの緑の枝はツルツルしており、枯れた枝は褐色でザラザラしているので、

触覚刺激によってサナギの色が決定されれば、おのずから保護色になれるので

した。 
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 日高博士はなぜ間違った結論になったかというと、日高博士は暗箱の中で実

験を行ったからです。暗箱のなかでは黒褐色のサナギが多くなるのですが、そ

こに生きた植物（食草のカラタチあるいは食草でないブタクサ）を入れると緑

のサナギが多くなることから、「生きた植物の匂いがあると緑のサナギになる」

と誤った結論をだしてしまったのでした。生きた植物は暗箱内では光合成はし

ませんが、呼吸をして水蒸気と炭酸ガスを発生させます。この水蒸気の影響を

匂いと勘違いしたのでした。そして、暗箱の実験は光のあたる自然界の条件と

は異なります。有名な学者の説でもそのまま信じることをせずに、その説がよ

りどころとする実験結果を慎重に吟味することが大切なのです。科学者は常に

このように吟味を繰り返しながら、真実に一歩一歩接近していきます。異なる

説の間で論争が行われている場合でも、より詳しい実験結果が得られれば論争

に決着がつくのが科学の世界です。 

 

 実験には数百匹の幼虫を使いましたが、それは京都大学の近くの吉田神社の

参道にあるカラタチの垣根から卵や幼虫を採集してきて、自宅で飼育したもの

です。昼は大学で分子生物学の研究をしており、夜、電車で宇治市の自宅に帰

ってきてからアゲハチョウの研究をしていたのです。餌にするカラタチの葉を

トゲのある枝ごとハサミで切り取り、大きな発砲スチロールの箱に詰めて通勤

電車で持ち帰りました。ある日何時ものようにカラタチの葉を採集していたら、

屈強な青年が二人掛かりで大きな剪定鋏（せんていばさみ）を使って垣根の剪

定を始めてしまい、青年達に追いつかれないようにこっちも必死に枝を集めま

した。 

 

 毎朝、大学に行くときに、その日のうちに下痢便をしそうな大きな幼虫を数

匹透明なプラスチックの容器（食パン用）に入れて電車に乗ります。もし下痢

便をしたら、大学の研究室でサナギの実験をするためです。容器の底にはテッ

シュペーパーを敷いてありますので、下痢をしたら直ぐにわかります。電車の

なかで紙袋からこの容器を取り出して底を覗いていたら、隣の人が凍りついて

いました。世の中にはイモムシやケムシを嫌がる人が多いのですね。 

 

 アオスジアゲハのサナギの保護色を決定する環境要因についても研究して、

アゲハチョウとは全く異なる決定機構を発見しました。これらの結果は、２編
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の英文論文にして学術専門誌に発表しました。世界の人に読んでもらいたいな

らば英語で発表する必要がありますが、英語論文は日本の人には読んでもらえ

ませんので、日本語でも実験結果を書きました。興味ある方は「平賀壯太のホ

ームページ」の「チョウのサナギの保護色の決定機構」か、単行本「蝶・サナ

ギの謎」をご覧ください。 

 

 アオスジアゲハの食草はクスノキの葉です。クスノキは関西にはたくさんあ

るのですが、大木なので手の届く枝でしか卵や幼虫を探すことはできません。

根元から生えているヒコバエを主に探すのですが、ヒコバエの生えている木自

身が少ないのです。やはり何百匹も採集するとなると大仕事です。休みの日に

自動車で並木道のクスノキやアパート群の公園のクスノキを見て回ったのでし

たが、たくさんの幼虫を準備することは容易ではありませんでした。好きでな

ければやっていられない仕事です。 

       (2012. 4. 7) 
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モンシロチョウとキャベツ 
 
 黄色な菜の花畑の上をモンシロチョウがひらひらと飛んでいる光景はのどか

な田園風景です。モンシロチョウはどこにでもいる普通種ですが、少年時代に

は飼育したことはありませんでした。当時は生活史が不明な蝶を研究すること

に夢中だったので、モンシロチョウには興味がなかったのでした。ところが定

年退職後、初めて飼育をすることになりました。 
  
 先に述べたように、定年退職後アゲハチョウとアオスジアゲハについてはサ

ナギの保護色決定の環境要因を明らかにしたので、次にモンシロチョウについ

ても研究してみようと考えたのです。モンシロチョウについては、イギリスの

A. G. Smith (1980) が以前研究して論文を発表していたので、先ず彼のやった
実験を追試し、もし彼と同じ結果が得られたらその先をさらに深く研究してみ

たかったのでした。 
 
 数年前の４月に木津川に行き、川原敷に自生しているアブラナの葉に産卵さ

れていたモンシロチョウのタマゴと幼虫を採集してきてプラスチック容器で飼

育しました。越冬したサナギから春一番に羽化したチョウが産卵した世代です。

卵から飼育したものは殆どがサナギになり、予備実験を行うことができました。

しかし、幼虫の段階で採集したものは殆ど（９０％）寄生バチに寄生されてい

ました。サナギになる寸前に幼虫の体内からたくさんの寄生バチの幼虫（うじ

むし）が穴を開けて一斉に這い出してきて、瀕死のモンシロチョウの幼虫の周

りで繭（まゆ）を作り、その中でサナギになったのでした。ちょっと不気味な

光景でした。自然界ではこのように寄生バチがモンシロチョウの幼虫の身体に

高い頻度で産卵しており、厳しい自然淘汰が行われているのです。 
 
 本実験を行うためには８００匹以上の幼虫が必要です。５月の中旬に第１世

代が産卵する頃になると川原敷のアブラナは枯れてしまうので、モンシロチョ

ウはキャベツなどに産卵しますから、今度は賃貸の家庭菜園で栽培されている

キャベツから卵を１０００個ほど採集してきました。家庭菜園で農作業してい

る人たちに「モンシロチョウの卵を採集させてください」というと快く承諾し

てくれました。販売するために農家が栽培しているキャベツ畑には卵や幼虫は
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いませんが、きっと殺虫剤をたっぷりかけているからでしょう。採集してきた

卵から孵化した幼虫はスーパーマーケットで買ってきたキャベツで飼育してい

たのですが、なぜか弱って全滅してしまいました。やはり殺虫剤が残っていた

のでしょうか。 
 
 そこで、食草にするキャベツは自分で育てなければならないと、キャベツの

種を買ってきてたくさんのプランタに蒔いておいたら一斉に芽をだしたので、

成功したと喜んでいたところ、数日後にみたら５センチ程に伸びていた芽が根

元から全部なくなっていました。何か他の虫に食べられてしまったようで、殺

虫剤を使わずにキャベツを大量に栽培するには、その栽培方法から考え直さな

ければならなくなりました。 
 

 

 実験計画の方は着々と進めて、実験に使う種々の波長のダイオードの製品や

その配線図まで考えていたのですが、食草の方で頓挫（とんざ）してしまいま
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した。害虫が入ってこない温室内で育てたキャベツを使わなければならないか

もしれません。殺虫剤を使わずにキャベツを栽培してくれる協力者がいないと

この実験は無理のようです。あるいは、春一番の菜の花畑で卵を１０００個採

集して、アブラナを食べさせて飼育して、一気に実験をしてしまうかです。そ

れには殺虫剤を使わない菜の花畑の人の協力がなければなりませんし、一度に

多数のダイオードの装置が必要で大掛かりの実験になります。もし１回の実験

で不十分ならば、翌春まで待ち再びやらなければなりませんから、アマチュア

の研究といえども英文論文として学術専門誌に発表するためには、相当な努力

が必要になりそうです。 
       (2012. 4. 9) 
 


