
花畑のある風景(II)

北国の花たちとオオムラサキ

春の早い伊達地方は、 3月末ともなると

福寿草の花が青空の下で黄金色に輝きなが

ら咲きIHす。見上げる青空主は冬の寒きをす

っかり拭い去ったかのように滋みわたり、

北国へ帰る白鳥の群れが「コウコウJ と鳴

きながら、ガンのようにカギ型になったり

サオ型になったりしながら風上高くを波っ

て行く。

冬開いのワラの下では、はやくも奮をも

ちkげた山平たちゃ、青々とした新芽を出

すものから、まだ春のi且もりを感じないか

のようなさむがりなものなどが様々の春を

感じている。降雪の少ない当地ではあるが、

早々に冬闘いを取り除いてやる訳には行か

ない。

4月末まで残雪を抱く山抜から吹き降ろ

す風は冷たく乾燥し、まだ幼い奮や新芽を

枯らしてしまうからだ。そんなH寺山草達に

「まだこのままじっと我慢していてくれJ

と話しかItる。

今日は冬凶いを外す良き Hと、私なりの

将良い日を選ぴ(本当は早〈山草達を見た

い気持の方が強いのだが)ワラを取り除く。

ヒ7 ラヤ産のプリムラ・ロゼアやヒメイ

チゲ、ミツノ〈オウレン、ウラシ7 ツツジな

どは花が咲き、雪害1)草(ミスミソウ)など

は花びらを散らしていたりする。

各種のプリムラの仲間やクリス7 スロー

ズなどはまだ黄ばんだ緑色の葉が水々しく、
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伊達市 大 井 伸 一

その中ほどには常が見えかくれしている。

特にソラチコザクラなどは、時折吹く風に

緋色の花弁を輝かしながら踊リ、舞い上が

りn¥すのではないかと思われるほどに揺れ

ている。日がな 1日、彼等との 1'1'ーぶりの

再会はこの上なく楽しい。

冬岡いを取り除いた後、もう 1つの大事

な仕事がここ数年続いている。それは、 111

草j圭を置いである地而ドに越冬させている

オオムラサキという燥の幼虫を R覚めさせ

る仕事である。

数ヶ月の長い冬を無事に過ごせただろう

か。クモやその他の天敵に食われてはいな

いだろうかと心配しながら、越冬幼虫を入

れである植木鉢を掘り上げる。 30頭余りの

元気な幼虫を確認して、 4f\~事越冬させる事

がl出来た安J1'i感が、今日までの不安をぬぐ

い去ってくれる。 111'年、卵から飼育して様々

の苦労の末に越冬まで持ち込めた幼虫逮で

あるから尚更心配であった。

まだエノキの芽吹きまで 1ヶ月程もあり、

食卒として使えるまでのl時期を合わせるた

め、幼虫達を冷蔵庫に入れる。

エノキにオオムラサキ幼虫を放すまでに

間があるので、それまで庭に越冬させであ

る山草達の整即ーをする。鉢植のものを棚に

上げたり、ワラを取り除いたりと 1日かか

っても終わる事はない。

初めの頃は 4-5百の鉢を数え、その数

を増すことが lつの喜びであったが、此頃

北方山草 8 (1989)



は鉢数が増えたために、槻への上げ Fげが

苦痛の種となってきている。けれども、春

の光を体いっぱいに受けている山草達を兄

ていると、苦痛もなんのそのとせっせと鉢

を並べて行く。今年はこの花の種子を播い

たり、株分けをして荊ゃそうなどと考えな

カずら励む。

毎年のこと乍ら、今年はあれもしよう、

これもしようと予定は人 li音立てるのだが、

今年もまた例年の如く予定の半分ち実行出

米ないだろうと自噺することしばしである。

しばらくの聞は、つとめて水やりを多く

してカラッ風から彼らを守るのに頭を悩ま

せる。

いつしか奉も本物になって来て、ユキワ

リコザクラ、エゾコザクラの花は終りに近

く、臼慢のコジマエンレイソウは300伽l近い

花をつけ、ホテイアツモリソウの芽はグン

と大きくなり、つまんて唄みると沓が「コリ

ツ」とf旨先におたる。

ょうやく 30株科に嫡やしたヒダカソウは、

雪より白い花弁をキラキラと反射させなが

ら咲いている。見た事はないが、氷河の輝

きとはこんな色ではと想像してしまう。

数卜株あるシラネアオイは、薄紫の 4花

弁を悩まし気に広げているロ

この頃になると、ビニーノレハウス内に1直

えてある樹幹直径10叩ほどのエノキは、ラ

イトグリーンの新芽を伸ばしている。

さっそくエノキの校に袋をかけ、冷蔵庫

に保管していたオオムラサキの幼虫を、台

座にしている落ち葉ごと"，に入れる。早く

茶色をした冬の衣を脱いで、エノキの若草

色になる事を願いながら。
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放虫の仕事が終わる季節になると、近く

を流れる長流川(オサノレ}II)からヤ7 セミ

のかん正可い鳴き声や、アカショウピン、オ

オルリ、クロツグミ、アカハラの声が聞こ

えてくる。家の辺りでは数日来ニューナイ

スズメが賑やかで、テレビのアンテナの上

では近くに巣を作っているらしいノビタキ

が終日鳴き、「この辺りは俺のものJとテリ

トリー・ソングを歌っている。この時期は、

庭の花盛りに併せ、辺りは小鳥の喉自慢と

実に賑やかだ。

ウスユキソウとかハハコヨモギなどの仲

間を挿木していると、 Hっばしからスズメ

に持って行かれてしまう。綿のような微も

をつけたこれらの植物は、巣作り最後のフ

トン材料になるらしく、後日、スズメの巣

を解体して良〈見ると、羽毛に混じって巣

の内相Jjに白い微毛が引に見えていた。

シラネアオイ、ホテイアツモリソウや各

総の、ソツジの仲間も花盛りを終え、早々と

花を散らせたツガザクラが 1~ 2輸の返り

咲きを見せる頃、オオムラサキの幼虫は冬

の次を脱ぎ、主ま:草色に体色を変えて、小鹿

のような角をた右に動かしながら無心にエ

ノキの葉を食べている。もう 度脱皮した

ら終令だ。

花期を終えた山草i主は、やがて種子を結

び、株を殖して鉢←杯になるものや、ラン

ナーを四方に伸ばすなど様々に我が子孫の

繁栄に精を出している。そこで、このまま

欣っておいては鉢中で根ずまりを起こし、

無事に夏を越せるかどうか心配なので、さ

っそく械え替えが始まる。

用土や鉢を整え、勤めを終えて帰宅して
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から夜の暗くなるまで、この作業は 1ヶ月

ほどかかる。

植え啓え作業後は、毎日の潜水とそれぞ

れの山草に合わせた施肥だけとなるが、 il，主

水の方は雨の日以外毎日 2-31時間もかか

る。しかし、この行事は母が代わりにやっ

てくれるので感謝、感謝、ひたすら感謝で

ある。

この頃になると、ビニーノレハウス内のエ

ノキは、オオムラサキの幼虫に校まで食い

つくされるのではないかと心配になるほど

葉が無くなり、見るも無残な姿になってい

る。

この頃の幼虫は終令になり、最後の食欲'

は想像以上になっている。そこで、庭植え

のエノキの葉が茂っているのを確認して、

早速、幼虫の大移動となるが、直径10cm程

の太さに育ったエノキは、温室育ちのもの

とは段違いに大きな葉を広げ、体長 7-8

cmの大きさに育った幼虫を充分養うことが

可能だ。

このエノキは埼玉県より持ち込んで育て

ているが、耐寒性に欠けるために枝先が枯

れ易〈、北海道産のエゾエノキなら良いの

にと何度も思った。

移動した幼虫は人目も気にせず「パリパ

リ」と音を立てて葉に食らいっき、その姿

はエゾシカのオスのようだ。

シャクナゲやシラネアオイ、ホテイアツ

モリソウ、カンアオイをかき分けながら、

毎朝、その成長を見に行くのが楽しみにな

る。

数81去、オオムラサキの幼虫に会いに行

く途中で、ハッシと鋭い視線に，'H合う。そ
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の日の主はいつもの友人アマガエル君であ

るが、日頃の友人ちこの時ばかりは敵と化

す。

こいつ、隙あればこの幼虫を食う気だな、

だが、この丈夫なナイロンネヅトは破れま

い、と笑ってやる。しかし、このア7 力ヱ

ノレは喉をヒクヒクさせながら隙を窺ってい

る。もし、このカエノレが食べたとしても、

一度には欽みきれない大きさになっている

のだカぎ

庭の夏ツバキが奮を膨らませる頃、幼虫

との別れを告げるべく時がきて、醜い幼!l¥

(夜、はそうは思わない)は最後の踊化とい

う大11:事に取りかかる。

ある日、摂食を止めた幼虫はジッと葉に

しがみつき、体色が次第に透きとおってき

て逆さにぶら Fがる。巧みな作業の末、ヒ

スイ色の柄になる。

ナイロンネットを外すと、 1枝に幾つも

の美しい直前が下垂している。あと 2週間し

たら立派なオオムラサキが羽化する。

夏らしくなった我が縫は、 1I1草達や他の

草々が茂り出し日毎に除草に追われるが、

いつのまにタチツボスミレを食べたのか、

ミドリヒョウモンの大きな幼虫を見つけた

り、キクギンウワパという美しい~~がシソ

科植物に産卵したり、セッコクの茎には、

エゾスジグロシロチョウの踊が茎に似せた

姿でついている。私の知らぬ問に、虫と柄

物たちは深い1，)き合いをしているらしい。

やがて夏ツバキの花が咲く頃、符ちに待

ったオオムラサキの~~化が始まる。

羽化はタ五1)に始まり、羽を手l'ばして太陽

の光が温かくなる頃常に向かつて11~ぶそう
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だが、飼い主に似たのかそんな礼儀正しい

ものは半分ち満たない。

羽化の初めは、何度見ても感動させられ

る。ヒスイ色の踊は始第に向くなり、羽や

ß~が外からも見えてくるようになると、や

がて煩から蝶が出てくる。

濡れた金色の高貴な斗:き物が殺を破り、

黄金の羽を少しつづ1111ばし始めるその姿は

息をのむほど素晴らしい。小刻みに羽化し

たばかりの羽を振るわせると、麹表に現わ

れた青紫色と黄金色が締き、その美しさは

どのように表現したら良いのか解らぬほど

で、青々と繁るエノキで展開されるこの光

景は我家のハイライトシーンである。だが、

蝶の標本に魅せられた私には、彼らを殺さ

ねばならぬ悲しい運命にある。愛するもの

を殺すとは何と非情なことか、などとはざ

きなから私の手中でオオムラサキは一命を

落とす。

オオムラサキを昆虫告lで刺し、展楚1台の

所定の{立置にしっかり止め、美しい羽を広

げて専)jjの紙テープで固定する。

美しい標本を作るため、次々と羽化する

オオムラサキを殺し炭麹作業は喜々と続く

が、彼らからはそんな私の姿が鬼々として

見えるのではないかと気になる。

展勉作業をしながら、山草は増殖させて

毎年花を咲かせているが、蝶は死んだ後に

標本以外はMも残らないので、自分で繁姫

させて毎年同じ感動をi味わえぬものかと考

える。

しかし、蝶の繁殖に関する知識と経験に

乏しい私としては、すべてが暗中模索状態

であるが、素人も玄人も所詮rJiIじ人間と持

ち商iの軽い気持ちで始めることにした。

先ず、近くの~jl人に荷iいてみるが、当然

そんな事をする人も無く、本を探して勉強

するしかないと忠、った。たまたま東京に遊

びに行った折り、池袋の西武テwパートで宇

野H秒、著「蝶の繁殖法J、森←彦著 Fオオム

ラサキの繁殖i去」と「オオムラサキの飼育J

の3加を早速買い求め、すみからすみまで

読んだロ

その後、先達の宇野さんが本会に入会さ

れたことを開き、運命のいたずらかと喜こ

んだ次第である。

本を読んて"いく内に、ただ能に放ってお

いただけでは交尾はせず、ハンドベアリン

グと言う方法を用いなければならない事を

知る。人工的に雌雄を結令させるのは、納l

物の人工受粉と同じじゃないかとまたまた

軽い気持ちがムクムクと頭に浮かぶ。

本を何度も読み返している日が続いてい

る内に、残りのオオムラサキか羽イEした。

;l~が官1 'びきって硬まり、体も成熟したと
思われる頃、 日中の刊授かい11寺を見言十らって

ハンドベアリングを試みた。j'Jhj手にそれぞ

れ雌雄のオオムラサキを持ち結合させよう

とするのだが、なかなか教科書通りにはゆ

かない。

お五いに初めてのことなので、思い通り

にはゆかないものと諦め、カノレピスとサク

ランボを与え休ませることにした。

翌日、再度ベアリングに挑戦するが、ま

たしても失敗した。本には、雌 l頭に対L

Mt数頭を別意して交代で使う法が良いとあ

るが、すでに標本にしてしまった今では雄

2頑しか残っていず、 Mとかこの 2頭で成
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功させたいものと考え込む。

今日もハンドベアリングが不成功に終わ

り、落胆しながら夕食後の酒を片手にオオ

ムラサキをI/j~めていた。その時 rアルコー

ノレを少しエサに入れると良い」と書いてい

た事を思い出した。

ウイスキーを数i商カノレピスに入れ、羽を

つまんで日l吻を仰ばしてやると一心に可えっ

ている。およそ30分も経ったであろうか。

腹部をふ杯に膨らましたオオムラサキは、

満足気に大きな羽をゆっくりと掬かせてい

る。

そっとつまんで再びベアリングを試みる

と、なんとうまく行ったではないか。しっ

かりと雄は雌をとらえて離さない。

ショックを与えないように注意しながら

地雨に Fろし、逃げ出さないようにカゴを

かぶせ、その上を布で覆っておく。シメシ

メこれで良しと白己満足する。

家族宛に「この辺りには近つ、かぬ事」と

書いたメモを~:き、早々に寝る事にした。

その夜は、良〈限れたのか眠れなかったの

か解らないままに朝を迎え、すくにオオム

ラサキの様子を見に行く。

カゴを静かに取り除くと、彼らはかl々に

離れ、さかんに口吻を伸ばしているので、「良

くやったJ と褒めながらl咋Hと1"1じ餌をや

るとすぐに吸い始めた。その後数日は、満

足感からくる嬉しきで一杯であった。

庭の夏ツバキは例年になく i尺111花を咲か

せ、その夏ツバキの花が終る頃、オオムラ

サキは1201同ほど産卯して死んだ。この内、

有精卯は60個ほどで、その一吉liを知人に分 fJ 

けてやり、残りは大切に育てている。
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