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 人と自然の博物館の鈴木です。前号に引き続いてです
が、神戸のまちなかのシダ植物について書いてみます。1980
年発行の白岩卓巳著『神戸のシダ』http://www2.kobe-
c.ed.jp/shizen/shida/shida/index.htmlには、３０年前の状
況がわかり、現状と比べると興味深いものがあります。 
 神戸市南部から阪神間では、六甲山地の南麓の傾斜地に
住宅地が広がり、人家や道路脇にはしばしば石垣が広がりま
す。この『石垣』に特徴的なシダ植物が生育しています。石
垣の表面は乾きやすいですが、奥深くに根を張れば水分も
確保できるため、石垣のすき間に入り込むシダ植物が目立
ちます、 
 よく見かけるのは、ホウライシダ（ホウライシダ科）です。園
芸植物で有名なアジアンタムの仲間で、清涼感のある緑色
をしています。排水路のわきや半日陰の石垣に特に多く、根
茎が横に伸びるので石垣全面を埋めることもあります。暖地
性のシダで、紀伊半島南部などは自然分布と考えられます。
温室内で容易に広がる雑草で、神戸市域ではランなどの植
木鉢に紛れ込んで広がったと 
思われ、「国内外来種」です。1980年時点でも神戸市内全域
に見られ、1950〜60年代には広がっていたと推定していま
す。 
 同じくよく見られるのがイノモトソウ（イノモトソウ科）です。井
戸の元に生える草の意で、石垣を好むこの植物の特徴をよく
示しています。こちらは自生種です。長く伸びた葉の縁には
胞子をつくります。神戸市全域で見られます。 
 白岩（1980）に記録されていない国内外来種のシダ植物を
２つ紹介します。ひとつはイヌケホシダ（ヒメシダ科）です。私
が博物館に就職した1992年には神戸ではさほど見た記憶は
ないのですが、いつの間にやら阪神間の石垣ではふつうにな
り、姫路など県内でも広く見られるシダ植物になっています。
葉質はうすく、両面に短い毛が多いので、触れるとフワフワし
た感じがあります。地球温暖化に伴って広がったといわれて
いますが、神戸の場合は、都市化によるヒートアイランドの影
響でしょう。いずれにしても20年程度の間に一気に広がったよ
うで、その原因はよくわかりません。 
 もうひとつはモエジマシダ（イノモトソウ科）です。ソテツの葉
を思わせる葉は30cm程度で、葉の縁に胞子をつくります。葉
柄に毛が多いのが特徴です。神戸市立中央図書館および
宝塚ガーデンフィールズ温室では1970年代から生育してい
たようです。ここ１０年のうちに、北区、長田区、芦屋市でも見
つかっていますが、イヌケホシダの要には広がっていません。
これまでの３種は根茎が石垣のすき間に入り込むのに対し
て、モエジマシダは根のみがすき間に入る違いなのかもしれ
ません。 
 神戸の石垣には特徴のあるシダが見られるのですが、種子
植物や昆虫などでも「石垣」を好むものがありそうです。いろ
いろな興味の方が集まりつつある本誌では教えてもらえるか
と期待しています。 
                           （すずき たけし）  

鈴木 武 ■ 巻頭言 
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「まちなかのシダ」 



  クラシックの分野で鳥

といえば、ベートーベン

の「交響曲第６番へ長調 

作品68『田園』」を忘れ

てはならないでしょう。

1807年から1808年にかけ

て作曲。このテーマは、

ハイリゲンシュタットで

スケッチされたと言われ

ています。 

全部で５つの楽章から成

り、各楽章に標題がつけ

られたことから、後のロ

マン派の作曲家、リスト

やベルリオーズなど標題音楽作曲家の先駆けとなった

作品です。 

 第1楽章「田舎に到着したときの晴れやかな気分」第

2楽章「小川のほとりの情景」第3楽章「農民達の楽し

い集い」第4楽章「雷雨、嵐」第5楽章「牧人の歌-嵐の

後の喜ばしく感謝に満ちた気分」 

 この第２楽章でサヨ

ナキドリ（ナイチン

ゲール：

Nightingale）、ウズ

ラ、カッコウの鳴き声

が木管楽器で模倣され

るのが有名で、ナイチ

ンゲールはフルート、

ウズラはオーボエ、

カッコウはクラリネッ

トで演奏されます。 

 ナイチンゲールはヨーロッパでは音楽や文学にもよ

く登場する鳥で、調べてみると、ズズメ目ヒタキ科

で、早朝や夕暮れに良い声で鳴くそうです。その賑や

かな鳴き声をフルートに、カッコウのあの哀愁を帯び

た鳴き声をビブラートのないクラリネットに割り振っ

たベートーベンは、相当鳥の鳴き声に通じていたので

はないでしょうか。ドイツのハノーバーに住む友人の

オーボエ奏者の写真を見ると、自宅庭でリンゴを採集

したり、ヨーロッパコマドリを身近で観察したりと、

今でも自然が深く、ベートーベンの時代だと尚更、鳥

もたくさん生息していて、静かな環境でその鳴き声に

耳を傾けることも多かったのではないかと推察しま

す。 
   

 さて、時代がさかのぼりま

すが、もう一つ。ジャヌカン

「鳥の歌」をご存知でしょう

か。（Clément Janequin: Le 

Chant des Oyseaulx c.1485

–c.1558）16世紀フランス・

ルネサンス最大のシャンソン

作曲家。 

シャンソンにおける描写にオ

ノマトペ（擬音語、擬態語）

を取り入れた作曲家のひとり

であり、4声のシャンソン

『鳥の歌』でも、オノマトペによって鳥のさえず

りが表現されています。この作品では、擬態語、

擬音語を人間の声により、鳥の鳴き声を模倣して

いることが特徴です。YouTubeで検索すると聴くこ

とができます。 

以下、歌詞の抜粋（新倉俊一氏訳）ですが、かっ

こうの托卵のことが書かれており、この時代に既

に鳥の生態が知られていたことに驚きます。 

  「鳥と音楽」 第二話 『田園』と『鳥の歌』       南川 弥生  
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ベートーベンの肖像 
http://ja.wikipedia.org/ より引用 

Ensemble Clément Janequin 
Clément Janequin  
Le Chant des Oyseaulx 
LP/harmonia mundi france HMC 
901099 
 ドミニク・ヴィスが率いるク
レマン・ジャヌカン・アンサン
ブルの代表的アルバムで、アナ
ログ時代末期の名録音。編集子
のコレクションはフランスから
の輸入盤LPですが、その後CD化
されましたが、現在は廃盤かも
しれません。（編集人） 

BEETHOVEN: SYMPHONY NO.6 
"PASTORALE" 
Staatskapelle Berlin/ Otmar 
Suitner  
CD/DENON 33C37 76kakko  
99 
 ベートーベンの『田園』はフ
ルトべングラー、カラヤンな
ど、著名な指揮者のLPやCDが数
多くありますが、編集人のコレ
クションから紹介しました。81
年にレコード・アカデミー賞を
受賞し名演。デジタル録音の先
駆けのデンオンＰＣＭ録音の名
盤でもあります。 

シャヌカンの肖像 
VIive la cuisine ! より引用 

カッコウ。高橋信氏撮影。 

Rossignol du boys joly, 

美しい森のうぐいす（小夜鳴き鳥）は 

A qui la voix résonne, 

その歌声を響かせる 

Pour vous mettre hors d'ennuy, 

あなたの物憂さを晴らすために 

Vostre gorge jargonne. 

あなたの喉はさえずり歌う 

 

Frian frian frian… 

Tar tar tar…tu velecy velecy 

Ticun ticun …tu tu coqui coqui… 

Qui lara qui lara ferely fy fy 

Teo coqui coqui si ti si ti 

Oy ty oy ty…trr. Tu 

Turri turri…qui lara 

Huit huit…oy ty oy ty…teo teo teo… 

Tycun tycun…Et huit huit…qui lara 

Tar tar…Fouquet quibi quibi 

Frian…Fi ti…trr. Huit huit… 

Quio quio quio…velecy velecy 

Turri turin…Tycun tycun ferely fi fi frr. 

Quibi quibi quilara trr… 

Turi turi frr…Turi turi vrr. 

Fi ti Fi ti frr. Fouquet fouquet. 

Fuiez regretz pleurs et souci, 

消え去っておくれ、後悔、涙や心配ごとは 

Car la saison est bonne. 

だって季節がこんなにいいのだから 

 

Arriere maistre coqu, 

引っ込んでおいで、かっこうの旦那 

Sortez de no chapitre, 

わたしらの集まりから出てお行き 

Chacun de vous est mal tenu 

みんながあんたに気を悪くしてる 

Car vous n'estes qu'un traistre. 

だってあんたはただの裏切り者だからさ 

Coqu, coqu, coqu… 

かっこう、かっこう、かっこう… 

Par trahison en chacun nid 

騙して、ひとの巣に  

Pondez sans qu’on vous sonne. 

誰にも呼ばれてないのに卵を産むんだから 

Réveillez vous cueurs endormis, 

さあ起きて、眠っている心よ 

Le dieu d'amours vous sonne. 

愛の神が呼んでいるよ 

    （みなみかわ みお） 

http://tower.jp/item/image/list/2737115


 田舎住まいだった私の少
年時代はテレビもなく、遊
びといえば鎮守の森で仲間
と泥だらけになって走り回
る事ぐらいしかなかった。
それでもわんぱく坊主達に
とって、この遊び場は楽し
くて、楽しくて、日暮れ近
くまで遊んでいたものだっ
た。 
 薄暗くなるまで木登りに
興じていたある日、樹上の
私は椋の老木の洞にひょっ
こり顔を出してこちらを見

つめているフクロウに偶然対面した。この時以来私は
フクロウを意識するようになった。 
 夜になると「ゴロスケ ホッホッ ゴロスケ ホッ
ホッ・・・」と寒空にほとんど毎日聞こえていたもの
だ。可哀想に！誰がこの鳴き声を「ボロ着て奉公」と
たとえたのか？  
 洞で何も言わずにじっとこちらを見つめていたフク
ロウ。ドングリ目のひょうきんな顔。その顔は半世紀
以上たった今でも私の心に強く焼き付いている。 
フクロウの思い出はつきることがない。 
 しかし想い出があったからだけではなく、フクロウ
の姿、形、そのかもしだす雰囲気も私を引きつける。 
 真っ黒い大きな瞳の両眼でじっとこちらを凝視す
る。なんだかこちらの心の底まで見通されているよう
な気がしてくる。 
「何を考えているの？」と問い返したくなるような
顔。ほかの鳥たちと違い両眼で人のようにじっと見つ
めている顔には表情がある。こんな事からフクロウは
「森の賢者」と呼ばれたり、かつてのアイヌの人々か
らはシマフクロウの事を「コタンコロカムイ」（村を
守る神）と呼び崇められたのかも知れない。いずれに
しても「森の王者」の風格がある。 
 しかし、もしフクロウに眼球を動かす動眼神経、滑
車神経、外転神経があり、眼球をキョロキョロ動かす
ことができたら「森の賢者、王者」の風格は無くなる
だろう。眼球が固定され、首の回転でしか視界を変え
る事ができないフクロウだからこそ冷静沈着で、物事
に動じない「森の賢者、王者」「村を守る神」と映る
のだ。 
 最近の私はフクロウ達（ズク達も含めて）との出会
いを求めて、シマフクロウのいる道東を訪ねたり、フ
クロウ探しに余念がない。 
 でも何時フクロウ達に会っても、彼らの顔は少年時
代の記憶と何ら変わりはない。野鳥の会の仲間と掛け
た山中の巣箱からひょいと飛び出した瞬間のフクロウ
の顔、夕日の中で木株に止まり猟を待つコミミズクの
凛とした眼光。毎年神社の巨木で子育てする仲睦まじ
いアオバズク。「声の仏法僧」の別名を持つ黄色い虹
彩の可愛いコノハズク。むっつりおどけたトラフズ
ク。 
 これからもフクロウ達との素晴らしい出会いがあり
ますように！                       

輝人ファイル  No.３  伊賀 文計 さん   森の賢者「フクロウ」を森の賢者「フクロウ」を森の賢者「フクロウ」を   

４ 

追記：多忙な毎日ですが寸暇をさがして探鳥旅行に行っていま

す。夏の探鳥も良いが、矢張り私には冬の探鳥が良く、寒い中、

手を凝らせながら双眼鏡に心を集中させるのは最高です。最近は

写真撮影に凝っています。◆今年は2月10日から厳冬に道東を訪ね

ました。落石の Nature Cruiseに乗船し、氷海の海を探鳥しまし

た。アリュウシャンウミバトを観察できましたが、揺れる船から

は写真が撮れませんでした。根室の風連湖、野付半島、羅臼の探

鳥も最高でした。上の写真はその時のものです。 

写真①：野付半島のユキホウジロ  

写真②：羅臼で撮ったシマフクロウ   

写真③：オジロワシ（若）の獲物を狙うオオワシ（若） 

 

 

 

お写真 

（いが ふみかず） 



    

  

 兵庫県レッドリストの旧分類で、絶滅７種にリストされ

ていた鳥の一つはコウノトリで、一つはヒシクイです。豊

岡盆地は、渡りのコハクチョウやマガンの中継地として昔

から利用されてきましたが、ヒシクイの飛来は殆ど記録が

ありませんでした。 

コウノトリ野生復帰で冬季湛水田の面積が増えると、コ

ハクチョウの越冬が始まり、マガンも時々越冬するように

なってきました。そして、今まで飛来しなかったヒシクイ

の観察例も増えてきつつあります。 

 ２０１２年秋の渡り期、西の越冬地へ向かう６羽のヒシ

クイ（亜種オオヒシクイ）が豊岡盆地の六方田んぼに降り

立ちました。（写真１） ヒシクイの群れは非常に警戒心

が強いので、写真撮影のために車で近づこうとしても、５

０ｍも寄せてくれませんでした。 

 写真２は飛来から５日経ったときの、初認場所から少し

南の田んぼでの観察時に撮影したものです。太い声で

「グァグァ」と鳴きながら飛び立って行きました。マガン

はお腹が白いのが目立ちますが、ヒシクイは全体が地味な

色合いです。黒いくちばしの先端にだいだい色のワンポイ

ントがあります。 
 

 

 

 地上に降りているときは特に地味な印象のヒシクイ

も、飛ぶと翼の白い筋や尾羽の白が印象に残ります。大

きな鳥ですから、ゆっくりとしたストロークで高度を上

げてゆく様はダイナミックです。この６羽は１週間以上

豊岡盆地に滞在したあと、姿を消しました。 

 この冬、豊岡盆地の越冬コハクチョウは１７羽のグ

ループでの観察期間が長かったです。北帰行の時期にな

ると、越冬地からの移動群が合流して、一時期は最大３

５羽の大きな群れを形成しました。 

 そのコハクチョウの群れの中に、４羽のヒシクイ（亜

種ヒシクイ）が混じってしばらく一緒に行動しました。

（写真３） コハクチョウとマガンの混群、またマガン

とヒシクイの混群はこれまでにも当地で観察しました

が、コハクチョウとヒシクイの混群を、今回私は初めて

見ました。 

 コハクチョウはグループ単位で徐々に渡去してゆき、

最後の７羽のグループと一緒にいた４羽のヒシクイも、

３月７日の観察を最後に姿を消しました。 

 このたび鳥類の兵庫県レッドリストの見直し結果が発表

され、野生復帰が進行したコウノトリはAランクに、ヒシ

クイはBランクにそれぞれ格下げとなり、７種あった絶滅

種はオナガ１種になりました。かつての絶滅種が復活

し、こうして私たちの生活の中に共生している現実が豊

岡盆地にはあります。  

但馬いきもの通信③ 「かつての絶滅種ヒシクイの飛来」 高橋 信 

５ 

写真１ 越冬地へ向かう６羽の飛来（2012年11月18日）  

写真４ ヒシクイとコウノトリ（2013年3月4日）  

写真３ コハクチョウとヒシクイの混群（2013年2月26

写真２ 飛び立つヒシクイ（2012年11月23日）  

（たかはし まこと） 



季節と鳥  「実と鳥と －その2－ 」          北野光良  

６ 

  この冬、我が家の餌台には様々な鳥がやってきた。ま

ず置いたのは麻の実だけ。昔、小鳥用の配合飼料をおい

たところ、スズメが日に日に増え、しまいには100にせまる

数となり、隣近所への迷惑から給餌をあきらめたという経

験からだ。 

 2日とたたずにヤマガラ登場。ほどなくシジュウカラも。そ

れから毎日ヤマガラ3羽、シジュウカラ2羽がくるようになっ

た。3羽のヤマガラには順位があり、とまる場所も決まって

いる。ヤマガラは排他的で2羽同時に餌台上にいることは

決してなかった。カラ類2種は実をくわえとると足に挟みノ

ミでたたくように種子を割る。くちばしの形は途中まで太く、

先が細くなりノミそのものである。たたく方向を微妙に変え、

効果的な位置を探す。 

 越冬しているジョウビタキもよく餌台のまわりをうろつい

た。餌台にとまることもあったが、予想通り麻の実に手を出

すことはなかった。アオジは早い段階からいたが、給餌を

始めてからは近くにいることが多かった。餌台にとまること

はなかったが、まわりに飛び散った麻の実がお目当てであ

る。ただ、くちばしに挟んで転がして皮をむこうとするのだ

が、どうにも歯が立たない。カラ類が割るときに飛び散るか

けらで我慢するしかなかったようである。 

  予想外の来客はシロハラとヒヨドリ。液果しか食べない

かと思っていたが、あきらかに麻の実をついばんでいる。

頻繁に来たのはシロハラ。持ち前の習性が顔を出し、餌

をはねのけ餌を食べるという何とも効率の悪い（もったい

ない）食べ方。まさか皮ごと食べていることはないと思う

が、特段皮をむく動作は見られなかった。2月にはいって

からの来訪で、いよいよ餌がきびしくなってしかたなくとい

うことかもしれない。ヒヨドリは2、3回見たきりで、こっちは

もっと口に合わなかったようだ。 

 3月中旬になるとカラ類は極端にくることが少なくなっ

た。ちょうど営巣期にはいる頃である。替わりにスズメが4

羽くるようになる。それ以上数が増えることもなく、毎日に

ぎやかである。カラ類と大きく違うのは、2羽、3羽と肩を

並べて餌をついばむこと。スズメには麻の実はちょっと手

ごわいと思うが常連になった。 

 すぐそばにある巣箱。昨シーズンはシジュウカラが営巣

した。この冬もヤマガラがのぞいたり、シジュウカラがのぞ

いたり…。てっきり競争率は高いと思っていたらいまだ空

き家。人に例えるなら、三宮センター街のすぐ側で子育

てなんてとんでもないってことか…。                               

                       （きたの みつよし） 

  



 ニュータウンの森を走る細い獣道に自動カメラを仕掛

けると、次々に成果が現れた。ネコ、アカネズミ、ニホ

ンアナグマ・・・。彼らは人知れず森の中で行動してい

る。街の住人が誰一人として知らない世界にカメラを通

して接することができる、こんな面白いことが他にあろ

うか。これはできるだけ長く記録していかなければ。そ

んな風に思い始めると、さらに欲が出てきた。どうせ撮

るなら綺麗に撮りたい。今の仕掛けは単純で、セン

サー、カメラ、ストロボ１灯。これが一式、コンテナ

ボックスの中に収納されている。この仕掛けの欠点は、

ライティングが平板になってしまうことだ。最低でもも

う１灯ストロボを光らせて立体感を出さなければ、鑑賞

に耐える写真は撮れそうにない。 

 手持ちの機材でまずは試そうと、親から高校の入学祝

にもらったストロボ（サンパックオートズーム3000）を

引っ張り出した。かれこれ30年も前の代物だ。これにス

レーブユニット（他のストロボ光に同調してストロボを

発光させる装置）を取り付ける。そして、このストロボ

を三脚に据え付け、自動カメラから少し離してセットす

れば、カメラ側のストロボと、離してセットしたストロ

ボが同時発光して、二灯流のライティングができる計

算。サンパックオートズーム3000は手動で発光量がセッ

トできるから、二灯流の光に強弱をつけることもでき

る。ここまでは言うことなしだった。 

 問題はストロボの電源だ。単三電池４本（６V）で作動

するオートズーム3000にエネループを４本入れても、電

源を入れっぱなしにすると一晩で電池切れを起こしてし

まう。毎日電池交換することなどできるはずもなく、は

て、どうしようと、パソコンのスイッチを入れた。 

 解決方法はすぐに見つかった。電圧が６Vで、容量の大

きい充電式バッテリーが通信販売されていた。何だか怪

しい製品だったが、試してみる価値はあるだろうと早速

取り寄せる。ストロボの電池室からコードを引っ張り、

バッテリーに繋いだ。問題なく光る。バッテリーを二つ

並列つなぎにすると容量がアップし、一週間電源を入

れっぱなしにできることも確認できた。それにしても[並

列つなぎ」という言葉を口にしたのは何十年ぶりだろ

う。小学校で習った理

科の知識が、こうして

後で役立つなんて思い

もよらなかった。我が

子には自信を持って、

世の中に無駄な勉強な

ど何もないと言ってや

ろう。 

 さっそく２灯目のスト

ロボを現場に投入。動物

よろしくまずは自分がカメラの前を這って、写り具合を

確認する。これまでとは雲泥の差の映像がモニターには

写し出されていた。 

 こうしていよいよ、

自動撮影装置の本格運

用が始まった。 

   （なかた かずま） 

 

 

 

 

 

 

 

（第３話につづく） 

  

写真５：ニホンアナグマ。雨の夜にも活動している。 

７ 

写真１：ニホンアナグマ。ストロボ１灯で撮ったもの 

中田一真  第２話 二灯流撮影術 

このお話は、ひょんなことから近所の公園で生き物撮影係を担当する

ことになった一人のアマチュア野鳥写真家が、そこに生息する哺乳類を

撮影するため、試行錯誤を繰り返しながら自動撮影に取り組む様を記し

た実録である。 

写真２：二灯目を準備。電源は充電式 
   ６Vバッテリーを並列につない

写真４：アライグマ。ストロボに驚き立ち上がった。 

写真３：二灯流撮影テスト中 

【二灯流作例】 



   

     

 「声はすれども姿は見えぬ 君は深山(みやま)の  

                            タゴガエル」 

 
 この歌は、実際にはタゴガエルではなく〔きりぎりす（コオロギの

事）と読まれています。皆さんの中にも山間渓流でグッグッグッと

いう変わった鳴き声をお聞きになって、その正体がわからなかっ

たという方もいらっしゃるのではないでしょうか。 

タゴガエルは、渓流の伏流内や谷間の水がしみ出す岩の隙間等

で繁殖を行うので、その姿を見る機会はなかなかありません（写

真１）。成体の体長は30～58mmで、雌雄に差はありません。ヤマ

アカガエル同様に背中線が鼓膜の後ろで外側に向かって曲がり

ますが、のどから胸にかけて細かく黒い斑点が多数あり識別でき

ます。ナガレタゴガエルは水掻きが発達しているので、その発達

具合で識別します。繁殖は概ね３月から６月で、森林性で低地に

も分布しますが、標高2000m以上の山地にも生息しています。急

峻な岩場をペアで登らなければ到達できないといった産卵場所も

あり、撮影する側もやっと足が置けるような岩に張り付いて長時

間粘らなければならない事もあります（写真２）。繁殖期を過ぎて

からは渓流沿いを歩くと飛び出してくることがあり、鳴き声のした

付近で姿を見ることが出来るでしょう。また、今年の１月に「ばい

かだ」さんこと徳田龍弘さんとお会いした際に、「タゴはもう鳴いて

いますか？」と聞かれました。私も知らなかったのですが、１～２ 

月にも盛んに鳴き、繁殖するという報告もあり、是非早春の鳴き

声を聞いてみたいものです。繁殖期のオスは、水中でメスが訪

れるのを待つため（水中で越冬する場合も同様）体側面の皮膚

が伸長し、水中の溶存酸素を取り込みやすい体型になっていま

す。伏流内で水深の浅い場所での産卵とは言え、なるべく壁面

に卵塊を固着させたいようで、私の観察では雌雄のペアは頭を

下向きに産卵しています（写真３）。蔵卵数は少ない場合で30

個、多いときは160個程度で、動物極は淡い黒色、卵黄に富んで

います。卵径は、本州に生息するアカガエルの中でナガレタゴガ

エルに次いで大きく2.7～3.0mmあります。繁殖場所が岩陰という

事もあり、産卵行動はよほど条件のいい場所でないと見ることは

出来ません。 

 オタマジャクシは、どの繁殖場所でも僅かな水溜まりで成長し

ています。孵化したオタマジャクシは白っぽく、餌を摂取せずに蓄

えられた卵黄の栄養分のみで成長し変態することが出来ます

（写真４）。しかし、変態上陸する時の幼生は非常に小さく、その

体長は7～10mm程度です。 

タゴガエルの繁殖習性はとても変わっていて、大変興味深い種

です。また、最新の研究では種分化もかなり進んでいることも示

唆されており、目が離せない種です。 

                                                                 

     

         （とくなが ひろゆき） 

 

 

 

    

  

８ 

シリーズ ③
 姿を見せず謎の多いカエル姿を見せず謎の多いカエル  徳永浩之 

写真１：岩の隙間で産卵するペア  

写真３：タゴガエルの産卵の瞬間 

写真４：孵化したオタマジャクシ  

写真２：急峻な岩場を登るペア  



   

No.３ 

（Sippo・きむら ふじか） 

この子の魅力は、なんといっても このキュートな視線。 

カマキリの偽瞳孔と同じように、どちらを向いても見つめ

られているような気持ちになるのです 

地味な翅色も白花に包まれて、 

優しげなお姉さまのようです 

 

朝露が乾くのを待つ10月中旬の福島で、 

初めて出会ったこんな光景も、 

さらにこの子が愛しく感じられた瞬間でした。 

唯一、狭い我が家の庭でも見られるヤマトシジミの存在

は、何より身近なお友達。 

今年になって増えた庭のピンクのハルジオンに来てくれる

日を楽しみに、せっせとカタバミを保護する私です♪ 

春先から晩秋まで・・・ 
そして、どこへ行っても、 
たくさんのヤマトシジミたちが頑張って生きている。 

そんな光景に目を細めながら、 
小さなシジミチョウの世界を想う。 

    

SippoSippoSippoの絵はがきの絵はがきの絵はがき   

９ 
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 サワグル

ミ は 北 海

道、本 州、

四 国、九 州

に分布する

雌雄同株の

落葉高木で

その名の通

り 沢 筋 に

生 え る。

サワグルミも前回の会報で掲載した『六甲山のブナとイ

ヌブナ林（神戸市立教育研究所発行）』に六甲山で一番

ノッポの木として記載されていた。「六甲山北斜面の840

メートルの沢筋で発見した」との本の記述をもとに探し

たが、見つからず仕舞いであった。探し始めて３年目の

夏に沢上りを趣味とする知人からサワグルミ発見の知ら

せが届いた。数日後にその知人の案内で現地へ行った

が、場所は車道（県道16号線）から徒歩十数分ほどと意

外と近い場所だった。砂防ダムの袂に樹高が25ｍほどの

巨木がそそり立っていた（写真参照）。大きな羽状複葉

の葉と下垂した長い果序からサワグルミに間違いない。 

カメラに望遠レンズをつけて果序を撮影すると翼のある

種子が確認できた

（写真参照）。樹形

はすらっとしてお

り、針葉樹のような

樹形だ。念のため

ロープを使って沢筋

へ降りて、サワグル

ミのそばまで行っ

た。『六

甲 山 の ブ

ナとイヌブナ林』の記述の通り、根元からすぐのところ

で2本に分れていて、胸高直径は50ｃｍ以上あった。付近

には樹高３ｍほどのサワグルミの幼木が数本あり、世代

交代はできそうなので安心した。クルミ科の植物は種子

を遠くへ風で飛ばすため果序を高い所につけるので残念

ながら果序を含めた標本の採取はできなかった。葉のス

キャン画像を採るために完全な複葉を数枚採取し、現場

を去った。 

 翌年の春にサワグルミの花を撮影するために現地へ行

く予定を立てていたが、花を見るのは初めてなので花期

が正確にわからない。この辺でよく見られるシナサワグ

ルミと近縁種なのでシナサワグルミの花の咲く頃に行け

ばいいと考えて、シナサワグルミが咲きだした４月中旬

に再度、現地へ行った。しかし、芽吹きかけていたが、

花は確認できなかった。２週間後の５月初めに現地へい

くと葉の展開と同時に新枝の先から15㎝ほどの雌花序と

やや短い雄花序を下垂していた（写真参照）。昨年と同

様に花も高い所についていたので花を含めて標本は採取

できなかった。 

 サワグルミの兵庫県内の分布は但馬、億播磨、北丹波

など北部が中心で、六甲山のような瀬戸内会沿岸での自

生は珍しい。サワグルミと同じように兵庫県北部を中心

に分布する涼しい気候を好む植物が六甲山に自生してい

る例は多い。例を挙げれば、ブナ、オオイワカガミ、コ

フタバランなどがあり、寒冷期に冷温帯の植物が南下し

た名残と考えられる。なぜ、六甲山にそれらの植物が居

残ったかは諸説があるが、小生は六甲山の北側に六甲山

より標高の高い山がないから寒気が入り込みやすいのか

らと思っている。いずれにしろ、六甲山は興味の尽かな

い山である。          （しみず たかゆき） 

六甲山のサワグルミに想う  清水孝之 

写真③：サワグルミ 

写真①：サワグルミの花 

第二話 

写真②：サワグルミの実 
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 小学生のとき、夏休みになると「今

年こそ植物採集をして標本をつくろ

う」と意気込んでいた。そこで、植物

採集をするべく近くの畔などを見る

と、素敵なブルーの花が目に入った。

ツユクサである。毎年ツユクサが一番

目の採集植物になっていた。 

 ツユクサを採集してきて、新聞紙の

上でていねいに伸ばし、石をおいて圧

力をかける方法で標本作りをした。だ

が美しい花がぐしゃぐしゃになってしまってうまくできないのであ

る。８月は花咲く野草が少ない時期である。小学生にはツユクサ以

外に採集するものがないのである。こうしてわたしの夏休みの植物

標本作りは成功したことがなかった。 

大人になってからも野草に興味を持つことがなかった私だが、花

が美しいツユクサはよく目にとめていた。 

ある自然観察会に参加したとき、講師の方が「ツユクサの花弁の

数は何枚か？」といわれた。ツユクサの美しい花弁を見ながら自信

を持って「２枚です」と答えた。すると講師の方が「３枚だよ」と

いわれてびっくりした。２枚の大きな青い花弁のほかに下側に小さ

な透明に感じる白い小さな花弁があることを初めて知り、すごく感

動した。 

 ツユクサの花を見ると青い花の中

に黄色いしべが目立つ。黄色く見え

るのは６本の雄しべだ。ツユクサは

虫媒花だが虫が好きな蜜はもってい

なくてしべの黄色い色で虫を惹きつ

けている。 

 10年ほど前に「ツユクサは虫を呼

び受粉するために６本の雄しべが見

事なチームプレーをしている。」と

いうことを書いている本(「身近な雑

草のゆかいな生き方」 稲垣栄洋著 草思社)を読みすごく感動し

た。 

それを意訳すれば下記の内容である 

「ツユクサの6本の雄しべの目的は、花粉を運ばせるためにハナ

アブの体に花粉をつけることである。目的達成のために6本の雄し

べはどのように連携しているのだろうか。まず６本の雄しべの特徴

を見ると、花に一番近いところに３本のＸ字形の短い雄しべがあ

る。これは鮮やかな黄色をしているが花粉はほとんどない。中央に

Ｙ字形の雄しべは鮮やかな黄色で花粉が少しある。長い２本のＯ字

形の雄しべは花粉がたくさんある。 

ハナアブは花の奥の鮮やかな黄色の

Ｘ字形の短い雄しべに惹きつけられ

て花に潜り込む。このときハナアブ

の背中にＹ字形のおしべの花粉がつ

く。ところが花粉がほとんどないの

でハナバチはすぐに飽きてしまう。

飽きたハナバチの目に黄色いＹ字

形の雄しべが見えＹ字形のおしべ

を訪れる。このときこハナアブの背中に長い２本の雄しべの花粉が

つく。こうして虫に花粉を運ばせるべく、６本の雄しべは見事に

チームプレーをしているのである。 

ツユクサの花は一日花である。というか早朝開いた花が昼前には

閉じる半日花である。短かい時間しか開花しないから訪れる虫が少

なく受粉できない時が多い。そのときは雌しべに並び立つようにあ

る２本の長い雄しべが雌しべに絡みつくように寄ってきて自家受粉

をする。」 

この本を読んだわたしはツユクサの見事さ、たくましさに惹きつ

けられた。以後、ツユクサを見るとおしべの様子を見てはおしべの

チームプレーの見事さを思い浮かべていた。 

最近になって神戸大学の丑丸敦史准教授らの研究によりＹ字形雄

しべの役割は、訪問昆虫に正規の止まり方をさせ、Ｏ字形雄しべの 

花粉をただ食いさせないようにするこ

とであるということが確かめられた 

  ツユクサの3枚の花弁のうち大き

な2枚は鮮やかな青色をしている。

（以下これを青花という）。ところで

3花弁とも白色の白花のツユクサ（以

下これを白花という）を見ることがあ

る。 

 白花があるところでは白花がポツリ

ポツリとあるのではなく群生してい

る。白花の群生の端などで青花が混

じっていることがあった。その場合よ

く見ると近くに青花の群落がある。そ

こで、「青花と白花があればその交雑

種があるはずだ」とおもってみたのだ

が、交雑種と思われる花が見当たらな

かった。交雑しているなら花の色が青

と白の中間的な花がになるものがある

だろう。と思うのだが・・・。 

ほかの場所で淡青色の花のツユクサがあるところ がある。そこに

は白花はなく、淡青色の花ばかりだ。 

 花弁の縁が白く彩られたものをメ

ガネツユクサと呼ばれているが、メ

ガネツユクサを見るところがある。

そこには青花が近くにあるが、やは

りそこでは青花のほかはメガネツユ

クサばかりで中間的な花は見ない。 

 ツユクサが他家受粉を盛んにする

ならば交雑種がたくさん入り混じっ

ているはずだ。と思う。他家受粉をす

るためにツユクサはおしべの色や長さを工夫しているものだか

ら・・・。 

 インターネットを見ていると衝撃を受ける内容のものがあった。 

それは、「ツユクサは朝に花を咲かせた時点で、もうすでに雌しべ

には花粉がついています。・・・気をつけて観察してみると、どう

やらほとんどの花がすでに受粉を終えている様子です。ツユクサ

は、「つぼみ受粉」の段階では、約 

８割～（９割）が自家受粉するよう

です。」というものだ 

 ツユクサを見ると続々と驚くほど

多くの個体が芽生えてくる。ところ

が青花と白花が近くにあるところ

（ここをＡ地点とする）でも芽生え

る個体は青花と白花の中間的なもの

はなく、青花と白花が芽生えている。

こツユクサはほとんどが自家受粉して

いるならばＡ地点での青花と白花が様子には納得がいく様子であ

る。 

 わたしも午後に長い2本の雄しべと

めしべが絡まりあって自家受粉して

いるのを見ることがある。また朝の

うちに長い雄しべの葯が雌しべの柱

頭についているのを見る。秋には閉

鎖花を見ることが多い。 

花の色の様子やしべなどの様子を見

るとツユクサは自家受粉を中心に

行っているようである。しかし、自

家受粉だけでは同質の子孫しかできなくて生物として存続していく

力が弱い。生存していく力を高めるための多様な子孫をつくるため

に虫に花粉を運ばせて他家受粉も行っている。というのがが実態の

ようだ。 

                    （くぼた ひろゆき） 

 

ツユクサについて  窪田博行

下に小さな白い花弁がある 

第三回 

神戸野草紀行神戸野草紀行  

淡青色のツユクサ 

雌しべに雄しべが絡みついた 

雄しべの配置 

白色のツユクサ 

閉鎖花 

メガネツユクサ 

雌しべの先が葯についている 
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  大阪府豊中市の住宅街に、小さな箱庭ビオトープがあ

る。そこは、以前せき止め型のため池と里山があったとこ

ろで、反対運動むなしく宅地造成されてしまったが、その

一画がビオトープとして約５年前に整備された。 

  ビオトープは、砂泥を敷いたコンクリート池を中心に、その

周りに在来の里植物が植栽されている。外周はフェンスで

囲まれ、通常は管理や観察会以外は立入できないように

してあるが、フェンスが低いため、その気になれば容易に

入ることができる。また周辺は造成住宅地で、近隣の樹

林地や水辺からは数百ｍ離れて位置している。 

  当初、池にはヒメガマ、マコモなどの抽水植物とハス、沈

水植物はマツモとエビモ、貝類はヒメタニシ、カワニナ、モ

ノアラガイ、魚はメダカを周辺地域から採集して導入した。 

  それから、1年に1度、池の簡易な生物調査を行ってい

るが、狭い新設ビオトープゆえ、経年変化が大きく、毎年

新鮮な驚きがある。 

  植物では、抽水植物とハスはいずれもよく繁茂し、時おり

間引きが行われている。整備1年後には当初の導入種で

ないオオカナダモが出現し大繁殖したが、昨年は非常に

減少し、今年はまったくみられなかった。同じく導入種でな

いセリが昨年出現し、今年も何とか生き残っているようだ。 

 3年前には絶滅危惧種のシャジクモが現れ、何とか繁

殖してくれないかと願ったが、翌年以降は消えてしまい

非常に残念だった。 

  メダカは、近隣の水路から野生種を導入したのだが、

2年後にヒメダカが混じるようになった。誰かがヒメダカを

入れたのか、当初入れたもののなかに、ヒメダカの遺伝

子を持った個体が混入していたのかはわからない。いず

れにせよ、ここで増えた野生種を、近隣の水路やビオ

トープに移植しよう

とした計画はとん

挫してしまった。 

   貝類では、予想

通り？、モノアラガ

イ は絶 滅、代 わ り

にサカマキガイが

現れたが、それほ

ど多く増えてはいない。ところが、インドヒラマキガイが出

現すると同時に大繁殖、ヒメタニシを抑えて貝類での優

占種となっている。カワニナは細々と生き残っている。 

トンボのヤゴは意外に貧弱で、イトトンボ類数種、アカネ

類数種、ギンヤンマくらいで数もあまり多くなっていない。

シオカラトンボはここ数年出現していない。 

  このビオトープ池での最大の出来事は、3年前、カルガ

モが飛来して産卵、子育てをしたこと。よくもまあ、こん

なところにやってきたものだと驚きながらも、孵化して日

に日に大きくなるヒナをみて、お引越しする先の水辺が

近くに全くないのが心配であったが、ある日すべてのヒナ

がカラスに襲われ、親ガモはどこかに飛んでゆき、その

後は姿を見せてない。 

  小さくオモチャのようなビオトープではあるが、栄枯盛

衰が激しくて目が離せない。さて来年は何が起こってい

るだろうか？ 

                         

                     （かきもと しゅういち） 

  



 「神戸いきもの会議」のお仲
間にしていただいた田村昌也と
申します。 
 私は、兵庫県三田市に在住し
ており、趣味として４年前にデ
ジタル一眼カメラを購入し、野
鳥撮影をスタートしましたが、
最近の成果を書かせて頂きまし
た。 
 

◆その一 100%とコノハズクや………？ 
 2010年６月23日、自宅近くのドングリの木に普段見
かけない鳥が3羽仲良く横一列に並んで休んでいるのを
発見。すぐさま、このチヤンスを逃すまいと、愛用の
カメラを持ち出し撮影したのですが、結果はあまりに
も無残。 
 私の思いも吹っ飛んでしまいました。自慢するネタ
がうまく写っていないのです。 
 この野鳥が、雑誌や映像で目にしていた希少外来野
鳥のコノハズクと直感していました。 
 今でも目にはっきりと焼け付いています。毎年6月に
は、その木の付近を懲りずに観察しています。 
 その、へたくその写真から、もしやして専門家に見
てもらったら、それを実正してもらえるかもとの思い
で日本野鳥協会へ同定を依頼しました。 
 結果、写真写り悪く同定不能でした。 
 やっぱりダメか、見方によってはコノハズクかもと
の甘い期待をしていたのですが至極残念でした。 
 それ以来、これはと思う場面での写真撮影には悔い
を残さないようにウキウキ、ソワソワ、ドキドキなど
の興奮を抑え、慎重にさつえいすることを肝に銘じて
いますが、未だに思うようになりません。 
 

◆その二 ヒメカンアオイの保全 
 野鳥撮影時にヒメカンアオイの保護活動を８年間ほ
どされている方達に偶然お会いし、その活動に感動、
賛同し、その日のうちに会員になりました。 

 ヒメカンアオイは、春
の女神と言われるギフ
チョウの幼虫が、ただ一
つの食草としている大変
大切な植物です。 
 このヒメカンアオイ
は、主に明るい里山の落
葉広葉樹林の林床に生育
する常緑の多年草で、特
に成長が遅く、種子の拡
散も範囲が小さいため、
自生地も限られていま
す。 
 生息地は、土壌に湿度
があり適度の明るさが必
要です。 
1960年代からの燃料革命
より、徐々に人の手が入
らなくなった暗い森を主 
  

輝人ファイル  No.４  田村 昌也 さん   「カメラと環境保全活動」「カメラと環境保全活動」「カメラと環境保全活動」   
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に整備しようと１年
の内、10月から翌年
３月ごろまで森の下
草 刈、枝 打 ち 等 を
し、木漏れ日がさす
明るい森に環境整備
しています。 
 また、生息地の調
査、生態観察、種子
の採取、育苗、移植

などの活動を身の丈に合わしてコツ、コツと楽しく
続けています。 
 暗い森から、明るい森へのチエンジ、自然を大切
に、人間しかできない活動の手助けをしています。 
 
◆その三 ヒメタイコウチの発見  
 2012年９月、ある森でヒメカンアオイのメンバー
達と自生植物の調査をしている時にヒメタイコウチ

を発見しました。リー
ダーより、兵庫県のレッ
ドデータのAランクに選定
されている貴重な昆虫で
ある等の説明を聞き、そ
の場を荒らさないように
特に注意し、写真撮影し
て引き上げた。 
 その後、ネットにて詳
しく調べたところ、後述
のように非常に特殊な生
態で希少な水生昆虫であ

ることが判り感動を覚えました。 
 湿地、湿原、水田、池畔などの水際に生育する植
物の根除や落ち葉の下をすみかにしてミズムシ、ヤ
スデ類、クモ類を鎌状の前脚で捕らえ、針のような
吻（ふん、口器）を突き刺し、消化液を注入して溶
かした組織や液体を吸い取っているそうです。 
 局所的に分布していて、環境悪化が生息に大きく
影響し、ある地域では、天然記念物に指定されてお
り、すでに絶滅に瀕しているところもあるようで
す。 
 なぜか、兵庫県と愛知県においては他の地域に反
し、特に生息地が多いとのこと、我が県は少しは人
と自然の共生ができているのでしょうか ？ 
 私は、発見した日をもって、その後、足を踏み入
れていないですが一年後の９月には、再び静かに訪
れて見たいと思っています。 
 
 この度の「神戸いきもの会議」への入会は野鳥に
加え、草花、樹木、昆虫などにも広く、浅く興味を
もつようになり、その過程で名前が判らないものが
多々あり、ネットだけでは判明せず困っていたとこ
ろ、ご専門の先生方よりご回答いただける事を知
り、大変有り難く思っております。これからは、多
いに活用させて頂きます。皆様どうぞよろしくお願
いいたします。 
                 （たむら まさや） 

写真①：ヒメカンアオイとその花 

写真②：暗い林 

写真③：竹やぶ下草刈りの現場  

写真④：ヒメタイコウチ  



 会員の北浦きし子と申します。ご紹介を兼ね
て、私の最近の活動を書かせて頂きます。 
  

 平成25年4月13日（土）午前5時33分。ゆっさゆっさ
と大きな横揺れ。これは夢じゃない。揺れている最中
にウイッウイッウイッと緊急地震速報音が鳴る。後か
ら知るが震源に近いと揺れが先に、緊急地震警報が遅
れて届く。揺れが収まり、安否確認の電話とメールを
入れる。津波の心配なし。備蓄食よし。（注１）電
気、ガス、水道問題なし。いざ、つちのこ探検隊4月度
例会西宮市貝類館へ出発。 
 JRの運転再開が大幅に遅れ、振り替え輸送により私
鉄ダイヤが乱れる。他の隊員より遅れること30分。貝
類館では講師の渡部哲也研究員の解説が始まっていま
した。貝はベロを膨らませ、それをギュッと収縮させ
て移動する、と身振り手振りを交えた熱心な解説にメ
モを執る。貝は海水中の炭酸カルシウムを取り込み、
殻を強く大きくする。長い棘をもつクロトゲホネガイ
は3分の１回転しても外向きに棘が突き出て外敵から身
を守る。巧妙な120度進化に舌を巻く。比べて陸産の貝
に棘が少ないのは、材料が乏しい為。表面はタンパク
質で覆われている。なべて石灰岩の山に多く見られ
る。貝には♂、♀があり、中には卵巣、精巣をもつ雌
雄同体の貝もいる。雌雄同体はコストが掛かるが生存
上有利である。イモガイ科のベンガルイモガイは綺麗
で珍しくコレクターに人気がある。カメオの材料にな
ると聞けば頷ける。肉食性の貝は、ヤスリ状の歯舌
（しぜつ）を使い貝殻を破り中の身を食べる。（注
２）貝が貝を食べる！貝は世界に10万種いると言われ
ている。初めて知る貝の生態に、驚きの連続。 
 午後からマーメイド号を見学する。ここぞとばか
り、にわかK船長が船上でポーズを取る。船室は意外と
広く、堀江謙一氏のベッド頭上には、ウイスキーが決
してこぼれないタンブラーポケットがぶら下がってい
た。航行中、日中目にするものは青い空と大海原。訪
れるのはカモメかイルカの群れ。夜は満天の星空に流
れ星。波の音が子守唄。マーメイド号には男のロマン
が詰まっていた。 
  
  

輝人ファイル  No.5  北浦 きし子さん   「地震と貝類館 」 
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 西宮市貝類館を後にして、御前浜に移動する。そこ
に鎮座する勝海舟の砲台跡が鎖国の終わりを物語って
いた。干潮の岸辺を歩き海の生物を採取する。フジツ
ボを食べるイボニシ（ニシは巻貝につく名称）。いつ
の頃からか、ハワイ、アメリカ、東南アジア、ニュー
ジーランド原産の貝がここにも入っている。夙川河口
の海底に無数の凹みが見られる。この凹みは貝を食べ
るエイの仕業。これには目を見張る。水族館の水槽で
泳ぐエイの姿しか見たことがない。次はエイが貝を捕
食するところを見てみたい。岩場を這うフナムシがい
ない。渡部研究員曰く、ここではフナムシを見たこと
がないそうです。何故だろう？ 途中から地元のち
びっ子達が「何をしているの？」と仲間入り、PTA同
伴のギャラリーが増える。波間には数羽のコアジサ
シ、ヒドリガモ、カルガモ、ユリカモメ、ウミウが見
られた。 

 同定では、イワフジツボ、タテシマフジツボ、ケフ
サイソガニ、モクズガニ、ヤドカリ、ミミズハゼ、ウ
ミニナ、イボニシ、タマキビ、アラムシロガイ、シマ
メノウフネガイ、マガキ、クチバガイ、サルボウ、ミ
ドリイガイ、コウロエンカワヒバリガイ、ヨコエビ、
ウネナシトマヤガイ、ミズヒキゴカイ、カンザシゴカ
イ。U隊員が拾ったオオノガイは、蝶番状のものが一
つの二枚貝で口をぴったり閉じない。普通、貝は外敵
から身を守るため、ぴったりと口を閉じるが、オオノ
ガイは水管が長く砂上に完全に姿を出すことがないの
で敵に襲われにくく、口をぴったり閉じる必要がな
い。と渡部哲也研究員に海の生き物の生態を分かり易
く説明していただき目から鱗の愉しい一日でした。あ
りがとうございました。 「つちのこ通信第144号」
に掲載済み。         （きたうら きしこ） 

 
（注１）「来るべき大地震に備えて」環境防災総合政策研究機構

理事の宇井忠英先生（つちのこ名誉隊員）推薦図書 “必ず来る！ 

大震災を生き抜くための食事” 石川伸一著 主婦の友インフォ

ンス情報社（発行）。 下記サイトで立ち読みできます。  

 http://www.st-infos.co.jp/Portals/0/content/daisinsai/

index.html 

（注２）下記の URLで歯舌の電子顕微鏡写真が見られます。

http://www.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU/kikaku/11marisai/

sizetsu/sizetsu.htm 

 



 おとなりの大阪では、

地域の食文化を支えてき

た伝統野菜を再興しよう

という取り組みが活発に

なっています。市街地化

による農地の消滅や交配

品種への移行で栽培の途

絶えた地野菜を復活させ

て、「なにわの伝統野

菜」として認証する制度

を設け、特色ある地元の

農産品を生鮮品、加工

品、料理店での提供など

さまざまな形で活用して

いこうというものです。

「こつま南瓜」も戦後長

らく消滅していました

が、2000年に種子を探し

当てたことで、〝再登

場〟となりました。今で

は、趣味の野菜作りや学

校菜園のみならず、プロ

農家まで栽培は拡大中で

す。 

 

 

【来歴】カボチャの原産地は北アメリカから南アメリ

カまで広い範囲にわたり、その中でニホンカボチャは

比較的低緯度の高温多湿地域に分布します。わが国へ

の伝来は、1541年にポルトガル人が豊後国に漂着して

大友宗隣に貿易の許可を求めた際に、カボチャを献上

したのが最初と言われ、これは1492年のコロンブスに

よる新大陸〝発見〟からわずか49年後のことです。当

初は「毒物かも知れぬ」と食べない人もあって、本格

的な普及は江戸時代中期以後のことで、渡来地の九州

から秋田へ（1600年代前半）、京都（1600年代後

半）、江戸（1700年代半ば）などに栽培され、その後

各地に広がっていきました。 

こつま南瓜はそんなニホンカボチャの１品種に当た

り、摂津国西成郡勝間村（現・大阪市西成区の玉出地

区）で育成されたものです。万延元年（1860年）に勝

間村の庄屋（村長）や百姓代（農家の代表）らが、大

阪にあった天満青物市の問屋年行司（市場運営の長）

あてに７品目の野菜に限り同村内での「立ち売り許可

願」を申し出ています。その中に記載されている「南

京瓜」はこつま南瓜と思われ、当時から特別な農産品

だったみたいです。明治時代には広く大阪市域で栽培

され、特に西成郡ではその３割の生産を占めていたも

のの、第２次世界大戦に伴う食糧確保から、より大き

なカボチャの生産が求められるようになった事情など

もあり、こつま南瓜はだんだん作られなくなっていき

ました。 

  

 一方、明治維新以降

北海道に置かれた開拓

使は、寒冷地の栽培に

適したマキシマ種（C. 
maxima）のカボチャ品

種をたくさん導入し、

これが文明開化ととも

に普及したということ

で「セイヨウカボチャ」と称しました。これまで単に

ナンキンやトウナスなどの名だった江戸時代以前のカ

ボチャであるモスカータ種（C. moschata）は「ニホ

ンカボチャ」と呼び分けるようになったのでした。余

談ですが、栽培カボチャの種（しゅ）は、セイヨウカ

ボチャmaxima、ニホンカボチャmoschata以外に、ペポ

カボチャpepo、ミキス

タカボチャmixta、そし

て多年草となるフィシ

フォリア（クロダネカ

ボチャ）ficifoliaの５

種あります。  

 このうち日本で栽培

さ れ て い る の は、

maxima、moschata、
pepoの３種で、pepoには家庭菜園で珍しがられている

そうめんカボチャや、最近人気のズッキーニもこの仲

間です。セイヨウカボチャはのちに寒冷地のみならず

全国に広まり、戦後、高品質な交配種（タキイ種苗の

えびすなど）が開発されたことでニホンカボチャの生

産量と完全に逆転して、今やスーパーの店頭ではニホ

ンカボチャをほとんど

見かけなくなりまし

た。 

こつま南瓜もこの流れ

の中で久しく忘れられ

た 状 態 でし た。し か

し、大阪木津卸売市場

で漬物店を経営されて

いた石橋明吉さんが、

2000年に和歌山の農家で偶然に種子を発見。昭和初期

に譲り受けたというこつま南瓜を自家採種して、代々

育てておられたのです。念のため、大阪府立「食とみ

どりの総合技術センター」で試験栽培したものを、昔

栽培したことのある古老に見ていただいたところ、

「少し大ぶりだが間違いない」との証言を得て、こつ

ま南瓜はめでたく「復活」できました。田畑のまった

く無くなった西成区に代わり、周辺の住吉区や東住吉

区、平野区などが現在の代表的な生産地です。 

【栽培】種まき適期は、４月～５月上旬。ツルを伸ば

すのでかなり広い場所が要りますが、園芸ネットを

使って上に伸ばすのも可能です。摘心などせずに放任

しても自然分枝して育ちます。葉にウドンコ病が出る

のとアブラムシの害以外には、特に問題はないようで

稲田信彦 
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神戸周辺の伝統野菜 
   その三 

ニホンカボチャ Cucurbita moschata 
(Duchesne ex Lam.) Duchesne ex Poir. 
ウリ科カボチャ属 

 なにわの伝統野菜「こつま南瓜」  

① 

③ 

⑤ 

② 

④ 

⑥ 



す。 

雌花が咲いたら、午前９時ま

でに受粉させると確実に着果

します。 

    

【種の入手方法】勝間南瓜普

及の会代表の辰巳久子さんへ

ご連絡。557-0045 大阪市西

成区玉出西２丁目12-20（電話 

06-6658-7842）。種を無料で

分けていただけます。苗を希

望される方は、赤松種苗㈱。

543-0056 大阪市天王寺区堀

越 町 11-11（電 話 06-6771-

4560）。１苗280円（2010年価

格）。売り切れの場合もある

ため予め電話でご確認を。 

 

【そのほか】「こつま南瓜

祭」。毎年冬至の日に大阪市

西成区玉出西２丁目１-10の生

根神社で開催され、こつま南

瓜の蒸しカボチャを販売しま

す。例年、午前９時～午後３

時ごろまで、500円です。なく

なり次第終了。 

 
【参考文献】『なにわ大阪の伝統野菜』なにわ特産物食文化研究会（代表 

堀田忠夫）編著（農文協、2002年）、『大阪市なにわの伝統野菜』財団法人

大阪市農業センター発行（小冊子、2008年ごろ）『都道府県別 地方野菜大

全』タキイ種苗㈱出版部編・芦澤正和監修（農文協、2002年）、『野菜園芸

大百科６ カボチャ・ほか』（農文協、1989年） 

                      （いなだ のぶひこ） 

 デ ィ ー プ・エ コ ロ ジ ー と い う 言 葉 は 1973年、ノ ル
ウェーの哲学者アルネ・ネスによって提唱された考えで
す。ネスは、今までのエコロジー活動を浅いもの(shallow 
ecology movement)とし、より深いエコロジー活動を
(deep ecology movement)として、その重要性を説きま
した。ディープ・エコロジーは環境問題の原因は、社会構
造そのものにあり、これを変革しなければ環境問題は解決
せず、それには個々人の環境に対する意識の変革が重要
で、そのための自己実現を重要視します。 
 また、ディープ・エコロジーは近代以降の西欧的な人間
中心主義的考えから抜け出し、生態的な連続性つまり「自
然は全てが繋がっている」と考え、1970年代以降の環境
活動に深く影響を与えています。 
 私が大切にしている考えかたで、「生命地域主義」とも
いわれる、「バイオリージョナリズム」は、人類の文化や
文明も、動植物も水や空気も含め、全てが絡み合って地域
の特徴を表していると考えており、ディープ・エコロジー
と密接に関係があります。 
 鬼 頭 秀 一 は 著 書「自 然 保 護 を 問 い な お す」の 中 で 
「ディープ•エコロジーは、「人間の心理学的な、精神的
な側面」を重視し、バイオリージョナリズム（生命地域主
義と訳されることが多い）は、「実際に生活している土地
や、そこで成り立っている社会に密接に関係づけされるよ
うな方向性」が強い」として対比していますが、バイオ
リージョンの実践の場においては、その土地に根ざせば根
ざすほど、人間的な軋轢の中で心理学的なまた精神的な力
がためされる局面に出会うことも多く、そのために自己変
革を要求され、やはり両者は根がひとつとであり、バイオ
リージョナリズムは、ディープ•エコロジーの実践的考え
との思いを強くします。 
 ディープ・エコロジーのもうひとつの重要な考え、と私
が思っているものに、あらゆることに対する「深い問いか
け」（deep questioning）というものがあります。そし
てこの深い問いかけこそが、現代、いやたった今の日本に
おいて最も欠けている視点ではないでしょか？  
 福島原発の事故後におこっているさらなる事故は、予測
できなかったことなのでしょうか？ これ以上の電力が経
済の成長のために、必要なのでしょうか？安定電力供給
に、原発は不可欠なのでしょうか？ 経済のこれ以上の発
展は、本当に必要なのでしょうか？ その経済成長は、人
類やバイオリージョンにあるすべてのものにとって、本当
に意義があるのでしょうか？ 

 エコロジカルな未来を支える考えとし
て、＜環境の持続性＞＜社会の公正さ＞
そして、ディープ・エコロジー思想の目
的でもある＜生きることの豊かさ＞をバ
イオリージョンという場で、深く問い直
す必要があるでしょう。 
 ディープ•エコロジーについて詳しい
著書を紹介しておきます。（図１）  
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写真の説明 

①こつま南瓜 

甘く風味がよくて、蒸しカボチャや煮物以外にお菓子作りの材料としても活用できそ

うです。 

②こつま南瓜の果実１ 

十分に熟すと緑色からうす茶褐色となり、表面に白い粉を吹きます。 

③こつま南瓜の果実２ 

④こつま南瓜の葉 

白い斑紋が葉脈の分岐点に出るのは、ニホンカボチャの葉の特徴。 

⑤「なにわの伝統野菜フェスティバル」 

ＮＨＫ大阪放送局のロビーで開かれた大阪の伝統野菜をＰＲする催しです。即売もあ

り大勢の来場者で賑わいました（2009年10月31日撮影）。 

⑥こつま南瓜の展示 

「なにわの伝統野菜フェスティバル」で、こつま南瓜を紹介するコーナーにて。パン

フレットやこつま南瓜の種子が無料配布されました。 

⑦勝間南瓜普及の会 

こつま南瓜を広める市民活動も盛んです。カボチャのイラストは、イメージキャラク

ターの「こつまのかぼちゃん」。 

⑧学校菜園で栽培中のこつま南瓜 

こつま南瓜発祥の地にある大阪市立玉出小学校では、校庭の一画でこつま南瓜の栽培

に取り組んでいます。 

⑨こつま南瓜塚 

旧・勝間村の生根神社境内には、こつま南瓜の顕彰碑があります。１９８６年１２月

２１日に建立された比較的最近のものです。 

⑩赤松種苗店 

古くから天王寺駅前商店街にお店を構えており、こつま南瓜をはじめ大阪の地野菜、

全国の伝統野菜の種まで取り扱っています。家庭菜園をされている方なら、ぜひ訪れ

てみたい種苗店。 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

 

② バイオリージョナリズムと「深い問いかけ」② バイオリージョナリズムと「深い問いかけ」② バイオリージョナリズムと「深い問いかけ」  
松田 聡 

バイオリージョンという考え方バイオリージョンという考え方バイオリージョンという考え方   

図１：アラン・ドレングソン著『ディープ•エコロジー』 

【編集後記】❏自然の各分野で活動されている会員より多数の投稿
を頂き、今号もバラエティ豊かな紙面になりました。❏自然との付
き合いの初心者の頃は、植物、鳥、昆虫など個々のいきものだけに
注意を注ぐだけで終始するでしょうが、それぞれのいきものの存在
は、周りの環境あればこそと、やがてだれもが認識するようになる
でしょう。さらに自然との付き合いが続く内に、それは人間の営み
と切っても切れない関係にあることを強く実感するでしょう。自然
との長い付き合いは、松田さんの「深い問いかけ」を実践する活動
なのかもしれません。（里芋） 

（まつだ さとし） 


