
  

 神戸いきもの会議 

Vol.1 No.２ 

January  30  2013 

目次  

鈴木 武：巻頭言 １ 

山口勝幸：ダックさんの寄生虫万歳！ ② アニサキス ２ 

南川弥生：鳥と音楽 第一話 オリヴィエ・メシアン ３ 

高橋 信：但馬いきもの通信 ② 「土盛りのネズミレストラン」  ４ 

北野光良：季節と鳥 「実と鳥と ーその２ー」 ５ 

中田一真：自動撮影奮闘記 第１話 自動撮影事始め ６ 

徳永浩之:カエル三昧 シリーズ ② 厳冬期に活動する両生類 ７ 

木村藤香:Sippoの絵はがき 東京チョウだより No.2 ８ 

窪田博行：神戸野草紀行 ② 身近なオオバコ ９ 

清水孝之：神戸樹木随想 第１話 六甲山のカジカエデに想う 10 

稲田信彦：神戸周辺の伝統野菜 その二 阪神のオランダトマト 11 

里芋：コラム 神戸ゆかりの昆虫 「ハネナシナガクチキ」 12 

西谷 寛：ビオトープを作ろう その１ 保育園や幼稚園、学校、そして家の庭やベランダに  13 

鈴鹿富士夫：輝人ファイル No.２     14 

里芋：クモをつかむ話「飛行蜘蛛」 14 

里芋：編集後記 14 

The Kobe Committee For Wildlife 



１ 

                                 

 人と自然の博物館の鈴木です。2012年は「ひとはく」20周年で、私も神戸に住んで20年になりました。千葉県南
部出身ですが、だいぶ神戸にもなじんだと思っています。 
 神戸の生きものにはその発見史に関連した人物の面白さもあります。明治〜大正期の代表的な外国人を二人あ
げておきます。イギリス人のリチャード・ゴードン・スミスは1904年にスミスネズミを六甲山地（おそらく摩耶山）で捕獲
して、新種となりました。『ゴードン・スミスの日本仰天日記』（荒俣宏監訳）には、
興味深いことに、当時の神戸周辺の生きものの絵図、風景写真もあります。 
 また、地理的種分化を主張していた貝類学者で宣教師のジョン・トーマス・
ギューリックとその息子は、有馬でギュリキマイマイ（神戸最大のカタツムリ）を採
集しています。ギューリックは淡路島出身で貝類研究家の平瀬與一郎、黒田徳
米にその研究の歴史がつながっています。妙なもので、スミスの日記の中には、
平瀬から貝を買ったとの記述があります。 
 大正に入ると、植物学者の牧野富太郎の名前をあげなければならないでしょ
う。南蛮美術収集で後に知られた池長孟の援助を受けて、昭和初期にかけて、
神戸に長く滞在して、山鳥吉五郎など地元の博物学者に大きな影響を与えまし
た。マヤランは摩耶山で採集された標本（東京大学所蔵）を牧野が見て、和名
をつけたものです。アリマウマノスズクサは牧野が現在の北区五社周辺での採
集会の折りに命名したものです。 
 神戸が発祥？の地である生きものとそれに関わる人物をあげてきました。残園
ながら、神戸でどうなっているかがわかっていない部分がたくさんあります。スミス
ネズミは六甲山での捕獲記録がほとんどなかったのですが、2006年に飼い猫が
捕まえてきたことをきっかけに、六甲山小学校周辺には確実に分布していること
がわかりました。全国的にみれば普通種のネズミですが、神戸での分布情報は
ほとんどありません。マヤランは2009年三木市で本会の今給黎さんが見つけて
いますが、最近の六甲山での記録はありません。ギュリキマイマイも大型のわりに
はあまり見つかっていません。 
 こうした神戸に因む「いきもの」についても、神戸いきもの会議の活動の中でぼ
ちぼちと情報が増えていくといいなと思っています。（すずき たけし）  

鈴木 武 

カジカエデの花 

■ 巻頭言 

ギュリキマイマイ 

スミスネズミ 

マヤラン 



 寄生虫学でいうアニサキスは、アニサキス亜科に属す
る線虫の幼虫の総称、即ち数種の線虫をひっくるめて呼
ぶ便宜的な名前。これらの線虫の成虫はイルカ、クジ
ラ、アザラシなど海棲の哺乳類の胃壁に寄生する。ご存
知のとおり、これらの動物の保護については世間の関心
が極めて高く捕獲に対する規制も厳しい。したがって、
個人が捕えて解剖または駆虫薬(虫下し)の使用で成虫を
手にするなどということは、まず不可能。長い間寄生虫
の勉強をしてきたが、成虫の形態や寄生の様子を観察す
る機会は、ついに無かった。 

 これら線虫の一生の始まりは卵。海棲哺乳類の消化管
内で産まれた卵は糞便とともに海水中へ出る。孵化した
幼虫は動物性プランクトンのオキアミに食べられ、その
体内で３期幼虫(感染型幼虫)になる。オキアミがプラン
クトン食の魚に食べられるとその体内、特にその内蔵付
近で3期幼虫(感染型幼虫)のまま、海産哺乳類の捕食を待
つ（＊オキアミ中で未だ２期だったものはここで３期になる）。さら
に、魚が魚食性の魚やイカに捕食されると、その体内内
蔵付近で海棲哺乳類の捕食を待ち続ける。なお、中間宿
主の魚やイカのうち、３期幼虫(感染型幼虫)を保持して
中間宿主の期間を延長しているものを「延長中間宿主」
あるいは「待機宿主」と呼ぶ。 

 魚の体内にいる３期幼虫(感染型幼虫)は普通の主婦で
も「料理のついでに」簡単に手にすることができ、その
気になればかなり詳しい観察もできる。新鮮で冷凍歴の
ない大きなサバ(マサバ、ゴマサバ)を丸ごと買って来
て、腹を裂いて内臓をつぶさないように取り出せばよ

い。内蔵(特に肝臓や幽
門垂)付近の膜下に長さ
２㎝前後の幼虫が、か
なりの確率(きれいな海
なら50％以上の個体)で
見られる。たいていは
数個体～十数個体であ
るが、数十～数百個体
であることも珍しくな
い。 

 

 

 この３期幼虫(感染型幼虫)は、ヒトに食べられると胃
壁(ときに腸壁)に侵入を図り、この時激しい腹痛をおこ
すことがあるのはご存知のとおり。ヒト体内では、ヒト
が好適な終宿主でないため、侵入した幼虫は成虫になれ
ずやがて死ぬが、好適な終宿主である海棲哺乳類の場合
は４期幼虫を経て成虫になり、やがて産卵する。 

 最近、スーパーなど店頭に並ぶ魚やイカの切身などの
包装に、「もしアニサキスがいたら取り替えます」旨の
表示を見ることがある。しかし、３期幼虫(感染型幼虫)
は大きくて肉眼で見えるので、生食するなら箸で取り除
けば済むし、極端に言えば良く噛みさえすれば幼虫は破
壊されて感染はおこらない。芯温度80℃１分以上また
は、100℃30秒の加熱で容易に死ぬので交換の必要は無
い…のが冷静な判断。 

 注意するなら次の点。(1)魚の内蔵付近のアニサキスは
まれに身(筋肉)へ移動している場合がある。(2)酢鯖や鯖
寿司の場合、酢には殺菌力があるから、酢の中で幼虫は
死ぬという誤解している人がほとんど。しかし、アニサ
キスは海棲哺乳類やヒトの胃の中の強烈な酸(塩酸)に会
うと活発になり侵入を開始する性質の寄生虫。酢鯖や鯖
寿司の中では、死なないどころか極めて元気になるの
だ。 

 「もしアニサキスを寿司屋で発見したらどう対処すべ
きか？」私は次のように教えてきた。「偶然を装って寿
司を床へ落とすか、良く噛むか…しなさい」と。アニサ
キスは、欧州で行われているように２～３日冷凍すれば
死滅するが、日本でそれが義務づけられてないのは日本
の食文化(魚の生食)を守るためである。決して
「ギャー！」と叫んで寿司屋の営業を妨害し潰すような
ことをしてはならない。 

 「兄(あに)さん万歳！」アニサキスは海棲哺乳類・プ
ランクトン・魚・イカ等々の揃うきれいな海、豊かな自
然の証明者だ。食文化を守りながら、永く上手に付き合
いたい愛すべき寄生虫である。 

                  (ダック・やまぐち かつゆき ) 

シリーズ   

②アニサキス
②アニサキス
②アニサキス   

図１：調理中のアジ内蔵に見られた  

アニサキス(３期幼虫)。 

図２：サバ(複数)内蔵付近から取り出したアニサキス(３幼虫)。 

図３：サバの内蔵から取り出したアニサキス(３期幼虫)。左が頭端。 
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  「鳥と音楽」をテーマとして書かせて頂くこと

になりました、南川弥生と申します。趣味で野鳥

を観察している現代音楽の作曲家です。これから

何を書くのか無計画のまま第一回を始めることと

なりましたが、時代やジャンルを超えて色々な音

楽を紹介できれば幸いです。 

  

  まず、鳥といえば、外

すことができないオリ

ヴィエ・メシアン

（Olivier Messiaen 1908

-1992）を取り上げます。

彼は、フランスの作曲

家、ピアニスト、オルガ

ン奏者、教育者としてパ

リ音楽院でP.ブーレーズ

などを教えました。彼は

鳥類学者とも言われてい

ますが、幼い頃から鳥に

親しみ、鳥の生態や鳴き

声を観察したり研究した

ということで、鳥類について専門的研究論文を書

いたという意味での鳥類学者とは違うかもしれま

せん。以前、彼が森に行き、鳥の声を聞分けなが

らその場で楽譜に書き写していく場面をテレビで

見たことがあります。音楽家にとっては、聞いた

音楽を正確に楽譜に書きおこしていくことは基礎

訓練として行なうことなので、その様な能力を

持っている音楽家は沢山いますが、単に鳥の声の

模倣に留まらず、独特なハーモニー付けや作曲技

法により、鳥達の住む環境や取り囲む自然の伊吹

までも表現しているところからも鳥類学者とも言

われているのかもしれません。 

  

 鳥を題材として作曲された作品としては「クロ

ツグミ（クロウタドリ）」フルートとピアノのた

めの（1952年）、「鳥たちの目覚め」ピアノと

オーケストラのための（1953年初演）、「異国の

鳥たち」（1956年初演）、「鳥のカタログ」

（1958年）が代表作です。 
  

 「異国の鳥たち」は、フルート，ピッコロ，

オーボエ，２本のクラリネット，Es管のクラリ

ネット，バスクラリネット，ファゴット，２本の

ホルン，トランペット，打楽器（グロッケンシュ

ピール，シロフォン，タムタム，ゴング，小太

鼓，ウッドブロック，木魚）の楽器編成で、イン

ド、中国、マレーシア、カナリー諸島、南北アメ

リカの鳥が登場します。 

 「鳥のカタログ」は、１３曲からなる２時間に

もなるピアノ曲集。キバシガラス（Pyrrhocorax 

graculus）、ニシコウライウグイス（Oriolus 

oriolus）、イソヒヨドリ（Monticola solitari-

us）、カオグロサバクヒタキ（Oenanthe hispani-

ca）、モリフクロウ（Strix aluco）、モリヒバリ

（Lullula arborea）、ヨーロッパヨシキリ

（Acrocephalus scirpaceus）、ヒメコウテンシ

（Calandrella brachydactyla）、ヨーロッパウグ

イス（Cettia cetti）、コシジロイソヒヨドリ

（Monticola saxatilis）、ノスリ（Buteo bu-

teo）、クロサバクヒタキ（Oenanthe leucura）、

ダイシャクシギ（Numenius arquata）という鳥の

名前がつけられている、バードウォッチャーなら

垂涎物の曲集です。夫人のピアニスト、イヴォン

ヌ・ロリオ女史に献呈されており、このロリオ女

史が、彼の作品の演奏に生涯にわたり大いに貢献

しました。 

 彼の作風は、ジャンルと

してはクラシック（20世紀

音楽でクラシックというい

い方も矛盾していますが、

ジャズやポップス、歌謡曲

などのジャンル分けとし

て）の分野の作曲家ですか

ら、所謂取っ付き易いメロ

ディーとハーモニーを想像

されると拒否反応をおこす

方もいらっしゃるかもしれ

ませんが、自然の中で鳥の

鳴き声に耳を傾ける気分で

お聴きになるといいかもし 

れません。（みなみかわ みお） 

  「鳥と音楽」 第一話 オリヴィエ・メシアン     南川 弥生  

３ 

写真１:クロツグミ？（ 年６月、イタリア で筆者撮影 ） 

1930年、21歳のメシアン 
http://ja.wikipedia.org/ より引用 
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  2004年10月、台風23号

のもたらした大雨は、豊

岡盆地を中心として但馬

各地に大きな爪痕を残し

ました。豊岡市街地の円

山川右岸の堤防が決壊

し、広範囲に農地や住宅

が甚大な水害に見舞われ

た災害復旧工事は、国の

河川激甚災害対策特別緊

急事業（激特事業）に指

定され、巨費を投じて円

山川の河川改修が行われました。 

激特事業で円山川から排出される土砂は、国が借り上げた複

数の農地を一時置場として何箇所かに分散して堆積されまし

た。私たちが「土盛り」（どもり）と呼ぶその場所は、田ん

ぼの風景に違和感を与える異物的な存在でしたが、意外にも

豊かなビオトープを作り出していたのです。 

 肥沃な円山川の土砂の山は、またたく間にネズミやキツネ

の格好の住処となりました。我々人間は土盛りに潜む小動物

の存在になかなか気づきませんが、冬になるとここに集まる

猛禽類がそのことを確かに教えてくれました。 

 コミミズクは洪水前か

ら円山川河川敷や提内農

地に少数が越冬飛来して

いました。土盛りが出来

てからは頻繁に姿を目撃

するようになりました。

コミミズクは夜行性のフ

クロウの仲間ですが、天

候の悪い日中や夕方近く

にも観察チャンスがあり

ます。土盛りに突っ込ん

で飛び立ったコミミズクの足には、丸々としたハタネズミが

掴まれています。横取り目的のカラスやトビに狙われると、

コミミズクが空中に出た途端に絡まれて、大概の場合はせっ

かくの獲物を盗られてしまいます。      

 土盛り近くの畦にコミミズクの塒を見つけました。渡去後

に塒場所を見せてもらうと、おびただしい数のペリットが吐

き出されていました。そのいくつかを集めて水洗してみたと

ころ、出てきたものはすべてハタネズミの骨でした。土盛り

はコミミズクにとってネズミの自動供給機であり、この餌場

に執着する限り、厳しい越冬生活に耐えることが出来たので

した。 

 同じ仲間のトラフズクも

土盛りに現われました。コ

ミミズクは単独でも越冬し

ますが、トラフズクは数羽

の集団を作って越冬生活を

します。コミミズクとトラ

フズクの狩を観察してみて

感じるのは、コミミズクの

方が効率よくネズミを捕ま

えることです。そういうこ

ともあってか、雪が深く

なって狩の条件が厳しく

なってくると、トラフズク

はここからいなくなってし

まいます。 

ネズミを狙うのはコミミズ

クやトラフズクに留まりま

せん。ノスリも土盛りに執

着しますし、年によっては

希少種のケアシノスリも土

盛りを餌場にしていました。土盛りはまさに冬のネズミレス

トランだったのです。 

 冬の猛禽類は、野鳥カメラマンの格好の被写体になり

ます。口コミで情報を知った都会のカメラマンたちが、

土盛りを見下ろす堤防の上に集まりだしました。多いと

きには１０数台の車が堤防に上がり、一日中三脚を構え

る人たちが後をたちません。 

 そんな土盛りも土砂の搬出作業が始まり、順次もとの

田んぼへと戻されてゆきます。土盛りのネズミレストラ

ンもいよいよ閉店です。これまで餌をあてに飛来してい

た猛禽類は、新たな餌場を求めることになるでしょう。

あるものは円山川の河川敷を選び、またあるものは新天

地を求めます。被写体のいなくなった冬の豊岡盆地は野

鳥カメラマンの姿も減って、もとの静けさが訪れるで

しょうか。 

 人の手によって期間限定で出現した土砂置場。その土

盛りが猛禽類の餌場となり、土砂搬出後に一時的に雨水

が溜まってできた人工湿地には、渡りのシギ・チドリが

集まりました。鳥たちのこうした行動を観察しながら、

「自然」環境の意味づけを改めて考えさせられます。 

               （たかはし まこと） 

但馬いきもの通信② 「土盛りのネズミレストラン」 高橋 信  

４ 

写真１ 円山川堤防決壊場所近く        
   の水田（2004年12月） 

写真 ３ペリットのハタネズミの骨  

写真２ コミミズク（フクロウ目フク 
      ロウ科 Asio flammeus ）  

写真５ 土盛りをもとの田んぼに戻す作業（2012年10月） 

写真４ トラフズク（フクロウ目フク 
      ロウ科 Asio otus ） 



季節と鳥  「実と鳥と －その2－ 」          北野光良  
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編 集 中 

ヤマガラという鳥がいる。縁日の出店でおみくじをひく鳥

といえば…「ああ、あれか」と思い浮かぶ方は私より年上。

残念ながら私は記憶にない。よくわからない方はYoutube

などで動画を見ることができる。芸ができるのは好奇心旺

盛な証拠で、ニュースで人の手からエサをもらう鳥がいる

というので出てくる鳥は大概ヤマガラである。山で休んで

いるとわざわざこっちの様子を見にくることもよくある。 

神戸市立森林植物園にはヒメコマツが植栽されてい

る。ヒメコマツは非常に大きくリッチな種子をつける。種子

翼が発達しておらず、アカマツのように風によって運ばれ

ることはない。10月頃、この種子をめあてに多くのヤマガ

ラが集まる。見ていると、くちばしで取り出した種子をその

場で食べずにどこかへ運んでいく。たくさんのヤマガラが

飛び交い、秋のヒメコマツ林は大賑わいとなる。 

ヤマガラには貯食という習性があり、かれらはせっせとヒ

メコマツの種子をストックしているのである。ではどこに？ま

わりを注意深く見ると、崩れた小さな崖に小さなヒメコマツ

の実生。切り株の溝にも。実生を探すことで貯食場所を

知ることができる。実生のうちいくつかはヒメコマツの樹冠

よりも高いところにも見られる。ヤマガラは運んできた種子

を、まるで植え込むかのようにていねいに隠す。その一部

が食べられずに残り、発芽するのだ。 

ヒメコマツにとっては多くの種子を食べられたとしても、

一部はきちんと植えてもらえ、単純にばらまくより発芽率 

は格段にあがる。ヒメコマツ

直下の林床を見ると実生

は見当たらない。松かさか

ら地面に落ちてそこから発

芽というストーリーはほとん

どないようだ。何割が食べ

られるのか正確にはわから

ないが、種子散布の戦略と

してヒメコマツとヤマガラの

共生関係が成立している

のである。市内に自生する樹木では、エゴノキも同様の

種子散布を行っている 

   ヒメコマツを食べにくる動物としては、他にニホンリス

がいる。まだ松かさが熟さず、緑の時期に松かさごとか

じりながら種子を食べているのを観察したことがある。さ

すがに熟さないうちにとられたら割に合わないだろうが、

ニホンリスをはじめとしたゲッ歯類も貯食行動をすること

が知られている。ヤマガラがはいりこめないような混ん

だネザサの中に実生が見られるのは彼らの仕業かもし

れない。 

  庭においている麻の実に毎日ヤマガラが訪れる。遠く

へ運ぶことはなく、すべて近くで食べている。麻の実は

ためておくほど魅力的ではないのであろうか。それともい

くら食べてもなくならないから、安心しているのかもしれ

ない。                                     （きたの みつよし） 

  

麻の実を食べに来たヤマガラ 

ヒメコマツの実生 



 「中田さん、森の中で面白いもん見つけましたで」。ニュータウ

ンの中にある近所の公園で雑木林の整備をしているFさんから連

絡を頂いたのは、2010年2月後半のことだった。早速、現地の

確認に出向くと、そこにあったのは、うんこの山。「なんか動物が

おる証拠でっせ」とFさん。確かにこれは獣の糞。名高い「タヌキ

の溜め糞（＝タヌキの共同便所）」に違いない。 

 

近所の住民にあまり活用されていないこの公園を、地元の人間

でもっと盛り上げようという企画が持ち上がったのは前年の夏のこ

とだった。首謀者のUさんには自治会で大変お世話になってお

り、まったく頭が上がらない。（私、野鳥しか撮ってないんですけ

ど・・・）などとは言い出せぬまま、いつの間にやらこの公園の生き

物撮影係に任命されていた。ご近所の生き物好きの視覚に訴

えかける役割を担うことになったわけだ。 

 それにしても、同じ街にタヌキが暮らしているとは意外だった。

糞の中には柿の種が混じっている。（ほぉ、柿を食べているのか）

と、つんつんと木の枝でつついてみる。糞は古いものの上に新し

いものが積み重なっている。いったい何頭のタヌキがこの共同便

所を使っているのだろう。（これは、姿を撮らざるを得まい）、アマ

チュアとはいえカメラマンの端くれ。まして成り行きであったとして

も、自分はここの生き物撮影担当だ。タヌキの糞がカメラマン魂

に火をつけた。この日から私の自動撮影の取り組みが始まった。 

 自動撮影自体はもう何十年も前に確立されている撮影手法

だ。赤外線センサーが生き物を感知すると、カメラのシャッター

が切れる仕掛け。一般的に獣を撮影する際は、通り道に長期間

カメラを設置して、待ち伏せを続ける。一種の定点観察だ。 

 早速帰宅し、パソコンのスイッチを入れた。「自動撮影装置」で

検索すれば、出てくる出てくる、いろんな情報が。自動撮影を行

うには、最低限、カメラとストロボと赤外線センサーが必要だ。カ

メラとストロボは持っている。問題はセンサーだ。小学生が豆電

球を光らせるレベルの電気的知識しか持ち合わせていない私に

も使えるものを選ばなければならない。まさに哺乳類撮影用とし

て市販されている装置もいくつかヒットしたが、どれも高く、いつ壊

れるとも盗まれるとも分からぬものに、お金をかけるわけにはいか

なかった。電気知識がなくても何とかなりそうで、割と手頃な値

段のものとして、デルカテックのユーセンサーワイドPS-15Bという

防犯用センサーが見つかった。 

通常は、照明やアラー

ムなど、センサーと連動

して防犯用品を作動さ

せるための装置だ。これ

に、防犯用品ではなく、

カメラのリモートコードを

接続すればいい。 

 

 

１カ月後、組み立てた装置のテストを自宅の庭で開始した。雨

露をしのぐケースには、ホームセンターで見つけたアウトドア用の

コンテナを流用した。底をくりぬいて透明のプラ板を貼り付け、レ

ンズの覗き窓にする。ストロボはとりあえず１灯とし、カメラの電源

と連動するクリップオンタイプのものを、発光部を少し上に向け

て取り付けた（光軸がずれ、赤目防止効果がある）。 

 テスト撮影はうまくいった。写ったのは、２軒隣の田中さんちの

ネコ、キジバト、ツグミ、シロハラ、そして近所の悪童どもだ。アク

リル板が内面反射することが分かったので、黒い布でレンズ周り

を覆うことにした。約１ヶ月間の庭でのテストで、防水に関しても

問題ないことが確認できた。  

 溜め糞発見から約２カ

月後のゴールデンウイー

ク、ついに自動撮影装

置を現場に投入した。

公園職員のMさん立ち

合いの下、設置場所を

慎重に選ぶ。溜め糞に

続 く 獣 道 を 探 し 出 し、

セットした。あとは結果を

待つばかり。 

 １週間後、わくわくしながら機材の点検に出向いた。写ってい

たのはネコだった。しかもピンボケ。でも、よく見ると口に何かくわ

えている。ネズミだ！これが、自動撮影装置で初めて撮影した

野生の哺乳類の姿だった。（第２話につづく） 

 

    

                           (なかた かずま） 

  

写真４：初めて写った野生の哺乳類は、ネコがくわえたネズミだった 

６ 

写真１：ニュータウンの森のタヌキの溜め糞 

中田一真  第１話 自動撮影事始め 

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：自動撮影装置１号機（左が前から、右が蓋を外して後ろから 
  見たところ）当初、センサーは箱の底面に装着していた 

写真３：テスト中に写った田中さんちのネコ 



 冬の寒さが最も厳しい1月から2月にかけて、両生類
の多くは冬眠しています。しかし、アカガエル科のヤマア
カガエルやニホンアカガエルなどは、捕食者の少ない厳
冬期を選んで繁殖を行うものもいます。産卵行動は関
東・東海・近畿・中国地方の主に太平洋側と四国・九州
地方で1月上旬頃から始まり、2月に入ると内陸部でも
見られるようです。 

    
   
 2012年12月14日の夜、産卵場所へ移動するヤマア
カガエルの中にメスの姿を見つけました (写真１)。アカ
ガエルの繁殖行動に関する研究では、産卵期間中の
早い時期に産卵するほど卵塊あたりの変態までの生存
率が増加すると示唆されており、メスも早々と水辺へ移
動し産卵を終えることが得策の一つと考えられます。昨
年2012年、山口県西部では1月19日に最初の産卵を
確認しました。ヤマアカガエルの雌雄が水中でペアに
なっているシーンを捉えましたが、冬場は水温が5～
8℃と過酷な条件下での産卵行動です (写真２)。 

  
   

 さて、繁殖期のオスは自分と同じくらいの体サイズで動
いているものなら、何でも見境無くとりあえず飛びつき抱
きついてみるという行動に出ます。抱きつかれても解除
音（リリースコール）を発しない個体は産卵前の同種のメ
スとなるわけですが、そう簡単に事は運びません。オス
が相手を間違えて抱きついた時、抱きつかれた方も鳴
き声を出さずしかも弾力のあるものだと、間違いに気付
かないこともあります。ウシガエルが間違って抱接されて
いるのをよく見かけますが、この組み合わせは言わば軽
微な間違いです。極めつきは、まるで姿や形の異なるア
カハライモリに抱接したニホンアカガエルが、相方に出会
えて実にご満悦といった表情をしているように見える場
面に遭遇した時でした (写真３)。 

 基本同じくらいのサイズで動けば何でもいいのでしょう
か？試しに水中で手を揺さぶり波立てすると、なんとニ
ホンヒキガエルが集まってきました。オスが抱接する力
は意外に強くメスが圧死してしまうケースが時々見受け
られますが、ニホンヒキガエルの抱接は予想外に軽い
タッチで拍子抜けしてしまう程で、病み付きになりそうで
す (写真４)。                            （とくなが ひろゆき） 

  

写真２：水中を進むヤマアカガエルのペア 

写真３：アカハライモリに抱接したニホンアカガエル  

写真４：腕に抱接してきたニホンヒキガエル) 

７ 

写真１：水辺に向かうヤマアカガエルのメス 

徳永浩之   厳冬期に活動する両生類 
シリーズ ②  



   

    

８ 

 

小さな子供にチョウチョの絵を描いてもらうと、

ほとんどの子がこんなフォルムを描くのではない

でしょうか。まあるいフォルムがとても可愛らし

いこんな光景についつい、見惚れてしまいます。 

純白のこのチョウは、やはり安心するのでしょう

か、白い花に来ることがとても多く感じます。 

また、白花にふわりと包まれる様子がとてもお似

合いですね。  

翅個体数も多いので、こんなシーンもたやすく見つけることが

できます。翅の付け根からすっと伸びるオレンジのラインは、

隠れたチャームポイントですよね！  

 ちょうちょ ちょうちょ なのはにとまれ なのはにあいたら さ

くらにとまれ・・・ 

この「ちょうちょ」は、おそらくモンシロチョウでしょう。こんな光

景に出会うと、つい口ずさんでしまいます。モンシロチョウこそ、都

会でもっとも親しまれているチョウかもしれませんね。 

スイセンの花の中で、雨宿り。この

後、雨足が強くなり、私はこの子を指

に乗せて 木陰へ避難させてあげまし

た。これが初の手乗りでした。忘れら

れない1枚です。 

 
 

今にも雨が降り出しそうなある日純白のスイセン

の花の中に、この子がいました。その光景があま

りにも美しく・・・遅いSSに悩まされながら、何

度も何度もシャッターを切りました。 

Sippo
Sippo
Sippoの

絵は
がき

の絵
はが

き

の絵
はが

き   

（Sippo・きむら ふじか） 

外来種でありながら、これほど日本に馴染み、親し

まれているモンシロチョウ。 

もしも東京からすべてのモンシロチョウが消えたと

したら、草花周りはとても寂しい印象になってしま

うことでしょう。 

No.2 



 何気なくインターネットを見ていたとき、「オオバコは
過疎化の波をもろに受ける生きものの一つなのだ」という
文を見て、わたしは目が点になった。オオバコについてこ
のように思ったことがなかったが、考えてみれば全くその
通りだ。 

 オオバコは背が低い植物だ。茎が地面より高くは な ら
ず、葉は地面で広がっている。オオバコが
生えているそばで他の草木が生え
るとオオバコは葉に光を当てるこ
とができず、光の奪い合いに負
けてしまうのだ。 

 そこでオオバコが生きていく
ために努力していることを少し
見てみたい。 

 オオバコは道端や公園などに生
えていて群生していることが多い。道端や公園は人が歩い
たり走ったりして地面は踏みつけられて固くなっている。
そこでは草木がほとんど生えることができない。他の草木
が生えていないところでオオバコが生えている。周りに背
が高い草木がないから背が低くても葉に光をあてることが

できる。オオバコは人が地面を踏みつけるところでいきて
いくためにいろいろな努力や工夫をしているのだ。 

 オオバコの茎は非常に短くて地面から飛び出していな
い。地面から飛び出ていない茎は踏みつけられても受ける
ダメージが少ない。 

 背が低いオオバコだが葉は大きい。このことから大葉子
（オオバコ）という名がついている。葉は短い茎から長い
柄を出して車輪状に地面にへばりつくように広がってい
る。葉の質は適度に柔らかい。やわらかい葉の中には5本
の丈夫な筋が通っている。このことにより踏まれても柳に
風のように重さのダメージを受けず、また葉がちぎれない
ようになっている。地面いっぱいに大きな葉を広げて光を
十分に受けているのだ。 

 オオバコは根にも工夫
を凝らしている。オオバ
コは生えるところは踏み
つけられて地面がかたく
なり水気が乏しいところ
だ。そこでオオバコは硬
い地面に太い根を地中深
く下ろすことはせずに、
細いひげ根を束のように

出し巧みに地中深く下ろしている。地中にしっかり根を張
りわずかな水でも生きていけるようにしているのである。
またもし引き抜かれても、細いひげ根が切れて一部が残れ
ばそこから再生していくたくましさをもっている。 

 オオバコは仲間を増や

す仕組みもすごく考えて

いる。オオバコは根元か

ら上へ花茎をのばしてた

くさんの小花をつける。

できるだけ高いところに

花を開き花粉を遠く

まで飛ばす工夫を

しているのだ。ところで高くのびた花茎が踏まれ

たときに折れてしまってはダメである。そこでオ

オバコは花茎の中はやわらかく外側は硬くしてい

る。そのことにより花茎はしなやかで丈夫な構造

になる。人間などに踏まれても曲がるが折れてし

まうことはない。子どものころ、オオバコの花茎

が折り曲げてもちぎれなくて丈夫なのを利用して、花茎

をからませてひっぱりっこする草相撲（オオバコ相撲）

をよくしたものだ。 

オオバコは花の咲き方

にも工夫をしている。花

は花茎を下から上へと咲

きあがっていく。花は4

個のガク片と1個の苞に

包まれていて1本の雌し

べと4本の雄しべが出て

くる。一つ一つの花を注

意深く見ると、まず雌しべが出てきて成熟する。雌しべ

が役割を終えたころ雄しべが伸びだしてやがて成熟す

る。オオバコの花は雌しべ先熟の花である。花は下から

上へと咲きあがっていくから、花茎の下のほうの花の雄

しべが元気なころ(雄花期)はその少し上の花は雄しべは役

割を終えてなくなり雌しべが出ている(雌花期)状態であ

る。花茎にはつねに雌花が雄花よりも上にある状態で咲

きあがっていくことになる。おなじ花穂の雄花の下には

雌花がないから花粉が下へ落ちてもその同じ花茎の雌し

べの柱頭につくことはない。健全な子孫を残すためにお

なじ花茎の花で受粉することがない自家不稔性をつくり

あげているのである。 

また、オオバコの種は

水に濡れるとくっつく性

質がある。濡れた種は踏

んだものにくっつき運ば

れていく。こうして新た

な場所へと広がっていけ

るのである 

このようにいろいろな

工夫をして他の草木が生

えられない道端などでたくましく育っているオオバコで

ある。ところが過疎化してしまって、オオバコが生えて

いるところを人が踏むことが少なくなっていくと他の草

木が生えてくる。こうなるとオオバコは他の草木に負け

てしまって生えることができないのだ。 

思わぬところでオオバコの危機が訪れている 
オオバコ（大葉子）のコ（子）は、どじょっこふなっこ
の「こ」と同じで、身近なものに親しみをこめてつけら
れたものという。人が通るところに生え親しまれてきて
いるオオバコが今後も身近で多く見られる存在であり続
けてほしい。（くぼた ひろゆき） 

９ 

身近なオオバコ 
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 私が六甲山の植物の調査を始めた2002年に『六甲山の

ブナとイヌブナ林（神戸市立教育研究所発行）』という

本に出会った。この本は1982年に出版されたもので神戸

市内の中学校の先生有志が六甲山のブナ、イヌブナ林に

ついて調査した結果をまとめたものである。他にも『六

甲山のツツジ』などがあり、その当時の六甲山の植生を

知る上で重要な資料である。その一節に六甲山南側斜面

で発見されたカジカエデのことが記載されてあった。カ

ジカエデは本州(宮城県以西)、四国、九州(中部以北)に

分布するカエデ科カエデ属の落葉高木で、別名オニカエ

デとも呼ばれている。兵庫県では主に但馬、丹波に分布

する。日本にある他のカエデとは違い葉は直線的なシル

エットで、カナダの国旗に使われているサトウカエデ

（シュガーメープル：メーブルシロップを採る）にそっ

くりである。このカジカエデを知ってからカジカエデに

出会いたいと思い続けていた。 

 もちろん本には詳しい場所は記載されていないので幾

度となく周辺を探し回ったがなかなか見つけることがで

きずに数年が経ってしまった。2008年から出版作業に

入った『神戸・六甲山の樹木ハンドブック』にはカジカ

エデと、同じく『六甲山のブナとイヌブナ林』に記載さ

れているサワグルミを載せようと決意していた。幸いサ

ワグルミは程なく知人が発見してくれたので記載できる

ようになったが、カジカエデがまだ見つからない。出版

が迫った2011年秋に『六甲山のブナとイヌブナ林』の著

者の一人である白岩卓巳氏にお会いし、詳しい場所を知

ることができたので知人と探しに行ったが、またもや見

つけることができなかった。30年も前の話なので枯れて

なくなった可能性もあり、最終原稿の締め切りも来たの

で『神戸・六甲山の樹木ハンドブック』の掲載は諦めざ

るを得なかった。 

 『神戸・六甲山の樹木ハンドブック』出版直後の2012

年５月１日に、カジカエデの花が咲く時期なので見つけ

やすいのではと考え、現地へ行ってみたが、またもや見

つからない。諦めて、別の植物を探すため谷に下りかけ

た時に、70mほど先に開花中のカエデらしき樹木を発見

した。双眼鏡で確認すると確かにカジカエデだ！！ 転

がるように斜面を降りて、カジカエデの元へ行き、よく

枯れずに生きてくれたと感慨深くカジカエデを見上げ

た。このカジカエデは樹高約15m、雄株、数本の幹が株

立ちし、太い幹の胸高直径は約40㎝で、株元に砂防工事

に使ったと思われるワイヤーがかけられていた。樹勢は

元気で、勢いよく葉を展開中で多くの花をつけていた

（写真参照）。六甲山でのカジカエデの標本が少ないの

で標本用の花が付いた枝を採る必要があったが、花は木

の高い場所についているのでよじ登って、カメラ三脚を

使ってなんとか採取できた。標本は兵庫県立人と自然の

博物館に納めた。 

 本当にこのカジカエデしか六甲山にはカジカエデはな

いのだろうか。もし一本だけなら、この木が枯れてしま

うと六甲山にカジカエデがなくなってしまう。このよう

な不安が心をよぎるが、懐の深い六甲山を人が調査した

範囲は限られているので私自身はどこかに別のカジカエ

デが存在していると信じている。何故なら六甲山は行く

度に新しい発見に出会える魅力ある山だから。 

                （しみず たかゆき） 

六甲山のカジカエデに想う  清水孝之 

カジカエデの葉：2012年５月27日 

カジカエデの花：2012年５月27日 

第一話 



 1985年、タキイ種苗から
一代交配種「桃太郎トマト」
が登場し、現在の代表的な品
種になりました。他方、それ
以前のトマトの味は、すっか
り忘れ去られたみたいです。
しかし、なつかしい〝昔のト
マト〟は身近なところに残っ
ていました。阪神のオランダ
トマトです。 

 
【来歴】トマトの野生種原
産地は南米のアンデス地
方、赤道に近くて日射量が
多くしかも標高2000ｍほ
どの高冷地で、少雨乾燥地
帯。ところがこの野生種は
有毒で、この原産地で栽培
された証拠は見つかってい
ません。今日の栽培種トマ
トの起源は、紀元前～１世
紀ころに現在のメキシコ・
ベラクルス付近の先住民に
よって改良されたものと推
測されています。この栽培
種が大航海時代の16世紀に
ヨーロッパに渡り、さらなる品種改良が加えられて、17
世紀にはアジアまで伝搬されました。 

 わが国には17世紀末ご
ろ（江戸時代中期）から
渡来していましたが、薬
用・観賞用で食用には利
用されなかったみたいで
す。明治時代、文明開化
で西洋野菜が次々と導入
される中で、トマトも改
めて移入し直して栽培が
推奨されるようになりま
した。とは言え、当時の
庶民の食生活にはまだな
じみが薄く、一般によく
知られるようになったの
は 1930 年 代（昭 和 初
期）以降で、大衆的な普
及は戦後になってからで
す。現在、トマトは世界
的には生産量が最も多い
「野菜の王者」、わが国

では収穫量73万3000トン（2009年度）と、ジャガイ
モ、ダイコン、キャベツ、タマネギ、ハクサイに次ぐ第６
位になっています。 
  
 

  

 伝統野菜「阪神のオランダトマト」は、品種の起源は
はっきりしないものの、その特性から２０世紀初頭にア
メリカかイギリスで改良したものが大正末ごろに導入さ
れて、代々栽培されてきたのではないかと考えられま
す。昭和初期に、武庫郡住吉村牛神前（現・神戸市東灘
区住吉本町３丁目）に邸宅を構えていた実業家で園芸家
でもあった小寺源吾の温室には、「〝トライアンフ〟と
称するトマトが作られており、これが〝オランダ〟と同
種異名のものであった」（『兵庫の野菜園芸』）そうで
す。〝オランダ〟の名称は、オランダイチゴ、オランダ
ミミナグサなどと同様に西欧渡来を表し、生産者の間で
自然に広まった呼称です。 
 1936年（昭和11年）、愛知県の豊橋温室園芸組合
は神戸市から「トライアンフ」を導入して改良、1938
年（昭和１３年）に「ファースト」と名付け組合奨励品
種に指定しました。こちらも愛知県や静岡県西部のふる
さと野菜として今も健在で、近年の静かな在来品種ブー
ムに乗って、全国各地の家庭菜園愛好家に人気です。 
 1955年（昭和30年）には、尼崎市・西宮市を中心
に阪神間でオランダトマトの作付面積は61ヘクター
ル、出荷量は1000トンに達し、生産は最盛期を迎えま
した。また、奇形果が出やすくそろいが悪いオランダト
マトの欠点を改良するため、宝塚市小林５丁目にあった
兵庫県農業試験場宝塚分場では、優良系統の選抜育種を
行って農家へ種を再配布し生産供給を支えたのでした。 

稲田信彦 

写真１：オランダトマト 

写真２：リコペルシコン・チレンセ 
アンデス山脈西側に自生するトマトの遠い
祖先の野生種。実は有毒で食べられませ
ん。こんな乾燥地帯でも、空気中の水分を
産毛で吸って生育しているそうです。（出
典：『別冊現代農業 2006年６月号』、
池部誠さん撮影） 
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神戸周辺の伝統野菜 
   その二 

トマト Lycopersicum esculentum Mill 
ナス科トマト属 多年草（温帯の日本では
１年草）原産地：南アメリカ、熱帯・亜熱
帯のアンデス高原 

写真３：屋上菜園での栽培例 
大きめのプランターに１株ずつ植えて、ベラ
ンダなどで栽培できます。 

写真５：畑わきの小屋 
この小屋が尾部さんの直売所です。〝まぼろしのトマト〟のうわさを聞きつけて、
九州や関東方面からわざわざ買いに来る方もおられるとか。 

写真４：オランダトマトの畑 
1948年（昭和23年）から60年以上も、オランダトマトを作ってこられた伊丹市の
尾部嘉彦さん（86歳）の畑。植え付け後しばらくのころで、1400本の苗が整然と
並んでいました。 



 いっぽうこの時期には、多収で比較的育てやすい大型
福寿トマトなどの一代交配種が台頭し、ビニールハウス
の普及など栽培方法にも大きな変化が出てきた時代でも
ありました。収量や栽培効率に劣るオランダトマトは
徐々に衰退し、やがて過去の品種になってゆく運命でし
た。 
 今では伊丹市御願塚でたった１軒の農家が自家採種で
生産を続ける状況になっていますが、一時代を築いた郷
土野菜への再評価や、昔なつかしい味を求める消費者の
根強い支持もあって、何とか生き残っております。 

【栽培】種まき適期は、２月下旬～３月上旬。発芽には
加温が必要です。水分を含ませた紙タオルで種子を包ん
でポリ袋に入れ、それを胸ポケットに入れて３日ほど保
温したものを播種すれば、出芽しやすくなります。簡易
ビニール温室などを利用し、12ｃｍポリポットに１株ず
つ。育苗期間60日。４月中旬、ビニール保温をやめて外
気に慣らします。５月上旬、開花し始めるころが植え付
け適期。菜園プランター（土容量25リットル）なら１
本。以後、一般的なトマト栽培法に準じ１本仕立てとし
ます。収穫：７月中下旬～８月。なお、トマトの栽培技
術は大変奥が深いので、くわしくは『家庭菜園レベル
アップ教室 果菜１』（農文協、2003年）などのテキ
ストをご参考に。 

【種の入手方法】生産農家の尾部嘉彦さん、尾部信次さ
んへ。伊丹市御願塚５丁目２－１２（電話・FAX 072-
772-7807）。苗を希望されるなら、４月下旬～５月初
旬ごろ、余りがあればいただけます。採種用の実も、７
月下旬ごろに分けていただけます。尾部さんの直売所で
オランダトマトを購入して種取りも可能です。 

【そのほか】オランダトマトを味わってみたい方は、尾
部さんの直売所へどうぞ。例年７月ごろ～８月上旬ごろ
まで。販売時間はおよそ８～１２時、15～17時。雨天

休業。旬の野菜も並び
ます。所在地：伊丹市
南鈴原１丁目 畑わき
の小屋です。伊丹市立
南小学校北西かどの信
号から西へ250ｍ。阪
急「新伊丹」駅から徒
歩約10分。予め電話で
開店時間を確かめるほ
うがよいと思います。 

  

【収穫した果実】桃色で果肉が多く水分は少なめ。種も
少ない。大きな果実は奇形果になりやすい。夏は冷やし
てそのまま食べるのが最高です。糖度はあまり高くない
ものの適度な酸味とうま味があり、トマトソースにすれ
ば絶妙の風味で感動します。 

【参考文献】『兵庫の野菜園芸』兵庫県農林水産部監修
（1985年）、『野菜園芸大百科２ トマト』（農文協、
1988年）、『別冊現代農業 2006年６月号』（農文
協、2006年）、『ポケット園芸統計  平成21年度
版』農林水産省（2010年）、『五国豊穣 兵庫のうま
いもん巡り』白井操監修（神戸新聞総合出版センター、
2011年） 

                                                （いなだ のぶひこ） 

写真１：ソラマメの種子。左側は富松一寸。右側は一般的な 
  ソラマメ。富松一寸はひときわ大きい。 
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写真8：収穫した果実 

写真６：オランダトマトの花と幼果 

写真7：収穫した果実 

❏数年前、神戸にゆかりのある
昆虫を調べたことがあった。す
ると、標準和名や学名に神戸の
地名が使われているものが20
種もあった。ハチの1種とガの
２種を除けば、ほかは皆コウ
チュウの仲間である。マヤサン
オサムシとヒョウゴナガゴミム
シ以外はどれも簡単には見つか
りそうもない顔ぶればかりだ。
目論見の一つには、これを全部
撮影したいというのだったが、
珍品ぞろいですっかり意気消沈
したのである。❏ところが、い

きもの会議の第二回調査会でその一つが採集されたのだ。
その会は私一人だけの参加で少しわびしい気分だったのだ
が、もうそれで意気揚々。現金なものである。その昆虫は
ハネナシナガクチキ。学名はNipponomarolia kobensis 
Miyatake, 1982で、間違いなく神戸ゆかりの昆虫だ。❏
ナガクチキムシ類には稀種が多い。これも御多分に漏れず
珍品だった。過去形なのは、冬場に照葉樹林で落ち葉の積
もった所などを探せば見つかることが判ってから、各地で
採集されるようになり、かなり珍品度は落ちたようだ。と
言っても何処でも生息しているものでもない。体長は３～
６㎜の微小種。和名の通りに後翅がないので飛べない筈だ
が、なぜかFIT＊で採れるらしいから不思議。❏ところで、
神戸市動植物データベースには本種は載っていない。その
訳を少し調べてみようと思っている。（里芋） 

＊衝突版トラップのこと。透明な板にぶつかった昆虫が下の水盤に落ちる
仕組みのトラップ。本会のブログの第二回調査会の記事を参照下さい。 

  ◆コラム 
ハネナシナガクチキ 



１. はじめに 

 「保育所や学校に生きものが集まるビオトープを作るお
手伝いをします。」をミッションの一つにして、活動して
います。「ビオトープ」とは、語源はギリシア語からの造
語（bio（命） + topos（場所））で、「生きものの集ま
る場所」のことです。六甲山系や河川、海岸や里地里山も
一つのビオトープであると言えます。また、家の庭や公
園、学校など比較的狭いエリアも、「生きものが集まる場
所」としての機能を果たしている場所も多いです。 

 都市化が進み、開発が進んだ結果、都会がコンクリート
やアスファルトで覆われ、生きものたちが生活し子どもを
生み育てる場所が激減しています。一見、人間生活に無関
係なようなことですが、昆虫がいなくなると昆虫のお陰で
受粉し種を結んでいた植物が影響を受けます。するとその
虫や植物を食べていた鳥や生きものも成育できなくなりま
す。徐々に互いに関係しあっている生態系は大きく変わっ
ていき、最後は人間にも大きな影響が出てくると言われて
います。案外、私たちが気づかないだけで既に大きな影響
を受けているのかもしれません。 

 現在は神戸の都会の片隅で、まだトンボや野鳥を見かけ
ますが、更に都市化が進むと将来は、トンボも野鳥も、テ
レビやインターネットでしか見たことがない子どもたちば
かりになるかもしれません。そうなると、生物多様性のも
たらしてくれる様々なサービス（食物の供給、安全、環境
保全、防災など）が維持できなくなれるばかりでなく、人
類が自然環境への理解や何を守れば良いのか考える力も感
じる力も無くなっていくのではと懸念して活動を始めまし
た。 

 

２. ビオトープの機能 

 都会における「ビオトープ」には、以下の機能がある  

と考えています。 

 ①地域の生物多様性の拠点。（様々な地域の生物の生息、生育場  
  所） 
 ②地域の生物多様性ネットワークの構成。 
  街路樹、公園、寺社林、周辺緑地、雑木林、河川、農地、海岸    
  などと学校や保育園、自宅庭、工場やマンションの小さなビオ  
  トープがあることによって繋がっていって、地域の生物多様性 
  が保全されるネットワークとなる。 
 ③人類（年代に関係なく）、日常的に自然や生物の営みを観察で 
  きる環境教育の場。 
 ④人間が安らぎや癒しを感じる都市空間。 
 ⑤大気浄化作用（緑地が増加することによる） 
 ⑥雨水の地下浸透の場（緑地や水辺が残ることにより地面、土壌 
  が残る）になり水循環の健全化に繋がる。（都会の水の循環系 
  は危機的だと感じています） 

３. 何を作ればいいか？ 何を植えればいいか？ 

 (1)池は無くても。 

 「ビオトープ」を作るというと、「池」を直ぐに思い浮

かべることが多いですが、「池」に限りません。例えば、

私の自宅は、明石の明舞団地の近くにありますが、狭い庭

に、直ぐ近くの雑木林で採集した「ムカゴ」を増やした

「ヤマノイモ壁面緑化ビオトープ」があります。ほかにも

ブドウ（デラウェア）の壁面緑化も混在しており、周辺は

住宅地ですが、ハチの仲間や甲虫類を中心にした昆虫とス

ズメやヒヨドリ、メジロ、シジュウカラ等の野鳥の集まる

ビオトープになっています。  

  家のフェンス沿いにカンキツ類

（スダチ、ユズ、スダジイ）も植

えていますので、蝶の仲間もたく

さん遊びに来ます。ナガサキアゲ

ハも飛んできますが、アシタバを

植えたときは、キアゲハが良く飛

来していました。 

壁面緑化の下の家の壁には、神戸

市西区の雑木林から持ち主の農家

と一緒に切り出したクヌギのホダ

木（シイタケ）があり、やはり昆

虫やたくさんの小さな生物のビオ

トープになっています。 

プランターに植物を植える場合

も、花のことだけを考えずに、そ

の植物を食草としている生きもの

のことも少し考えながら家やマンションの庭やベランダ、

会社や工場の緑、保育園や学校の校庭の緑化とビオトープ

化が進めば、多様な生物たちのために良いのになあと思い

ます。 

 

(2)池、水辺ができれば更に多様な生物多様性保全の空間に  

  都会に土を残し緑化を進めることも重要ですが、あと、小

さくても「池」「水辺」「湿地」を創造できれば更に集ま

る生物の種類は多様になります。 

  長田区の保育所の裏の園庭に2012年に手作りで整備した

畳３畳ほどの「ビオトープ池」には、長田区の市街地です

が、整備した直後から、ツバメが巣作りの泥採取に飛来

し、シオカラトンボ、ギンヤンマも飛来して、先生方や保

育園児たちを楽しませています。 

 

写真２：新幹線新神戸駅の裏 

  （生田川） 
写真１：一から市民で手作りしたこ  
  うべ環境未来館のビオトープ 
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写真3：自宅ビオトープ遠景  

写真4：自宅ビオトープ近景  

※ ビオトープを整備する上で注意している点を次回以降に書かせていただきます。 
※ 私たちが平成16年から手作りで進めている「こうべ環境未来館のビオトープづく 
      りの歩み」はこちらのHPにレポートしています。 
      こうべ環境未来館ビオトープ整備（また、ご参加ください。４月から始まります）

http://www.kobe-miraikan.com/mokuji/mokuji-bio.html 
       海と空の約束プロジェクトHP http://umisora.petit.cc/muscat2b/ 

写真4：神戸市兵庫区の保育園の 
       ビオトープ作り   

写真4：神戸市長田区の保育園の 
        ビオトープ作り   

～小さくても都会のオアシスになり、生物多様性を守り、学ぶ拠点になる～ 

保育園や幼稚園、学校、そして家の庭やベランダに    

西谷 寛 その１ 

 （にしたに ひろし） 

http://umisora.petit.cc/muscat2b/


 神戸いきもの会議の立ち上げと会誌創刊、おめでと
う御座います。この度、県外会員に加えて頂きました
東京都狛江市に在住の鈴鹿富士夫と申します。（山岳
会員の様な実名です） 

 数年前から家内と少し本腰を入れて国内旅行を始め
ましたが、2007年に初めて訪れた白神山地の自然に
すっかり魅せられ、40年間のサラリーマン生活の停年
を迎えて以来、今年11月まで、気が付けば実に、7回も
探訪を繰り返しております。神戸いきもの会議の事を
FBで知ったのも、ガイドをお引き受け下さった方のご
縁ですので、この白神探訪が切掛けでした。 

 同じく数年前の春、東京の新宿御苑に山桜を見に
行った際に大都会の真ん中で偶然にも遭遇したカワセ
ミの写真が撮れた事が端緒となり、野鳥観察と撮影に
も興味を持ち始めました。 

 野鳥との出会いの為に
は、当然その姿かたちに
加え習性を知り鳴き声を
覚え、また餌と成る昆虫
や植物に関する知識も必
要となり、その種類も生
息環境も植生も学ばねば
ならず、衰える記憶力と
の苦闘にもがきながら
も、楽しさが益々深まっ
て居ります。  

 FBではお友達の皆様の
ご投稿を通じての、貴重
な知見の吸収と情報収集
もさせて頂いて居ります
ものの、創刊号へのご寄

稿者の皆様の、ご専門知識と自然に注がれる愛情の深
さには感動させられました。ジンジソウ・大平肺吸
虫・アカアシチョウゲンボウ・アカメガシワ・アカガ
エル・濱離宮のアゲハ・ヌスビトハギ・トマツイッス
ンマメ・バイオリージョン・大塚様の蝶とのお付き合
い・ハツリグモのお話････皆様の創刊号へのご寄稿を
拝誦して、感動新たに知的探究心を強く刺激されてお
ります。引き換えに自己紹介の斯様な拙文を申し訳な
く思いますが、会の趣旨でもある「宇宙の様な広さの
多様性と言ういきもの同士の関わりあいの一部を少し
でも広く深く多く学びたい」との思いから、又神戸い
きもの会議に敬意を表しつつ、迷鳥・漂鳥の一羽の如
く県外会員として参加させて頂きます。スーパーの棚
に展示されたラップの切り身でしか魚を知らない子供
の如く、まだほんの極一部しか知らない者の参加をご
容赦下さい。自然循環のマクロとミクロをネットとリ
アルの両面で楽しみながら味わって行きたいと思いま
す。  

 FBには、日記替わりに、最寄の公園や河原或いは遠
征先で撮って来た写真をアップしております、ご笑覧
頂ければ幸いで御座います。 

 それではどうぞ宜しくお願い致します。皆様のご健勝
と神戸いきもの会議の益々のご発展をお祈り申し上げ
ます。 
＊鈴鹿さんのFBを是非ご覧ください。毎日素晴らしい写真を発表されてお
られます。（里芋） 
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【編集後記】本年もよろしくお願いいたします。❏今号も多くの素
晴らしい原稿をお寄せ頂きました。いきものの趣味は一つの分野だ
けに特定して興味を寄せることなく、浅くても広くものに目を向け
ることが、専門の分野の進展につながるのだと思います。南川さん
の鳥と音楽に登場したメシアンの話は、まさにそのことを見事に証
明しています。現代音楽の作曲家である南川さんの野鳥の趣味も同
じように素晴らしい成果として無意識のうちに現れているのでしょ
う。❏大学で農業は総合科学であると教わりました。農業は植物を
育てることです。それには当然植物に関る分類、遺伝・育種、生理
などの知識は勿論必要です。さらに栽培の過程で、土壌、気候・気
象、農薬や肥料の化学も知らなくてはなりません。それだけではあ
りません、農地整備での土木・建築、経営のための簿記会計、経
営・経済も。特に昔の農業では、田植え作業に代表されるように地
域の人のつながりが欠かせないものでした。それをスムーズに進め
るには、農村の歴史、民俗、伝統、伝承を理解しなくてはなりませ
ん。農業は様々な分野に目を向けてこそ成り立つ業なのですね。稲
田さんの連載からもそのことが良く伝わってきます。（里芋） 

 所用の帰りは出来るだけ田舎道を通ることにしている。その日も
そうだった。野道に入るやいなや、白く細い幾本もの釣糸のようなも
のを発見。まるで小さな凧揚が何枚も揚がっているかのようだ。「あ
れだ！」と叫ぶ間もなく車を止め、すでにカメラを掴んで糸に向かっ
て走っていた。糸は畔草の辺りから、柔らかな風に少し斜め靡い
て、天に向かうように伸びていた。間違いない、飛行蜘蛛だ！ 
 飛行蜘蛛は山形の米沢盆地の辺りでは「雪迎え」と呼ぶらしい。
晩秋の風の無い暖かな日に見られるこの季節の風物詩は、雪に閉
ざされる日々の備えをそろそろする時が来たぞと知らせる。私が飛
行蜘蛛に遭遇したのは2012年12月３日。里山の紅葉がもう終ろう
とする頃。ナラ類の紅葉は盛りを過ぎ濃い海老茶色になり、ほどなく
落葉の時である。山の木々を背景に糸がふわりふわりと揺れながら
細い光を放っ光景は、今もしっかり脳裏に焼き付いている。 
 飛行蜘蛛は「遊糸」や「糸遊」ともいう。しかし、歳時記を開けば、
晩秋ではなく春の景を詠む季語とされている。歳時記の遊糸は、陽
射しが強く風の無い時に遠くが揺らいで見える春に特有の陽炎（か
げろう）を指す言葉なのである。東北の雪迎えの方は秋の季語なの
だからどうもややこしい。しかし中国では、「遊糸」は飛行蜘蛛を表
す言葉として五世紀頃より使われている。いずれにせよ、どちらとて
穏やかな気配の中でゆらゆらと漂う現象であることに変わりはない。 
 英語ではBallooning。アドバルーンを思い出せば良いだろう。本来
は物が弧を描いて飛んでいく意味だから、特別飛行蜘蛛だけを指
していはいないことになる。他にgossamerとも呼び、こちらはちゃん
と「遊糸」が訳語として充てられていて、陽炎ではない方の用例も大
陸からしっかり伝わっていたことになる。 
 1832 年 11 月 １ 日、ダ ー ウ ィ ン も あ の ビ ー グ ル 号 の 船 上 で
gossamerを見た。陸地から100㎞も離れた洋上だったという。さら
に、アメリカの調査では、上空4000mでクモが確認されている。クモ
が洋上や雲をつかめる程の高度までいるとはビックリ仰天！ 
 さて、クモをつかむような話にならない所で、こちらはそろそろ筆を
置いた方がよさそうですね。（里芋） 

 クモをつかむ話「飛行蜘蛛」 
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