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  クラシックと言われるジャンルの、ヨーロッパの作

曲家が作曲した作品において、最も登場頻度の高い鳥

の一つにカッコウが挙げられる。 

それは、描写的な音楽の一場面で鳥を登場させること

で、より具体性のある映像が聴く者にたやすく想像さ

せる手助けとなるからだと思われる。最も登場する場

面が多いのは、朝のシーンであろう。 

 グスタフ・マーラー（GustavMahler 1860-1911）の

交響曲第１番ニ長調「巨人」“Der Titan”を忘れてな

らない。 

彼の愛読書であったジャン・パウルの同名の小説から

名付けられたこの曲を、彼は、初め「交響詩」と呼ん

でいた。 

 ブタペストでの初演の時点では、「巨人」という標

題はなく、第１楽章と第2楽章をひとまとめにし、「若

人、美徳、結実、苦悩のことなどの日から」第３、

４、５楽章を「人間喜劇」とし、標題がつけられてい

た。 

 この後、ハンブルグ

で上演、1894年にも

ウ゛ァイマルで再演さ

れ、第2楽章「花の

章」第３楽章「スケル

ツォ」第５楽章「フィ

ナーレ」に改訂。この

時に全曲を「交響曲様

式による音詩」と構想

し、「巨人」という標

題をつけた。  
   

 

 1896年、ベルリンでの演奏に際し、「花の章」

を削除して４楽章の「交響曲」と改訂した。楽器

編成は4管編成に増強され、ホルンが通常の４本か

ら７本に増強されたのは、ワーグナーの影響が見

られる。 

 さて、鳥はどこに登場するのかというと、第１

楽章の序奏部分で、弦楽器のフラジオレット（倍

音による高音）の上に乗っかるが如く、オーボエ

とファゴットが短い４度下降する動機を提示す

る。この音型は、鳥に興味のない人が聴いても、

すぐに「カッコウ」と分かる音型である。これ

は、全曲を通して関係する動機であり、他にもフ

ルートやクラリネットなどにより、何度も登場す

る印象的な音型である。 

 やがて、賑やかなトランペットのファンファー

レや、ホルンの狩で使われる角笛を彷彿させるフ

レーズが表れ、チェロの第１主題を導いていく。

田園風景とさえずる鳥たち、のどかな風景を背景

に、青年の心の躍動感を表しているかのようだ。 

 この鳥の音型に関してもう一つ言えば、第４楽

章でも、この音型から派生した主題が作られてい

るが、ここではこの楽章の最初に書かれている

「嵐の様に激しく揺れ動いて」の通り、第１楽章

とは全く違う様相を表している。  

            （みなみかわ みお） 

  「鳥と音楽」 第三話 『巨人』        南川 弥生  

② 

ベートーベンの肖像 
http://ja.wikipedia.org/ より引用 

  

編集子のコレクションから
紹介するLPは、クラウディ
オ・アバド指揮、シカゴ交
響楽団演奏のマーラー:交
響曲第1番「巨人」です。
1981年のデジタル録音で、
優れた演奏と音源の良さ
で、今もなおCD（ユニバー
サルミュージックUCCG-
4471）で発売されていま
す。 

1909年のマーラー 
（ウキペヂアより） 

写真１：ツツドリ 

写真２：ツツドリ 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fYcl4KQl2eokqM&tbnid=5cbs03sqozPQDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fja.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E3%2582%25B0%25E3%2582%25B9%25E3%2582%25BF%25E3%2583%2595%25E3%2583%25B


 ５月連休の円山川でシロハラクイナが出たという情報が

入りました。鳥仲間の一人が対岸のカワセミの営巣活動を

観察していたとき、護岸ブロックの上に見慣れない鳥が突

然現れたとのこと。特徴的な外観は見間違えることもな

く、初認者からシロハラクイナ飛来の情報が地元の仲間に

伝えられました。    

 その日の夕方近く、現場で待機していると確かにシロハラ

クイナが出て来ました。強い警戒を見せながら、ブロックの

間の水たまりで水浴びを始めました（写真１）。短い水浴び

のあとブロックの上を歩いて移動（写真２）し、倒れた竹の

上で一休みしようとしたところに別の観察者の車が割り込ん

できて万事休す。あっという間にブロックの影に隠れてしま

い、それっきり出て来ませんでした。  

 翌日も、同じ場所でシロハラクイナを観察するチャンスが

ありました。豊岡盆地のクイナ科の鳥では、バンとクイナの

２種を観察していますが、それらの水鳥といくつかの共通点

を見出すことができます。最大の特徴は足の指の長さです

（写真３）。水面に浮いた水草の上を沈むことなく効率的に

移動するために進化したものでしょう。地上の行動では長い

指が邪魔をして歩きにくそうに見えました。 

 もうひとつの共通特長は短い尾羽と、警戒時にそれを立て

ることです（写真４）。 

 尾羽を立てると下の赤い色がよく目立ちます。バンやクイ

ナでは尾羽の下の白い色が目立ちます。これは警戒すべき相

手に対する、何らかの威嚇の意味があるのでしょう。 

 

  初認から３日目には、シロハラクイナは移動してしまった

ようで、その後の観察記録はありません。果たしてどちらに

向かって行ったのでしょうか。シロハラクイナは南方系の鳥

で、日本では沖縄県で留鳥として観察されます。５月に豊岡

盆地を通過する鳥は、北で繁殖する旅鳥または日本に繁殖飛

来する夏鳥が主です。シロハラクイナはそのいずれのグルー

プでもありません。 

 珍しい鳥がときどき飛来することがありますが、本来は中

国大陸を移動する渡り鳥が東寄りにルートをとって迷い込ん

だ場合がほとんどです。やがて、かつては迷鳥と呼ばれてい

た渡り鳥が日本を経由して移動するルートを確立してしまう

と、毎年一定時期に観察される旅鳥になります。当地ではヤ

ツガシラやセイタカシギがそのグループになります。今では

珍しくない野鳥になってきました。 

 豊岡盆地へのシロハラクイナの飛来記録は、私が野鳥に興

味を持ちだしてからは３度目となります。１９９８年６月に

六方川で、２００２年５月に円山川で、それぞれ単独個体が

観察されました。今回、円山川での登場は１１年ぶりのこと

です。同じような断続的な単独飛来は、西日本の各地で記録

されているようです。沖縄で留鳥のシロハラクイナは、新天

地を求めて北へ向かおうとしているのでしょうか。そのパイ

オニアたちの勇敢な冒険旅行を、私達はたまたま目撃してい

るのだと考えることもできそうです。 

 但馬いきもの通信④ 「北をめざすパイオニア」高橋 信 

③ 

（たかはし まこと） 

写真① 

写真② 

写真③ 

写真④ 



 今回から身のまわりにいるのに、意外と気づい
ていない野鳥たちの話をしたいと思います。 
 川をのぞくといつもいる白と黒の鳥。「おっ、
何か違うのがいるぞ」って思ったことありません
か。彼らはセキレイの仲間たち。神戸で見られる
のはハクセキレイ(写真③)、セグロセキレイ(写
真①)、キセキレイ(写真②)の3種。特にハクセキ
レイとセグロセキレイの2種はよく似ています。
まずはこの3種を見分けてみましょう。双眼鏡が
あったほうが便利かな。 
 水辺で見ることが多い、とまっっているとき尾
羽を上下よく振る、波状に飛ぶ、これらは3種に
共通しています。 
 セグロセキレイ…ほぼ日本にしかすんでいませ
ん。1年を通して2羽いっしょにいることが多いで
す。顔は黒い顔に白い眉。飛ぶときに出す「ビ
ビッ ビビッ」というにごった声が特徴です。 
ハクセキレイ…様々な亜種がいて特徴は少しずつ
違いますが、ユーラシアからアフリカ北部にかけ
て世界的に分布しています。昔は神戸では冬鳥で
したが、近年、急速に西へ繁殖域を広げており、
現在では神戸市内でも普通に繁殖を見ることがで
きます。顔は白い顔に目のところに黒い線(過眼
線といいます)。体がかなり灰色の個体もいま
す。飛ぶときには「チュチュン チュチュン」と
澄んだ声を出します。水辺からかなり離れた平地
でもよく見られます。 

 キセキレイ…背
中はグレー、胸か
ら腹にかけて黄色
いので上の2種とは
だいぶ違います。
体は小さく、その
分尾が長く見えま
す。「チチン チ

チン」という金属的な声。ハクセキレイと似てい
ますが、慣れると聞き分けられるようになりま
す。 
 これら3種は上流から下流へ、キセキレイ、セ
グロセキレイ、ハクセキレイとすみ分けています
が、かなり重なっています。特に冬期は中流域で
3種同時に見られることもめずらしくありませ
ん。神戸の市街地を流れる川でもよくいますので
探してみてください。 

 ある年、西区の総合運動公園に行ったとき、競
技場内の倉庫にエサを運ぶハクセキレイを見つけ
ました。ワールドカップを目前にし、カメルーン
との試合を控えたピッチで子育てをしていたので
す。子育てしながらサッカー観戦なんていい記事
になるじゃないと記者と笑いながら話したのです
が、翌日の新聞を見てびっくり。「ハクセキレ
イ、ピッチで子育て」の見出しの下の写真はどう
見てもセグロセキレイ。頭の中がパニックになっ
たのを覚えています。もう一枚の写真はヒナに給
餌する姿。しかしその顔はどう見てもハクセキレ
イなのです。結局、再度の観察でわかったのは、
ハクセキレイとセグロセキレイの交雑。非常に珍
しいケースのようですが、急速にハクセキレイが
繁殖域を広げる中、このような事例が今後増える
かも知れません。気になるのは仔セキレイたちは
どんな色？どんな声？ってこと。追跡調査ができ
ずじまいなので今も謎のままです。 
 ハクセキレイは冬に集団ねぐらをつくることで

有名です。橋の下、ネ
オンの周りなどで知ら
れていますが、神戸で
の大規模なねぐら(写真
④)を私は知りません。
ハクセキレイの集団ね
ぐらの情報をぜひお寄
せください。一方、セ

グロセキレイが夏に集団ねぐらをつくっているの
を観察しています。場所は西神中央のショッピン
グセンターの電飾されたイチョウの木。ねぐら入
りの時はやかましく鳴き目立ちます。年中ペアで
いるのを見ることが多いセグロセキレイの集団ね
ぐらはちょっと驚きでした。他のショッピングセ
ンターや郊外の店舗でも小規模なもの見たので、
人がある程度多いところをあえて選んでいるので
しょう。冬には見なくなるので、この一時のねぐ
らでの出会いは集団お見合い的な…いや婚活パー
ティ的な役割があるのかも知れません。 
 意外と知られていないのは、セキレイの営巣場
所はほとんどが人工建造物ってこと。思っている
以上に人を利用して生きている身近な鳥なので
す。 

                            

  

④ 

 見てみよう!身近な鳥たち見てみよう!身近な鳥たち      北野 光良 

（きたの みつよし） 

写真① 

写真② 

写真④ 

写真③ 

-その１- 



「インタープリターになろう」   紀田 俊明 

⑤ 

『インタープリテーションというのは、プレゼ

ンテーションとファシリテーションをあわせたも

のです。 

う～む。なるほど。 

プレゼンテーションとは、会議でのプレゼンと

か、あるいはプレゼントという言葉があるよう

に、相手にモノや情報を与えること。一方、ファ

シリテーションというのは相手の中から何かを引

き出すこと。そして、引き出すことによって相手

の自発的な気づきを促すこと。 

つまり、どんなに喋りがうまくても、どんなに

色々なことを知っていても、プレゼンテーション

だけでは『意味や価値』を伝えることはできな

い。それにプラスして、相手から『それを大事に

思う心』『それを愛おしいと感じる心』を引き出

すことで、初めてものの意味や価値が伝わるとい

うことなのだ。 

この話を聞いて以来、どうやったら自然観察会

の場で、参加者の思いを引き出すことができる

か、色々と試行錯誤しています。 

あまり出しゃばらずに、一歩引いて参加者の様

子を観察することから始めて（これが意外に難し

い。特に子供相手だと、ついつい説明してしまう

んですね）、参加者の気づきを促すためにゲーム

風の活動を入れてみたり、プログラムの組み立て

方を見直したり、などなど。 

いずれノウハウが整理できたら、この場で紹介

したいと思います（いつになることやら）。ご期

待下さい。 

                      （きだ としあき） 

趣味でバードウォッチングを始めて20年近くに

なる。さほど気合を入れて見ているわけではない

が、さすがにこれだけ長く続けていると、それな

りに詳しくなって、探鳥会や自然観察会の案内役

を頼まれるようにもなってきた。対象はもっぱら

子供が中心。 

さて、そこで、単に名前の説明だけで終わらず

に、最近よく耳にする「自然案内人（インタープ

リター）」として、自然の面白さ・大切さを伝え

てやろうと意気込んで出動するも、子供相手に思

いは空回り。難しい説明で消化不良をおこし、結

局、参加者にとっては望遠鏡で見た○○○の姿だ

けが印象的で、私の説明なんてまったく頭に残っ

ていない（たぶん）・・・。なんて経験、皆さん

にもあるのでは？ 

本物のインタープリターになるにはどうしたら

いいんだろうか？インタープリターとは、文字通

りインタープリテーション（Interpretation：解釈、

説明、通訳）する人のことで、環境教育とか自然

観察の分野では『人と自然との間をとりもつ人』

のような意味合いで使われている。単に鳥や花の

名前や特徴を説明するだけでなく、その奥にある

目に見えないもの（その意味や価値）を伝える人

のことである・・・と、ここまではネットや本か

らの受け売りです。 

確かに、この説明だけでは具体的なことは何も

わからない。もちろん私も意味がよくわからな

かった。いや、むしろ積極的に誤解していた。

「そうか！意味や価値を教えればいいのか」と。

しかし、どうやって？ 

人前でのしゃべり方、適切な言葉の選び方、小

道具の使い方など、そのあたりにポイントがある

のではないかと、自分なりに考えつつ、本やネッ

トで調べつつ。そんなある日、某講習会でこんな

話を聞きました。 



 夏の暑さが嫌いだ。外を出歩くよりも、涼しい部屋で

じっとしているのが好きだ。夏の森も嫌いだ。クモの巣

が顔に張り付くし、スズメバチは飛んでいるし、何より

も蚊が寄ってきては好きなだけ刺してゆく。 

 ニュータウンの森の自動カメラでストロボ二灯流撮影

を始めると、毎週末、電池交換が必要になった。並列つ

なぎの充電式バッテリーは、ストロボ連続充電１週間で

空になってしまう。ザックに交換用のバッテリーを放り

込み、森の中に突入する。藪漕ぎしながら獣道をたどっ

てカメラの設置場所に向かう。クモの糸が顔につかない

よう、手を前に差し出して歩くけれど、たいていは空を

切ってネバネバの糸が顔に張り付く。自動カメラまで辿

り着けば、次は蚊との戦いだ。電池交換する手に蚊が群

れる。虫よけスプレーは汗ですぐに流れて効果がない。

顔の周りにも飛び交っている。「プーン」という羽音が

耳をかすめるだけで、気が狂いそうになる。（ええい、

うっとうしい！）。そんな時に限って、目に汗が入った

りするのが情けない。メガネをかけているから一旦外さ

ないと汗も拭けない。蚊の攻撃は容赦なく続く。プー

ン、パシッ！プーン、パシッ！そのうち、顔や手が血に

染まる。再び汗が目に入る。情けなくて涙が出る。血と

汗と涙の電池交換。毎週続く悲しき作業。僕は夏の暑さ

も森も嫌いなのだ。 

  

    

 

 

 

 

   （なかた かずま） 

 

 

 

 

 

 

 

（第３話につづく） 

 

    

                         

  

写真５：９月、子ダヌキは随分大きくなった 

⑥ 

写真１：写るはハトやネコばかり  

中田一真  第３話 血と汗と涙とタヌキ 

 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４：地面を掘って虫などを探す  

写真３：森を行く兄弟ダヌキ  

写真２：ネコより小さいタヌキが写った  

 疑問は翌週解消された。タヌキがまた写っていた。し

かも何頭も。どうやらこの森の界隈でタヌキが子育てを

したらしい。写っているのは夢中になって食べ物を探し

ている子ダヌキたちだった。 

 ニュータウンの森に自動カメラを設置したきっかけ

は、２月にタヌキの溜め糞を見つけたことだった。その

タヌキの姿を半年後、真夏の森でようやく捉えた。蚊に

刺され、汗にまみれ、何も写らぬカメラを前にして涙が

にじむ日々。この年の夏はまさに、血と汗と涙と子ダヌ

キたちの夏だった。（第４話につづく） 

毎週毎週、苦労して作業しても、回収する画像はハトや

ネコばかり。せいぜい写ってアカネズミくらいだった。

夏の森には何もいないのか？そんな疑念を抱きつつ迎え

た８月、自動撮影開始から早くも３ヶ月が経っていた。          

 憂鬱な気持ちで電池交換とデータ回収に出かけた８月

最初の週末、カメラのモニターに見慣れぬ動物が写って

いた。 

（タヌキ？）誰がどう見てもタヌキだ。しかし、妙に

小さい。（タヌキって、こんなに小さいのか？）モニ

ターでは見慣れたネコよりも、明らかに小さい。 

（なかた かずま） 



   

     
 田んぼに水が入るとカエルの大合唱が聞こえてきますが、これ

はオスのカエルが鳴嚢（鳴き袋）を膨らませ鳴き声を増幅させるこ

とで、できるだけ広い範囲からメスを呼び寄せようとしている声で

す。古来より農耕が行われ好適な水辺や水田が多かったことか

ら、人にとって身近な存在で春の景物とされ、万葉集以来特に鳴

き声を愛でて詩歌に詠まれているようです。 

  鳴嚢はオスが持つ柔らかな皮膚の膜ですが、鳴き始める前に

肺を膨らませることで空気は肺から喉頭（こうとう）を経て鳴嚢に

入ります。喉頭が振動すると音を発し、鳴嚢内で共鳴させることで

音を大きくし、遠くにいるメスを呼び出すことが出来るようになりま

す。連続して鳴き声を発するには、体壁の筋肉により空気を押し

戻し、肺と鳴嚢の間を行き来させます。鳴いている間は鼻と口を

閉じています。多くの種で鳴嚢は外見から見て性別を判別する方

法の一つですが、ヒキガエルやヤマアカガエルなど目立った外鳴

嚢を持たない種もいます。 

  鳴き声の種類には、広告音（繁殖期にオスが他の個体に対し

自分の存在をアピールしてメスを引き付け、他のオスを排除する

ための鳴き声）、解除音（他のオスにメスと間違われて抱接された

オスが、間違った抱接を解除させるための鳴き声）の他に、警戒

音・危険音・雨鳴きなどがあります。広告音には求愛と縄張り主

張の２つの意味がありますが、縄張り主張の際にも鳴嚢を膨らま

せて鳴いているわけです。 

   さて、この鳴嚢の膨らみ方については何種類かのタイプがあ

り、今回は中国地方で見られるカエルから４つご紹介します。１

つ目は、顎の下が膨らむタイプで、ニホンアマガエルやシュレー

ゲルアオガエルなどに見られます（写真１）。写真はシュレーゲル

アオガエルですが、多くは草むらの中や土の窪みなどに潜んで

鳴いています。２つ目は、顎の下が膨らむが中央がハート型に

へこむタイプで、ヌマガエルやカジカガエルなどに見られます（写

真２）。大部分のカエルの鳴嚢は、口腔の２つの小さな袋が最後

に１つの大きな空洞に発達し形成されます。写真はカジカガエル

ですが、鳴くときに鳴嚢の中心が膨らみきらずハート型に見え、

しばしば右（左）半分だけ膨らまして鳴いているのを見ることが出

来ます。３つ目は、顔の両横に膨らむタイプで、トノサマガエルや

ダルマガエルに見られます（写真３）。写真はなかなか見ることの

出来ないナゴヤダルマガエル岡山種族で、広島県での撮影で

す。４つ目は、顔の両横から後方に向かって膨らんでいくタイプ

で、ヤマアカガエルやタゴガエルに見られます（写真４）。写真は

タゴガエルですが、前号でご紹介した通り、開けた場所で見るこ

とが出来るのは希です。写真１・写真３・写真４は日中撮影された

ものなので、チャンスがあれば明るい時間に見ることが出来るで

しょう。 

                                                             

                             （とくなが ひろゆき） 

 

 

 

    

  

⑦ 

シリーズ ④ 

 カエルの鳴嚢いろいろ カエルの鳴嚢いろいろ  徳永浩之 

写真１：シュレーゲルアオガエル  

写真３：ナゴヤダルマガエル  

写真４：タゴガエル  

写真２：カジカガエル  



 さて、ヤモリといえば家の壁や自動販売機に引っ付い

ているニホンヤモリGekko japonicusを想像する方がほとん

どと思われますが、兵庫県にはもう一種、タワヤモリG. 

tawaensisが分布するのをご存じでしょうか。 

 タワヤモリは主に乾燥した岩場に生息するヤモリであ

り、兵庫県では岡山との県境周辺、淡路島南部と周辺の

島々に分布します。本種はよく瀬戸内を中心とした海岸

沿いに生息すると記述されることがありますが、高知県

の太平洋側にも分布しますし岡山県や香川県などではか

なり内陸まで分布することがわかっています。 

 ニホンヤモリとタワヤモリは同じヤモリ属のなかでも

同じグループに属する非常に近縁な関係ですが、タワヤ

モリが日本固有種であるのに対し、ニホンヤモリは大陸

由来の外来種である事がほぼ確実となっています。この2

種は外見的によく似ているとされ、背面の大型鱗の有

無、前門孔・側肛疣の数で見分けるしかないと記述され

ることも多いですがタワヤモリは明らかに斑紋が濃く尾

のバンドもはっきりしており、体色も黄色みがかる場合

も多いです。両種とも気分やコンディションで体色の濃

淡を劇的に変化させるので、決定的な同定の根拠にはな

りませんが少なくとも僕は両種を第一印象で取り違えた

ことはありません。 

 ただ問題は両種にはハイブリットが存在することでしょ

う。言うまでもなくニホンヤモリは人工的な環境にのみ

生息し自然度の高い環境にはいませんが、タワヤモリも

実は岩場の近くの建物周辺に生息することも多く、こう

いった中間的な環境では両種が同所的に生息することが

あるのです。上記のような岩場周辺の建物にいるタワヤ

モモリも、開発が進み自然度が下がるとニホンヤモリが

優先し、タワヤモリは淘汰されることもわかっていま

す。また遺伝的な解析の結果より、タワヤモリは開発に

よって生息地が影響を受けると個体群が分断されやすい

可能性も示唆されており、総じて外来種との競合や生息

環境の破壊に影響を受けやすい種といえるでしょう。 

 タワヤモリは本州唯一の在来ヤモリであり、また国産

の爬虫類としては分布・生息環境とも限られているほう

で、兵庫県での生息地は限られているとはいえ僕のよう

な両生・爬虫類屋としては非常に恵まれているといえる

でしょう(実際関東の友人からはかなり羨ましがられま

す)。この素敵なヤモリをいつまでも観察できる環境が

残っていてほしいものです。 

    

  

⑧ 

 兵庫のヤモリ兵庫のヤモリ22種種  ‐タワヤモリとニホンヤモリ‐タワヤモリとニホンヤモリ  越 智 

写真２：このような林道沿いの露岩地でも日当たりが良けれ 

    ば生息している  

（おち ） 

写真１：タワヤモリ成体   



   

No.④ 

（Sippo・きむら ふじか） 

    

⑨ 

アオスジアゲハといえば、「都会の蝶」という印象で

しょうか。 

春先から元気に飛び回る姿を見ることができます。 

とはいえ、動きがあまりに素早いことと、 

吸蜜以外はわりと高いところを飛んでいるため、意外に

アゲハやモンシロチョウより 

一般の人への認知度は低そうです。 

偶然目にした人は、やはりこのエメラルド・グリーンの

ウインドウに感動するようですね！ 

たくさんいるから、こんな光景にも出会えたり。 

 

都会の蝶・・・アオスジアゲハ 

こんな光景も、またお似合いだなあと 

真夏の青空を仰ぎながら 一緒に空を

飛びたくなってしまったSippoで
した。 

 

真夏の浜離宮恩賜庭園。 食樹クスノキがたくさん植えられており、実に多くのアオスジアゲハが乱舞し

ます。 
炎天下、燃えるような色合いのキバナコスモスの蜜は 

この子にとっては、太陽以上のエネルギーとなるのでしょうか。 

涼しげなウインドウがとても爽やかに映ります。 

SippoSippoSippoの絵はがきの絵はがきの絵はがき   

季節は巡り・・・ 晩秋、セイタカアワダチソウに包まれる姿は夏のそれ
とは一味違うしっとりとした魅力を放っていました。 

 



 ４月25日、今日はギフチョウの産卵シーンを観察撮
影する目的で、ヒメカンアオイの会メンバー達と通常
コースを散策に入る。 
 昨年９月から、今年３月にかけて森の下草刈り、枝
打ち、竹林の整備などをした、その整備地でギフチョ
ウの産卵シーンをタイミングよくみることができた。
（12時８分）それも、入れ替わり立ち代り３時間位い
の間に６ステージ少なくとも３頭は別個体の産卵する
ところを、ゆっくりと間近で観察できた。 

 女神達は、明るくなった林床にどこからともなく現
れ、地上１m位のところを、我々を意識することなく
悠々と飛び廻り、ヒメカンアオイに前脚の先端にある
ふ節部分を利用し、接触（ドラミング）しつつ産卵食
草を探している。ふ節には化学感覚子があり、植物に
含まれる化合物を認識することができるといわれてい
る。女神達は、優雅に舞っているように映るが、子孫
を残すため、限りある時間を精力的に活動しているの
だろう。 
 女神達は、何回となくチョウ道を廻り、気に入った
ヒメカンアオイに辿り着くとヒメカンの葉を脚部で抱
え込んで、交尾器を葉の裏側へ押し付けるようにし、
５～６分位いで産卵を終え、次のヒメカンアオイに移
る。なかには、疲れ果てて、身動きもせずヒメカンア
オイにとどまっているのもある。 
             

  「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」その２その２その２   

⑩ 

 卵は、1㎜強の大きさで、10個前後、規則正しく産
み付けている。通常、卵は葉の裏側に産み付けるのだ
が、どうしたことか表側に産卵しているのがあった。
昆虫の卵は、それぞれ特徴があり興味をひかれるが、
なかでもギフチョウは特に、美しいと思う。小さいな
がら、真珠に負けず劣らず、光沢があって粒が揃って
いる。色は、産卵直後が特に綺麗、その後、孵化する
間は微妙に変化する。 

 早く孵化し、たっぷりとヒメカンアオイを食べて無
事に来春、より多く成虫になってほしい。この時期、
年に一度であるが、女神に逢い、美しい卵を観賞し、
その余韻を写真に残せる楽しみが、何より幸せであ
る。 
 今日は、メンバの先輩達は一様に、過去10年余りの
保護活動が、ここに来てその成果が現れてきたこと
に、自信をもたれたようであった。また、公園散策者
からのギフチョウ発見情報も、近年増えてきたようで
あり我々の保全活動がギフチョウたちの種の存続に寄
与していることに一段と心強く思い、今後の励みに
なった。 

（追記） 
前号の輝人ファイルに登場させて頂きましたが、引き続き
まして私の活動を紹介させて頂きました。       
                  （たむら まさや） 

田村 昌也  
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 カギカズラは常緑つる性木本で、本州（房総半島以

西）、四国、九州に分布し、兵庫県では淡路島に多く生

えているが、淡路島以外に兵庫県での自生地は少ない。

神戸市では西区で１箇所確認されているだけである。兵

庫県、神戸市ともにＢランク（環境省レッドデータブッ

ク絶滅危惧Ⅱ類相

当）に指定されて

いる。カギカズラ

は葉腋に短枝の変

化したカギ状の刺

（図 － １）が つ

き、これに他の植

物の枝などを引っ

かけて他の樹木の

樹冠にマントを形成していく（図－２）。これが名前の

由来になっている。若い葉は赤褐色を帯び、春はよく目

立つ（図－３）。花は梅雨の頃、葉腋から直径約２㎝の

球形の頭状花序を出し、筒状漏斗形の小さなクリーム色

の花を多数つける（図－４、５）。 

 ５年前に知人に西区の自生地を教えていただき、見に

行った。常緑樹林の中の小さな谷にカキカズラが生えて

おり、谷の両側の斜面に大きなマントを形成していた。

直径10㎝以上の蔓が地面

を這い（図－６）、所々

から萌芽していた。  

 昨年の３月に六甲山南

側でイイギリの調査を

行っていたら、川岸に常

緑のつる性木本があった

ので近づいて見てみる

と、対生の葉、葉腋のカ

ギ状の刺があり、カギカ

ズラだった。六甲山では

今まで確認されていない

ので、六甲山で初めての

確認例となる。結構、人

通りの多いところでなぜ

今まで発見されなかったのか不思議である。また現地は

標高300m近くあり、暖地性のカギカズラが生えているこ

とも不思議だ。マントは西区の自生地よりはるかに大き

く、幅20m、長さ50mの広さに広がっていた。 

 

マントが大きいので花が咲くときれいだろうと期待して

いたが、昨年はほとんど花をつけなった。しかし今年は

きれいに咲いてくれた。このカギカズラは寒地性植物と

暖地性植物が入り乱れる六甲山の植生を代表する事例と

考えている。専門家

はこのカギカズラが

某女子薬科大学の薬

草園からの逸出では

ないかと疑っている

が、本当に六甲山は

不思議な山だ。 

 

六甲山のカギカズラに想う  清水孝之 
第三話 

写真②：カギカズラのマント 

写真③：カギカズラの新葉 

写真④：カギカズラの花（１） 

写真⑥：地面を這うカギカズラの蔓 

写真⑤：カギカズラの花（２） 

写真①：カギカズラの葉 

（しみず たかゆき） 
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７月の下旬、近くの山に

生えているトチバニンジ

ンの実が赤く色づき目

立っている。トチバニン

ジンは赤い実の時期はと

ても目立つが、花が咲い

ているときは注意して見

ないと目に入らない。花

は球状の花序に多数つい

ている。淡黄緑色の直径

３㎜ほどの小さなもの

だ。目立たない花だが開

く様子を見ていたらすごく興味深い。 

トチバニンジンはウコギ科である。神戸で見るウコギ

科には実に多様なものがある。タカノツメやコシアブ

ラ、ハリギリなどのような落葉高木がある一方、ヤマウ

コギやタラノキなどの落葉低木もある。またカクレミノ

やヤツデなどの常緑樹やキヅタのような常緑のつる性の

ものなどがある。それにウドやトチバニンジンのように

草木ものまである。花の咲き方をみると、タカノツメや

コシアブラ、ヤマウコギなどのように雌雄別株がある一

方、ハリギリやヤツデ、キヅタ、ウド、タラノキなど雌

雄同株のものも多い。ここでとりあげるトチバニンジン

は草本で雌雄同株である。 

 トチバニンジンの花に

ついて図鑑での記述を見

ると、多くは「・・・中

心から１個の花茎を立

て、球状の散形花序に黄

緑色の小さな花を多数つ

け る・・・( 山 渓 ハ ン

ディ図鑑２ 山に咲く花 

山と渓谷社)のように記

述をしている。 

トチバニンジンは茎の先

に輪状に葉を出してい

る。葉は長い葉柄があ

り、５つの小葉がある大きな掌状複葉ある。１本のトチ

バニンジンには３～５枚の葉がついているのが１箇所か

ら葉を出しているように見える。 

茎の頂から花茎を伸ばして先に１個の球形の花序がで

きている。花茎の途中から数個の枝を伸ばしている個体

が多い。伸びた枝の先には１個の小さな球形の花序がつ

いている。 

トチバニンジンの球形の花序では花が下から上へと咲

き上がっていく。開いた直後の花は５枚の淡黄緑色の花

弁と飛び出た５本の雄しべが目立っている。雄しべが元

気な雄性期だ。 

やがて、花弁が反り返ってくる。そのころ花の中を見

ると柱頭が伸びだしてきている。やがて花弁とおしべは

落ちて、柱頭がにょきにょき伸びる。これは雌しべが元

気な雌性期の花である。 

茎頂の花が咲き終わるころ、枝では花が咲きはじめて

いる。その花は５枚の花弁と５本の雄しべが目立つ「雄

枝の花についてふれている図鑑は少ない。大きな詳 し

い図鑑の記述を見ると、「枝につく花はすべて雄花であ

る（日本の野生植物 Ⅱ 平凡社）」と載っている。 

枝で咲きはじめている花は５枚の花弁と５本の雄しべ

が目立つ。図鑑の記述どおり、これは雌しべがない雄花

のようだ。 

 ところが、数年前に赤い実が目立

つ大きなトチバニンジンを見たとき

に、驚く光景に気がづいた。 

それは茎頂の実は熟れきって落ちて

いるいるが、下の枝の先に赤く熟し

た実がついていたのだ。もし枝につ

く花が雄花だったら、枝の先に実が

できない。枝の先に赤い実ができて

いるということは、「枝の先の花は

雄花ばかりじゃなく、めしべが発達

する花があるのではないか。」と考

えられるのだ。 

そこで、今年は花茎から出た枝の先の花に注目し。枝

の花の様子を注意深く見て見た。 

茎先の花が終わるころ、枝先では花が花序の下から花

が開きだした。それは５枚の花弁が開き５本の雄しべが

つき出た「雄花」だ。やがて「雄花」は上へと咲き上

がっていく。「雄花」がかなり咲き上がったころに花序

の下のほうを見ると、花弁とおしべが落ちているのが目

につく。これは「雄花」の花の時期が終わった現象だ。

と納得できる。だが、花弁や雄しべが落ちた「雄花」を

よく見てびっくりした。雌しべが伸びだしてきているの

である。ということは「雄花」ではなく雌しべが発達す

る両性花だ。 

そこで改めて私が撮ったトチバニンジンの画像を見直

してみると、トチバニンジンの枝の先にも両性花が咲

き、実ができることがあり、実ができるケースはかなり

多いようである。 
               （くぼた ひろゆき） 

トチバニンジンの花を見ていると  窪田博行

下に小さな白い花弁がある 

第四回 

神戸野草紀行神戸野草紀行  

３～５枚の葉が１か所から出ているよう

に見える 

咲きはじめた雄性期の花      下から雌性期の花になっていく 

多くの個体は花茎の途中から数個の枝を

出す 

枝先の花序の花に雄しべが

伸びだした 

２個の花柱が目立つ雌性期の花  枝先の花序についた熟した実 

性期」の花だ。 



「神戸いきもの会議」のお仲間に入れていただき
ました、三田市の二口 力と申します。 
 私は65歳の定年後、三田市に住み、主に三つの
ボランティア活動をしています。 
 一つは、「ごもくやさん」 三田市の中央公園
を中心に除間伐をしている、グループです。 
 一昨年「ごもくやさん」は兵庫県の生物多様性
保全プロジェクト団体に認定されました。 
 一つは、阪神北県民局ビジョン課第三分野の
「緑の環境会議」です。 
 そしてもう一つは、今年２月に立ち上げた、森
を守り育む市民団体『もりんちゅうの会』です。 
 「もりんちゅう」とは、沖縄の漁師の「海人
(うみんちゅう)」をもじった言葉で、森で遊ぶ人
といった意味での造語です。 
 会の目的は草刈、除間伐、植栽を通じて、豊か
なその土地本来の森を作り、森を守り育む活動で
す。 
    
  

 

輝人ファイル  No.６  二口 力さん   「森を守り育む市民団」

⑬ 

  平成25年４月１日付けで三田市公園みどり課を
窓口にして、市と協定書を結び、三田市けやき台
の周辺緑地や、公園の一部、すずかけ台の周辺緑
地の一部、および企業の土地、学校等で森のお掃
除や、木の除間伐を行っています。 
 ３月に三田市民病院裏の土手で、阪神北県民局
のビジョン委員会のメンバーと協働で 
 第一回｢生き物調査」を行いました。樹木で
は、ネズミサシ、ヤマモモ、ピラカンサ、シャリ
ンバイ、アラカシ、ナンキンハゼ、コナラ等多数
実生木が確認されました。野鳥はヒガラ、アオ
ジ、メジロ、ツバメ。昆虫はムラサキシジミ、キ
リガsp.ムラサキシジミ、テングチョウ｡爬虫類は

ニホントカゲ等が確認されました。 
 6月にも他のグループと協働作業を行い新たな
樹木としてナナミノキ、イヌシデ、ヤマナラシ、
カマツカ、マルバアオダモが追加同定されまし
た。私が植樹をするまでもなく、40年ばかり前か
らウッディタウンとして開発され、埋められたり
した新しい土地に実生してきた若木達です。                                                                                                             
 また６月に阪神北県民局 「北摂里山博物館運
営協議会」の助成金を得る事ができ、今後の活動
に大いに弾みがついたと喜んでいます。金額もさ
ることながら、活動がみとめられたことが嬉しい
です。 
 設立して日も浅くまだまだ会員も少ない会です
が、多くの夢をもって活動していきたいと思って
います。 
 森づくりに興味がある方がおられましたら、是
非ご参加ください。 
 ｢中央公園 ごもくやさん」というブログも開
設していますので、御笑覧いただければと思いま
す。今後とも宜しくお願い申しあげます。 
                         （ふたくち ちから） 
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  当会会員の中井美知子と申します。お米の勉強会に

属しておりますが、シャンデエルブの行事で実施した姫路

市船津の田中秀樹さんハーブと西洋野菜の畑での種の

あやし方実習会の様子を紹介させて頂きました。  

◆サルシフィの種を摘む 

 巨大で頑丈なタンポポの綿毛を想像して下さい。綿毛

は丸く膨らんで、今にも飛び立って風に乗り種を播き散ら

さんと思って居ます。種が取れる状態のサルシフィは１ｍ

を優に超えていて、それが薄茶色に枯れて、直径１０㎝

位の綿毛のぼんぼりを付け、長い畝が８列も並んでいまし

た。 

 これを、そっと綿毛が飛び立たない様に注意して、上を

押さえながら周りから掴みます。失敗をすると手に何も残

りません。上手く掴んだら種を台から取り、邪魔な綿毛の

部分だけハサミで切り落とします。薄茶色の柔らかい綿毛

の束を切って居るとペットショップのお仕事のようです。摘

み取った種はブルーシートの上で乾かします。 

 

 ◆オードリック（カブ）の種取り実習 

 カブの実も付いたまま茶色くカラカラに乾いて、逆さま

にカブの実を上にしてハサカケにひっかけて有りました。

丈は２ｍほども有ります。 

ブルーシートの上でサヤの部分をしごいても押さえただ

けでも種が弾けます。サヤも落ちます。ハサカケのカブ

に、こんなに沢山の虫が休んでいたのかと思う位に、ク

モとかが出て来ます。シートの上で種とゴミと虫と人が一

緒です。 

 田中さんお手製のフルイ、２種類メッシュの違うのが有

り、初めはメッシュの大きいのにかけてから、小さいのに

かけます。長方形で片側に柄を長くして有り、両手で

持ってユサユサ出来ます。長方形ですから向かい合っ

て二人でも出来ます。 

 サヤも大分は取れましたが、まだまだメッシュを通り越

したのも有り、ゴミだらけです。タライのフチを虫達が必死

でよじ登って行きます。 

 これを風選にかけます。風を待ちます。強すぎる風で

は種も飛んでしまいますし、風が無いと出来ません。良

い加減の風を捕らえて、タライを下に敷き、小脇に抱え

たバケツから落として行きます。田中さんが、ほら良い

風ですとか言って下さいますが、頃合いが難しく、少しず

輝人ファイル  No.７  中井 美知子 さん 「作物の種の採取活動」「作物の種の採取活動」「作物の種の採取活動」   

サルシフィのネット情報 

 ヨーロッパ野菜、キク科バラモンジン属。日本名

は西洋ごぼう。ヨーロッパの南部やアメリカに分布

しており、形がごぼうに似ているので日本では西洋

ごぼうといわれている。ほとんど スーパーで見る

ことはないが日本にも明治の初期に入ってきてい

る。 

 葉は非常に広がり長く高さは1mにもなる。夏に紫

色の綺麗な花を咲かせる。英語名にオイスタープラ

ントとあるように根にはカキに似た味があるとい

う。 

 地中に伸びた約30cm程の 根の部分を食べる。切

ると切り口から白い汁がでる。この汁がカキに似た

風味がありフランス料理に使われる。スープやグラ

タン、煮 込みなどに使ったり、ステーキなどの肉

料理などのガロニ(付け合せ)に使うといい。 
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つ連続して落とすのも難しいです。田中さんがやると、エン

ジ色の種はタライに落ちて、細かなゴミがタライの外に放

物線で落ちて行きます。 

 アブラナ科の小さな粒の種がバケツに半分くらい取れま

したが、タライの外に出た種は、充実度が足らなかったか

らと、言っておられるのは、大量の種取りだからです。 

  シャンデエルブのＨＰからの情報を紹介します。 

日本のカブは柔らかいです。煮炊きすれば、とろけてしま

います。だから、生のまま、漬物などの料理文化が生まれ

たのでしょう。 

 西洋カブは固いです。だから、スープやポトフなど、煮た

り焼いたりする料理文化が生まれたのでしょう。 

料理文化が確立された後に、たとえば、カブを煮る料理

文化のない日本に、固い西洋カブを持ち込んだとしても受

け入れてもらえないでしょう 

 最近になって、洋野菜ブームで西洋カブを作る人が増

えてきて、洋食レストランでの需要も増えてきて、存在が

認められつつあります。カブを煮炊きすることが広がれば、

一般家庭にも認められるでしょう。カレーに入れるといいで

すよ。 

 日本のカブは、菜っ葉の根っこなのです。 葉っぱの部分

と根っこの部分の大きさを比べたら、葉っぱの部分がはる

かに大きいでしょう。葉っぱの付け根の部分（首）もかなり

太いでしょう。それに比べて、西洋カブは葉っぱが少ない

し首の部分が小さい。要するに、根っこを大きくするためだ

けに分化したものです。だから、本当にカブなんです。 

 

◆種取りを待つ丸型の黒大根 

  大量に種を付けて、もつれ合い、いけ垣の様に成って

種取りを待っているが、未だ青い。長型の黒大根も作って

いるが、今年は、こちらを種取りしようと、交雑を避けて抜

いたと聞く。 

◆田中さんに自然農法の畑を案内して頂きました。雑草

と野菜が同居している不耕起の畑ですから、これがハーブ

と説明して頂かないと、小さい時など、見分けが付きませ

ん。多分、知らない人が見たら、畑だと気が付かない人も

いるかも（ゴメン）。  

以下に、田中さんの畑のハーブをご紹介します。 
⋆ルーコラ・シーメン（ルーコラ・セルバチカとは違うルー
コラ）⋆広葉エンダイブ⋆西洋キクイモ⋆パースニップ⋆クレ
ソン・フリーゼ⋆冬プルピエフランスのスベリヒユとか、か
わいい花を付けていた。癖が無くて美味しい。⋆高濃五
寸人参⋆ゴールデンビーツ⋆スコゾネㇻ（西洋ゴボウ）⋆
ディルフィノコリアンダー⋆キビ⋆エルバステラ（コルヌドセ
ル。食用のオオバコ）⋆カーボロネロ（黒キャベツ、葉は
巻かない）⋆チコレ・フリーゼ⋆ピッサンリ（西洋タンポポ） 
⋆リーキ⋆オゼイユタデ科で酸っぱい、サラダに入れたり、
ソースを作る⋆コウノス２５号（パン用国産小麦） 

 田中さんが説明をして下さると、珍しいハーブですから

食べてみたくなり、無農薬ですから安心ですし、手が伸

びて口に入れます。大きな虫達を連れて回っているみ

たいでしたね。 

 

◎最後に「お米の勉強会」の事を少しだけ紹介させて下

さいね。 

 「里芋」さんが以前の号に書いて居られましたが、農業

は総合科学（生理、育種栽培、農薬、土壌、気候、肥

料、農業経営等）だと、おこがましい事に、大体すべてを

お米の勉強会では、やってるんですね（笑）。素人が主

催して講師に来て頂き勉強会を開いています。その上

に畑もやって料理の調理実習もやって、醤油も作ってい

ます。                   （なかい みちこ） 



 この連載は「神戸の伝統野菜」ではなく「神戸周辺の伝統野菜」

と題しています。神戸市内で伝統野菜と呼べるものはすでに絶えて

しまったからです。今回はそんな忘れられた名産品の数々を取り上

げてみます。消滅したり絶滅の危機にあったりする伝統作物は、全

国的にたくさんあるというのが現状です。 

（１）生田若菜 

 若菜は春の七草の一種で、生田の浦（今の神戸市中央区

小野浜町付近）で採れたという話です。神戸の〝伝統野

菜〟としては最も古く、延喜11年（911）、醍醐天皇の

ときに朝廷に献上したという記録が残っています。その真

偽はともあれ、平安時代から生田若菜は名高く公家や歌人

の歌に多くよまれています。「旅人の道さまたげに摘むも

のは生田の小野の若菜なりけり」（藤原師輔『堀川百

首』）。 

 寛政年間（1789～1801に発刊された旅行ガイドブッ

ク『摂津名所図会』には、「若菜調貢（わかなのみつ

ぎ）」と題して説明しています。 

「若菜調貢 菟原郡（うば

らぐん、うばらのこおり）

中尾村の人、生田ノ浦より

若菜を採て禁裏に献（たて

まつ）る。七種の其一種な

り。これを生田の若菜と呼

ぶ。字多天皇の御時より始

るとかや。中頃源平兵乱よ

り、此式例中絶しけり。文

明年中本願寺蓮如上人此辺

経回の時、此舊例（旧例）

を申し上げ再興ありて、今

も臘月（ろうげつ、旧暦１

２月）二十五日には、例年

生田川の東の浜より壱町程

沖の方、海底に生ふる若菜

を、中尾の村民これを取つ

て、同 村 の 道 場 泉 隆 寺 よ

り、京師（けいし）西六条

東中筋花屋町仏照寺へ貽

（おく）らる。又此寺より

鏡餅を添へて、本願寺御門

跡へ進上す。又こゝより天

子へ献らるゝ事にや」。 

 「海底に生ふる若菜」というのが引っかかるものの、文

献の前後を合わせ読むと、海藻のたぐいを磯菜と呼んで、

七草とともに特産品として献上していたみたいです。 

 生田若菜を朝廷に納めていた泉隆寺では、故事にならい

毎年１月７日に七草粥法要修行を執り行っておられ、参拝

客には七草粥が無料で振る舞われます。境内の畑で収穫さ

れたスズナ、スズシロなどを入れた由緒正しい七草粥を一

度ご賞味されてはいかがでしょう。 

【メモ】七草粥法要修行＝毎年１月７日14：00～15：

30ごろ。読経と法話のあと14：50ごろから七草粥振る

舞い。参拝自由。無料（志ある方はお布施も可）。浄土真

宗西本願寺派  超音山・泉隆寺。神戸市中央区中尾町

11－21（市バス②系統「熊内５丁目」下車、北へ数

分）。お問合わせ先＝078－221－1730 

  

（２）『摂陽群談』に見る神戸の特産物 

 江戸時代中期の元禄年間

に刊行された『摂陽群談』

は、全１７巻からなる類書

でもっとも詳細な摂津国の

地誌です。巻第十六「名物

土産ノ部」では、この地域

の特産品や手作り品を列挙

しています。中から神戸の

伝統作物をひろってみま

しょう。 

田邊金瓜（たなべのこがね

うり） 

 「兎原郡田邊村より小路

（しょうじ）村の間にこれ

を作る。形、冬瓜（かもうり）の大きさにて、色、黄金

のごとく青筋通りて味瓜（まくわ）なり。皮を採りこれ

を喰ろふ。甚だ美なる味（あぢはひ）あり」と記されて

おり、現在の阪急岡本駅の南東方向、本山第一小学校周

辺で作られていたようです。 

 トウガンほどの大きさがあるマクワウリだと言います

が、現在のマクワにそんな巨大なものはなく、どんな瓜

だったのか興味を引きます。ただ摂陽群談は文のみで、

田邊金瓜の図は載っていません。明石のペッチン瓜みた

いに少し甘みのある瓜だったのかなと、想像をめぐらす

のみです。時代を下って大正時代発刊の『武庫郡史』に

田邊金瓜の名称はもう見当たらず、江戸時代後期にはす

でに絶滅していたと思われます。大正元年に同村住民の

６２．５％は農家だったのが、２８年後の昭和１５年に

はわずか１．５％にまで激減しており、急速な宅地化や

都市化の進行で農業そのものもなくなったのです。 

田邊烟艸（たなべのたばこ） 

 「同所田圃（でんほ）にこれを作る。服部烟艸の種を

設けて製するところもまたこれに習ふ。香味同じく宜

し。知れる人これを求む」。 

 タバコ栽培地で知られた嶋上郡服部村（現・大阪府豊

中市）から種苗を導入して加工製法も習ったと伝えてお

り、田邊村（現・神戸市東灘区本山地区）の特産物と

なっていました。明治10年（1877）の本山村の統計

では、タバコはまったく栽培されなくなっており、それ

以前に田邊烟艸が消滅したことは確実です。 

車楊梅（くるまやまもも） 

 「矢田部郡車村の山林より兵庫津（ひょうごのつ）に

送り大坂の市店（してん）に出づ。大きさ李（すもも）

のごとくよく熟して味わひ甚だ美なり。はじめ兵庫に出

づるをもって、世俗、兵庫の車楊梅（くるまもも）と云

へり。因って車の地名も楊梅（もも）の大いなるをもっ

てこれを号（なづ）くの俗説あり」。 

 俗説ありと逸話や異聞もあるのは摂陽群談のおもしろ

いところです。車村は神戸市須磨区車で、今も農村風景

の残る集落になっています。平安時代、禁裏に楊梅を献

上したという記録があるほど歴史は古く、江戸時代にも

大坂や兵庫で広く知られた名産品でした。 
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神戸周辺の伝統野菜 
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神戸の消えた伝統作物あれこれ 

① 

④ 

③ 

② 



（３）言い伝えに残るまぼろしの野菜 

 文献記録としては残っていなくても、土地の言い伝え

として語り継がれている農産品がいくつかあります。 

熊内ダイコン 

 莵原郡中尾村・熊内村（現・神戸市中央区、新神戸駅

東側の傾斜地）は、かつてダイコンの産地と言われてい

ました。水利に乏しく水田より野菜栽培に適した土地

で、生田若菜の伝統を継承しダイコン栽培が盛んだった

のでしょう。根の部分は小さくおもに葉っぱを食べるよ

うなダイコンだったと、往時を語る老人もかつてはいま

した。ダイコンを荷車へ乗せて兵庫の柳原まで売りに

行ったりしていたそうです。 

平野エンドウ 

 八部郡（やたべぐん）奥平野村（現・神戸市兵庫区）

や東尻池村（現・長田区）は、エンドウの産地でした。

品種としては白エンドウ（トラッパーピースと呼ばれる

もの）だったと伝わっており、兵庫や大阪の市場で平野

エンドウの名称で販売されていました。 

筒井ゴボウ 

 現在の王子公園（神戸

市灘区）から春日野道あ

たりは、ゴボウがよく作

ら れ て い た と い う 話 も

残っています。どのよう

な品種だったかはまった

く不詳です。明治18年

（1885）測量の２万分

１化製地形図「神戸」で

は、この一帯は広い茶畑になっており、輸出品として当

時重視された茶が、時流に乗って栽培されていた様子を

うかがえます。茶とゴボウ、今ではその関連もわかりま

せん。 

 

（４）岩岡のタバコ 

 一般にはあまり知られていないのですが、神戸市西区

岩岡町は、明石藩領だった江戸時代中期から戦前まで長

い間タバコの産地でした。 

赤坂タバコ 

 葉タバコは、天正年間（1573～92）に南蛮船によっ

て伝来しました。キセルを使って吸う刻みタバコで、淡

泊な味わいが特徴の褐色葉でした。江戸時代になると、

この褐色葉は在来種の葉タバコとして全国的に栽培され

るようになります。 

当地では第８代明石藩主松平直明（なおあきら）のと

き、神出、岩岡の開発に着手し、岩の多い台地で米作に

適さないことから商品作物の生産に活路を求め、元禄４

年（1691）、岩岡でタバコの栽培を始めさせていま

す。土地に赤坂という地名があり赤坂タバコや赤坂葉と

呼ばれて、1700年代には明石藩の名産になったのでし

た。以後、明治30年代ごろまで赤坂タバコの栽培は続き

ました。 

 黄色タバコ 

 明治に入ると生活の洋風化に伴って、両切りタバコが

流行となりました。これに適した品種がアメリカで改良

された濃厚味の黄色タバコ（黄色種）で、明治33年

（1900）、日本で初めて岩岡の地で栽培されたので

す。アメリカから黄色タバコの種子を輸入した京都のタ

バコ業者村井兄弟社は、赤坂タバコで名高い岩岡村に試

作を依頼し、種子を譲り受けた篤農家の谷口弥平治が試

作に挑みました。ところがこの栽培はアオムシ被害で失

敗に終わります。 

 明治35年（1902）、アメリカ農商務省の葉タバコ

顧問技師だったＷ．Ａ．アダムスが来日。タバコ産地視

察で関西にもアダムスが来ると知った谷口は、技術指導

を仰ぎました。アダムスは岩岡村の土壌や気候などを調

査して栽培法を伝え、火力乾燥法については、アダムス

本人が谷口宅に寝泊まりして実地に指導をしたそうで

す。その成果も上がり、国産初の西洋シガレットが生ま

れました。 

 これをきっかけに岩岡村でタバコ農家は増えて生産量

も増大、明治39年（1906）には、米国種タバコ耕作

地指定地となっています。のち大正時代に生産はピーク

を迎えますが、昭和恐慌、戦時下と下降線をたどり、戦

後は生鮮野菜供給地として都市近郊農業へと転換したた

め、現在の岩岡町にタバコ農家は皆無です。町内の上新

地中公園（神戸市西区上新地２－１）には、大正３年

（1914）建立の『黄色煙草記念碑』が残り、当時の経

緯を今に伝えています。 

 
（５）イチゴ産地だった垂水 
 大正中期から昭和10年代前半ごろまで、垂水でイチゴ栽
培の盛んだった時代がありました。 
垂水イチゴ 
 大正９年（1920）、アメリカから垂水村五色山に移住
してきた井芹梶次郎（いせりかじじろう）が、垂水で最初
にイチゴを始めたと言います。大正３年（1914）だとい
う説もあるようです。その後、高値で売れるイチゴの高収
益性にまわりの農家も気付き、鳴尾イチゴの呼び名ですで
に産地を確立していた鳴尾村（現・西宮市）を視察し、大
正13年（1924）には同村から「大正」「アメリカ」など
の品種のイチゴ苗を導入して本格的な栽培を始めました。
昭 和 初 期 に は 栽 培 戸 数 も 面 積 も 急 増 し、昭 和 ６ 年
（1931）には垂水村全体で栽培農家90戸、栽培面積は
30町歩（ちょうぶ、約30ha）と早くも最高潮に達したの
でした。また五色山あたりではイチゴ狩りを楽しめて、当
時の雰囲気を伝える写真も残されています。しかし、よい
時期は長く続かず時局悪化で衰退し、戦後の宅地化で垂水
イチゴは完全に姿を消しました。 

（６）よみがえる「神戸一号」 
 最後に、よみがえった〝まぼろしのイチゴ〟を紹介させ
ていただきます。「宝交早生（ほうこうわせ）」と並ぶ兵庫県

の代表的なイチゴ品種だった「神戸一号」が、いよいよ本格的に
復活しそうです。昭和35年（1960）に神戸市北部指導農場が育
成し、露地イチゴとして神戸地域で一時広く栽培されていた品種
で、ハウス栽培主流となってからは消滅していました。どこかの
農家に１株だけ残っていたらしく、子株を譲り受けた神戸市立フ

⑰ 

⑤ 

⑥ 



ルーツ・フラワーパークなどで増殖。何年か先には、市

民向けに苗の頒布も期待されています。 
 

【参考文献】 
『摂陽群談』元禄14年（1701年）、『摂津名所図会』寛
政 ８ 年（1796 年）、『武 庫 郡 史』大 正 10 年（1921
年）、『カウベ新風土記』太田陸郎著 神戸又新日報（こう
べゆうしんにっぽう）連載記事 昭和９年（1934年）、
『本山村史』昭和28年（1953年）、『新修神戸市史 産
業経済編Ⅰ 第一次産業』1990年、『兵庫の街道いまむか
し』橘川真一編著 神戸新聞総合出版センター1994年 

 「神戸いきもの会議」の会
員の正松本光昭と申します。 
私のご紹介方々、６月８日の
当会主催の「夏のシダ・植物
観察会」の参加レポートを書
かせて頂きます。 
 シダ植物といえば、小学生
6年の夏休みに、家の周りで
採集したシダ植物の標本を
作った思い出があります。簡
単に採集でき関心が深まりま
した。私は岡山県の美作市で
育ちで、子供のころから家の
周りのベニシダやイノモトソ

ウは井戸の内側に石垣生えてました。        
 シダの観察会の日、待ち合わせ場所の新神戸の地下鉄駅
改札に一番乗りでした。見慣れた人は誰も居ず、一番乗り
したのが心配でした。10分ぐらい腰かけて、登山グールプ
が布引の登山口に行くの見ながら待つてました。ようやく
前回の須磨海岸植物観察会の参加者が１人来ました。場所
と時間に間違いはなく、改札はここだけだからとようやく
一安心したのでした。 
 参加者が集まり、駅を出来たら早速講師の鈴木武先生の
ルートの案内で観察会が始まりました。布引、市が原、摩
耶山、阪急六甲まで12㎞を歩くと思い込んでいて、気あい
を入れて来ました。実は、布引の雌滝から雄滝までの１㎞
で肩すかしです。しかし、入口から岩場や石垣に、オニヤ
ブソテツなどたくさんのシダ植物が簡単に見つかります。
岩場にはイノモトソウ、ノキシノブ、マメツタ、がありま
す。マメヅタは高槻摂津峡の岩場に沢山あり緑が綺麗で
す。今回の新神戸布引に岩肌に沢山ありました。また市ガ
原から再度山ドライブウェイの道の両側に緑がマメツダで

美しくビシリ沢山ありますね。 
 雄滝から先生の説明受けなが
ら、再び入口に戻り新神戸から
東に熊内町歩き始めました。住
宅街の裏道、細い道の道路や石
垣にシダ類が自然に生えている
のには驚き、改めてシダ植物身
近に感じました。 
 葺合中学校の周りにも石垣に
シダがあります。春日野病院ま
で１㎞歩いて上に上がり、神戸
労災病院 から 新神戸 に 歩きま

す。すべて歩くと往復４㎞で僅かな距離ながら、正午にな
り３時間もかかりました。このように楽な行程で、説明聞
きながらの楽しい観察会でした。 
 帰り道に旧南蛮美術館の神戸市立文書館を外から建物見
学して、池長孟さんお話聞き、ザビエルの絵など集めて神
戸市に寄付した池長さんに感心を持ちました。 
             （しょうまつもと みつあき） 

⑱ 

【写真の説明】 

①摂津名所図会「生田若菜」 

 中尾村の村民が生田の浦で若菜を摘みとる様子を描いてい 

 ます。 

②史蹟「若菜の里阯」 

 泉隆寺（神戸市中央区中尾町）門前に建立された若菜の里 

  を伝える石碑。 

③泉隆寺の七草粥法要 

 生田若菜や熊内ダイコンの云われをご住職が説明されます  

  （左上は参拝客に出される七草粥）。 

④摂陽群談 巻第十六「名物土産ノ部」（部分） 

  田邊金瓜や烟艸を載せた頁。鳴尾西瓜なども今はなき特産   

  品です。 

⑤明治18年仮製図「神戸」（部分）に見える茶畑 

 原田村は現在の神戸市灘区原田通付近。∴印は茶畑を表す 

   記号で、同村西側一帯に広がっています。 

⑥垂水イチゴ 

 戦前、五色山でイチゴ狩りを楽しむ様子です（山陽電気鉄 

   道所蔵品）。            

               （いなだ のぶひこ） 

【編集後記】❏植物関連記事と同様、哺乳類、野鳥、爬虫
類、両生類、昆虫類、クモ類と、動物分野も盛り沢山となり
ました。新入会員の越智さんは両性・爬虫類の若いカメラマ
ン。市販雑誌に記事を発表されるなど活躍中です。自然観察
会や自然関連の講演会に参加される若い方は稀という現状で
すが、当会の将来のためにも欠かせない貴重な人材です。❏
当会の設立の目的のひとつは、自然に関わる人のネットワー
ク作りです。設立から間もなく1年を迎えますが、着実にそ
れが実を結びつつあるのを実感しています。会員それぞれの
知識や経験を出し合い共有することで、個々の活動が一層深
まり、さらに広がりをみせることでしょう。（里芋） 

輝人ファイル No.８ 正松本 光昭さん 

鈴木先生の解説を聞く筆者。 

樹幹に生えるマメヅタ。 

  クモをつかむ話「幽霊蜘蛛」 

 四谷怪談や牡丹燈篭など、筆者の少
年時代には、TVや映画で幽霊ものが
頻繁に登場したのだが、最近は人気が
無いのか、見る機会はほとんんどない。 
 子供の集まる観察会で、インパクトの
ある幽霊の名を冠したこのユウレイグモ
をネタにすれば受けないかと年寄りの
私は思ってしまうのだが、今の子供には
ピンとこないだろう。昔の子供は夜も9
時を過ぎると寝る時間。魑魅魍魎の蠢
く深夜に起きている子は皆無だったが、
最近は幼児でさえ夜の11時や12時でも
目を覚ましている。不夜城の都会は深
夜でも真昼の明るさだから、漆黒の夜

の暗さを経験した事のない子供は、真夜中の暗がりに浮かぶ幽霊
の恐怖などきっと想像することなどできないのだろう。 
 体に似合わぬ異様に長い脚。それだけで十分に奇怪だが、その
足を揺らし体を激しく動かし威嚇する。その仕草も姿形もまるでザト
ウグモかと思うほどよく似ている。ザトウグモは『千と千尋の神隠し』
に登場する釜爺のモデルといわれている。奇妙な世界に迷い込ん
だ千尋をさりげなく気遣い助けるキャラクター。すっかり過去のもの
となってしまった幽霊より、この釜爺を引き合いにする方が、今の子
供たちには余程すんなりと受け入れてもらえることだろう。 
 ユウレイグモはブッシュの草蔭や、木の根元、岩、崖などの窪みに
巣を作って地味に暮らしている。室内にはイエユウレイグモという別
種が、天井や物陰に網を張っている。現代の幽霊同様ひっそりと人
と共に暮らしているわけである。身近に居ながらほとんど誰にも気
づかれない存在。これこそが幽霊そのものなのだろう。（里芋）  


