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  地理的、生物学的な広がりを大切にするバイオリージョンに

関係する記事を書いてきました。地域の特徴ある環境の持続

性が担保され、そこに住む生きもの、もちろんヒトも含めた命

が生きることの豊かさを享受でき、公正な社会が形成されるよ

うな場所、それが目指すべきバイオリージョンです。 そしてそ

れらを実現するための大切な視点が、物事に対する「深い問

いかけ」であることを前回のシリーズで書きました。 

  さて、これからのお話は「神戸いきもの会議」の内容として

は、すこし毛色が変わったものになりますが、ヒトもバイオリー

ジョンの大事な構成要素のひとつです。そのヒトにまつわる、

しかも神戸という地域で行われようとしている、いささか気がか

りなことについて書いてみたいと思います。 

 皆さんは、ジーンバンクという言葉をご存知でしょうか？ 

EIC ネットによれば「ジーンバンクとは、生物多様性や農業な

どの分野で有用な生物の、遺伝子資源を保存するための施

設のこと。遺伝子銀行の意。生物多様性条約では、生物多様

性保全のために生息域内保全と生息域外保全のふたつの方

法を提示しているが、ジーンバンクは動植物園などとともに、

人工的な管理下で保全を図る「生息域外保全」のひとつ。農

作物や薬品の開発では、過去のものとなった農作物の種子

や民間療法として使用されている植物などを遺伝子レベルで

系統保存し、農業や科学に役立てようというFAOなど国連機

関のプロジェクトもある。」 とあります。 

ヒト以外の動物や植物の遺伝子を集め、解析しているうちは

特に問題にされないでしょう。しかし病気の遺伝子を探すとい

う目的などで、大勢の人から血液を集め、個人の情報と共に

遺伝子情報を集めた、バイオバンクと呼ばれるヒトのジーンバ

ンクが作られるとしたらどうでしょう。これは架空の話しでなく、

東北復興策とのふれこみで、東北メディカル・メガバンク機構

として、震災にあった人、原発被害で放射線の影響を受けた

人を調査の対象とする形で、すでに進行しているのです（図

１）。ここでの遺伝子（ゲノム）情報と個人の情報は、匿名化し

て紐付けできない、つまり個人が特定できないということに

なっていますが、コンピュター情報の完全な匿名化技術は、

いまだ完全ではありません。 

 そして我々の住む神戸

市でも、東北と同じように

住民の血液を集めジー

ンバンクによる研究を行

うという『ひょうご神戸グ

ローバル・ライフイノベー

ション特区』（図２）が、現

政府の規制改革・産業

推進の目玉政策である

「国家戦略特区」のひと

つとして提案されていま

す。 この提案では、再生医療、体にやさしい、一人一人に対

応など、聞こえの良い言葉や明るい未来像のみが書かれてい

ますが、その裏にある影の部分が大きくなれば、行き過ぎた

優生保護政策や共通番号（マイナンバー）特例による個人の

全情報が管理されるなどの可能性も含んでいるのです。 

  また、バイオバンクの活用において、貴重なサンプルとなる

遺伝子変異を持った家系や地域のヒトが様々な調査研究の

対象となり、そこから得られた情報からの創薬などで企業が莫

大な利益を得ても遺伝子の提供者や地域には還元されず、

作られた薬剤が高価であれば、病気を持った遺伝子提供者

は治療を受けられないばかりか、場合によってはいわれのな

い差別だけを被るということも考えられます。 

  このことは、2010年名古屋で行われた生物多様性条約

COP10において注目された、ある地域や文化のもとで培われ

てきた医療技術や資源を大企業が特許化して私有化し、そこ

から莫大な利益を得ると同時に、本来その利益をうるべき人

や地域には、すこしも利益が還元されないという『遺伝

資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分』の問

題にも似た構図で、現代の生物資源利用の大きな問題点の

ひとつです。 

 科学は、あらゆるものがもろ刃の剣です。それは福島の原子

力発電所の現状をみても明らかです。今後 多量な遺伝子情

報を解析して、さまざまな医療産業にも繋げていこうとするバ

イオバンク構想が、神戸の地でどのように展開されていくの

か。「深い問いかけ」をもって注視してゆく必要がありそうで

す。 

図１：東北メディカル・メガバンク構想 

図２：神戸市が提案した「国家戦略特区」  

（まつだ さとし） 
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  今回は、人間と鳥の関係と

いう視点から、楽器にスポッ

トライトを当ててみようと思

います。 

 日本の学校教育で盛んに使

われているリコーダーです

が、その楽器の成り立ちが鳥

と深く関係しています。 

 リコーダー(recorder)とい

う名称は、12世紀イギリスの

エリザベス朝の古語英語であ

るrecordからきており、「記

憶する」という意味と「小鳥の

ようにさえずる」という意味が

あるらしいです。 

 その当時、小鳥に短い歌を教えることが流行していて、リ

コーダーはそのために作られたという説もあります。 

 小鳥のさえずりを人間が真似て、鳴き声を練習中の鳥に

色々な鳴き声を覚えさせるために近くでリコーダーを吹い

て、それを鳥が覚える（recording）する。そして、更に覚

えさせるための曲も作曲もされた訳です。「つぐみの歌」

「ナイチンゲールの歌」などが残っています。 

 鳥について研究していらっしゃる皆様ならよくご存知の通

り、鳥は幼いうちに親鳥や他

の成鳥から「さえずり」

（song）を学ぶと言われてい

ます。先天的に持っている歌

う能力も、一定の時期に成鳥

の歌を聞いて学習しなければ

発揮できないということで

す。実体験では、私の住まい

近くに小さな森があり、春浅

い日に聞かれるウグイスの

「さえずり」が、初日は不完

全なのに、学習効果が現れる

のか、他の個体が鳴いている

のかは定かではありません

が、日に日に上達しておなじみの「ホーホケキョ」に完成し

ていく過程を聞くことができました。 

 では、リコーダーの名曲と言われている作品をご紹介

します。 

＊ヤコブ・ファン・エイク：イギリスのナイチンゲール  

エイクは、17世紀オランダ生まれ（1590頃〜1657）盲目の作

曲家であり、リコーダーの名手でもありました。「笛の楽

園」の１曲。「ナイチンゲール」の歌った歌に基づく変奏曲

で、リコーダー奏者がレパートリーとしてよく演奏される曲

です。 

 

＊A・ヴィヴァルディ：フルート協奏曲「ごしきひわ」  

（1678〜1741）イタリア、ヴェ

ネツィア出身。フルート協奏曲

ニ長調「ごしきひわ」

RV.428、作品10-3はフルート

協奏曲集作品10の第3曲であ

る。この曲の原曲はRV.90（弦

楽合奏を伴わないもの）を編

曲した物で、いくつかの種類が

ある。 

 ごしきひわ（Cadellino）と

いう鳥の名前の標題がついており、これはヴィヴァルディが

鳥の鳴き声を模倣したためといわれている。フルート協奏曲

となっているが、リコーダー協奏曲と表記している場合もあ

る。第１楽章では、鳥の鳴き声を真似て作られたカデンツァが

あり、名人芸の見せ場となっている。 

 クラブサンのために作曲された作品として、クープランに

色々な作品があり、タイトルを見ても鳥好きには興味深いも

のがあります。 

＊F.クープラン：クラブサン第14組曲ニ長調より「恋の夜ウグ

イス」「夜ウグイスの変奏」 

(1668年〜1733年)フランスの作曲家。リコーダーの他、クラ

ブサンのための作品を数多く作曲した。この「夜ウグイス」

は、ナイチンゲールのことだと思われる。 

クラブサン第14組曲ニ長調より「おびえた紅ヒワ」「嘆きの

ホオジロ」「勝ち誇る夜ウグイス」 

 クラブサン（仏clavecin）とは、チェンバロ（独cembalo 

伊clavicembalo）ハープシコード（英harpsichord）と同じ

鍵盤楽器で、鍵盤を用いて弦をプレクトラムで弾き発音させる

楽器です。リコーダーやフルート、弦楽合奏の通奏低音とし

て用いられます。 

 手前味噌ですが、大阪音楽大学音楽博物館には、上記の

楽器が展示してありますので、一度ご覧下さい。 

           （みなみかわ みお） 

 鳥と音楽     「鳥の模倣をする楽器 」  南川 弥生  
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リコーダー 

hhttp://oto-navi.net/より引用 

ウグイス 

撮影：今給黎靖夫 

エイクの『イギリスのナイチン
ゲ ー ル』は「Jacob van Eyck: 
Daphne / Anthonello & Yo-
shimichi Hamad(Enchiriadis 
B003W5IH4G)」などに収録されて
いますが、この学曲は、リコー
ダーの名曲集の一つとしてよく取
り上げられ、『天使のナイチン
ゲール』と訳されている場合もあ
ります。（編集子） 

『ヴィヴァルディ/フル-ト協奏曲集 

』オーレル・ニコレ／イ・ムジチ
合奏団盤（PHILIPS B00005FEY3 ) 

 フルトベングラーも認めた名フ
ルート奏者と、ビバルディの『四
季』の演奏で著明な世界を代表
するバロック音楽の室内合奏団に
よる名園。（編集子） 

ゴシキヒワ 

http://ja.wikipedia.org/ より引用 

『クープラン:クラヴサン名曲集』
オ リ ヴ ィ エ・ボ ー モ ン 演 奏
（WARNER B0000ZP4MO）に『恋
の夜鳴きうぐいす』が収録されて
います。他にロベール・ヴェイロ
ン・ラクロワによる演奏の『クー
プラン：クラブサン名曲集』
(CDERATO B15D 39199)などにも収
録されています。（編集子） 

第四話 

http://ja.wikipedia.org/wiki/RV%E7%95%AA%E5%8F%B7


 ソウシチョウという鳥がいます。スズメ目チメドリ科に分

類され、東南アジアから中国にかけて生息し、日本にはもと

もといなかった鳥です。漢字では相思鳥と書き、きれいな声

で番同士よく鳴き交わすことから、飼鳥として日本に持ち込

まれました。 

 神戸在住の中国人に飼われていたソウシチョウが野外に出

て、六甲山で繁殖を始めたのが国内での野生化の始まりと言

われています。ブンチョウやインコなど、身近な飼鳥の野生

化が問題となっていますが、ソウシチョウも「篭脱け」と呼

ばれる鳥のひとつなのです。 

 ソウシチョウは美しい羽根を持っています。暗緑色をベー

スに、顔まわりの黄色が目立ちます。おちょぼ口のくちばし

は赤く目立ち、羽根の一部も赤が混じります。かなり派手な

色目で、在来の野鳥に似たような鳥がいないことから、ひと

目見ただけでこの鳥が分かります。 

 2005年５月、氷ノ山の麓の大屋町内で死骸が確認され新聞

報道されたのがきっかけで、但馬エリアへのソウシチョウの

進出が一般に知られるようになりました。翌年９月には氷ノ

山東尾根でソウシチョウの生態写真が撮影され、氷ノ山での

繁殖が確実なものとなりました。 

 私がソウシチョウの存在を初めて認識したのは、2009年９

月に大段ヶ平から氷ノ山へ登ったときのことでした。姿は見

えませんでしたが、チシマザサの中からとても美しい鳥の囀

りを聞いたのでした。９月になってこのように囀る野鳥に思

い当たる種はなく、これが噂のソウシチョウだとわかったの

でした。 

 

 それから４年が経ちますが、氷ノ山のソウシチョウは中腹

から山頂にかけてのチシマザサ帯で、驚くほどの密度で分布

を広げていることを認識するに至りました。大段ヶ平近辺の

ブナ林床のチシマザサの中でよく声を聞いていたのが、今で

は1510ｍの氷ノ山山頂周辺の笹薮の中からも、たくさんの声

を聞くようになりました。  

 氷ノ山のチシマザサ帯ではウグイスがよく見られるのです

が、ここにきて、ウグイスの声よりもソウシチョウの声の方

がよく聞かれるのではないかと思えるほどに、ウグイスの存

在が脅かされてきています。  

 ソウシチョウは姿も声も美しい鳥ですが、外来生物法で特

定外来生物に指定されている厄介な存在です。ウグイスを始

めとする従来種の生息環境を駆逐するおそれがあり、アライ

グマやヌートリアなどと同じ「日本の侵略外来種ワースト

100」にリストされています。 

 島国である日本は、国外からの移入種にとりわけ神経質で

す。「今」を基準に野生生物を評価したとき、新しい「よそ

者」は白い目で見られることになりますが、すでに在来種と

認知されている種も、かつてはよその国からやってきたもの

も多くあります。自然界はつねにダイナミックに移り変わっ

てゆくものですから、ソウシチョウの野生に対して寛容な目

も必要なのかもしれません。 

 ソウシチョウは氷ノ山の北に位置する扇ノ山でも確認され

ており、今年の夏には、谷を隔てた隣の山系の蘇武岳山頂付

近でも一群を確認しました。但馬エリアでの特定外来種の分

布拡大への危惧感と、それでも今や日本の野鳥に違いないと

いう思いとが、交錯する今日このごろです。  

 

 但馬いきもの通信⑤「但馬の山地で勢力拡大中」高橋 信 
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（たかはし まこと） 



 庭に現れた見慣れない小鳥。胸は鮮やかなオレンジ、銀色の
頭に黒い顔。まるで紋付きを着ているような背中の白い斑。目が
クリッとしてかわいい、なんて鳥だろう…これがきっかけでバード
ウォッチングの世界にどっぷり…。これは作り話ではなく現実に
よくあることなのです。探鳥会のリーダーよりよっぽど野鳥の会
の会員獲得に貢献しているはず。 
 その鳥の名は「ジョウビタキ」。日本より北で繁殖し、越冬のた
めにやってくる冬鳥です。渡来のピークは10月下旬。明るい林か
ら開けたところが好きな環境。山地から平野部、街中の公園や
庭のちょっとした緑にも姿を現します。雌雄に関係なく、越冬中は
単独でなわばりをもつので群れで見ることはありません。渡来直
後はなわばりの争奪戦。「ヒッ ヒッ」という声を出しながらケンカ
する姿をよく見ます。秋が深まると動きは落ち着き、静かに餌を
探して動き回っています。地上付近にいる小動物や木の実がお
もな食べ物。写真は餌台に来ているメス。メスはオスに比べて地
味な色合いですが、見慣れてくるとメスの方がかわいく思えてき
ます。オスは少し派手すぎるかな。実はこのメスは餌を食べに来
たのではなく、ちょこっと止まり場にしただけ。麻の実には見向き
もしません。  

 ジョウビタキが実に丹念に餌を探し回っていることを実感した事
件がありました。もう、ひたすら反省するしかないのですが、庭に
はいってくるネコを懲らしめるため、ネズミ捕獲用の粘着板(ゴキ
ブリホイホイの協力バージョンといえばわかりやすいかも)を切っ
たものを通り道に置いていたのです。帰宅したとき、遠目に何か
もがいているものを発見、近づいて確かめると普段庭で出会う
ジョウビタキのメスだったのです。こんなところには絶対鳥なんて
入ってこないと思った、奥まった場所。もしかしたら、粘着部分に
ひっついた虫を見つけたのかもしれません。慎重にはがし、中性
洗剤で洗い、暖かい場所でミルワームをあげて様子を見たので
すが、助かりませんでした。 

 近い仲間に「ルリビタキ」が
います。本州中部以北の高
山で繁殖し、神戸では冬鳥。
ジョウビタキよりも森の中を好
み、開けたところにはいませ
ん。山を切り開いてつくった郊
外の住宅地では庭に来ること
もあります。ルリビタキも雌雄
で大きく色が違い、オスはき
れいな青色をしています。とこ
ろが若いオスはメスとほとん
ど同じ色。青いオスを見るの
は…5羽に1羽くらいでしょう
か。 
運良く出会えたらうれしくな
ちゃう鳥のひとつです。 
 この2種が共通して好きなの
が「ヌルデ」の実。1本の木に
何羽も集まっていることもあり
ます。どこにでも生え、かぶ
れることもあるためあまり歓
迎されない木ですが、冬は注
目すべき重要観察ポイントの
ひとつ。ぜひ覚えておきましょ
う。ただし、実がある間だけで
すが。 
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 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③ 

-その２- 

ジョウビタキ・オス 

ジョウビタキ・メス 

ルリビタキ・メス 

ルリビタキ・オス 
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 平成22年11月３日、三田市中央公園の森を整備するボ

ランティアグループ「ごもくやさん」が発足した。それ

まで公園サポーターとして個々人で除間伐を行なってい

た人たちが集い、計画的に森の手入れをすることになっ

たのだ。同じ森で野生動物の自動撮影をしていた私もこ

のグループに合流し、除間伐作業によって変わってゆく

森の様子をカメラで記録することになった。 

 「中田さん、面白いものがあったから案内しましょ

う」、初冬のある日、ごもくやさんのＵさんに声をかけ

られた。中央公園の森の中、落ち葉を踏み、やぶをかき

分けながら細いけもの道を行く。所々に片方だけの靴や

サンダルが落ちている。苔むしてずいぶん古いものばか

りだ。まるでその靴やサンダルを道しるべにするように

 「ニュータウン開発当

初の約２０年前、この森

にはキツネが住んでいた

んですよ。庭先からよく

靴やサンダルを持ってい

かれました」。Ｕさんが

教 え て く れ た。そ う、

道々落ちていた靴やサン

ダルはキツネの盗品。そ

して斜面に開いた穴はキ

ツネの古巣だったのだ。

キツネは子育ての際、生

まれた子供に玩具を与える

という。靴やサンダルは子ギツネたちの遊び道具だっ

た。子ギツネたちが遊ぶ姿を想像し、思わず頬がゆる

む。そのキツネも家々が建ち並ぶ頃には姿を消してし

まったという。 

 Ｕさんにキツネの

古巣を案内しても

らってほどなく、自

動カメラにキツネが

写った。ちょっとピ

ンボケだが、小躍り

したくなるような記

録だ。秋、親元を離

れた若いキツネは新

天地を探して旅を始め

る。写真のキツネもおそらく若い個体。（この森に定着

してほしい）。ごもくやさんのメンバーの願いは一つ

だったが、残念ながらそのキツネは、いくつかの目撃情

報を残した後、姿を消してしまった。    

 我らがニュータウンは、かつての里山を切り開いて

作った街。まるで田園地

帯に浮かぶ人工の島だ。

その島の中に取り残され

た森が中央公園。ニュー

タウン周辺の里山は今、

人の手入れが行き届かな

くなって、竹やぶや、昼

でも暗い森に変わろうと

している。中央公園の森

を 整 備 す る こ と で、

ニュータウンの中に、か

つての里山環境を取り戻

せるのではないか。それ

が我らごもくやさんの目

指すところだ。キツネは

いつか戻ってくる、そん

な予感がする晩秋の出来

事だった。 

（第５話につづく） 

  

写真７：周辺の里山にはまだキツネがいる 

⑥ 

写真１：オシドリ登場       写真２：ネコが爪をとぐ 

中田一真  キツネ待つ人々  
 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６：自動カメラに写った若いキツネ 

写真５：斜面にぽっかり開いた穴  

写真４：森の中の靴やサンダル 

 秋になった。虫たちの動きが鈍くなり、夏の間悩まさ

れ続けた蚊との戦いから、ようやく解放された。清々し

い森の中で、自動カメラは目の前を通り過ぎる生き物た

ちを淡々と記録し続けていた。ドングリでも探していた

のか、珍しくオシドリが写った。ネコは相変わらず毎日

のように散歩している。夏の頃あんなに小さかったタヌ

キは立派に育ち、冬毛をまとってふっくらしている。 

先へ進むと、そこには斜面

にぽっかり開いた直径３０

センチほどの穴があった。 

写真３：珍しく、昼間に写ったタヌキ 

（なかた かずま） 

第４話 



         

 モリアオガエル（Rhacophorus arboreus）は、無尾目

アオガエル科アオガエル属に分類されるカエルで、本州

と佐渡島に分布しています。モリアオガエルは日本の固

有種であり、福島県双葉郡川内村平伏沼（へぶすぬま）

の繁殖地、岩手県八幡平市の大揚沼モリアオガエルおよ

びその繁殖地が国指定の天然記念物になっています。 

 体長はオス4-7cm、メス6-8cmほどで、オスメス共に指先

には丸い吸盤があり、ニホンアマガエルやシュレーゲル

アオガエル同様、樹上での生活に適応しています。背中

側の地色は緑色ですが、中には全身に褐色のまだら模様

が出る個体群もいます。外観はシュレーゲルアオガエル

とよく似ておりなかなか区別がつきにくいのですが、モ

リアオガエルのほうが体サイズはより大型で、またシュ

レーゲルアオガエルに比べ目の虹彩が赤っぽいことで区

別できます。 

  
 モリアオガエルは主に林内に生息しますが、繁殖期の4

月から7月にかけては生息地付近の水辺に集まってきま

す。カエルは水中に直接産卵するものがほとんどです

が、モリアオガエルは水辺の木の枝先などに泡の卵塊を

産みつけます。希に地上付近で草を束ねての産卵や、棚

田の石垣などを利用することもあります。シュレーゲル

アオガエルも似通った泡状の卵塊を作りますが、卵塊を

地中に形成するためその一部しか露出しておらず、樹上

産卵のモリアオガエルの卵塊は特異的でよく目立ちま

す。 

  産卵場所では、メスがやってくると１匹のオスが背中に

しがみつき、ペアで木に登り産卵行動が開始されます。

この頃モリアオガエルの合唱は最高潮に達します。枝先

では１匹のメスに数匹のオスが集まってきて群がります

が、繁殖期の終わり頃には集まるオスの数も減って、小

さな卵塊しか形成されません。産卵行動中は、産卵・受

精が行われると同時に粘液を分泌し、この粘液を集まっ

たオスメスが足でかき回し受精卵を含んだ白い泡の塊を

作りますが（写真１）、どのオスにも受精のチャンスが

あります。直径10-15cmほどの泡の塊の中には黄白色の卵

が300-800個ほど産みつけられます。産卵は長時間にわた

り行われ、概ね深夜に始まり昼近くまで続くこともあり

ます。 

 約1週間ほどで卵は孵化し、オタマジャクシは泡の塊の

中で雨を待ちます。雨で溶けだした泡の塊の下部から、

オタマジャクシは下の水面へ次々と落下していきます

（写真２）。孵化したばかりのオタマジャクシは腹部に

卵黄を抱えているため腹が黄色く見えますが、やがて卵

黄が吸収され全身が灰褐色となります（写真３）。オタ

マジャクシは一カ月ほどかけて成長します。前後の足が

生えてカエルの姿になった幼体は、上陸してしばらく水

辺で生活します（写真４）。やがて森林に移動し樹上生

活を始めますが、テレメトリー調査により直線距離で最

大約1km 移動することも報告されています。 

                                          

                                                

  

⑦ 

シリーズ ⑤ 
 樹上に卵を産むカエル 徳永浩之 

写真１：モリアオガエルの産卵行動  

写真３：水中を遊泳するオタマジャクシ  

写真４：上陸間もない幼体  

写真２：水面に落下するオタマジャクシ  

（とくなが ひろゆき） 



 さて、この神戸生物会議に寄稿するにあたって、やはり

「神戸」と名がつくからには神戸、少なくとも関西的な両爬

について書こうと思っていました。しかしこれがなかなか難

しい・・。というのも、両爬、特に爬虫類で関西特有のネタ

が少ないのです。例えば前回書いたタワヤモリの分布は関西

以南、西日本に限定されてはいますが、関西での分布は局地

的で、関西らしいというには正直少々無理矢理でした。 

 ではヘビはどうだろう？と考えたところで思いついたのが

今回のヤマカガシ。 

 ヤマカガシなんて、本州・四国・九州全域に分布するじゃ

ないか・・・と言われそうですが、本種は大きく関東・近

畿・九州の三つの色彩型が知られており、ある意味最も関西

色の強いヘビと言えるのです。そこで今回はヤマカガシの地

域変異について、簡単且つざっくりと紹介したいと思いま

す。 

 まず所謂関東型ですが、地色は褐色に黒い斑紋入り、更に

赤と緑が混じる、最も派手なタイプです。ネットで検索して

一番多く目にするのがこのタイプではないでしょうか。 

 次に九州型ですが、色彩的にはどちらかというと、近畿よ

り関東型に近いように感じますが、黒班が最も濃く入りま

す。また系統的にはこの九州型が他のタイプから最初期に分

岐しているようです。 

   最後に近畿型ですが、最も典型的なタイプはオリーブ色

の背面に、斑紋が不明瞭で赤や緑もあまり入らず、また腹

板が黄色付くのが特徴とされる事が多いです。 

 本種は大まかにこの３タイプに分かれており、遺伝的な

解析の結果もこれらの地域変異と割と綺麗に対応していま

すが、これはあくまでも傾向で、実際にはもっと細かい地

域変異が存在し、更には同じポイントでも様々な色彩型が

見られる場合もあるようです。例えば神戸市近郊でも、上

記のオリーブ色の背面以外にも、もっと黒味が強く、斑紋

もはっきりしている個体もよく見ます。 

 ちなみにこのヤマカガシ、ご存知かとは思いますが後牙

類で毒を持っており、無許可の飼育は禁じられています。

大人しいヘビで滅多に咬みついてくることはありません

が、他種との同定に自信がない時は、遠くからの観察にと

どめておく方が無難かもしれません。 

 なお、情報および写真を提供いただいた太田英利、徳田

龍弘の両氏にこの場を借りて、お礼申し上げます。 

  

⑧ 

 ヤマカガシ ヤマカガシ Rhabdophis tigrinus Rhabdophis tigrinus の色彩変異についての色彩変異について  越 智 

（おち ） 

写真１：本州産のヘビの中でもトップクラスに精悍な顔立ち。 

写真２：近畿型。この個体では斑紋がほとんど消失している。神

戸近郊では最もよく目にする色彩ではないだろうか。 

写真４：神奈川産の個体。(写真は徳田龍弘氏提供)  

写真３：屋久島産の個体。九州型らしく特徴的な濃い斑紋が入っ

ているが、写真のように屋久島・種子島産の個体は頸部の後ろの

斑紋が繋る事が多い。  
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（Sippo・きむら ふじか） 
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東京で見られるようになるのは 8月以降・・・ 
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何年前だったか、一度だけ 

初夏の頃 千葉県でこんなシーンに出会うことができました 

暖かな千葉県では成虫越冬もあるとか、 

この子も、そうだったのでしょうか 

同じ蝶でも 越冬形態は様々 

この子は、どんな宿命を神様から頂いたのだろう・・・ 

大好きな一枚 この子の瞳は まるで 

秋の次は 春と 言っているようだ・・・ 



 長田区高取山(たか

とりさん)の北の方に

ある「獅子ヶ池(しし

がいけ)」をご存じで

すか。 

 獅子ヶ池は、神戸市

長田・須磨・北区の区

境にあり、昔は田畑を

うるおす農業用のため

池 で、地 元 で は「大

池」と呼ばれてきました。里山の自然が残り市街地に

も近いため、地域住民が自然とふれあえる場所でもあ

りました。しかし近年、荒ゴミなどの不法投棄があ

り、また手入れをしないため樹木が茂りすぎて荒れた

里山になっていました。 

そこで、2006年から、地域住民と行政（長田区役

所・環境局・建設事務所）が協力して、かつての自然

環境を蘇らせようと「獅子ヶ池を美しくする会」を結

成し、毎月第２日曜日午前中に清掃活動をしていま

す。私も、この活動に参加していて、クリーン作戦や

不要な草木の伐採や植生管理、周遊歩道を整え、今で

は獅子ヶ池は、神戸市内でも「とっておきの自然観察

地」となりました。このため、2009年には、国の近畿

地方整備局から「精選手づくり郷土賞」を受けていま

す。 

 自然観察地の適

地としてPRするた

めに、自然観察会

を 実 施 し て い ま

す。私 が、2013 年

４ 月 14 日（日）に

指導をした様子を

報告します。事務

局担当の長田区役

所から、兵庫県自

然保護協会に対し

て、自然の親しみ

方を指導してほしいとの協力依頼があり、保護協会の

理事長で元神戸市立王子動物園長の権藤眞禎さんと、

常務理事の私、そのほか自然環境学習仲間３名が講師

として参加しました。 

「獅子ヶ池」は以前、イノシシが多く生息していた

ので、「獅子ヶ池」と命名されたそうで、『イノシシ

の生態を知る』と『春の自然を五感で体験』すること

を、メインテーマにしました。事前に下見を行い、現

地の「ぬた場」近くに、夜の動物の生態を記録するカ

メラを設置したところ、イノシシとタヌキの写真を撮

影できました。 

当日は好天に恵まれ、コナラなどの新緑が美しく、

また、ピンク色のコバノミツバツツジが満開でした。

参加者は地元丸山小学校の児童など約６０名です。 

  「とっておきの自然観察地」 長田区の北にある「獅子ヶ池」 
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権藤さんが、ぬた場で撮影したイノシシの生態写真

や、本物のイノシシの頭骸骨の標本を見せながら、ぬ

た場にイノシシが来る理由や体の特徴、食性などにつ

いてわかりやすく説明されるのを、参加者は興味深そ

うに聞いていました。 

その後、２班に分かれて、池の周辺を「フィールド

ビンゴ」をしながら、五感を使った自然観察をしまし

た。私は、一杯咲いているコバノミツバツツジの花を

観察しながら、花びらのヒョウ柄は、虫に蜜のありか

を教える「ネクターガイド」の役目をしていること

や、めしべとおしべの数を調べ、その特徴などを説明

しました。 

参加した子どもは｢自然の中は、面白いことがいっ

ぱいで楽しい。家から近いので、また来ます｣などと

言って、自然に親しんでいました。 

 獅子ヶ池は、冬にはヒドリガモなどの渡り鳥がやっ

てきます。また市内有数のトンボの生息地でもありま

す。水辺には、ヨシ、ミソハギなどの水生植物が生

え、春にはサクラ、ツツジなどの花が咲き、秋は紅葉

など四季折々の自然が楽しめます。このように獅子ヶ

池は、色々な自然観察ができる場所です。 

新長田駅から「しあわせの村行」の市バスで、「ひ

よどり台南町２」のバス停で降り、５分程度で池の北

に着くので市街地から近いフィールドです。また、車

の場合は、池の北にホームセンターの『カインズ』が

あり、ここに駐車されるのが便利です。ご家族連れ

で、とっておきの身近な自然観察地「獅子ヶ池」へ行

かれることをおすすめします。 

 なお、私は子どもたちや若い世代の親に、自然と親

しみ・ふれあい体験を伝承しようと、自然体験活動支

援「シニア種まき隊」を2013年7月に結成しました。

第４回目の行事として、この獅子ヶ池で2014年1月19

日（日）に冬芽や渡り鳥の観察、凧をつくり風で飛ば

そうを企画しています。参加申込は、共催の神戸市立

地域人材支援センター（078-646-8128）まで。 

                             (はしもと としあき) 

 

橋本 敏明  

（獅子ヶ池から南の高取山を望む） 

(権藤さんから興味あるイノシシの話) 

（カードによるトンボ解説中の筆者） 
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 シャクナゲ（ホンシャクナゲ）は常緑低本で、本州（新潟県以

西）、四国に分布し、兵庫県では北部が分布の中心であるが、南部

でも淡路島、夢前町、六甲山などにごくわずか生えている。兵庫県

レッドデータではＣランク、神戸市ではＡランクに指定されてい

る。シャクナゲは尾根筋や岩場に生え、葉は革質で光沢があり、葉

裏には淡褐色の毛が密生する。４月から５月にかけて、枝先に総状

花序を出し、直径約５ｃｍの淡紅色の花は数個つける。 

 六甲山の植物目録である『六甲山の植物誌』に写真が掲載されて

いた。だいだいの場所は噂で聞いていたので写真に写っている背景

の山並みを参考に、漁師が海で行う『山立て』のように、写真を見

ながら付近の山を探索したが、なかなかシャクナゲが見つからな

い。諦めかけていた2005年春に『花開く神戸（ほおずき書籍）』の

著者である安原修次氏が神戸に来られることになったので安原氏に

連絡すると『10年以上前のことなので記憶が定かではないが現地に

案内する』との返事をいただいた。シャクナゲを発見しやすい開花

時期である５月初めに神戸に来ていただき、現地を案内してもらっ

た。しかし10年以上前の記憶なのでなかなかシャクナゲを発見でき

なかったが、捜索すること約２時間でシャクナゲの場所に到達する

ことができた。予想通り満開でたわわに花をつけていた。それから

毎年のようにシャクナゲの花を見にて行っているが、明らかに樹勢

が年々衰えている。原因は周りの樹木が成長し、シャクナゲに陽が

あたらなくなっているためと思われる。現地は私有地なので勝手に

周りの樹木を伐採できないので打つ手がない状況である。本当に六

甲山のシャクナゲはこの１本だけだろうかと疑問を持っていたので

シャクナゲの初見以降、探してみると六甲山最高峰付近にも１株発

見することができた。また、六甲山で岩登りをされている人に聞く

と普通の人が行けないような岩場ではシャクナゲが見たことがあ

ると言われていた。六甲山には『石楠花山』という地名もあり、

以前は六甲山にシャクナゲがたくさん生えていたのかもしれな

い。六甲山北側の旧家の庭などにシャクナゲが植えられているこ

とがあるが、これも元は六甲山のシャクナゲかもしれない。 

 シャクナゲが減ったのは人為的なものもあるが、六甲山の森林

植生が変化し、六甲山でシャクナゲが住みにくくなったことは事

実である。 

清水孝之 
第四話 

写真③：カギカズラの新葉 

（しみず たかゆき） 

六甲山のシャクナゲに想う 
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 今年６月30日に雌崗山

の近くで特異に感じるナ

ンキンハゼを２本見。２

本とも花が咲きはじめて

いたが穂状に咲く花は雄

花ばかりだった。ナンキ

ンハゼは枝先に10～15㎝

の穂状の花序をつけ「花

序の上部に多数の雄花、

基部に０～数個の雌花がつく（樹に咲く花 山と渓谷

社）」のが一般的である。雄花ばかりが咲いている２

本のナンキンハゼを見て「ナンキンハゼに雄花ばかり

が咲く、つまり雄株があるのだろうか？。それとも年

によって花の咲き方が違うのだろうか？・・・」など

の思いが頭を駆け巡った。 

 ところがよく見ている

と思いがけないものが目

に飛び込んだ。見ている

２本のうちの１本で雄花

ばかりの花穂のつけ根で

小さな花穂（小花穂）が

出かかっているのが見え

た。よく見るとこのよう

な小花穂が出かかってい

るのところが数多く見え

る。もう１本の木は小

花穂は見えなかった。 

 ここで、花穂のつけ

根に小花穂ができてき

たナンキンハゼのその

後の様子を見ていくこ

ととする。 

 ７月７日、花穂の花

は盛りを過ぎはじめて

いた。小花穂は少し大

きくなっていた。 

 ７月12日 花穂の花は

終わり花穂は倒れていた。小花穂の雄花はつぼみで基

部で雌花が開いていた。小花穂には雌花があったの

だ。 

 ７月23日 花穂は落

ちてなくなっていた。

小花穂の雄花が開花し

ている。基部の雌花は

終わり実ができはじめ

ていた。 
  

 ８月20日 小花穂の実は大きくなっている。このと

きびっくりな光景を見た。新たな花穂ができていたの

だ。 

 10月１日 新たな花

穂に雄花がたくさん開

いていた。雌花は見当

たらない 

 10月15日 新たな花

穂の雄花が開き続けて

いる 

 10月22日 新たな花

穂の雄花が終わり始め

ている 

 11月７日 新たな花

穂の雄花はほぼ終わっ

ている。 

 ナンキンハゼを見て

いると花の咲き方で①

花穂の上部に雄花、下

部に雌花が咲く通常の

タイプのほかに、②雄

花ばかりの花穂の木 

③最初に雄花ばかりの

花穂ができ、のちに花

穂の上部に雄花、下部

に雌花が咲く花穂ができ、その後さらに雄花ばかりの

花穂ができる。  

 つまり３回花が咲く木。の３タイプを見た。 

③の木は６月末から11上旬まで５か月花が咲き続けて

いる。もう紅葉しているナンキンハゼがある時期にま

だ緑の葉をして花が咲きつづけているのだ。 

 最初に雄花ばかりの花穂ができ、のちに下部に雌花

が咲く通常タイプの花穂ができる、つまり２回花が咲

くタイプはノグルミやシラキで観察しているが、３回

花が咲くのを見たのはナンキンハゼのこの木が初めて

であった。このナンキンハゼは毎年３回花が咲くの

か、また、３回花が咲くナンキンハゼはほかにもある

のか。これから観察を続けていきたい。 

               （くぼた ひろゆき） 

３回花が咲くナ
ンキンハゼの観

察  

窪 田 博 行第五回 

神戸野草紀行神戸野草紀行  

6月30日 

７月23日 

７月12日 

７月７日 

８月20日 

11月７日 

10月１日 
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  自己紹介。名前は河地邦弘（かわちくにひろ）。1942

年４月29日生まれ。連合軍の空襲が激しくなる中、すくす

く？と育った健康優良児。 

 中学時代、生家の近くの上賀茂神社（葵祭で知られた京

都市内の神社）の土塀に巣食うハチを小１時間も眺めてい

た時、２名の私服警官から15分ばかり、職務質問され大汗

をかいていた少年、それが私でした。所持品検査でカバン

から出てきた野村健一著｢昆蟲學入門｣でようやく嫌疑が晴

れ釈放されました。 

 その後も徒歩で京都市内から福井県高浜まで蝶の採集旅

行を敢行したり、僅か55ccのバイクで紀伊半島一周自然観

察の旅など、なかなかのわんぱく小僧であった。その放浪

癖は大人になっても治らず、学生時代には、長野県で農場

実習を兼ねて２ヶ月、クラブ活動を兼ねて北海道に40日、

卒業後も仕事を兼ねて？ブラジルやインドネシアで数ヶ月

の蝶採集行。 

 ところで、私は｢自分の手できれいな蝶をネットに納

め、標本箱に並べて楽しむ｣タイプで、分類や分布など小

難しい研究には手をつけることはなかった。そのため、他

人から譲られたもの、通販などで販売されている標本には

ほとんど見向きもしなかった。しかし、｢自分一人の力で

日本中の蝶を集めてやる｣の夢は軍資金や時間の関係さら

に一部の蝶が天然記念物に指定されるなどですべての種を

集めることは不可能であると悟り始めた頃、すぐ身近で繰

り広げられている植物と昆虫の実に巧みな共生関係に目が

移り、植物と昆虫の関係を見つめる生活が始まった。 

 その結果、多くのことを見、知ることができるように

なった。大きな花、小さな花、上向きに咲く花、下向きに

咲く花、長い花筒を持った花、そうでない花、花弁の色

と、それを飾るいろいろな模様。これらのどれをとっても

我々人間の心を癒し、目を楽しませるためのものではない

こと、花にとって人間は何の役にも立たない無用の長物、

いや場合によっては邪魔者でさえあることに気づき始め

た。花たちは人間とは関係なく、昆虫たちを親友として選

び、生きていくために必要なものと理解し、お互いに助け

合いながら進化を遂げてきたことが理解できるようになっ

てきた。 

  ある日、我が家の｢ワイヤープランツ｣に花が咲いた。

ワイヤープランツは主役にはならない観葉植物、こんな

植物にも花が咲くの？そして、小さな黒い果実がついて

いるのに気がつき、この小さな（直径２mm程度）花はど

のような昆虫を呼び受粉しているのか見てみたくなった

が未だに実現していない。 

 枯れ枝に小さな枯葉が引っかかっている。なんの葉っ

ぱかな？虫に食われているな。主脈ははっきりしている

が枝にくっついているのは主脈じゃないな。なんだこ

れ？アカエグリバですよ。見事なまでの擬態にすっかり

騙されてしまいました。このガは口吻が比較的短くて太

い特徴を持っています。これは、植物の果実に口を差し

込み、中の果汁を吸い取るための進化なんだ。 

 夏から秋に派手なラッパのような花でアッピールして

いるマンデビラの花。この花の種子は見たことない

なー。花の構造をよく見ると、この花はキョウチクトウ

の花とよく似ている。雌しべは、雄しべが作る筒の中に

あって、自花受粉だけでなく他花受粉もむつかしい構造

である。キョウチクトウも種子は出来にくい。マンデビ

ラに種子はできるのかな？ 

 夏のあいだ咲き続けたホタルブクロ。開花した袋のよ

うな花を覗くと、雄しべは常に花の底部に枯れた状態で

横たわっている。花粉はいつ出るのだろうか？受粉はど

のようにして行われるのだろうか？開花直前の蕾を分解

してこれらの謎が解けた。開花直前の蕾の中で元気な雄

しべが花粉を出しているのである。しかも雄しべの葯は

雌しべの花柱にぴったりとくっついている。花粉は、雄

しべの葯から出ると雌しべの花柱に託され、雄しべは枯

れてしまうのである。雌しべの柱頭が未熟な状態で開花

したホタルブクロをハナバチたちが訪れ花柱に付いた花

粉を持ち去る。花粉がなくなった頃、柱頭は熟し受粉可

能となるのである。一種の雄性先熟で自家受粉を避ける

工夫であろう。が、なぜ花粉を花柱に託すのであろう

か？開花し、雌しべが未熟なうちに花粉をだせばそれで

いいではないか。 

 自然界にはこのような不思議な（巧みな）仕組みが多

数存在し、それらを観、その仕組みを紐解くことを楽し

みに花や昆虫を見ていると、今までと違った自然の楽し

み方ができる。勿論、植物や昆虫の名前を調べ分類する

ことは非常に大切なことであるが、それらがどのように

関係し合っているのかを覗くことも実に楽しいものであ

る。 

 それらの一部を私が勤めている会社のホームページに

写真とともに発信しているので是非ご覧いただきたい。

あなたも不思議な世界の虜になるかも。 

   URL http://www.ecowork.jp  
     ([Dr．カーバチ] で 検索）  
           

                      （かわち くにひろ） 

  

輝人ファイル  No.9  河地 邦弘  さん    



 地元でさえ手に入れにくい「レアな」伝統野菜がある

中、今回はホームセンターなどでお求めやすいウスイエン

ドウを紹介させていただきます。ウスイエンドウに限らず

「普通に入手できる」伝統品種はけっこうありますので、

タネ売場でいろいろさがしてみるのも楽しいものです。 

 

 

 

 

【来歴】エンドウのもとになった野生種は、現在のところ

未発見でどうやら絶滅したみたいですが、近縁種に当たる

野エンドウの分布している中央アジアから中東にかけての

地域が原産地ではないかと考えられています。これらの地

域から東西に伝わり、東に向かったものは唐の時代に日本

へ渡来しました。930年代に成立した『和名類聚抄（和名

抄）』に「豌豆、和名〝乃良末女〟（のらまめ）」と記さ

れたのが、わが国で最も古いエンドウの文献記録です。そ

れ以前の『伊勢国風土記・逸文』（700年代前半）には

「豌宋豆」なる記載が見られ、奈良時代すでに伝来してい

た可能性もあり、はっ

きりした年代はわかっ

ていません。ただ、い

ずれにせよあまり良品

種ではなく、また豆類

ではダイズなどを中心

とする食文化だったた

め、エンドウは重要作

物にはなっていなかっ

たと思われます。  

 一方、西に伝播したものは、地中海沿岸地域から北部

ヨーロッパまで広く栽培され、各地の気候に合った品種が

作出されたのでした。約5000年前の青銅器時代、スイス

の遺跡からエンドウの種子が出土しており、非常に古くに

導入されたことがうかがえます。最近、家庭菜園でよく知

られるようになった「ツタンカーメンのエンドウ」も、

1922年にエジプト「王家の谷」を発掘してツタンカーメ

ンの墓を発見した考古学者Ｈ．カーターが、副葬品にあっ

たエンドウをのちに発芽させ殖やしたもの、とのことで

  

す。ほんとうに豆が約3300年の眠りから目覚めたのか真

偽のほどはともかく、古代エジプト人がエンドウをよく

食べていたのはたしかなのでしょう。 

 こうしてヨーロッパやその周辺で改良されたエンドウ

は、新大陸〝発見〟のあとアメリカへ上陸し、ここでも

重要な作物となっていきます。さらに後年の明治時代中

期、そのアメリカからわが国に導入された品種のひとつ

が、‘Black Eyed Marrowfat’（黒い目をした大きなエンド

ウ）と呼ばれるものでした。このエンドウは関西の気候

に適応し大阪府下や和歌山県下で定着。大阪府羽曳野市

の碓井地区で試作されたも

のに付けられた「碓井エン

ドウ」という新しい和名が

広まっていったものと考え

られます。その後、各産地

で優良系統を選抜育成して

「改良碓井」「きしゅうう

すい」なども誕生しまし

た。いまや「ウスイ」は、

関西を代表するエンドウの

伝統品種です。 

 
 
 

 

稲田信彦 
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ウスイエンドウ 

Pisum sativum L. 
マメ科エンドウ属 １年草 
原産地：中央アジア～中東あたりと推測 

その五 

⑤ 

写真１：ウスイエンドウの開花 

写真２：ウスイエンドウの出芽 

写真５：収穫期のウスイエンドウ 

写真４：収穫したウスイエンドウ 

写真３：紀州うすいの試食会 



【栽培】種まき適期は、秋なら

10月中旬～11月中旬、春なら２

月下旬～３月上旬。12㎝ポリ

ポットに１粒ずつ播種。本葉３

～４枚になったら定植。菜園プ

ランター（土容量25ℓ）では１

～２本。寒さにはかなり強く、

氷点下５℃くらいまで耐えま

す。園芸ネットにツルを絡ませ

ます。花期：３月下旬～５月。

白い花です。収穫：４月中旬～

６月下旬。 

【種の入手方法】お近くのホー

ムセンターや種苗店で可能で

す。５年前のこと。ウスイエン

ドウの地元大阪がいいかと伝統

野菜で有名な天王寺の赤松種苗

で見たところ、採種地は北海道

と表示されていました。どこの

種苗会社の種でも採種地がどこ

でも、ほぼ同質です。 

【参考文献】 

『野菜園芸大百科６ カボチャ・エン

ドウほか』（農文協、1989年） 

『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） 

『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） 

『別冊現代農業』2006年９月号（農文協、2006年） 

『４７都道府県・地野菜／伝統野菜百科』（丸善、2009年） 

                     （いなだ のぶひこ） 

 

 日 中 韓 の 領 土 に 関 す る
ニ ュ ー ス が 飛 び 交 う 中、
「戦争」が杞憂であってほ
しいと誰もが願っているこ
とだろう。そんな危うい国
際関係の新聞記事を読みな
がら、戦勝（戦捷)蜘蛛とい
うキナ臭い和名のクモがい
るのを思い出した。そのク
モは、1906年にBosとStr
によって新種記載されたの
だが、和名の名付け親は著
名なクモ学者の岸田博士。
満洲南部が主戦場となった
日露戦争で、1905年に大
日本帝国がロシア帝国に勝
利を収めたのを祝しての命
名である。我が国ではご祝
儀の有りがたい名だが、日
本 の 植 民 地 だ っ た 韓 国 で
は、植民地からの解放後に

「解放蜘蛛」と改名したそうで、クモの名にも複雑な日韓
関係がしっかり存在している。 
 センショウグモの仲間は肉食性。オオヒメグモなどのヒ
メグモ科やサラグモ科などの小型のクモ類やコガネグモ科
のジョロウグモの幼体などを襲って食べる習性がある。造
網性のクモ類は、獲物がかかった巣の糸が知らせる振動を
合図に、餌食を捕えにやってくるのだが、センショウグモ
はそれとは違う振動を出して、巣の主をおびき出し捕食す
る悪知恵を駆使させて生きている。 
 造網性のクモ類は、雄が雌との間で交尾糸を作り，その
糸を触肢、前脚，腹部などで叩いて求愛の信号を送るのだ
そうだ。ところが、センショウグモは雄グモを追い払う
や、その求愛信号をちゃっかり利用して、交尾糸上に出て
きた雌を捕食してしまうのである。仙人は雲を食って生き
ているというまさに雲をつかむような暮らしだが、セン
ショウグモ類は、知恵を凝らし、生きたクモを狙う危険と
隣り合わせの厳しい現実世界に身を置いている。 
 さて、センショウグモの属名はEro。多くの人がギリ
シャ神話の恋愛の女神エロスを頭に浮かべることだろう。
さては、逢引の交尾糸の信号を悪巧みに使うエロい人を連
想しての命名だろうか？。他意に「野菜や酒の瓶などを入
れる手提げバスケット」がある。崖面や木の根などに吊る
された卵のうをご存じの人は、こちらに軍配を上げるかも
しれない。そしてもう一つの意は「放浪」。放浪生活を続
けながら、他のクモの巣を侵略して生きる海賊のようなク
モの名にふさわしい名と思えてくる。あなたはこの雲を掴
むような話のどちらに手を挙げますか？ 

⑮ 

【編集後記】❏予定の発行日に遅れましたが、会誌第５号を
無事に発行できました。三号雑誌で終わるのではとの心配
も、会員の皆様のご協力で取り越し苦労に終わり安堵してい
ます。号を重ねるごとに内容が益々充実し、ボリュームも増
え、編集作業の苦労も吹き飛んでしまいます。❏好評の松田
さんのバイオリージョンのシリーズ。今回は医療との関わり
についてです。日中韓の領土をめぐる問題、特定秘密保護法
など、日本の政治や社会が厳しい局面にあるのを実感するこ
の頃ですが、国民の遺伝子情報を収集するという国家的医療
事業が進行しているという松田さんの記事を読みながら、さ
らに息苦しい世に身を晒されている危うい状況が見えてきま
した。❏「いきもの」ばかりでなく、内外の出来事に対して
も、些細な事であっても、しっかりと観察し、目の前の事象
を透明な眼で観察するという自然観察者の眼識を一層磨いて
おくことが必要な世になったようです。（里芋） 

 三田市中央公園で暮らす生き物と、森を手入れするボランティ

アグループ・ごもくやさんの活動にスポットを当てた小冊子

「ニュータウンの森 中央公園のなかまたち」（写真・文 中田一

真、発行 ごもくやさん・パークマネジメント三田）が完成しまし

た。 

 ニュータウンの森が今、どう変わりつつあるかを、この４年間

で撮影した写真の中から95点を選び紹介しています。朝の鳥見

に午後の鳥見、夜の蟲見に自動撮影、水中から宇宙までをギュッ

と詰め込んだ一冊です。 

 この冊子は、今後、学校行事の環境学習や中央公園主催の自然

観察会で活用される予定。 

中央公園および駒ヶ谷運動公園の管理事務所にて、１部300円で

販売もされています。 

 お近くの方は是非、公園にお立ち寄り頂き、お手にとってご覧

ください！                                            （なかた かずま） 

  クモをつかむ話「戦勝蜘蛛」 

写真６：市販されている 
    ウスイエンドウ 

写真７：登熟したウスイ   
    エンドウ 

◆おしらせ 

オオセンショウグモ 


