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yucca-note 2014.3.3

ミヤマホオジロ、ルリビタキ
先日亡くなった、まど・みちおさんの「ことり」： 
　　　　　　　そらの　 
　　　　　　　しずく？ 
　　　　　　　うたの 
　　　　　　　つぼみ？ 
　　　　　　　目でなら 
　　　　　　　さわっても　いい？ 
ほんの少し、目で触らせて？もらえた冬の小鳥たち。ミ
ヤマホオジロとルリビタキ。ミヤマホオジロは数羽ずつ
の小群のなかの一羽。ルリビタキは、今季は何度か見か
けるものの、いつもすばやく隠れてしまう。空のしずくの
ような青の残像・・ 
撮影：土居譲二 2/16　1/12 

ミヤマホオジロ 
Emberiza elegans  英：Yellow-throated Bunting 
独：Gelbkehlammer 
ルリビタキ　Tarsiger cyanurus  英：Red-flanked Bluetail　
独：Blauschwanz



yucca-note 2014.3.29

ヒオドシチョウ
市内でもそろそろソメイヨシノがほころび始めたようで
す。 
今年初めてツバメを見たのが３月９日、その一週間後、
去年桜の蕾をむしゃむしゃ食べていたウソの群れに出
会った山の上の公園へ。ウソの姿は見えなかったけれ
ど、朱色の蝶が次々に現れ、まだ枯れ色の地面に止まっ
ては、春めいてきた日射しを浴びていました。 
確認できたのは、テングチョウとヒオドシチョウ。とく
にヒオドシチョウは初めて近くで観察できてうれし^^。
去年見たいと思いつつ機会がなかったので・・毎年６～
７月頃に出現、成虫で越冬して春に産卵するというの
で、まさに冬を忍び、春の陽光を味わっているところで
しょうか。 
緋縅（ひおどし）の鎧、というのは、緋色に染めた革、
綾、糸などで綴った鎧とのことですが、いかにも火の精
を連想するような緋色に黒の斑紋。褐色の縁取りのなか
にかすかに青が混ざるのも印象的。 
　　　ヒオドシチョウ　緋縅蝶　Nymphalis 
xanthomelas 
ヨーロッパヒオドシ（独名Grosser Fuchs)は「大狐」と
いうのもおもしろい。。 
比較的じっとしていてくれたので私にもなんとか撮影可
＾＾三枚目は土居譲二撮影　　3/16



yucca-note 2014.4.6
梅の里

3月30日、津山市の「梅の里」。花はまだ見頃、ひんやりした空気、時折風とともに
雲が迫って小雨。さまざまな花色の織りなす微細な霞と、何とも言えないかぐわし
さ。細いけれどよく通るイカルの声（姿は見えず）、周辺の美しい棚田、遠景の山
並み。心地よい起伏の遊歩道をひとめぐりした頃、少しずつ青空が見え始めまし
た。この週末も春の嵐で大荒れですが、この時まだ桜は蕾。



yucca-note 2014.4.9

桃花とカワラヒワ ４月６日、県北方面へ。家を出てすぐ、雲行きあやしく、突風に雹混じりの
雨、春の嵐に巻き込まれた感じだったのが、30分もすると晴れ上がり、桃畑
が続くあたりで、少し幹線をそれて満開の桃の花の近くに寄り道。文字通り
桃色の花盛りの木々。空は青く、雨上がりの光で桃園の花は鮮やか。カワラ
ヒワの声が目立ち、ほかにホオジロ、ハクセキレイ、増えてきた燕、そして
そろそろ旅立つ気配のツグミ、アトリの姿も。もう渡去してしまったと思っ
ていたアトリの写真が撮れて悦ぶ譲二氏。 
カワラヒワの小群は、キリキリ・・コロロロ・・ジュイーン・・といった声
をあちこちで響かせ、桃の枝と春草の地面を飛び交っていました。改めて画
像見ると、枝でしきりとアクロバットのような格好で羽繕い、翼を広げると
目立つ黄色が桃の花の間に見え隠れ、ピンクがかった嘴も桃の花に連動して
（？）心なしか春めいてるような＾・＾。よく見かける鳥でも、桃との取り
合わせは今まで見たことがなかったので新鮮。 
最初の２枚はyucca(由加)、花のアップと鳥写真はKAZE(譲二)



yucca-note 2014.4.15

ニュウナイスズメ
先週、桃のお花見＆鳥見を楽しんだ場所に、もう一度立ち寄りま
した。前回、普通のスズメと思った画像をよく見ると、遠くてぼ
けぼけながらも、どうも「ニュウナイスズメ」のような。名前だ
け知っていてちゃんと観察したことがなかったので、もう少し近
くて観察、できれば写真も撮れたら、と期待して・・。県内では
冬のみに見られ（数はそう多くないらしい）、本州中部以北の積
雪の多い地方で繁殖するとのことなので、もう去ってしまったか
と思ったけれど、前回以上に多数の群れで、電線にずらりと並ん
でいたり、田んぼに降りて採餌したり。 
普通のスズメとの違いは、頬に黒い斑点がないことと、オスの頭
から背の色合いが、スズメよりも赤みがかった栗色。メスは赤み
のない褐色だけれど、目の上の白い眉斑が目立つ。 
桃の木にも来て、譲二氏、花咲く枝に留まったの撮影に成功。田
んぼに降りている群れは、ほとんど草に隠れてしまって見えにく
いですが、なんとか♀の姿が確認できるものを。♂の赤栗色の体
色と、子供の頃、ピーピー吹いて遊んだスズメノテッポウの穂の
色が似ているのもなんだか懐かしく^^ 
初めての出会いはやはり嬉しい・・ 
 三枚目は普通のスズメ。青虫らしきものを咥えています。 
                                                                                         
撮影・土居譲二　　2014/4/13   
　ニュウナイスズメ　入内雀　Passer rutilans  英 Russet 
Sparrow/Cinnamon Spparow  独 Roetelsperling 
 　スズメ　雀　Passer montanus   英 Tree Sparrow  独 
Feldsperling



yucca-note 2014.4.16
カシラダカ・ホオジロ

ニュウナイスズメに注意を集中していてあまり気に留めず、あとで画像見
て気づいた（こんなパターンばかり++;;)カシラダカオス。配色が同じよう
なので、ちらっと見ただけではああホオジロ、と思ってしまいますが、カ
シラダカ＝頭高の名前の通り、頭の冠羽が目立ち、胸からお腹の地色が
真っ白なのがホオジロとの違い（ホオジロは腹部全体が褐色）。 
留鳥のホオジロに対して、カシラダカはユーラシア北部から渡ってくる冬
鳥。そろそろ渡去の時期も近く、画像のオスはもう夏羽に変わっていて、
顔の黒と白の対比が鮮やか（冬の間は茶と白でホオジロのメスのよう）。 
山裾で雑木林に近いこの桃畑では、ウグイスやホオジロの囀りに混じっ
て、あまり聞き慣れない、少し複雑な節回しの繊細な美声が聞こえていま
したが、もしかすると、声の主はカシラダカだったのかも。春先、渡去前
に、ヒバリに似た早口のぐぜり（＝不完全な囀り）をすることがあるとの
ことなので（ヒバリはもう囀りながら空高く飛び上がってました）。 
　カシラダカ　頭高　Emberiza rustica   英：Rustic Bunting     独：
Waldammer 
　ホオジロ　　頬白　Emberiza cioides　英：Siberian Meadow 
Bunting　独：Wisenammer 
画像は草のなかのカシラダカ♂、柵の上でポーズしてくれた？ホオジロ
♂、枝で囀っていたホオジロ♂、木のてっぺん近くにいたホオジロ♀ 
　　　撮影：土居譲二　カシラダカ4/13　ホオジロ4/6



yucca-note 2014.4.28
新緑・キビタキ・菫

龍ノ口山。標高250メートルちょっと、四季折々の自然観察・散策にぴっ
たり。毎年この時期、オオルリやキビタキの囀りが聞こえるので、出会い
を期待して出かけてみると、車のドアを開けたとたん、ちょっと金属質の
キビタキの声。麓の公園に背の高い木が多く、芽吹いたばかりの緑が文字
通り滴るよう。声を頼りに林の山道をしばらく登り、ようやく発見。 
双眼鏡でもちょっと遠いな、と思っていると、真上の枝に飛んできて、枝
や葉の蔭で姿は見えないまま、声に耳を傾けていると、近くの枝に。ナル
キッソスの名の通り黄水仙のような色合いは何度見ても引き込まれ・・そ
う言えば囀りは何度も聞いていたものの、この場所でしっかり姿を確認で
きたのは、今回が初めて。 
後半にツクツクボウシの声に似た繰り返しの入る、完全な囀りはまだ聞け
なかったけれど、金の鈴を振るような高音は魅力的。 
沢沿いの日陰には、ガマズミの細やかな花や、星のようなミヤマハコベの
白。スミレやカキドオシの紫の濃淡・・・スミレの区別はほとんどつかな
いけれど(++;)、色の濃い方がスミレ（葉が細長い）、薄い方がタチツボ
スミレ（葉がハート型）かと。 
キビタキ　Ficedula narcissina   英:Narcissus Flycatcher  
独:Narzissenschnaepper 
                                    撮影：譲二（キビタキ）・由加



yucca-note 2014.4.30
黒くないムナグロ

春の渡りの季節ということもあり、龍ノ口山から南下、蓮田の多い地
区に移動。ここではたまに珍しい種類に出会えるので（去年アカアシ
シギ、数年前にツバメチドリなど）、時々出かける場所。 
おもしろい形の蓮の葉の残骸やひからびた花托が水面から突き出て、
ちょっとタンギーの絵を思い出すような不思議な背景の写真が撮れた
りするけど、この日はとくに珍しい鳥も見あたらず・・もう帰ろうか
と話していたら、大きめの千鳥らしきシルエット。よく見るとすぐそ
ばにコチドリ（16㎝）。コチドリと比べるとずいぶん大きいけれど、
何だかわからな～い（大きいからオオチドリ？でもなし＾＾；）。 
帰って図鑑と比べたり、そのうちはたと思い当たったのは、まだ夏羽
になっていない（冬羽の）ムナグロ・・！数年前のこの時期、ここで
ムナグロの小群に出会い、夏羽に変わった個体と、冬羽から夏羽に移
行中の個体が混ざっているのを見たのでした。画像の顔の部分、目の
上から顔の周り、首から胴にかけての、S字型の白い部分、ここを白く
残して、顔の下半分からお腹にかけて真っ黒になると、夏羽に衣替え
完了、となるのでしょう。 
黒いガウンをまとったようなユーモラスな夏衣姿は、その時以来見て
いませんが、今年も会えたのは幸い。 
画像の２番目が冬羽から夏羽に移行中、３番目が夏羽に変わった個体
（どちらも2009/4/28)。ほかは2014/4/27。撮影：土居譲二、５番目
のみ由加 
ムナグロ　胸黒　Pluvialis fulva　英：Pacific Golden-Plover　独：
Pazifischer (Sibirischer)Goldregenpfeifer



yucca-note 2014.5.8

リュウキンカ・キビタキ

周辺に石灰岩地帯の多い鯉が窪湿原。標高550ｍ。コバノミ
ツバツツジの花は終わり、芽吹き始めた木々の、繊細な浅
緑のグラデーションに柔らかく包まれる心地良さ。池の周
りを歩き始めると、キビタキやウグイスの囀り響き、遠く
のツツドリの単調なつぶやきめいたぼぼ、ぼぼ・・・を通
奏低音に、時おり伸びやかなクロツグミの美声。 
池の岸の薄暗い林のなかで、騒がしい鳥の声と羽音。黒と
オレンジの塊が空中から林床へとめまぐるしく動き、どう
にか目が追いつくと、色鮮やかなキビタキの雄が２羽、
取っ組み合いながら転げ回ってました（＠＠；）。渡って
きてまもなくはこういう激しい縄張り争いが多いらしい
（オオルリなども）。残念ながら大きな画像はピンぼけで
したが、黄色の部分がオレンジに近い、いずれ劣らぬきれ
いな成鳥２羽。つかず離れずの感じでしばらく真上の枝で
囀ってました。 
池の奥の湿原では、新緑のケハンノキの下でリュウキンカ
（キンポウゲ科）の花盛り。日に映える黄色の輝き。 
　5/6 撮影：キビタキ、リュウキンカの１枚目：土居譲二



yucca-note 2014.5.10

芽立ちウグイス
リュウキンカの黄色に彩られた湿原を囲む林では、キビタキに変わっ
てウグイスのソロが際立ち、すぐ近くの木で見事な囀りを聞かせてく
れるも、いつもの通り、なかなか姿は見えず、枝葉の蔭に素早く動く
シルエットを目で追いかけ・・ようやく動きに目が慣れ、独唱姿を双
眼鏡でしっかり見ることができました。譲二氏の写真も今まで一番か
わいく撮れてるような（目元涼ししげ ^ ^ ) 。 
日本三鳴鳥とはウグイス、コマドリ、オオルリとのこと、でも見た目
に限れば、オレンジ色とダークグレーのコマドリ、青と白と黒のオオ
ルリと比べて、ウグイスはなんとも地味な色合い、顔立ち。年中いる
留鳥で、オオルリやコマドリのような南方系の色鮮やかさはないもの
の、歌の響きはもちろん、この時は視覚的にも、芽吹きの柔らかい新
緑を通した光のなかで、いかにも木の気と繋がっている雰囲気。 
　　ウグイス　鶯　Cettia diphone 英： Japanese Bush Warbler   
独：Japanbuschsaenger 
　　　5/6 撮影：ウグイスー土居譲二



yucca-note 2014.5.13
コムクドリ

新緑瑞々しい蒜山高原。遅めの昼食後、山麓をゆるゆる歩き
（ジャージーソフトクリームもしっかり食す＾-＾）。カッコウやホ
トトギスの時期にはまだ早いようで、お馴染みのウグイスやホオジロ
の囀りがメイン。時おり綺麗な節回しのイカルの声が近づき、すぐそ
ばの木に止まったのに、たちまち飛び去る・・ 
沢沿いでは、滝のように咲き誇る山藤や、たくさんのスミレ。ふと見
た斜面にヤマルリソウを見つけて、ごそごそと落ち葉かき分け近づい
て眺め、ついつい長居。 
あまり鳥さんには出会えなかったけど満足、と引き返す車中、前に
ここでコムクドリを見たのは何年前だっけ、などと話していると、窓
の外を飛んでいく２羽。電線に留まったので、近づいて車中から確認
すると、ほんとうにコムクドリ・・！しかも♂と♀のペアのよう。
下からだけれど写真も撮れて、大収穫、さて、帰ろうとしばらく進
み、見晴らしのよい野原の横を通過しようとして、今度はキジを発
見、キジの写真を撮っていると、近くの木に、たぶんさっきと同じコ
ムクドリペアが飛んできて、枝でくつろいでいる姿を堪能できた、と
いう幸運。まさに夕暮れ時の高原の自然力というのか。 
コミック『とりぱん』に、コムクドリのお馬鹿なカップルが出てくる
けれど、見るほどに、とにかくかわい～@^^@ 
♂のキュートな栗色チーク、しきりに首をかしげて枝の向こうからこ
ちらを覗くようなしぐさ、白っぽくふわふわの♀のつぶらな目。 
独名のすみれ色の背中の、というのは♂の紫がかった褐色の背色から
らしいけれど、野辺にも沢沿いにもたくさんすみれを見た後では、な
んとも嬉しい命名。 
コムクドリ　小椋鳥　Sturmus philippensis  英：Chestnut-cheaked 
Starlig　独：Violettrueckenstar 
ムクドリより小さめ（19㎝）で、本州中部の山地、中部以北では低
地の明るい林に夏鳥として渡来。フィリピン、ボルネオなどで越冬。 
撮影：土居譲二、２、３枚目のみ由加　5/11



yucca-note 2014.5.16
藤、菫、瑠璃・・（蒜山遊歩植物篇）

密集する花房が雪崩落ちるように咲き乱れるヤ
マフジは、圧倒されるほど。普通のフジよりも
房は短いけれど、ひとつひとつの花は大きめ、
あたりには澄んだ芳香が漂ってました。足下に
はスミレ（タチツボスミレや小さく白っぽい
ニョイスミレの仲間？）の群落。スイートヴァ
イオレットの薬効のことや、40年以上前お気に
入りだったお菓子の本に、スミレとリラの花の
砂糖漬けを乗せたシンプルなチョコレートガ
ナッシュケーキが載っていて、ちょっと憧れて
いたこと、たしか森茉莉のお気に入りはスミレ
の香りの石鹸だったことなど思い起こしつつ。
日本のニオイタチツボスミレも、香りがあるそ
うだけれど、嗅いでみた限りではわからず。。 
フジやスミレよりもう少し青みの強い色がち
らっと視界の端に見え、近づいてみると、まだ
冬の枯葉の積もった斜面に、ヤマルリソウの小
さな青い花・・！図鑑で見て心に残っていたの
で、帰宅して確かめると、よく似たヨーロッパ
原産のワスレナグサは、花の中心が黄色いとの
こと。子供の頃、もっと小さな２ミリくらいの
花をつけるキュウリグサを、忘れな草と思って
いたけれど、青い花との出会いはやはり嬉
し・・ 
撮影（5/11)：譲二（ヤマフジ。スミレ、ヤマル
リソウの一枚目） 由加



yucca-note 2014.5.22

キジ
一昨日２０日午前１時過ぎ、今年初めてホトトギスの声。鳥のことをほとん
ど知らない頃、夜中に鳴く調子っぱずれのウグイスがいる、と思ってたよう
な（～～；）。 
忘れないうちに、１１日夕暮れの蒜山で見たキジの画像です。コムクドリに
導かれて入った道沿いの空き地。遠くからでも目立つ極彩色の雄。郊外の里
山や河原でもそう珍しくはないものの、この時期特有の、ケーケー！と甲高
く鳴いて激しく羽ばたきをする姿まで、近くでじっくり見せてもらえて大満
足。しばらくして近くの木にやってきたコムクドリペアに気を取られている
と、どんどん車に近づいてきて、間近にご対面。（吉備団子はないよ～） 
上空にはかなり丸くなった月がうっすら。この日、月近くにいるはずの火星
も、西寄りの空の木星も、まだ 
明るくて見えなかったけれど、キジの顔の赤や、道沿いに咲く花の黄色の鮮
やかさ。 
　一星（ひとつぼし）見つけたやうにきじの鳴（なく）　小林一茶 
岡山県、岩手県の県鳥とのこと。そういえば（＾＾）日本の国鳥。 
ファジアーノが、イタリア語のキジってなるほど、と今ごろ納得（ 
++;） 
本州以南で留鳥。西ヨーロッパやアメリカでも狩猟鳥として放鳥され、野生
化しているとのこと。 
キジ　雉　Phasianus colchicus 　英：Common Pheasant　独：Fasan 
撮影 
：キジの２，３，４枚目は土居譲二　5/11



yucca-note 2014.6.6

ザゼンソウ（ダルマソウ）
不思議な形態のザゼンソウ、図鑑以外で印象に残ってい
るのは２０代の頃に見た工藤甲人の絵だったか・・中
国・四国地方で見るのは無理と思っていたけれど、岡山
に住み始めて、県北の森林公園で毎年見られると知り、
実物を初めて見たのが１０年近く前。その後も、何度か
見たけれど、ザゼンソウが「発熱」する植物だとは知り
ませんでした（岩手大学農学部関連の研究機関などで調
査研究が進んでいるとか。検索で論文など参照可）。 
発熱するのは、暗赤色の仏炎ほう（くさかんむりに
「包」）に囲まれた、中心部の肉穂花序（にくすいか
じょ）の部分。開花中の一週間あまり、２０度位の温
度を保ち、回りの残雪が溶けていることも多いと。日
本に自生する植物では、ハスも花の中心の花托の部分が
発熱するそうで、これも坐禅～仏～蓮華関連というのか
(^^）、なんとも興味深いですが・・・、寒冷地に生息
する植物で、一定期間持続して発熱するのは、世界でも
ザゼンソウだけとか。 
法衣のような、修道僧のフードのような、仏炎ほうにく
るまれて、鎮座ましまし瞑想しているような姿、ひそか
に発熱していたとは・・。色が赤紫がかっているのも、
温血を思わせるところがあります。 
熱は物質と魂的なものをつなぐもの、人間の自我組
織、そして道徳性との関わり・・・などなど、シュタイ
ナー関連でよく指摘されることを思いつつ、ザゼンソウ
の発熱現象、いろいろと考えさせられます。 
あれよあれよという間に梅雨入りですが、ほぼ一ヶ月
前、標高800mを超える森林公園はまだ早春の雰囲気。
湿地ではミズバショウの近くにもザゼンソウ。（白い仏
炎ほうと肉穂花序を持つミズバショウは発熱せず、食べ
ると有毒とのこと） 
　撮影：1,3枚目；土居譲二　2,4枚目；土居由加



yucca-note 2014.6.7

森林公園の春の山野草など（5/4)
ザゼンソウ、ミズバショウのほかにもさまざまな花々が目を楽しませてくれまし
た。空気はひんやりと清浄、渓流もまだ雪解け水の気配。光への純粋な憧れの結晶
のような早春の花たち。



yucca-note 2014.3.3

夏至・鳥の歌の魔法
初夏、鳥たちの囀りの響きわたる季節♪というのに、青々と繁り重なり合う葉や入り組んだ
枝の陰で、声はすれども姿は見えずの状況続き。梢のてっぺんで高らかにさえずるオオルリ
王子、何度も見つけるのに遠すぎたり、逆にその木の真下で見上げるのみだったり、車の前
にカケスが飛び出してきても、間に合わないー、今季はそんなことが多くて、おもしろい出
会いはあったものの、画像は乏し(。。;) 
夏至は21日でしたが、この時期いつも思い出すのは、R・シュタイナーが、鳥の囀りと古代
の夏至祭の関わりについて述べていること（GA223第４講など)。地球がわば宇宙へと息を
吐き切る夏至の頃、鳥の歌声ははるかに宇宙まで達し、変容を遂げて生きた形成の力となっ
て地上に帰還するという・・ 
以下、ざざっと抜き書き、覚え書きです： 
　鳥（ナイチンゲールやヒバリなど）が歌うと、その声とともに形成されたものは、空気な
らぬ、エーテル的エレメントを通って宇宙にまで波及していき、その震動が宇宙である限界
に達すると、そこで宇宙の神的ー霊的なものの本質と結びつき、地球に戻ってくる、そして
それを動物界が受け取る。つまり、鳥がその声を宇宙に送り届けると、それはエーテル的に
(aetherisch)に戻ってくる・・神的ー霊的内容に浸透され、動物の形態の形成・造形に働き
かける力を得て、地上の生命を豊かにする恵みとなって戻ってくる。 
　古い時代には、こういうことが理解されていたので、夏至の祭りでは、こういう鳥の歌声
に倣って、歌唱や舞踊的なものが学ばれ、実施された、と（のちの音楽的・詩的芸術の起
源）。そして、大事なのは、このような歌舞音曲の営みの後、耳をすませること。素朴な楽
の音や歌、踊りとともに、神的ー霊的宇宙に向けて大いなる問いを発し、そして耳を研ぎ澄
ませて、戻ってくるものを聞き取ること・・ちょうど地上の水が上昇して雲を形成し、雨と
なってまた地上に降り注ぐように、祭りの作用は上昇し、人間に自我の威[力](die Ich-
Gewalt)として啓示される何かとなって、戻ってくる。 
　　夏至の頃、地球を取り巻く空気と熱には、特殊な変化が起こっている。春に植物の緑が
地上に萌え出るとき、色とりどりに花咲くとき、実を結ぶとき、そのときごとに、空気はまっ
たく異なる。現代人から失われてしまった、その微妙な変化に対する感受性を、かつて人々
はまだ持ち合わせていた。夏至の頃、空気と熱そのものが何か植物のようなものとなって、
（大地からではなく）周囲から、つまり空気中から、上から下へと降り注いでくる・・この
ように空気と熱が植物のようになることで、（人間の）意識はあの領域まで運ばれる、自我
が下降してくるあの領域、つまり、（鳥の歌声に倣って）音楽的詩的に宇宙まで送り届けら
れた問いに対する答えとして自我が降りてくるあの領域まで・・ 
　＊＊＊＊＊ 
言うまでもなく、日本文化でも季節ごとの微妙な変化に対する感受性は前提となっていた 
でしょうし、今のお祭りなどにも何らかのかたちで上記のようなことの名残は見られるよう
に思いますが、 
太古の時代の夢のような意識ではなく、現代では目覚めた意識での思考の深まりが求められ
るので、 
現代人の精神活動は、上記のような夏至の祭りの宇宙的な経過（高次の宇宙的自我との対
話？）を 
内的意識的に（いわば内的対話として）注意深く辿りつつ、 
形成力豊かな展開を目指す・・・などと書くといかにもですが@@；、 
こういうことを思うにつけ、夏鳥の囀りの余韻はいっそう意味深く響くようです。 
画像はオオルリ♂。撮影：土居譲二 
一昨年６月大山遊歩道で。ブナ（？）の枝で熱唱。 
去年５月森林公園にて。　風に揺らぐカラマツのてっぺんで。 
今年5/3自然保護センター　巧く枝に隠れ、見返り美形。瑠璃色の魅惑。



yucca-note 2014.7.9

沢めぐり（奥大山）
久しぶりの大山方面。６月最後の日曜、真っ黒い雨雲と霧が何度も
迫ってくるも、何とか雨に濡れることもなく、沢沿いを遊歩。流れの
水音をバックに、ミソサザイやキビタキの声。カワガラス、キセキレ
イものびのびしたようす。足下には小さめのヤマアジサイ、白いウツ
ギの花にスジグロシロチョウ、時おり射してくる薄日に翅を広げてい
たヒメキマダラヒカゲ。 
　カワガラス　Cinclus pallasii   Brown Dipper   独：
Flusswasseramsel  
   キセキレイ　Motacilla cinerea   Grey Wagtail 　独：
Gebirgsstelze 
撮影：土居譲二 。  ヤマアジサイのみ私。



yucca-note 2014.7.12

キビタキの歌
奥大山の沢沿いの森は、４年前の６月、はじめてキビタキの姿を
間近に見ることのできた思い出深い場所。それまでは、声を聴い
ても微妙に遠近感がつかめず（今でもなかなか）、どうしても見
えなかったり、見つけても一瞬のシルエットだけだったりで、
焦ったり落ち込んだり（××；）。名前のごとくナルキッソス～黄
水仙を連想するクリアな黄色に、黒、白の小さな姿をしっかり見
ることができたときの喜びは忘れがたく。(画像一枚目。２枚目は
雌　2010/6/6 撮影土居譲二） 
キビタキのさえずりは、鈴の響くような高音、そして速いテンポの
繰り返しの部分が、ツクツクボウシやコジュケイの鳴き声をまねて
いるようだったり、はなやかで目立ちますが、この時この場所の
キビタキは、不思議な抑揚のゆっくりした鳴き方がとても印象に
残っていました。シューマンのピアノ曲集『森の情景』に「予言の
鳥 Vogel als Prophet」という曲がありますが、ちょっとこの曲の
記憶に結びついたり（調性はともかく、リズムや間合い、高音の
入り方など）。もっとも、キビタキはサハリン、日本、中国河北省
などで繁殖、中国南部、フィリピン、ボルネオなどで越冬するとい
うことで、ヨーロッパでは普通見られないようですが。 
今年もこの場所でキビタキのさえずりは響いてましたが（アカショ
ウビンの声もふた声！）、姿は見えず。大山寺参道や登山道周辺の
森で、ようやく姿を見ることができました。今にも雨降り出しそ
うな夕方近くで薄暗いなか、多数の個体がさまざまなさえずり。
それぞれ個性があっておもしろいです。姿を撮ろうとすると間に合
わないので、写真は譲二氏におまかせ、私は声だけの動画撮り。
2014/6/29 
　　キビタキ　Ficedula narcissina   英 Narcissus Flycatcher  
                      独 Narzissenschnaepper



yucca-note 2014.7.22

夏の鯉が窪
ぱらぱらっと雨が降っては日の射す暑い日、鯉が窪湿原をぐるぐる
と。稀少なオグラセンノウの自生地ですが、火焔のようなオグラセン
ノウと、ハッチョウトンボの赤が、夏の緑のなかで点々と小さな火
花のよう。 
写真だと小ささがわかりにくいですが、ハッチョウトンボは日本で
最小のトンボ（全長２㎝足らず）、全身赤いオスと、黄色、茶、黒
の縞模様のメス。最近はなんとか見つけられるようになったけれ
ど、特には草の色に紛れてなかなか見えません。。 
R・シュタイナーの言う、花と火の精の親近性を体現しているような
オグラセンノウは、夜空の火星のような赤い花色、対照的に、小さ
な睡蓮のようなヒツジグサの白がひっそりと涼やかでした。 
2014/7/20 　撮影：土居譲二（オグラセンノウ一枚目・ハッチョウ
トンボ） 
　　　　　　　　土居由加（上記以外）



yucca-note 2014.7.24

樊噲草（ハンカイソウ）と草連玉（クサレダマ）など（夏の鯉が窪その２）
木星ー太陽の合ということで、まず黄色い花たちを・・^^ 
夏の湿原で目につく黄色は、丈高く大きな花を咲かせるハンカイソウと、分岐し
て風に揺らぐ小さな花をたくさんつけるクサレダマ。 
ハンカイソウの名は、前漢の高祖劉邦に仕えた武将、樊噲（はんかい）から来て
いるとは今まで知らなかったのですが、近くに立てばとりわけ、がさりと大柄、
豪壮な気配の漂うような・・ 
どうしても「腐」の字を連想されてしまうクサレダマの名はあまりにひどい（変
換されてしまうし(~~;)、と野草図鑑などの解説文でもよく目にしますが、「草連
玉」だと、ちいさな花と丸い蕾がたくさん連なって揺れているのが目に浮かぶよ
うです。花色から「硫黄草」の別名もあるとか。この鯉が窪湿原の草連玉は、私
にはもう少し透明感のある黄色に見えますが。。 
密集した白い小花でできたしっぽのようなオカトラノオ（岡虎の尾）の花には、
いろいろな昆虫が集まっていて、お馴染みの豹紋蝶の仲間も。帰宅して確認した
ところ、（後翅裏面の模様から）オオウラギンスジヒョウモンかと。前翅表面の
先端近くに白斑があるのがメス、白斑なしがオス 
アギナシはすっと伸びる茎に小さいけれど形のおもしろい白い花が印象的。 
シモツケソウは微細な淡紅色の彩り。 
撮影：オオウラギンスジヒョウモン♀２枚目、シモツケソウ：土居譲二 
　　　その他：土居由加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014/7/20



yucca-note 2014.8.2

ヒメシジミ、トラフシジミ、ムラサキシジミ
鯉が窪湿原を訪れた翌日、蒜山経由で、大山の東側にある湿原へ。
標高約900メートル、時おり晴れ間はあるものの曇りがち、烏ヶ山
（からすがせん）の峻厳な山容も霧で霞んでましたが、ホトトギ
ス、ウグイスをメインに、なだらかな節回しのイカルの声、近づい
ては遠ざかるカッコウの声が混じり、夏草のなかに色とりどりの花
や虫たち。 
初めて見たシジミ蝶が三種。ゼフィルス（ギリシア神話の西風の神
zephyrosに由来）と呼ばれる２６種類には入らないようですが、
そこまで珍しい種類でなくとも、２㎝足らずの小さな蝶たちを見る
のは、美しい鉱物のかけらを見つける悦びに通じるかと。トラフシ
ジミ、ムラサキシジミは、平地でよく見るヤマトシジミより少し大
きめ。 
まずヒメシジミ。後翅裏面のくっきりした模様と色合いが印象的、
♂は翅表面が控えめに光る青、♀は褐色。 
続いてトラフシジミ。ヒヨドリバナの花で吸蜜。赤褐色の濃淡に小
さな黒い斑点のある姿を最初に見たとき、図鑑で見てうろ覚えのア
カシジミ？と思いましたが、帰宅して調べてみると、トラフシジミ
の夏型のようです（春型は白い縞模様がくっきりと目立つ）。花に
埋もれながら小さな尾状突起をしきりに動かす様子も観察できまし
たが、今度はぜひ開いた翅の煌めく青を見てみたい・・ 
帰り際に見つけたムラサキシジミ♀。翅の裏面は地味な褐色で目立
ちませんが、葉に留まって開いた翅の青紫に見とれる。♂は紫色の
部分がもっと大きいそうです。 
撮影：ヒメシジミ♀２枚目、トラフシジミ１、３枚目：土居譲二 
　　　その他：土居由加　　　2014/7/21



yucca-note 2014.8.12

ウラギンヒョウモンなど
先日の続きです。 
小さな蝶以外では、ウラギンヒョウモン（裏銀豹紋）が多数。
大山周辺で見られるヒョウモンチョウ類のうち一番ポピュラー
な蝶らしく、草原、湿原のあちこちに咲いているノアザミやオ
カトラノオの花には多数が群れて吸蜜。翅の表面だけ見るとほ
とんど区別のつかないヒョウモン（豹紋）蝶たちですが(++;)、
白い（白銀）の紋様のある後ろ翅の裏面もじっくり見せてもら
えました。卵か一齢幼虫で越冬し、幼虫の食草はスミレ類との
こと。スミレをひたすら食べて蛹から羽化し、豹紋様の翅で夏
の空を飛翔しているとは・・^^ 
あと画像は、アザミとモンキチョウ、オカトラノオとスジグロシ
ロチョウ。 
湿原にはまだノハナショウブがたくさん咲いていて、ヤマジノホ
トトギス、はじめて見る鮮やかな黄色のトモエソウ、小さなカ
キランもありました。ノハナショウブは園芸種の花菖蒲の原
種、微量の黄の効いたすっきりとした青紫。 
撮影：2014/7/21 土居譲二（ウラギンヒョウモン１，３枚目、
モンキチョウ、スジグロシロチョウ） 
土居由加（ウラギンヒョウモン２枚目、ノハナショウブその
他）



yucca-note 2014.8.19

玄武岩の山のチョウトンボ（世羅町新山）
雨の合間の草取りと枝刈りに明け暮れ、防虫ネットも何のそのの強烈ヤブ蚊軍団に献血し続けたよ
うなお盆帰省（××；）でしたが、しばし広島県中部の湿原を散策、 
美味しいお蕎麦や地物の野菜、果物も味わうこともできました。 
尾道から北へ車で１時間弱、世羅町新山（にいやま635m）の山頂近くにある釈久和池の湿地帯。
標高520m。キャンプ場などの設備はあるものの、人の姿はなく、ひっそりと水を湛えた池。時お
り雨粒が落ちてくる厚い雲、風に揺れるチダケサシの間に、ガマが目立ち、小さな白い花穂のヌマ
トラノオ、紅紫のツリフネソウがちらほら。湿原の上にも、水辺にもチョウトンボが多数。ゆらゆ
らする葉の先でピントが合いにくく、なかばあきらめて遊歩道を辿り、池の対岸に回ったところ、
コオニユリの咲く水辺のすぐ目の前の葉に留まった１頭。かなり長く静止してくれて、なんとか私
にも撮れました。 
遠目にはほとんど真っ黒、地味な黒アゲハのように見え、複眼も胴体も黒ですが、近くで見ると、
前翅の先は透明、黒い部分も紫や青の光芒を放ち、黒い虹のような。。 
確かこの辺りは玄武岩の山が多かったのでは・・とぼんやりした記憶、後で調べると、この新山そ
のものが玄武岩ドーム！世羅台地のこの付近には、新山を中心に、高山、早山城、頭士山など、標
高600m前後の玄武岩ドームが点在しているようです（『広島の地質をめぐって』築地書館）。 
十数年前、豊岡の玄武洞で、見事な柱状節理に圧倒されて以来、中国地方の玄武岩も見に行ってた
のですが、岡山県では、鯉が窪湿原の近くの荒戸山、鏡野町の男女山（おめんやま）が玄武岩の山
で、六角形の柱状節理も見られ、特に去年、男女山の見事な柱状節理を見て印象に残っていたとこ
ろ。 
花崗岩などに比べて珪酸（シリカ）が少なく、有色鉱物の多い黒々とした岩が、巨大な蜂の巣のよ
うに六角柱を形成しながら組み合わさっているのは、何度見ても不思議です。 
チョウトンボの黒い翅を見ているちに、玄武岩を思い出したというわけですが、直接関連はないに
せよ、玄武岩の山のチョウトンボは印象深いものがあります。 
この新山では柱状節理は見られないようですが、近辺には柱状節理が見られる山もあるようです。 
撮影：2014/8/15 土居譲二：１枚目～５枚目 
　　　　　　　　土居由加：６枚目～10枚目



yucca-note 2014.8.15

嵐の後の碧眼虫？ほか
台風11号の通過後、日没前の吉備国分寺辺りを散策。雲間から夕
陽が射し、薄青の空の断片を見せたまま、ざあっとにわか雨、降
り止まぬまま東の空に虹が架かり、また曇って虹は消え・・とい
うめまぐるしさのなか、ユニークな虫に出会いました。 
最初は蝉の抜け殻と思って、写した画像見て独特の形態に見覚え
あり、去年もたしかここで見たアオメアブ[Cophinopoda 
chinensis]でした。つい吹き出してしまうような格好で細長い茎に
つかまり、怪しげな宇宙人？めいた顔＠＠；「碧」という字を当
てたいようなみどりの複眼は、虹を映した草色が結晶化したよう
な燦めき。こんな鮮やかな色も、生きている間だけだそうで、標
本だとくすんでしまうらしい・・ 
草蔭でじっと動かない、淡い夕焼けのような色合いのトンボ。
（ウスバキトンボ？）透明な翅の脈、繊細な骨格標本めいた頭部
と体。 
降ったり止んだりの雨のなかでもふわふわと飛び回っていたモン
シロチョウ。ヤマトシジミはすっかりお馴染みになってきたけれ
ど、透き通った眼力につい引き込まれ・・(^^) 
撮影：2014/8/10 土居譲二。ヤマトシジミのみ土居由加



yucca-note 2014.8.27

ベッコウハゴロモほか（世羅町新山その２）
ちょっと変わった虫をもう一種・・ 
群れ飛ぶチョウトンボにピントを合わせようと私が必死になっている間、
KAZE譲二氏が見つけて撮っていた１㎝足らずの小さな蛾のような虫。間
延びした狐のお面（翅のふたつの斑紋が目）みたいな静止姿。蛾と思い込
んでいましたが、図鑑の蛾の項目でもどうも見つからず、カメムシ目のと
ころを見て、ようやく納得・・ベッコウハゴロモ（Orosanga japonicus)
のようです。 
なるほどよく見ると、顔はセミのようだし、それに触覚がない・・(^^)！
幼虫は綿毛のような放射状のしっぽ（蠟状物質でできた毛束！）を生やし
た、もっと不思議な姿だとか。真横から見ると、ヨコバイに似た姿。ハゴ
ロモ科のなかでは、もっとも普通に見られる種類とのことで、注意すれば
身近な場所でも見つかりそうですが、アリと一緒に写っていたり、画像が
おもしろかったので・・ 
二十数年前は、この湿地でも、今は絶滅危惧種となってしまった蝶たち
（ヒョウモンモドキなど）が乱舞していたそうで、少しだけ期待して出か
けたのですが、変わった蝶との出会いはなし。でも、華やかな色合いでは
ありませんが、モノトーンのコミスジも、お馴染みのヒメウラナミジャノ
メも、瑞々しく綺麗に見えました。 
撮影：2014/8/15  土居譲二


