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yucca-note 2014.9.1

ツバメシジミ、キマダラヒカゲなど（晩夏の山野散策１）
８月の終わりにしては例年になく涼しい先週後半、近所で、
クマゼミやツクツクボウシの鳴き声に混じって、ミンミンゼ
ミの声も聞こえていました。ミンミンゼミの声といえば、真
夏の眩しい日射しの陰画のような森林の渓流沿いに響くイ
メージなのに（まさに岩にしみ入るように・・）。きょうは
もうセミの声自体があまり聞こえず、いかにも去る夏を惜し
んでいたかのような。

初秋の自然保護センター。そこここに咲きこぼれる萩の花。
傾いた午後の日射しも緑も、少しずつ黄みを増しているよう
でした。ツリガネニンジンは小さな紫のベルを揺らし、ツク
ツクボウシの声も少し控えめ。

萩の花の回りで、蜂、アブ、小さな蝶たちがめまぐるしく飛
び回り、ツバメシジミも多数。今回は静止して翅を開いてく
れることが多く、♂の翅の表面の青も撮ることができまし
た。ヤマトシジミよりも少し大きめ、赤い斑紋もある小さな
しっぽのような尾状突起、黒い眼（ヤマトシジミは透明なグ
レー）。灰色の縁取り、薄曇りのような淡い青だけれど、日
射しの下ではかすかな虹色光沢も。♀は翅の表全体が灰色。

複雑な翅裏模様のキマダラヒカゲ（黄斑日陰）。ヤマキマダ
ラヒカゲか、サトキマダラヒカゲか、図鑑などで識別ポイン
ト見ても（７枚目左向きの画像がヤマキマダラヒカゲか
も？）どうも確信が持てず（ーー;)。。枯葉や樹皮の土系のイ
メージだけれど、すばしこく飛び回る。

やはり地味だけれど、動きのある裏の模様にいつも惹かれる
ヒカゲチョウ。

撮影2014/8/30：土居譲二（2,4,6,8,9枚目）

　　　　　　　 土居由加（1.3.5.7.枚目）



yucca-note 2014.9.2

ハンミョウ（晩夏の山野散策２）
はじめてハンミョウ（斑猫 Cicindela japonica)）を見たの
は、確か小学校低学年だったか、夏休みの夕方、帰省した
祖父母の家の庭石の上で虹色に煌めき、そっと近づくと、
ふわっと飛んでは数歩先に降りる、の繰り返し、どうして
も近くで見たいのに、結局逃げられてしまった記憶。ミチ
オシエ、ミチシルベという別名があるとも知らず。

この日もずいぶん久しぶりの出会い。湿った地面にいるの
を譲二氏が発見。画像だと派手な色彩ですごく目立つけれ
ど、体長２㎝前後で薄暗い地面にいると意外に気づきにく
い・・

それにしてもきらびやか。脚や大顎まで虹色光沢とは・・
(＊＊)美しい甲虫というと、タマムシと双璧でしょうか。タ
マムシの縞模様、ハンミョウの斑（まだら）模様。ハン
ミョウには白斑もあり。

メタリックな青、緑、赤。見た目の色彩の印象だけでも、

深みのある青は藍銅鉱（アズライト）、緑はエメラルドと
見まごう翠銅鉱、朱色がかった赤は紅鉛鉱、といった鉱物
など連想。金属のメタモルフォーゼ・・？

ちなみに有毒なのは、ツチハンミョウ科のヒメツチハン
ミョウ(Meloe coarctatus)で、このハンミョウとは別種との
こと。

撮影　2014/8/30 土居譲二



yucca-note 2014.9.4
オミナエシとアオバセセリ（晩夏の山野散策３）

いろいろな蝶やトンボ、きらきらのハンミョウも見て、かなり満足と思って
いたら、さらに嬉しい出会い。遊歩道沿いの斜面にオミナエシが群生して、
分岐した茎の先に無数の小さな黄色の花をつけ、柔らかい黄色に発光しなが
ら周囲の空気と溶け合っているように見えました。眺めていると、斜面の反
対側から濃い青の蝶が出現、初めて見るアオバセセリ（Choaspes 
benjaminii)・・！

図鑑やネットの画像で見てうろ覚えだったけれど、夕陽を受けて青い光沢
の目立つ黒っぽいシルエットは、まさにアオバ（青羽）セセリ。オミナエシ
の明るい黄色と仄暗い青の対照、翅の隅の赤橙色と黒の斑紋も際立ち、な
んとも印象深い光景。せわしなく飛び交いながら何度も吸蜜、しばらく近
くにいてくれたのでなんとか撮影できました（^^)。

秋の七草のひとつオミナエシ（女郎花）は、全草が薬用に使われ、とくに
根は生薬として敗醤（はいしょう）と呼ばれるとか。花に芳香はなくとも、
薬効あり、いろいろな虫たちの楽園のようです。

撮影　2014/8/30　土居由加



yucca-note 2014.9.7

樹液に集う蝶たち 夕立直前の樹林で、地味な色の蝶たちが多数飛び交っていました。２～
３頭でぐるぐる旋回したり、こちらにぶつかりそうになったり、地面に
留まったり。飛翔の中心はクヌギ（？）の樹液のようで、時々追い立て
合いながら、集まっては飛び去り・・

何度も地面に留まるルリタテハが最初目立ち、ほかにも数種類。譲二氏
がうまくスリーショットを撮影。画像１枚目の手前から、キマダラヒカ
ゲ、ルリタテハ、ヒカゲチョウ（ナミヒカゲ）。どれも普通種で以前に
もアップしましたが、翅裏は、樹皮や木目や枯葉のよう、地味ながら三
種揃うと、渋い御三家といった風情でしたので。

主に花で吸蜜する蝶たちと、樹液に好んで集まる蝶たち・・とくにキマ
ダラヒカゲはあまり訪花しないとか。飛翔する木の精の分身に出会った
ような不思議な時間でした。

撮影　2014/9/6 土居譲二（１～４枚目）

　　　　　　　　土居由加（５枚目）　



yucca-note 2014.9.9

初秋の湿原
奥大山周辺。ススキの若い穂、マツムシソウの淡い紫。イチモン
ジセセリ（画像３枚目）。

７月に咲き乱れていたノアザミやサワヒヨドリなどはもう花期を
終え、いたるところで乱舞していたウラギンヒョウモンも数えら
れるほど。うなだれるキセルアザミの紅紫の花で、キアゲハや翅
の少し痛んだウラギンヒョウモンが吸蜜。

水辺のマツムシソウには、ミヤマチャバネセセリらしい種類も
（画像８枚目）。後翅の前方（付け根近く）に目立つ白斑。

足元には、キンミズヒキ、イヌタデ、ミゾソバ、ヌマトラノオ（９
枚目）、ゲンノショウコ（１０枚目）・・などなど、小さな小さ
な花を咲かせている植物たち。細密画のような、繊細なタピス
リーのような・・かがんで見つめる小宇宙。つい気づかず踏みつ
けたりしている足もとの草や虫たち・・

撮影　2014/9/7 土居由加（1.2.3.7.8.9.10枚目）

　　　　　　　　土居譲二（4,5,6枚目）



yucca-note 2014.9.11
人こそ見えね秋は・・（キタテハとカナムグラ）

背丈より高く蔓延るカナムグラの迷宮のなかに、秋めいた色のキタテ
ハ（Polygonia c-aureum）。紅いツリフネソウの花に潜り込んで吸
蜜、そのうちカナムグラの掌型の葉に留まり、カメラ越しに眺めてい
ると、夕陽のなかで翅を開いてくれました。

c-aureum、「金のC」の名の通り、枯葉のような翅の裏に《C》の
マーク。よく似たシータテハ（Polygonia c-album)の《C》はさらに
はっきりしているそうだけれど、シータテハは中四国地方ではほとん
ど見られないほど減少しているとか。

じっとしていると、さらに別の個体も次々出現（気づかなかっただけ
なのか）。キタテハの幼虫の食草は、このカナムグラとのことで、な
るほど。

　八重むぐらしげれる宿のさびしきに人こそ見えね秋は来にけり（恵
慶法師）

百人一首に入っているこの歌の「八重葎＝やえむぐら」は、カナムグ
ラのこととも言われるとか。ハコベやカラスノエンドウなどとともに
春に生えてくるヤエムグラは、子どもの頃、服にくっつけて遊んだり
した記憶もあります（最近は草刈りばかり）が、確かに夏の終わりに
はもうカラカラに枯れていて・・他方、このカナムグラは、秋の気配
のなかで生い繁っていました。

ツリフネソウの花は、舟を吊り下げたようなおもしろい形、カナムグ
ラの大浪のなかで揺れていました。

撮影：2014/9/7 蒜山山麓　土居由加



yucca-note 2014.9.16
山椒に雉鳩

実家の裏の山椒（サンショウ）の木。山藤やツタやノブドウや、数種類の
蔓植物で覆われ、ほとんど見えなくなっていたのを、一昨年くらいからこ
んがらがった蔓を切ったり取り除いたり・・去年は枝に下がっていたアシ
ナガバチの巣に気づくのが一瞬遅く、軍手越しに一カ所刺されたりしまし
たが(++;)、木はかなり風通しよくなった様子。先日帰省してみると、たく
さんの実が赤く色づき、裂けて黒い種子だけになっているものも・・羽状
の香り高い若い葉は、何度か使いましたが、佃煮などにするのは初夏まで
の青い実だそうで、果皮を粉末にして粉山椒、果皮は生薬としても使用さ
れ、芳香性胃腸薬などに配合されるとか。

艶のある黒い種子を集めようかと思っていたら、昨日の朝、多数の実をつ
けた枝にキジバトがやってきて、細い枝で体を支えるのが難しいのか、羽
ばたいてバランスを取ったり苦心しながら、しきりと熟した実を食べてい
ました。最初はおどかさないようにガラス戸越しに見ていたけれど、警戒
心はあまりなく、そっと網戸を開けて撮影しても気にせず、ひとしきり食
べた後は、塀の上などでくつろいでいました。

それにしても山椒の実、キジバトが常食してるのか、キジバトにとっても
スパイシーで美味しいのか、鳥にも薬効があるのか、他の鳥も好んで食べ
るのか・・？などなど興味は尽きませんが、たわわな山椒の実に囲まれた
キジバトは満足そうに見えました。

撮影：2014/9/14 9/15 （尾道市） 土居由加



yucca-note 2014.9.20
アカスジカメムシ・カツオゾウムシ

この夏に出会った印象的な虫たちの画像をいくつか・・蒜山高原の山
裾の道にいたアカスジカメムシ(Graphosoma rubrolinatum)とカツオゾ
ウムシ。どちらも体長１㎝前後。赤と黒の目立つ縞模様のアカスジカ
メムシは、セリ科の植物によくつくようで、このときも白い花をつけ
たセリに似た草に多数群がっていました。楯とか仮面を連想するよう
な形もおもしろいです。

カツオゾウムシ（Lixus impressiventris)は、橙褐色の粉で覆われていて
たしかに鰹節のような感じも(?^^;)ありますが、この粉はだんだん落ち
るそうで、５枚目の広島県世羅町で見た個体の方が色が鮮やかだった
ようです。

撮影：2014/7/21　土居譲二（2.3.4,5枚目）5枚目のみ8/15

　　　　　　　　土居由加（1枚目）



yucca-note 2014.9.22

ハグロトンボ・オオシオカラトンボ
☆ハグロトンボ・オオシオカラトンボ

昨日遅めの午後の散歩。日当たりのよい川沿いには彼岸花の赤。
林に入ると、秋の虫の合唱に混ざって、ツクツクボウシの途切れ
がちなか細い鳴き声。クサギはもう花も終わりかけ、紅い五芒星
形の萼のなかには、瑠璃玉のような実・・

赤いトンボたちのほかに、黒っぽいトンボも。ハグロトンボ（翅
黒蜻蛉 Calopteryx atrata)のオス♂は、細い胴体のメタリックな
色合いと黒い翅が美しく、わりとよく見かけるものの、薄暗い場
所が多く、翅を閉じた同じようなポーズになるのですが、昨日は
わりに近いところで翅を開閉していました。

オオシオカラトンボ(大塩辛蜻蛉 Orthetrum triangulare)は、シオ
カラトンボより少し大きめで、オス♂は胴体の青と黒々とした頭
部と複眼が目立ちますが、画像の個体は、青い胴体の付け根に黄
色の部分もあって鮮やか。羽化直後はオスメス♂♀ともに黄色
とのことなので、まだ黄色い部分が残っている♂でしょうか。

そして一度見ると、目が慣れるのか、ここでもハンミョウを発
見。小さなクモかハエのような虫を咥えていたようです。

撮影：龍ノ口山　　2014/9/21 土居譲二（1,2,4,枚目）

　　　　　　　　　　　土居由加（3,5枚目）　　



yucca-note 2014.9.24

エゾビタキ、ミヤマアカネ、クロミスジシロエダシャク
久しぶりに訪れた県北の黒木ダム周辺、この日はずっと青い空の雲の形がおもし
ろく（渦巻きのようだったり、鳥のようだったり）、光の射し込む渓流の水は
澄み、斜面の山萩は満開、水辺ではヨメナやミズヒキ、ゲンノショウコなど小さ
な秋の草花が涼風に揺れていました。

透明な水の流紋に見入っていると、鳥の姿も。最近虫目気味になっているので
（最初大きなアゲハかと思ったり(++;)、ちょっと手間取りながらも、双眼鏡で
確認、つぶらな目のエゾビタキ（Muscicapa griseisticta)。最初隠れ気味だった
のが、空に突き出た高い枝へ。その後もたびたび姿を見せてくれました。毎年
秋に一度くらい見かけますが、今回が一番じっくり見せてもらえたような。
（サメビタキ、コサメビタキ、エゾビタキのよく似たサメビタキ属三兄弟のなか
では、喉から胸にかけて黒い縦斑が目立ち、一番わかりやすい）

小さな湿原では、大きなオニヤンマが飛び交い、赤みがまだあまり強くないト
ンボも多数。翅の先近くに帯があり、ミヤマアカネ(Sympetrum 
pedemontanum)のようです。赤とんぼの識別はかなりややこしいですが
（~~;）、今まで知らなかった種類を見るのはやはりささやかな悦び・・

小さな小さな蛾やカメムシを見つけるのが巧みな譲二氏は、知らぬ間に夥しく
撮影していて画像ばかり貯まっていくのですが、この日も最後にうつくしい蛾を
発見。その名もクロミスジシロエダシャク（Myrteta angelica)。なんともスタイ
リッシュな姿。

撮影　2014/9/23　土居譲二（2,3,4,7枚目）

　　　　　　　　土居由加（1,5,6,8枚目）



yucca-note 2014.9.27
ホオジロ若鳥など

風向きにより、金木犀の香りがかすかに漂うようになりました。

この時期、夏に巣立った雛鳥たちも、少しずつ成鳥の羽に近づいてい
るようです。燕をはじめ、オオルリやキビタキなど夏鳥にとっては、そ
ろそろ渡りの時期が近づく頃。

黒木ダム奥の渓流沿いで見た若鳥たち。まだ羽色が混然として毛羽だっ
た感じの、たぶんホオジロの若鳥。ややおぼつかない動きや表情があ
どけない。ご参考までに、3年前の画像ですが、蒜山で見た成鳥♂（画
像3.4枚目）。

車の前方の路上で遊んでいたのは、オオルリ♀の若鳥・・？車内から
の撮影で、遠くて日陰、画像かなりぼけていますが、尾が赤褐色、翼
の雨覆の部分の白が目立つので（参考；『フィールドガイド　日本の
野鳥』高野伸二著）。地面の虫をついばんでみたり、首をかしげた
り、好奇心いっぱいという感じの動きが何とも愛らしい・・

留鳥のホオジロはこれから徐々に冬に向い、オオルリは初めての渡りを
前に、木立のなかでくつろいでいるひとときでしょうか、風に向い、風
に乗り、無事飛翔し、旅立ってほしいものです。

根を降ろす木の思いは、枝に憩う鳥に連なり、風に乗る鳥の飛翔は宇
宙に連なり、黙しがちな冬の時、鳥は風に織り込まれた歌を学び、夏
が巡ればまた高く囀るのでしょう。

撮影：土居譲二　1.2.5枚目（2014/9/23 ） 3.4枚目（2011/4/17）



yucca-note 2014.10.1
ゲンノショウコの実

日本の三大民間薬草は、ドクダミ、センブリ、ゲンノショウコなのだ
そうです。ドクダミはよく見かけるけれど、あとの２種は、今まで鳥
観察などに出かけても、気づかず見過ごしていたことも多かったに違
いない、と、この夏、少し気をつけて見ていたところ、ゲンノショウ
コ（Geranium thunbergii）はいろいろな場所で見かけました。

「現の証拠」という名は、薬草として効き目がすみやかなことから。
古くから下痢止めなどによく使われた（開花期の全草を乾燥させ煎薬
とする）そうですが、実際に試したことはなし。。

５弁の花は１㎝あまり（シジミ蝶くらい）、白、薄い紅から濃い紅ま
でさまざまな色合いのピンク（関東では白、関西ではピンクが多いと
か）。中国地方では、両方の花色が見られることが多いようで、緑の
なかに、白、紅、紅紫の小さな花が多数咲き揃っているようすは、繊
細極まりない華やぎ、でも写真はなかなか(++;)

燭台に立ったろうそくのような果実の内部は、縦に５つに分かれて、
それぞれにひとつずつ種子が入り、熟した種子を飛ばすために５裂し
て巻き上がった形（画像1,2枚目）から、ミコシグサとも呼ばれるそ
うですが、実際に見ると、なにか妖精の遊具のような、くるんくるん
とおもしろい形。画像２枚目の右の方には、黒くなってもまだ巻き上
がっていない状態のものも見られます。

撮影；土居譲二（1,2枚目）2014/9/23

土居由加（3,4,5枚目）2014/9/23,8/31,9/7



yucca-note 2014.10.3

桔梗ほか
はるかな昔、幼稚園で習った歌：

　背高（せいたか）のっぽのおみなえし、

                            はぎ　くず　ききょう　ふじばかま 
　隠れんぼのなでしこさん　すすきがみんなを呼んでいる 
　秋の七草　うつくしい　色とりどりに　うつくしい

たしか輪唱などして、自然に秋の七草の名を憶えたのでしたが（ずっ
と、紙クズききょう、と歌ってた幼稚園児のわたし(~~;))、もともと万葉
集で山上憶良に歌われている七つの花は、

　　

　萩の花　尾花　葛花　なでしこの花　をみなへし　また藤袴朝がほの
花

この「朝がほの花」というのは、今でいうアサガオのことではなく（現
在のアサガオは万葉の時代より後に中国から伝来）、桔梗のことだとい
う説が有力・・・と最近知ったのですが、ともかくも、桔梗の花には惹
きつけられます。

花色はもちろん、尖りすぎない五芒星型、とくに薄く紫を透かしてふく
らんだ蕾の形・・里山の草地の減少とともに、野生のものはずいぶん姿
を消しているとか。

この日は、秋の日射しあふれる公園内の池の土手に、フジバカマに似た
可憐なヒヨドリバナ（？）がいちめんに咲き、その中に桔梗の小さな群
落を見て、嬉しい気持ちに。

少し日陰に、すっきりと美しいヤマシロギク、すっかり赤に染まった
（（たぶん）マユタテアカネ♂がひっそりと。

撮影：土居譲二（1,3枚目）　土居由加（2,4,5枚目）　2014/9/28 玉野市



yucca-note 2014.10.7

シロモンノメイガ＆マドガ
最近お気に入りの小さな蛾、シロモンノメイガ。翅の開張が
1,5㎝くらいで、よほど気をつけないと見落としてしまいま
すが、拡大してみれば思わずうわ～♪と声を上げてしまうほ
ど妖精めいた姿。縁がひらひらした感じの翅は、黒地に大き
めの白い紋と、さらにもっと小さな黄色い点が散って、透か
し模様に金色のラメの燦めく、黒いシフォンの衣裳のよ
う・・日中に星を散りばめた宇宙の一角を覗くイメージも。

訪花する昼行性の蛾で、画像１～３枚目もヒヨドリバナのよ
うな花に来ているところ。小さな斑点の黄色があまりはっき
り写っていなくて、残念ですが、出現シーズン（４～８月）
を過ぎた１０月になってからの写真なので、もしかすると黄
色い鱗粉がもうかなり落ちてしまっているのかもしれませ
ん。画像４枚目は９月初めで、少しぼけてますが、黄色と白
の斑点、背の黄色い筋もわかります（この4枚目のみ：マド
ガ）。小さくてすばしこく、警戒すると（？）、葉の蔭に隠
れ、葉の裏にぴたっと貼りつき（５枚目）、画像はなかなか
難しいですが、来年は春頃からもう少し気をつけて見ようと
思います。

撮影：土居譲二（1枚目2014/10/4和気町 3枚目2014/9/23黒
木ダム付近　4枚目　　　　　2014/9/7旭川ダム付近)

土居由加（2枚目2014/10/4 5枚目2014/9/7)



yucca-note 2014.10.15

柿色ベニシジミ、クサギ
台風接近の前日、実家の庭の柿を収穫。まだ青みの残る実も多く、
ちょっと時期は早めなのですが、熟したものはくどくない甘さ。収穫
と草取り、枝刈りが一段落して、ひと息ついた時に見つけたベニシジ
ミ、翅の赤さが、熟した柿の色に似て、秋の西日のようでした。

柿の木の間でどんどん増え、高さも４メートルあまりに成長したクサ
ギ、夏には繊細な白い花にたくさんの蝶や蛾が訪れ、秋の濃い青の実
は、紅い星形の台座に載った瑠璃玉のようで、子どもの頃からとても
好きなのですが、あまりに多いので、初夏頃から少し伐採。。残った
木も、紅い萼の色が濃くなってたくさん実をつけていましたが、花も
まだ咲いていて、細い枝には大きな芋虫。しっぽのような角状の突起
は尾角というそうで（これで刺したりはしない）、スズメガ科の蛾の
幼虫のようです。

クサギ（臭木）の名は、葉に特有の臭気があることからと言われます
が、若い葉はあく抜きして食用になり（干した葉を炊き込んだ「くさ
ぎ飯」など）、夏の白い花は芳香を放ちます。何より深い青色の実は
染色に使われ、半透明の青磁のような色に染め上がる、と志村ふくみ
さんの著書で知ったときの喜び。

放置された土地にすぐに繁茂するパイオニア樹木だそうですが、クサ
ギに限らず、忘れ去られた、あるいは未知の自然界の恵みは、計り知れ
ないようです。

撮影：土居由加　2014/10/12



yucca-note 2014.10.17

黄金虫たち
小さなコガネムシの画像集めてみました(**;)。微妙な色合い、金
属光沢の違いが、少しずつ配合の異なる合金のようでおもしろい
です。神秘学でいう太陽ー金、月ー銀、水星ー水銀、金星ー銅、
木星ー錫、土星ー鉛・・の照応など思いつつ。

最初のヒメアシナガコガネは体長１㎝そこそこ、シックな金と黒
がアンティークのメタルのボタンのようで、ピンブローチにでも
してみたくなるお気に入り。２枚目のヒメコガネはふつうのコガ
ネムシより少し小さめで1.5㎝くらい、眩い緑色の煌めき。３枚
目のマメコガネ（1㎝くらい）は、白斑の縁取りに銅と緑の抑え
た光沢。４枚目はよくわからず（キスジコガネ？）。金色と鮮や
かな緑の輝きが目立ってました。５枚目のたぶんオオスジコガネ
がこの中では一番大きくて、体長２㎝弱、葡萄色がかった翅に縦
の筋。

金亀子（こがねむし）擲（なげう）つ闇の深さかな　　高浜虚子

土居由加（1,2,4枚目）　土居譲二（3,5枚目）

1枚目2013/6/30鳥取県八頭町、2,3,4枚目2014/7/21　5枚目
12014/7/20



yucca-note 2014.10.21

アトリ（花鶏・Fringilla montifringilla）
月初めにはまだ見かけた燕たちも、いつのまにか渡去した
ようで、県北の山の木々も少しずつ黄色や赤の色合いを増
していました。銀色のススキの原にノビタキ・・などを期
待していたけれど、出会えたのは思いがけず、まだ少し早
いのではと思っていたアトリたち。数年前の11月初めに、
マヒワの群れを間近に見た場所。十数羽ずつの群れのよう
で、ススキや低木にさまざまな蔓草の絡み合った迷宮のよ
うな繁みに潜り込んでいたり、一斉に木に飛んできたかと
思うとまた飛び立ったり、あまりじっとしていないけれ
ど、きれいな黄橙色と黒、白の姿を確認。長めの尾は下か
らみるとどこか魚めいています。小さなつぶやきのように
キョキョ・・と鳴きなから飛び交っていました（^^）。
ユーラシア北部などから渡ってきた当初は山地にいて、冬
になって木の実が少なくなると低地に移動するようです。

1,2,3枚目はたぶん♂で、夏羽では真っ黒いという頭部が、
冬羽で少しごま塩になっている感じ。♀は全体に色合いが
薄め（4枚目）。

ねむの木の枝には、まだ若いホオジロらしい鳥も(5枚
目）。こちらは留鳥ですが、先月黒木ダムの近くで見た若
鳥よりも、もう少し成鳥に近づいた感じ。下面の色合いは
成鳥の赤褐色よりずっと薄い黄色ですが。。

撮影：土居譲二(2014.10.19)岡山県真庭市



yucca-note 2014.10.27

リンドウ（竜胆　Gentiana scabra）
秋の野辺のリンドウ。キキョウとともにこの時期とても心惹かれ
る紫・・。根は生薬とされ、「竜胆」の名は、苦くて竜の肝（き
も）のようだからだとか。キキョウよりすぼまった杯型の花冠、
５裂した先も尖り、裂片の間に小さな副片があり、霜枯れの野に
も咲く、凛と硬質なイメージ。

宮澤賢治の童話『十力の金剛石』では、王子とその友（大臣の
子）が、虹の根っこを追いかけて不思議な丘に辿り着き、そこに
はさまざまな宝石でできた植物が生え、「りんどうの花は刻まれ
た天河石（アマゾンストン）と、打ち劈（くだ）かれた天河石
（アマゾンストン）で組み上がり、その葉はなめらかな硅孔雀石
（クリソコラ）でできて」いて、その花冠に盛られた「トパア
ス」を「ツァランツァラン・・」とこぼす・・というのですが、
標高千メートル近い山地で見たリンドウは、褐色の乾いた葉を残
す半ば枯れたような茎に、深い青紫色の花をつけたものもあっ
て、鉱物めいた印象も肯ける感じです。

蝶やトンボもほとんど見かけなくなりましたが、花にはいろいろ
なハナアブや蜂が来てました。４枚目はホソヒラタアブかと。
もっとも普通に見られる種だそうで、縞模様が綺麗ですが、色合
いなどは季節差、個体差が大きいらしい。

春に見たフデリンドウ（５枚目）は秋のリンドウよりずっと小さ
く（花の長さ２㎝前後）、スミレやサギゴケなどと紛れて見落とし
てしまいそうでしたが、こちらはいかにも春の花でした。

1枚目：2014/10/19真庭市　2,3,4枚目：2014/10/26 森林公園

5枚目：2014/5/25 森林公園



yucca-note 2014.10.31

翅有り象？・紫苑にジャノメ
またちょっと怪しい虫の画像ですが（・・；）９月初めに大山方面の
湿原で譲二氏が撮っていたもの。ピックアップした画像１枚目だけ見
ていて、私にはどうしても「象」に見えるのでした・・アフリカ象の
ような大きな耳に、くねった長い鼻の、花好きのミニチュアの
象・・？？。でもゾウムシとか甲虫にしては翅が短いし・・などと思
いつつ、手もとの図鑑をめくってみても、やはりゾウムシの項では見
つからず、ハムシやカメムシでもない。そのまま放置していて、先
日、ネットでヒラタアブなどハナアブ類など調べていて、ハエに似た
外見のものなども眺めているうち、ふと思い出して画像見直し、なる
ほど・・！象の耳のように見えていた部分は複眼なのでした。複眼に
は縞模様（メタリックな金と臙脂色の）。。クロバエ科のツマグロキ
ンバエ（Stomorhina obsoleta）のようです。そう思って見れば、確か
にハエなのですが（２枚目はネズミ風でもあり～～;)、もっぱら花を訪
れて花粉や蜜を食す種類らしく、体長は5-7㎜とミニサイズ。花に来る
虫たちも、多種多様、そしてハエと言ってもいろいろだな・・とあら
ためて実感。

この虫のいた花は、山地性の野菊の仲間、ゴマナ（胡麻菜　Aster 
glehnii キク科シオン属）かと（３枚目）。葉が胡麻に似ていて、若葉
は食用になるそうです。空に向かって広がるように分岐した枝に、た
くさんの白と黄の花・・

４枚目は９月末に公園で見たシオン（紫苑 Aster tataricus）。こちら
も小さな花火が無数に散開しているように咲き誇っていました。花が
美しいので平安時代から栽培され、野生のものは少ないとのこと（根
茎は咳止めなど生薬として利用される）。この時はイチモンジセセ
リ、ヒカゲチョウ、ジャノメチョウなど茶色系の蝶が花に戯れ、紫苑
の薄紫と、地味な蝶の翅色が不思議に引き立て合っているようでし
た。画像はヒメウラナミジャノメ。

photo:土居譲二（1,2枚目）　土居由加（3,4,5枚目）

1-3枚目　2014/9/7 鳥取県江府町

4,5枚目　2014/9/28 岡山県玉野市



yucca-note 2014.11.6

初冠雪と錦繍の大山
秋の大山へ。寒冷前線通過の後、刻々姿を変える白い雲を浮かべる青
空。日本海からの北風は強く、西の溝口町から見晴らす伯耆富士大山上
空には灰色の雲。大山寺、大神山神社へと、森の中を寄り道しつつ辿る
自然石の参道も湿り、道沿いの溝を音を立てて流れ降る水。晴れ間と雲
が絶えず交替、ひんやり湿った空気のなかの黄葉、紅葉の見事なこと。
湿気を含んで黒々とした幹や枝に映える、赤、橙、黄、さまざまに微分
されていくグラデーション、針葉樹の翳の濃い緑、低い灌木やシダ類の
繊細な緑・・

画像（1～3枚目）は金門から臨む大山北壁。きのうになって知ったので
すが、大山はこの日（11月3日）初冠雪だったとのこと。山頂付近は雪、
中程の色づいた樹林に白く輝いているのは霧氷でしょうか。雲から瞬時
日が射し、峻厳な稜線の岩を背景に、きらめく微細な結晶に縁取られた
木々の色合いが浮かび上がり、なんとも荘厳な光景・・大山は古名を火
神岳といい、金門は古来、異界との境とされてきたとか。結晶化する冬
の始まりの時、晩秋の燃え立つ木々に彩られ、結界、間（あわい）の気
配色濃く、深まる山河を内なる灯火に・・

photo： 土居由加（1,2,3枚目）　土居譲二（4,5枚目）2014/11/3



yucca-note 2014.11.8

秋の大山周辺散策その２
大山寺参道沿いの森で出会えたのはゴジュウカラ(五十雀 Sitta europaea)と
ヤマガラ(山雀 Parus varius)。夏にはさまざまな鳥のさえずりがこだまし、
綺麗なキビタキの姿も見た場所ですが、時折忙しく飛び交う鳥の姿も、秋色
の綾錦のような木立に見とれて見失いがち（^^;)。ゴジュウカラもヤマガラ
も年中見られる鳥で、ヤマガラのオレンジ色は周囲に溶け込むようでした
が、紅葉のなかのゴジュウカラというのはちょっと新鮮（夏に出会うことが
多かったので）。青灰色の翼に、白い眉斑と黒い過眼線が涼やか。数羽で
飛んできて、幹の表面をすばやく動いてましたが、幹を下向きに（頭を下に
して）降りる動きができる鳥は、日本ではこのゴジュウカラだけなのだそう
です。

photo；土居譲二（1−3枚目）　土居由加（4,5枚目）



yucca-note 2014.11.17

ジョウビタキ（Phoenicurus auroreus）
少しずつ冬枯れに近づくススキ原に、ヒッ、ヒッ、ヒッ・・・と、お
馴染みのジョウビタキの声。ジョウビタキは、尉鶲、常鶲、上鶲など
と書かれ、「尉」は、炭火が白い灰となったもの、 そして灰色の頭
髪の老翁の意味にもなったのだとか。♂の黒い顔の頭は、たしかに
炭～灰のよう。黒い翼の生えた丸っこい蜜柑のような姿と相まって、
銀灰色の頭の不思議な翁童のようなイメージも。。翼の白い紋から、
紋付き鳥、紋鶲の名も。カッ、カッ・・という鳴き声も出しますが、
この声も火打ち石を鳴らす音に似ているとも。ちょうど頭上の、葉
の落ちた枝にいた♀が、カッ、カッ・・と鳴いていました(^^)。

photo:土居由加　2014/11/15　岡山県和気町



yucca-note 2014.11.20

雁と白鳥
念願かなって、マガンの姿をかなり間近に見ることができました。開け
た田園風景のなか、白い塊がむくむくといくつも・・と思ったら、コハ
クチョウの群れ。数年前に安来市の郊外で初めて見た時よりも多数のコ
ハクチョウ、そして同じくらい数のマガンたち・・！田圃のなかで混じ
り合って、しきりに採餌しているようす。瀬戸内海沿岸ではまず見るこ
とはできない光景、しかもしばらくして振り返ると、反対側の田圃にも
もっと多数の群れ。見ていると、すぐ近くの道路を車やバイクが通過し
ても気にかけていないようで、飛び去るかと思いきや、新たに舞い降り
てくる群れも。。こちらもそろそろと徐行しつつ、車内からしばし観察
することができました。

百羽を軽く超えると思われるコハクチョウとマガンが入り混じって鳴き
交わす声が反響するなか、下を向いて採餌中の丸みのある胴体と、周囲
を窺う差し延べた首が刈り穂の田圃をゆるゆると移動していき、少し眩
暈を感じるような不思議な時間・・

道路を隔てた反対側にいた３羽、少し違うと思ったら、マガンより少し
大きく、嘴が黒っぽいヒシクイのようです。よく見るとマガンの大群の
なかにも混ざっていました。（画像4,5枚目）

マガンはオレンジ色の嘴の付け根（額部分）が白く、お腹に黒っぽい縞
があるのが特徴ですが、幼鳥は額が白くなく、黒い縞がないそうで（画
像6枚目）、最初違う種類かと思ったり。コハクチョウの幼鳥は灰色。
いずれも、幼鳥と言っても親鳥と大きさは変わりませんが。

最初に見た群れのなかにいた黒っぽいツルのような鳥、図鑑やネットで
調べたところ、どうもナベヅルの幼鳥（～若鳥）のようです。江戸時代
には日本全国に渡来していたそうですが、現在は鹿児島県の出水平野と
山口県八代以外ではかなり珍しいとか・・

ふつう家族で行動するとのことなので、はぐれた幼鳥かもしれず、無事
に育ってほしいです。（画像7,8枚目）

マガン（真雁　Anser albifrons)

ヒシクイ（菱喰　Anser fabalis)

コハクチョウ（小白鳥　Cygnus columbianus)

ナベヅル（鍋鶴　Grus monacha)

photo: 土居譲二　2014/11/16 島根県出雲市



yucca-note 2014.11.26

瑠璃鳥と紅葉　
久しぶりに総社市の公園へ。紅葉はそろそろ終盤ながら、微細なグラ
デーションで織られたように色づく木々の葉は美しく、足もとの落ち葉
の乾いた音も心地よい散歩道。思えば、はじめてミヤマホオジロやルリ
ビタキを見て胸躍らせたのもこの場所でした（もう６年前）。松の枝で
ニィニィ鳴きながら樹皮をはがしているお馴染みのヤマガラ、低木の繁
みを低く飛ぶミヤマホオジロ（動きが早くてカメラ追いつかず++;）、
そして、ルリビタキ（Tarsiger cyanurus）オス♂の姿も・・去年もちょ
うどこの時期に、紅葉のなかでさえずっているルリビタキに会えたので
すが（玉野市）、この日は季節外れのさえずりは聞けず（小春日和の青
天だったので期待していたけれど）・・でも何度見てもうれしい晩秋の
瑠璃色。

2014/11/24　砂川公園 
photo: 土居譲二（１枚目）　土居由加（２−５枚目）
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どんぐりころころ♪～この木ナラの木
燃える紅葉も美しいけれど、緑から黄、黄橙への黄葉の色合いが印象深い風格ある木立も。画
像の大きな木はコナラ（小楢 Quercus serrata）のようです。はるか頭上の見えない枝で、少し
前に見たルリビタキかジョウビタキのヒッ、ヒッ・・という地鳴き。木の下に立っていると、
かすかな乾いた音で絶えず落ちてくる枯葉に混ざって時おり、ばすっ、ごそっ・・（＠＠）。
厚く散り敷いた落葉に、大きめのどんぐりが落下しては埋もれ・・少し離れた落ち葉の少ない
地面にはびっしり。どんぐりについては、子どもの頃何かで覚えた、大きくて丸いのがクヌギ
の実、細長いのがシイの実・・くらいしか知らず、それにしてもコナラの実は細長いけど大き
めで立派、と実感（画像４枚目)。隣りにクヌギ（櫟 Quercus acutissima）の木もあり、どん
ぐり仲間最大のクヌギの実（画像６枚目）と比べてもそう小さい感じはせず。高知県生まれの
譲二氏は子ども時代、シイの実をよく食していたそうですが（瀬戸内海沿岸育ちの私は食べた
ことなし）、これはスダジイ、マテバシイなどの実のことのようで、こちらは常緑の照葉樹林
の代表種とのこと。

コナラ、クヌギは、いわゆる雑木林の代表種で、かつては薪や炭に使うために定期的に伐採さ
れては更新維持されてきたのが、現在では人の手が入らずに放置され、常緑のカシ類に取って
代わられているとか。カブトムシやクワガタ、そしてオオムラサキなどの蝶が集まるのも、雑
木林の樹液なのでした（この夏に見た、ルリタテハやヒカゲチョウが多数集まっていたのもコ
ナラか）

コナラの近縁種ミズナラ（水楢 Quercus crispula）は、ブナとともに山地林を代表する種で
（標高が1000mを超えるとコナラは見られない）葉柄がコナラよりずっと短く、樹皮がはがれ
やすいなどの違いはあるものの、外見はコナラそっくりだとのこと。一般にオーク(英oak 独
Eiche)　というのは、コナラ、ミズナラといったナラ（楢）の仲間のことで、特にミズナラ材
は、高級建材、家具材、ワインやウィスキーの樽用などに使われ、特に北海道のミズナラ材は
ヨーロッパでも世界最高と評価され、さかんに輸出されていたとか。いつも山に行くとブナば
かり見ている感じなので今度じっくり見てみないと・・

私も、ぼんやりオーク＝樫（カシ）と覚えていたけれど、やはりオークは、樫（カシ）という
よりは楢（ナラ）の仲間のことらしい。イギリスで樹木の王とされるオークの代表種はヨー
ロッパミズナラ（Quercus robur)。日本でナラというと、楢山～姥捨て山といった王者らしか
らぬイメージもあって、明治時代の辞書で、oakが樫とされた、という説もあるようで、同じ
ブナ科コナラ属に、落葉樹のコナラ、ミズナラ、カシワなどナラ類と、常緑照葉樹のアラカシ、
シラカシ、アカガシ、などのカシ類（こちらもどんぐりができる）が含まれるので、ややこし
くなっているようですが（＝＝；）、ナラもカシもカシワも混沌としていたのが、コナラを
きっかけに少しだけすっきりしたような。

R・シュタイナーが農業講座で、ナラ類（Eiche)の樹皮のことを、植物性のものと生きた大地
性のものとの間の中間的な存在、と位置づけ、ナラ類の樹皮のなかにあるカルシウムの構造が
もっとも理想的、と言っているのも心に留めつつ。

コナラの樹皮（画像５枚目）とクヌギの樹皮（画像７枚目）はよく似ていますが、クヌギの方
がより不規則に裂けるようです。

photo:2014/11/24　総社市


