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タテジマキバガ

猛禽類調査におけるGIS活用方法

調査員物語　

り、日本でもマコモ

やガマにつくと記録

されているので、水

田なども見るのです

が、どうしてもダメ

でした。大阪の自然

史博物館や大学の所

蔵標本もチェックしたのですが、そこ

にもほとんど標本がなく、結局見るこ

とができたのは数個体の標本だけでし

た。

　それが、昨年トンボの調査で訪れた

放棄水田で、クサヨシやチゴザサを

綴っているキバガと思われる幼虫を多

数見つけました。それを飼育したとこ

ろ、予想通りタテジマキバガが羽化し

てきました。

　私が採集した環境が温暖な地域の低

地のイネ科が優先する放棄水田であっ

たこと、沖縄での低地湿地の蛾類に関

　タテジマキバガと聞いて、「あの蛾

ね」と思う人はまず居ないでしょう。

「開張約10mm。頭部、胸部、前翅は黄褐

色で、前翅翅脈上に黒条を持つ。」－図

鑑で特徴を記述すると、たったこれだ

けで終わってしまう小さな蛾は、私に

とってはあこがれの種でした。

　研究室に配属が決まり、最初に取り

かかったのが、タテジマキバガが含ま

れる属の分類でした。他の構成種は夜

間採集などで採れるのですが、タテジ

マキバガだけがどうしても採れません。

インドではイネの害虫として報告もあ

する論文でもタテジマキバガが載って

いること、これまでの寄主植物の記録

から、どうやらタテジマキバガは温暖

な地域の湿地が本来の生息環境のよう

です。

　タテジマキバガは、イネ科が優先す

る湿地を指標する種かもしれないと

思っていますが、まだまだ生息環境に

関するデータが不足しています。今後、

イネ科に注目してデータを蓄積してい

き、そのうちどこかに発表できたらと

思っています。

　蛾類はチョウに比べて生態的な知見

が少なく、レッドデータブックなどに

掲載されることが少ないのが現状です。

その陰で指標性が高く、絶滅の危機に

瀕している種も少なくないと思います。

タテジマキバガはそのような種の一つ

かもしれません。

◆タテジマキバガ幼虫が綴り合わせたチゴザサの葉◆

◆タテジマキバガ幼虫◆ ◆タテジマキバガ蛹◆

（大阪支社自然環境研究室・上田達也）

◆タテジマキバガ成虫◆



猛禽GISを使用した
猛禽類調査の手順

－調査計画準備から

データ取得・処理・出力まで－

１．現地調査を始める前に

◆過年度データのGIS化◆

　過年度データをGISデータ化・処理

することにより、過年度調査におけ

る課題を再整理することができま

す。

　また、今後の調査における調査箇

所の選定（絞り込み）や調査目的が

明確となり、今年度データとの比較

材料として利用できます。

　自然環境調査の中で、鳥類調査から

「猛禽類調査」が独立して行われるよう

になったのは比較的最近のことだと思い

ます。北海道において本格的に猛禽類調

査が始まったのは、私の記憶では今から

7 , 8 年前のこと･ ･ ･ 。その当時と比べる

と、取得するデータ項目数のみならず

データ整理・とりまとめの手法も大きく

変わりました。

　「猛禽類調査」は他の調査項目と比

べ、毎月実施される調査頻度、調査地点

数の多さ等から、取得データは膨大な量

　主に希少猛禽類（イヌワシ・クマタカ・オオタ

カ等）を対象とした生息確認調査・繁殖確認調査

のことを指します。猛禽類は生態系の上位種とし

て扱われるため、特定種に絞り込んだ調査を行う

ようになりました。

　調査手法は目視確認調査（定点観察・現地踏査

等による調査）が主体となります。最近では、

CCDカメラを利用しての繁殖状況確認調査やラジ

オテレメトリー法による追跡調査も行われるよう

になりましたが、営巣地の特定・事業対象地の利

用状況の把握を目的とした場合は、今後も目視確

認調査が主流となると考えます。

【コラム】猛禽類調査とは

◆数値地図の利用◆

－観察範囲の作成－

　調査地点からの観察範囲内におけ

る標高の高低差を利用し、任意の

メッシュ内におけ

る可視不可視を表

示させて観察範囲

を作成します。複

数地点からの観察

範囲が事業対象地

全体を見渡せるか

否かの判断を行う

ことにより、定点

配置等の選定に役

立てます。

　また、事前に可

視不可視を表示させた図を参考に、

現地で視野図（図1 ）の作成を行うこ

とにより、調査者の負担を軽減する

ことが出来ます。

図1　視野図

になります。その膨大なデータを処理す

るために、数年前からG I S を用いたデー

タ処理を進めてきました。今回は、猛禽

類調査におけるG I S の活用方法（猛禽

GIS）についてふれたいと思います。

　これから紹介するGIS処理にはArcView

を使用しています。ArcViewは、GISソフ

トウェア市場で世界トップシェア（米

DARATECH社調べ）を誇り、今後のGIS

主力ソフトとして期待が持たれていま

す。

（北海道支社自然環境研究室

嘉藤慎譲・今野尚美 ）

猛禽類調査における

猛禽GISの紹介

業務紹介



2.取得データをGISデータにする

◆飛翔図を書くために◆

　種名、確認時間、消失時間、性

齢、飛翔高度、確認位置、消失位

置、消失環境、ディスプレイ種類、

ハンティング種類、とまり位置、と

まり時の状況等、現地で取得した

データをG I S データとして入力しま

す。調査デザインを明確にした上

で、データを細分化して入力するこ

とにより、指標行動の抽出や識別つ

がい別飛翔ルートの表示等、様々な

表現方法が可能となります（図2）。

業務紹介

◆メッシュで考える◆

　現地調査データ、観察時間、視野

図を用いて、任意の大きさに設定し

たメッシュ内における出現回数、出

現時間、出現頻度等を算出します。

　1つのメッシュにおける出現回数等

のカウント方式は仕様によって異な

りますが、カウント方式によって

データの優劣が極端に出ないように

設定します。現地調査結果をメッ

シュに置き換えて表現し、確認され

たメッシュの連続性を読みとること

により、調査地区における利用状況

の濃淡を表現できます（図3）。

◆複数の視点から考える◆

　猛禽類調査で得られた調査データ

をベースに、他項目からの視点（植

生調査結果、哺乳類調査結果等）を

取り入れ、総合解析を行います。餌

資源の年次変動による繁殖への影

響、代替環境下でのシミュレーショ

ン、営巣適地分布図の作成等、単一

の調査結果では表現できなかったも

のが可能になると考えます。

　また、地形データや衛星画像の利

用も今後期待できる材料の一つにな

ると思います。

種名、確認時間、消失時間、

性齢、飛翔高度、確認位置、

消失位置、消失環境、ディス

プレイ種類、ハンティング種

類、とまり位置、とまり時の

状況等、現地で取得したデー

タをGISデータとして、入力

して作成します。

図3　メッシュ図

図2　飛翔図

現地調査データ、観察時間、

視野図を用いて、任意の大き

さに設定したメッシュ内にお

ける出現回数、出現時間、出

現頻度等を算出して作成しま

す。

注）図のデータは架空のものを使用しています。
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GISだから出来ること。

「お絵かきソフトとの違い」

　GISとはGeographic Information
S y s t e m ：地理情報システムの略称で

す。

　お絵かきソフトとの大きな違い

は、線・点・面の情報を複数のレイ

ヤーで管理するお絵かきソフトに比

べ、GISソフトでは線・点・面データ

が独立した位置情報を持ち、各デー

タが更に複数のデータ（属性情報）

を持ちます。つまり、位置情報と属

性情報を個別に持つことにより、

データの自由な組み合わせが可能と

なります。

　しかし、取得したデータをやみく

もに入力すれば良いとは限りませ

ん。本システムにおいては、取得し

たデータを最大6 0 項目にわたる細目

に分け、調査デザインを明確にした

上で細目の内容を更に検討

するようにしています。

　G I S だから出来ること。

それは、継続的なデータの

積み重ねから、全体的な自

然環境の把握を行い、単年

度・単項目では見えなかっ

た視点の発見が可能になる

ことと考えます。

GISコストは割高か？

　G I S と聞くと、先進的で

ある、データベース化が進

む、ビジュアル的で判りや

すい、という意見の反面、

どこまで役に立つのか、難

しい、高コストといった、

イメージがあることも確か

だと思います。実際、業務

の作図にG I S を使用する場

合と、お絵かきソフトを使

用する場合では、作図機能

に特化しているお絵かきソ

フトを使用した方が安くな

ります。

　しかし、前述のようにGISの活用意

義は作図にあるのでなく、複数年に

わたるデータや確認位置に付随した

データの組み合わせにあります。公

共性の高い事業においては、次に繋

がるデータとして残す意義があると

考えます。継続性の高い業務や複数

項目にわたる業務にGISは切り離せな

いツールとなっています。

　GISは難しいからコスト高となるの

ではなく、次に繋がる付加価値のあ

るデータ構築には、多少お金が掛か

ると考えてはいかがでしょうか。

今後の課題

　いくつもの要素を取り入れて、そ

の情報を一元管理・一括処理のでき

るG I S は画期的なツールだと思いま

す。その反面、GIS処理した図面等が

調査結果を素直に表現していなくて

も「それらしく」見えてしまうこと

もあると思います。

　猛禽類調査におけるG I S 活用も、

出現頻度の計算方法、観察時間の定

義が一部マニュアル化され、パソコ

ンを使った統計手法も日々進化した

こともあり、ここ数年でG I S を取り

巻く環境も大きく変わりました。

　当社では、猛禽G I S をはじめとし

たG I S の活用は全社的な取り組みと

して、精度の高いデータ作成や環境

解析を目指して行ってきました。　

　G I S 技術は日々進歩しますが、そ

の材料となるデータは現地調査から

生まれてきます。今後も当社が培っ

てきたフィールドでの経験と技術を

生かし、現地調査から得られた生き

た調査データと進化するG I S 技術を

活用して、複数の視点から見えてく

る本質を表現していきたいと思いま

す。

 

54 求愛給餌 特別な行動の一種。
55 攻撃 攻撃の場合コードを記入。 攻撃コード
56 確認状況1 確認状況(1～245文字目)
57 確認状況2 確認状況(246～490文字目）
58 確認状況3 確認状況(491～735文字目）
59 推定つがい名
60 同時確認地点

No. フィールド名 内容 コード対応表
1 No. 種別・月別ファイル内で固有の番号。GIS作業上のフィールド。
2 年月日 確認年(西暦)、確認月(2桁）、確認日(2桁）
3 確認番号 確認表と対応する番号。確認開始から消失までをひとつのまとまりとしている。
4 行動コード 凡例表示（線の種類、点の種類等）上必要なコード。デ種類。 行動コード
5 トレースNO 速報で用いている番号
6 調査地点 観測地点
7 種名 確認種名
8 始時 確認開始時分秒（9時5分15秒→090515）
9 始分 確認開始時分秒（9時5分15秒→090515）
10 始秒 確認開始時分秒（9時5分15秒→090515）
11 終時 消失時分秒（9時5分15秒→090515）
12 終分 消失時分秒（9時5分15秒→090515）
13 終秒 消失時分秒（9時5分15秒→090515）
14 齢 齢別コード 齢別コード
15 雌雄 性別コード 性別コード
16 個体識別 個体識別整理記号
17 飛翔高低 飛翔高度低
18 飛翔高高 飛翔高度高
19 LOST環境 ロストした環境 LOST環境コード

飛翔軌跡データの属性例

図4　データ細目の例
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◆多様な日本の昆虫◆

　日本の昆虫は多様である。どのくらい

多様なのか、数字で表現してみる。

　日本産昆虫総目録によれば、日本に生

息している昆虫のうち、名前がついてい

る種類数は約30,000種である。大まかな

内訳は、鞘翅目（コウチュウ類）が

10,000種、鱗翅目（チョウ、蛾）が5,000
種、膜翅目（ハチ、アリ）が5,000種、双

翅目（蚊、アブ、ハエ）が5,000種、半翅

目（セミ、ウンカ、カメムシ）が3 , 0 0 0
種、その他の目の合計が2,000種である。

【参考文献】
<アカハネバッタ> 宮武頼夫・加納康嗣(1992)検索入門セミ・バッタ,保育社 ／ 小林正明(1981)信州の秋に鳴く虫とそのなかま,秋の虫の会
<フサヒゲサシガメ> 朝比奈正二郎・石原保・安松京三(1965)原色昆虫大図鑑Ⅲ,北隆館／ 後藤伸(1996) 紀州で"むかし"採れたカメムシ類
その後見つかりませんか【１】,かめむしニュースVol.4:4-5／ 宮武頼夫(2001)保全上重要なわかやまの自然 昆虫類,和歌山県環境生活部

ところが、日本の昆虫には名前がつ

いていない種類（未記載種、未記録

種）も数多く存在している。それら

を大まかに想定すると、鞘翅目は

5,000種、鱗翅目は3,000種、膜翅目は

10,000種、双翅目は10,000種、半翅目

は2,000種ほど存在していると考えら

れている。名前がついていない昆虫

の種類数は、名前がついている昆虫

の種類数とほぼ同じ30,000種ほど存在

している計算となる。本当のところ

どうなのかは誰にもわからない。し

かし、「まだまだ日本には名前がついて

いない昆虫が数多く存在している」とい

う事実は、種類数の多いグループに取り

組んでいると、ある程度実感がわいてく

る。例えば、双翅目のガガンボ科では名

前がついた種類は日本に約7 0 0 種ほど生

息しているが、名前がついていない種類

はおそらくその‚３倍生息しており、合計

で3,000種前後は生息しているであろうと

推定されている。同様に鞘翅目のハネカ

クシ科では名前がついた種類は1,500種程

度だがおそらく3,000～4,000種、膜翅目の

ヒメバチ科では名前がついた種類は1,200
種程度だがおそらく3,000種前後、双翅目

のユスリカ科に至っては名前がついた種

類は800種程度だがおそらく5,000種以上

は生息しているのではないかと推測され

ている。ものすごい数字である。

　世界で一番昆虫の解明が進んでいる国

はイギリスである。イギリスの昆虫の解

明度は9 9％程度だと云われており、その

目  名 科  名

珍　　品　　度 ★　★　★　★　★

生　態
７月から８月に採集例がある。
まばらな松林などの下草に生息する。地上性である。
産地は局限され極めて少ない。

分  布
本州（秋田県、新潟県、東京都、長野県）
国外では朝鮮半島北部、中国東北部、内モンゴル、東シベ
リア

ウォンテッドカルテ　その１

種  名

アカハネバッタ

Celes skalozubovi akitanus  (Shiraki,1910)

直　　翅　　目 バ　ッ　タ

形  態

◆♂25～27mm、♀35～40mm
　中型のバッタ。褐色。

◆後翅基半部が赤いため、アカハネ
バッタの名前がついた。

◆後腿節の背面より内側に黒褐色の
３帯があり、後腿節には３個の暗い
藍色の環がある。

◆♀は太めでずんぐりしている。

その他

知る人ぞ知るバッタ界の超ウルトラ級の珍品である。
一番最近の採集例は10年以上前に新潟県柏崎市の松林で採
れたっきりである。
今年、北海道大学図書刊行会から発行予定の日本産直翅類
大図鑑に載せるために、多くの日本直翅類学会会員が本種
に挑戦したが、結局誰も採れなかった。

目　名 科　名

珍　　品　　度 ★　★　★　★　★

ウォンテッドカルテ　その２

種　名

フサヒゲサシガメ

Ptilocerus immitis  Uhler,1896

半　　翅　　目 サ　シ　ガ　メ

生　態 松の樹皮下で群生しアリを捕食する。

その他

体が扁平で、触角と脚にフサ状の長毛が密生している。形
状が珍しい上に松の樹皮下でアリを集めて捕食するという
奇習が知られているため、カメムシ屋なら誰もが一度は手
にしたいと思う大珍品である。
本種の確実な記録は、和歌山県橋本市1950年3月18日採集の
5個体である。それ以降50年以上確実な採集記録がない。
最近発行された和歌山県レッドデータブックでは絶滅種と
されている。

形　態

◆体長6～7mm。

◆淡黄褐色で光沢があり、極めて長
い同色の剛毛でおおわれる。

◆腹部下面基部に長毛を密生した特
殊な腺の開口部がある。腹部の腺は
アリに対する誘惑腺と考えられてい
る。

分　布 本州、九州



研究紹介

種類数は18,000種程度である。解明度99
％で種類数が18,000種のイギリスに比べ

て、解明度50％以下で種類数が30,000種
の日本は、ものすごく昆虫が多様な国で

あると言い切れる。と同時に、日本の昆

虫相が1 0 0 ％解明される日は、はたして

やってくるのだろうかと少々悲観的な思

いにもかられてしまう。現在の30,000種
に到達するのに、明治時代から約1 0 0 年

かかっている計算になるから、残り

30,000種の解明にはあと50年以上はかか

りそうな気がする。昆虫の分類で生計を

立てることがほとんど出来ない日本で

は、これよりも早くなることはまずない

であろう・・・残念ながら。

◆ハチハエカメムシは宝の山◆

　チョウ→カミキリムシという虫屋の王

道を歩んできて、ある日発作的に「よし

ハエをやろう！」と決めてから、５年ほ

どが経つ。良い図鑑があり、多くのプロ

アマが活動している鱗翅目と鞘翅目

に比べて、図鑑では同定が困難でプ

ロアマも非常に少ない膜翅目、双翅

目、半翅目など（一言で言えばハチ

ハエカメムシ）に取り組んできた

が、これらはまさに宝の山である。

宝が多すぎて、どれから手をつけれ

ばいいのか、途方に暮れる日々であ

る。

　自宅から3 0 分ほどの狭山丘陵で、

あっけなく未記載種や日本未記録種

ではないかと思われる種類が採れて

しまう。実に経済的である。他に研

究している人がほとんどいないた

め、自分の採集記録がすぐに新知見

になってしまう。実に目立ちたがり

屋向きである。

　チョウやカミキリムシと、ハキリ

バチやハナアブは昆虫としてはまっ

たく同じはずなのに、一方は日本全

国の記録がたくさんあり、一方は記

録が皆無の都道府県すらある状況であ

る。マイナー昆虫に取り組んでいると、

アマチュア虫屋のバランスの悪さを痛感

する。もっと多くのアマチュア虫屋が、

「未記載種や未記録種は当たり前」のわ

くわくするようなマイナー昆虫の世界に

来てほしいと思う。

　ところで、チョウやカミキリムシと同

じように、ハチハエカメムシにも珍品は

存在する。しかし、それらは図鑑類では

なかなかわからない。そもそも図鑑で

は、どれが普通種でどれが珍品なのか、

何も書いていないことが多い。しかし、

確実に珍品は存在する。しかも、チョウ

やカミキリムシと比べても、遜色ないほ

どに採集困難な種類が多く存在する。そ

れらについて少し紹介する。下記カルテ

を読んで、少しでもマイナー昆虫に興味

を持つ人が現れれば幸いである。

（東京本社自然環境研究室・伊東憲正）

<トラツリアブ>　朝比奈正二郎・石原保・安松京三(1965)原色昆虫大図鑑Ⅲ,北隆館／ 大阪府(2000)大阪府野生生物目録
<ウスルリモンハナバチ>　中村和夫(1997)レッドデータブックの改訂と栃木県のハチ類Ⅱ,インセクト48(1):45-53／ 須田博久(2000)千葉県
の保護上重要な野生生物 ハチ目,千葉県環境部自然保護課

目　名 科　名

双翅目談話会の主要会員に採集経験者が一人もいないた
め、現在までまったく手がかりがつかめない大珍品のツリ
アブである。
名古屋の岡田正哉氏に聞いたところ、かつて愛知県定光寺
で見たことがあるとの事。ツリアブ科はハナバチ類に寄生
するので、秋に発生するムカシハナバチ科の珍品に寄生す
るのかも知れない。最近発行された大阪府野生生物目録に
大阪府での記録が載っているが詳細は不明。

ウォンテッドカルテ　その３

種　名

トラツリアブ

Anastoechus nitidulus  (Fabricius,1794)

双　　翅　　目 ツ　リ　ア　ブ

生　態 年１回秋季に出現する。

その他

珍　　品　　度 ★　★　★　★　★

分　布 本州、四国、九州
国外では全北区

形　態

◆体長8～14mm

◆銀白長毛が体に密生
する。

目　名 科　名

コシブトハナバチ科の稀種シロスジコシブトハナバチに寄
生する。成虫は７月～９月に見られる。

分　布 本州（栃木県、千葉県、兵庫県、岡山県）、九州（鹿児島
県）。岡山県では瀬戸内海の鹿久居島に比較的多い。

形　態

◆体長12mm内外

◆ルリモンハナバチに
似るが、体の斑紋はル
リモンハナバチが青色
なのに対して白青色で
ある。斑紋にも違いが
ある。

その他

日本産昆虫総目録に未掲載の種で、各種図鑑類にもほとん
ど載ったことがない非常に美しいハナバチ。関東での確実
な記録は千葉県の３例（市川市1958年8月、成田市1968年8
月、銚子市1969年8月）のみである。
寄主であるシロスジコシブトハナバチが大珍品なので、そ
れに寄生する本種はスーパー大珍品であるといえる。

ウォンテッドカルテその４

種　名

ウスルリモンハナバチ

Thyreus centrimacula  (Perez,1905)

膜　　翅　　目 コシブトハナバチ

珍　　品　　度 ★　★　★　★　★

生　態
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地方名でおっしゃる

ので、 はじめは何の

ことかわかりません

でしたが、 話を聞い

ていくうちに 「ドウゼン＝カマ

ツカ」、 「アカバチ＝アカザ」

ということがわかり、 昔の川の

様子などを詳しく教えてください

ました。

■聞き取り調査以外でこちらから

地元の方に話しかけることはありませ

ん。 しかし、地元の方から昔の様子

をはじめ、 昔どこにどんな種が生息

していたかなど、 なかなか文献から

では得られないような、 地元の方し

か知り得ない 「地域の情報」をもっ

た方に出会うときがあります。 この

ような情報は調査にとても役立つ場合

があります。 そこで、 私は 「なに

してまんの？」 と地元の方に声をか

けたれたら 「はい。生き物の調査で

す。」 と不審がられないように笑顔

で返事をして、 たとえ話し好きなお

ば( あ) さまの身の上話であろうと

「地域の情報」 が含まれていないか

どうか、 聞き逃さないようにしてい

ます。

■ 「 な に し て ま ん

の？」 「何かの調査

ですか？」

　現地調査に出ると、

地元の方に不思議そうな顔でしゃ

べりかけられることがあります。

「ガスのメーターなら向こうです

よ。」 と言われたこともありま

す。

「はい。 生き物の調査です。」

「生き物の調査？」 「はい、ヘビと

かカエルの調査です。」 「あーそう

ですか。 暑いのに大変やねー。」

　多くはこんな感じで始まり、 会釈

をして調査を再開します。 冬の調査

で 「寒いやろ。あたっていき。」と

たきぎをしている優しい方にお会いし

たこともあります。 「これ持ってい

き。」 とミカンをいただいたりする

こともあるそうですが、 いただき物

は女性調査員に多い傾向があるようで

す。 　また、 話好きなおば(あ)さま

につかまると、 どんどん勝手に話が

進んでいきます。 「ヘビねー。イノ

シシはようけおるよ。」 と生き物の

話をするのかと思いきや、 「私ここ

に嫁いできて50 年になるんですけど

な、 おととしじいさんが死んで、私

　最近、 都市近郊二次林の植物を対象とした研究をしているが、 「こんな奥地ま

で○○○が進出しているのか！」 「こんな街中でも■■が残っているのか！」 と

いう具合にオドロキと発見の連続である。 そんな中に、 園芸種だらけの雑木林が

ある。 鳥が人家や街路植栽の木の実を食べて、 糞として種子散布をしたもので、

林内はシュロ、 ヒイラギナンテン、 トウネズミモチなどなど、外来園芸樹種のオ

ン・パレード。 どうみても、 在来の植生の撹乱。 しかし、 これらのタネも冬の

鳥の重要な餌資源であることを考えると、 とても悩ましい。

　自然再生や都市再生が言われる昨今ですが、 概念整理からして、 難しいもので

すね。                                                                                       　　　　  （根本　淳）

　　　　　　　　　　

編
集
後
記

あ る 日 の フ ィ ー ル ド ・ノートから

なにしてまんの？

左   ： 石をめくってカエル

            探し

右上 ： カメ探し （近くに、

             民家があると勘違い

             されそうです）

右下 ： 水田の水路でオタ

            マジャクシ探し

素朴な疑問やご感想など下記のアドレスまでお寄せください。お待ちしています。

E-mail ：nl-info@chiikan.co.jp

ご 意 見 　ご 質 問

お 待 ち し て い ま す

一人で畑やってますねん。息子は先週

帰ってきたんやけど･･･。」

　この時はどうやら私を県の職員と思

い込み、畑の食害がひどいのでネット

を張って欲しいということが言いた

かったみたいです。

　これはまれな例ですが、地元の方か

ら参考となる生き物の情報が得られる

ことがあります。特に、河川で魚類調

査を行っている時にしゃべりかけてく

る方には、子供の頃に魚捕りをされて

いた方が多いようです。さすがに投網

やタモ網を持っているので「なにして

まんの？」 と尋ねてはきませんが、

「何が捕れた？」とか「大きいの捕れ

たか？」 とか尋ねられます。

「ドウゼンは今でもようけおるやろ？

アカバチはおったか？」
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