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手ですか？わたしはわりと好きで、子供の頃に巣を張るクモの脚の

クモの奇妙な世界

動きに惹かれて、ずっと観察していたことを思い出します。

その姿・行動・能力のすべて

最近はネットでもハエトリグモの可愛さに気づき、ゴキブリを食べ
るアシダカグモを 「軍曹」と親しみを込めて呼ぶ人も増えてきまし
たが、ハロウィンのイラストにはコウモリと一緒に必ず登場してい
ますし、なにかしら不気味なイメージが固定されています。でも、

馬場 友希/ 著
家の光協会
1,800 円＋税

No.309/2020.9
今年の十五夜は１０月１日。
「月に雁」が実現するかも？？
ガンカモシーズン到来します！

調べてみると世界各地のクモに対するヒトのイメージはそれほど悪
くありません。農作物を荒らす虫を食べる益虫だったり繁栄や財産
をもたらす象徴でもあったりします。

クモの愛好家や研究者は、最初からクモが好きなわけではなく、むしろ嫌いだった人のほうが多いそうです。そういえば、今年
*1

（2020 年度）のイグノーベル昆虫学賞は 「多くの昆虫学者が昆虫よりも脚が 2 本多いクモを怖がる証拠」 という研究でした。
非常にタイムリー！でも昆虫に脚が 2 本増えただけでなんで途端に苦手になるんだろう…。カニなんてさらに 2 本多いのにそれ
ほど嫌われていません。なぜでしょう？どこかでクモに対しての誤解があるのかもしれません。
ということで、前から読みたかった 「クモの奇妙な世界」を取り寄せました。手にとってまずその厚さにびっくり！黄色い表紙
*2

も相まって、まるで 「黄チャート」 のような第一印象です。ずっしり。
クモが苦手な方もご安心ください。巻頭の図説にデザイン化されたオシャレなクモたちの体の説明と巣の種類、系統樹が載って

キュートな体型と
キュートな配色で

ひゃっほー！！！いいねいいね、サカナが見やすいね！ウチらの季節ね！！
リアルな挿絵はでてきません。恐怖をなくしてクモの知識を得ることができるのは、とて
いるだけで、本文中にクモの写真や、
みんな知ってるよね？ウチらのこと。オレンジのお腹に水色の背中。喉もとの白が効いてるこの色
もいい取り掛かりだと思いませんか？クモの不思議や能力のあらましは、ゆきレンジャーのコーナーを読んで、本文を読んで
づかいと、ちょっと大きめな頭がウチらのチャームポイントなのね☆９月の鴨池ってさ、水少なめで
とても愛すべき存在なのがわ
もらうと一番いいと思うので書きませんが、クモが人間の生活・文化に大きく関わって来た、
ウチらの大好きなサカナを獲るのにすっごくいい感じなの。けっこう遠いとこにいるけど、水色の羽で
かってきます。そしてクモに対する大きな誤解も消えていくはずです。
すぐわかるよ！杭とか水面に近いとこの木の枝なんかによくとまってサカナ探してるから、ウチらを見
最初からクモが好きではなかったクモの研究者たちは、いちどクモの魅力に触れるとたちまちひかれていったそう
つけてみてよね☆
こちら若鳥
です。イグノーベル賞論文のクモ嫌いな昆虫学者のみなさんの今後にも期待しましょう。この本を読み進めて
色鮮やかになるのは
サカナ見つけたらね、くちばしから一気に水の中へダイブして
クモに魅力を感じ始めたら、次はどうすればいいかをナビゲートしてくれるようになっています。観察の
捕まえるの。素早いよ〜☆英語でKingfisher＝サカナ獲りの王様
仕方、自由研究のアイデア、参考文献も充実。いつか鴨池でクモ観察会をしたいですね。
ありがとうございます！
これからだ！ って言われるのも納得のキレのよさだから！このくちばしだって、
ゆきレンジャー、いつでもこの本読めるようにしておきますね☆
冷汗かきつつ読みます☆
（ゆきR）
水にしゅっと飛び込んでいくのに最適なかたちしてるの。５００系
*1 : “Arachnophobic Entomologists: When Two More Legs Makes a Big Difference,” Richard S. Vetter, American
Entomologist, vol. 59, no. 3, 2013, pp. 168-175.
新幹線のヘッドデザインはウチらがモデルになってるっていうのは
*2 : 数研出版の学習参考書。 表紙の色で赤チャート、 青チャート、 黄チャート、 白チャートと呼ばれる。
白チャートの存在は最近知りました。
ちょっと自慢よね☆

ハートもがっちり
キャッチします☆

Alcedo atthis
ブッポウソウ目
カワセミ科カワセミ属
Common Kingfisher

かもいけつうしん

はらづつみでなくて
はらつづみなんすよ
そもそも月見て腹た
たいたりしないすよ
今夜は明るいなぁっ
て思うくらいっす
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今回は苦手ないきものに敢えて立ち向かう、ゆきレンジャーに敬意
ほんのいいとこドリ！ を表し
苦
（追い撃ちともいう）、クモの本です！みなさんはクモ、

翡翠

あっそうだ！カワセミって漢字で書くと
なのは知ってる？
ダメよっ、いきなりヒスイって読んじゃ！ウチらのが先なんだからね！
ウチらの羽の美しさに似た色の宝石ってことで漢字貸してあげたんだ
からね！！ま〜でも宝石と漢字シェアしてるのは悪い気しないかなっ☆

ウチら女子はくちばしの下半分が赤くて、
男子は全部黒いのね。この赤、すっごくかわいいでしょ？でね、男子が女子
にアピールするときは捕まえたサカナをプレゼントしてくれるの☆しかもちゃーんと頭の方から食べやすいようにくわえ
直してくれるの。このマメさが大事なんだよね☆てかプレゼントされるとこ、あんまり鴨池では見せたことないけどね☆
やっぱりなによりウチらの色鮮やかな流線型ボディと華麗なダイブを見てもらいたいもん！ウチら年中この辺いるから、
たまに会うかもしれないよ？これから増えてくるカモばっかり見てないで、たまには杭の先とかも見てみてね〜☆

そろそろ来るか！？トモエガモ！マガン！ヒシクイ！
コハクチョウ！！誰が今シーズンいちばん最初に見
つけるか、レンジャーこっそり競ってます。が、お
客さんが先に見つけることも結構あります。ガンは
大きくてわかりやすいので狙い目です。レンジャー
を出し抜いてやってください！受けて立つ！！
ちなみにカモはオスがまだエクリプ
スな姿なのでちょっと難易度高め。
マガンは９月２４日初認済みです。

８月の鴨池で確認された
鳥たちは↓↓こちら↓↓

オシドリ カルガモ ハシビロガモ コガモ ホシハジロ

TORI TOPICS Aug.

カイツブリ キジバト アオバト コウノトリ カワウ

＊８月の鴨池にいた鳥、 来た鳥をダイジェストでご紹介します！

◯コウノトリ J0078 飛来 （２２ ・ ２３日）
◯チュウヒ・ノスリ確認 （２３日）
◯コガモ・ハシビロガモ初認 （２９日）

おすすめ

ゴイサギ アマサギ アオサギ ムラサキサギ 亜種チュウダイサギ
チュウサギ コサギ バン コチドリ
ミサゴ ハチクマ トビ チュウヒ サシバ ノスリ

→ちょくちょく来ます
コウノトリ。
この J0078 は昨年福井県
坂井市内で子育てしてい
たお母さんです。

カワセミ ハヤブサ
サンコウチョウ モズ ハシブトガラス ツバメ ヒヨドリ
ウグイス メジロ セグロセキレイ （以上３５種）

おしらせ

と

現在観察館でのイベントはお休みしていますが、
１０月１６日〜２５日に市内瀬越町 竹の浦館で開催さ
れる 「たけのうら学園祭 カガコレ」に出展します♪
加賀市で活動している多彩なみなさんによる展示や販
売、ワークショップを楽しめる１０日間です。観察館
の展示ブースに来た方にはちょっといいことあるか
も？なものをご用意する予定。詳しくは 「カガコレ」
で検索してみてね！

鴨池観察館通信紙 No.３０９
鴨池通信 ２０２０年９月号
発行：加賀市鴨池観察館
制作編集：加賀市総合サービス株式会社
田米希久代

Twitter・Facebookで
最新ニュースお届け中！
Facebookはアカウント
なしでも見られます
！
！

櫻井佳明 中野夕紀子

指や紙などで
〒９２２−０５６４
片方を隠すと
読みとり
石川県加賀市片野町子２−１
やすいよ！
TEL：０７６１−７２−２２００
FAX：０７６１−７２−２９３５
E-mail：kamoike@kagashi-ss.co.jp
URL：http://kamoike.kagashi-ss.com

Twitter

Facebook

怖いです。小さなクモでも触れません。大きなクモに遭遇したら叫びます。タランチュラが

クモは節足動物門鋏角亜門クモガタ綱クモ目
に分類されるいきもの。近いなかまはダニ・サソリ。
からだのつくりから言えば、

・ 触肢がある
・ 鋏角がある

でも、この世からいなくなればいいとかキモいとか言うほどではありません。彼らの生態
や行動にはすごい！と思うことがたくさんあります。これまで聞きかじりでへぇなるほどく
らいにしか知らなかったクモのことについて、もう少し詳しく調べてみることにしました。
いくら苦手でも、
よく知らないままイヤだとか気持ち悪いとか怖いとかと否定するのはなん

鋏角（上顎）

目

・ 糸いぼがある
ものがクモ。

それでもクモは絶対絶対絶対ダメ！！！！！という方は見ないほうがよいかもしれません。
平気な方、クモに詳しい方は生温かい目でごらんください。ゆきR の精一杯です。

用途に応じて糸を使い分ける匠の技。
糸を出す器官、 出糸腺が７種類あってそれらの組み
合わせで性質の異なる糸を出します。 ただしこれも
種によって７種類より少ないものもいます。

・大瓶状腺 -しおり糸や網の枠糸、縦糸
・小瓶状腺 -網の足場糸
・集合腺 -網の横糸の粘球
・鞭状腺 -網の横糸の地糸
・管状腺 -卵のうの外壁
・ブドウ状腺 -獲物をつかまえるときの捕帯・卵の保護
・ナシ状腺 -付着盤・接着剤

しおり糸や
牽引糸というよ！

カイ
コの
まゆ

網を張らないクモには集合腺がなかったりと、かならずしも
７種類全部そろってるわけではないのだ

鳥も巣材に使う

同じくタンパク質
から成るシルクは
紫外線に弱い…

これだけ最強な糸、 鳥が目をつけない
はずがない！？中でもメジロはクモの
糸を集めるとき、 クモの巣に自らつっ
こみ、体にまとわりつかせてゲットする
そうです。 やり方がかなりやんちゃで
荒っぽい…

クモの糸で織った布がある
マダガスカルに生息するジョロウグモの糸を使って織った
布がアメリカ自然史博物館に収蔵されています。
長さ

蚕みたくいかないこと

３.４m
つかまえたクモ

クモ捕獲動員

糸採集担当

クモ１匹から引き出す糸

１００万匹

７０人

１２人

２４m

完成までに

糸１本つくるためにクモの糸

しかもすべてのクモを

4年

９６本縒りあわせる

無傷で自然に還す！

約２０cmのクモの糸を
輪っかにしてある

先生

奈良県立医科大学の大崎茂芳名誉教授はクモの糸研究で
有名な先生です （しおり糸が２本どりであることを発見
したのもこの先生）。 強さと柔らかさを併せ持つクモの
糸の特性をバイオリンの弓に応用しようと思い立った先
生はなんと自らバイオリンを習い、 クモの糸製の弓を
使ってバイオリンを演奏しました。 その音色は専門家
いわく、 「柔らかくて深みのある」 ものだったそう。
しかもストラディバリウスのバイオリンと特に相性が
よかったとか。 聴いてみたい！！

…なので大量生産むり
でもクモの糸を人工的に作る
研究は世界中でされている

さらに大崎先生はクモの糸 万本を
縒り合わせた糸で自分の体をぶら下
げることに成功してるのだ！

クモの糸でバイオリンを弾いた先生がいる

・クモはたくさんで飼う
と共食いする
・糸がとれる時期が限
られている
・餌の確保が大変

19

クモのご機嫌をとりつつ
糸を集めたらしい

※先生の体重は
６５kg

気門

歩脚
先端に爪がある。
それぞれの脚の向き
は種によって違う。

※クモの種類によって
頭胸部と腹部の大きさ
や目の並び方、脚のか
たちや向きは違う

頭胸部の容積の８割を
脳が占めているものも
いるよ！
ハエトリグモの脳は
これだけあるのだ

クモ、
スタミナない…
呼吸器官が書肺という原始的なしくみ
のため、 素早い動きには対応できて
も持続性に欠けるそうです。

体外消化で効率UP
獲物の血や体液を吸うのではなく、
咬みついたところから獲物の体内に
消化液を注入し、 消化された成分
を吸っています。 消化器が単純な
しくみで済むのでコスパ良し！その
分糸をつくる器官が発達してます。

地球上で約４８０００種、日本にも約１６００種の

上いぼ
中いぼ
後いぼ

糸いぼ

クモ、
脳がでかい！

７種類の糸が出せる

クモの糸はめっちゃ強い
しおり糸は１本で自分の体重の
２倍の重さに耐えられる強さを
持っています。 さらに伸縮性
もあり、 200℃の高熱にも耐
え、 紫外線が当たるとより強
度が増すとか最強か！？

・ 歩脚が４対８本

写真は撮るのも保存するのもまだ抵抗があるので、絵や図で若干マイルドにしています。

クモは歩くときかならず糸を引いている
獲物を捕まえるときや逃げる
ときもかならず糸を出してい
ます。 風で吹き飛ばされた
り、 網から落ちたりしても
安心♪しかも２本どりだから
バックアップも万全です。
網を張らないタイプのクモも
出してます。

・ 目が８つある※６つや４つのものもいる

するどい牙がある。下顎
獲物に咬みついて 胸板
毒や消化液を注入
する。
書肺

単眼×8 個
昆虫と違って
複眼なし

だか自分がずるい気がしたからです。

クモといえば 糸

１.２m

昆虫のような触角がな
く、この触肢が感覚器
の役割。オスにとって
は交接器官でもある。

日本在来でなくて本当によかったと思っています。

SIDE-B 知らずに嫌うのもね

幅

背中側

まずはじめに。
中の人 （ゆきR）は子どもの頃からクモが非常に苦手です。嫌いというより

触肢

クモとは何ぞや
腹側

かもいけつうしん

閲覧注意( クモ登場します)

クモが生息している。捕食のしかたから造網性・
徘徊性・地中性の３つに大きく分けられる。
上中後３対ある

全クモのおよそ半数は網を張らない。

クモもいろいろ
ユアギグモ

ミズグモ
クモの中で唯一水中生活がで
きる！空気はどうしてるのか
というと…

※本州ではかなり数が
減っているそうです

まずちっっちゃい！
ちっちゃいのにでかい巣つくる！
しかもその巣が半端ない！

体長１mm！
！
←これくらいしかない！
！
！
のに、
これくらいの巣をつくっちゃう！
！→

水草にドーム状の網を張る

空気室でーきた♪

おしりに空気をつけてはこぶ

クモといえば 毒
危険なクモはそれほど多くない

まずざっくりと網をつくる
といっても横糸は９０ー１００本！
！
（縦糸も実際はもっと多い）

トリノフンダマシ

カバキコマチグモ
日本在来のクモのなかで最も強い毒
を持ってます。ヨシやススキの葉っ
ぱがちまき状に結ばれたようなもの
を見つけても中を開けたりしちゃダ
メ！お母さんグモが自分や卵を護る
ために咬みつくかもしれません。
それにこのお母さん、 我が身を生
まれたての我が子たちに食べさせて
しまうんです…

クモの毒は獲物の動きを鈍らせて消化液を注入しやすくするためのもので、
昆虫など節足動物に対して特に効果は抜群です。 脊椎動物に対しては効果は
今ひとつなものがほとんどですが、 中にはヒトが咬まれた場合に腫れや激痛
を引き起こしたり、 適切な処置をしないと死に至ったりするほど強い毒を
もったクモもいます。 幸い日本の在来種にはヒトを死なせるほど強い毒をもっ
たクモはいませんが、 カバキコマチグモは咬まれると激痛や発熱などの重い
症状が出ることがあります。 人間が不用意に手出しをしない限りクモの方か
ら咬みついてくることはないので、 むやみに捕まえようとしたりせずにそっ
と見守ってあげてくださいね。 近年日本でも確認が相次いでいるセアカゴケ
グモも同じです （見つけたときは最寄りの自治体に連絡を）。

こういうの、
草むらで見たことある
でしょ？これが巣もしく
は卵のう。

特に危険なクモTOP３
・クロドクシボグモ ←中南米にいる・１匹で８０人殺せるほどの毒をもつ・バナナスパイダーともいう
・シドニージョウゴグモ ←オーストラリアにいる・サルとヒトにこうかばつぐんな毒をもっている
・ドクイトグモ ←北米南部にいる・血球を破壊する毒をもっている
強い殺菌力
少々脱線しますが、 クモが獲物に注入する消化液には強力な殺菌作用があります。
このため獲物の体内に病原体などがいてもクモの体に取り込まれることはありません。
また、 自分の体のお手入れにもこの消化液を使うためクモの体はいつも清潔で、 クモ
が何らかの病原体を媒介することはないと言われています。

さらに縦糸を追加するのだ！
！
中→外→中と往復で２本ずつ！
縦糸は約２００本にもなるのだ！
！
！

つやつやした見た目でその名のとお
り鳥のフンそっくりなクモ。 姿や
名前のみならず、 幼体のときは網
を張らずに脚でひっつかまえるとか
成体は夜中しか網張らないとか面白
いとこづくし。

鴨池にもいるぞ！
目の粗い網を
張るぞ！

！
ーい
ちこ
ばっ

獲物を待ちかまえる幼体
←ふんばっている

葉っぱのふち
鋏角が太く長く鋭い
ので、人間の指にも
ぷすっと刺さるのだ

ハエトリグモ各種
ご多聞にもれず目が８つありますが、 真ん中２つの目がこと
さら大きくぱっちりしていてかわいい…です。 網を張らず
に歩き回り、 獲物めがけてジャンプして捕まえるために視覚
が発達していて、 目が３D スコープのように立体的に見える
ようなしくみになっています。 体の色もバリエーション豊
かで、 ふさふさした毛が生えているものもいます。 興味の
ある方はハエトリグモで画像検索してみてください。 けっこ
うかわいい…です。

樺黄小町蜘蛛でっす

目のつき方はこんなかんじ→
※脚や触肢・かわいさは
省略してます

クモは３億年前からあまりその姿を変えていない原始的ないきものなんだそうです。南極を除く
あらゆる場所に住んでいて、鳥類や哺乳類をはじめとするさまざまないきものたちの命をつなぐ
多くのいきものたちが絶滅してしまうと
糧でもあります。もしクモが地球上からいなくなったら、
か。まだまだやっぱり触れないし、ごついクモは見ると 「ヒッ！」てなりますが、おもしろく
けなげですごいいきものなんだなと思えるようになりました。今回たどり着けなかったクモの網
の張り方などもこれから調べていきたいところです。最後に、この記事を書くにあたり、多くの
クモ研究者の論文や図鑑、サイトなどを参考にさせていただきました。クモへの熱い思いが感じ
られて最高でした。敬意と感謝を表します。

