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いとうひろぶみ : 理科教諭・生物部顧問（令和元年度までは山岳部顧問）

教材研 ・究 紀行文

伊藤　洋文
Hirobumi ITO

１．はじめに

　大学1年の夏、アフリカのケニアへの初めての海外旅行は、私の人生において衝撃的な出来

事であった。非日常的な世界で野生動物を目の当たりにする体験は、感動と感激の連続だっ

た。

　それ以来、アジア、ヨーロッパ、オーストラリア、南北アメリカの各大陸に足を踏み入れて

きた。早いもので、今では訪れた国は60か国を超える。それらの国々では遺跡や建築、美術

館や博物館にも足を運んではきたが、やはり人類による創造物よりも、首からカメラを下げて

大自然の中を歩くことが私にとって最大の楽しみといえる。

　ところが、豊かな自然で知られているにもかかわらず、不思議なことに今まで一度も訪れた

ことのない地域が中米（中央アメリカ）だった。かつてブラジルを一人旅した帰路にパナマを

経由したことはあるが、入国はしていないので訪れたことにはならない。その中米の中でも、

いつかは訪れてみたいと長年思い続けてきた国が、エコツーリズム大国として有名なコスタリ

カだ。高校の『生物基礎』の教科書にかわいい写真が載っているアカメアマガエル、かつて本

校の生物部で飼育していたグリーンイグアナ、個人的に何となく親しみを感じるナマケモノな

どの脊椎動物や、昆虫類など多くの無脊椎動物が生息する生物種の宝庫である。生物学に携わ

る者にとってコスタリカは、極めて魅力的な憧れの楽園なのである。

　そして、とうとう令和元（2019）年の夏、何とか連続10日間の休みと家族のお許しを得て、

コスタリカへの単独行を実現できる運びとなった。自然を求めての一人旅は実に久しぶりであ

る。

　ここでは、私が垣間見たコスタリカの大自然を紹介するとともに、現地におけるエコツーリ

ズムの現状を報告したい。

コスタリカ自主研修
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２．エコツーリズム大国コスタリカ

（1）エコツーリズムとは

　「コスタリカ」という国名とともに、かなりの頻度で使われる用語が「エコツーリズム」だ。

エコツーリズムは、1970年代以降の持続可能な開発に対する自然保護を推進するために必要

な経済手段と、観光産業側からの取り組みという二つの立場からたどりついた共通の概念であ

る。

　エコツーリズムの基本概念は、環境をテーマとして1972年にストックホルムで開催された

国連人間環境会議で初めて取り上げられたとされている。これを受けて1978年、世界遺産委

員会によって世界自然遺産の第1号にエクアドルのガラパゴス諸島が選ばれた。ガラパゴス諸

島は世界で最も早くエコツーリズムを導入した地域といわれており、このガラパゴス諸島での

エコツーリズムの試みが、もう一つの世界的なエコツーリズムモデル地域とよばれるコスタリ

カに引き継がれることとなる。

　ところで、エコツーリズムという用語自体は、メキシコの建築家であり環境保護家であるヘ

クター・セバロス・ラスクレインが1983年から使い始め、「風景や野生動植物などの現存する

文化的創造物を特別に研究、鑑賞、享受する目的で、荒らされていない、汚染されていない地

域を旅すること」と定義した。1990年には、アメリカで設立された世界初のエコツーリズム

団体であるエコツーリズム協会（TES）が、エコツーリズムを「環境を保全し、地元の人々の

福利を持続可能としている自然の豊かな地域への責任ある旅行」と定義している。

　1992年、ブラジルのリオデジャネイロで国連環境開発会議（地球サミット）が開かれ、環

境と開発に関するリオ宣言が採択された。これを機に、持続可能な観光開発が各地の会議のテ

ーマとして掲げられ、その方法の一つとしてエコツーリズムの認識が深まっていった。

　さらに、2000年に国連の持続可能な開発委員会が、2002年を国際エコツーリズム年と定め

たことにより、エコツーリズムが環境問題の解決を考える上での重要なキーワードとして世界

的に定着したのである。

　今日、エコツーリズムの定義は、時代や団体、地域によってさまざまであり、統一されたも

のがあるわけではない。しかし、その第一の目的は、地域の自然資源の保護と維持を実現する

ことである。その実現には地域住民の積極的な関与が不可欠であり、経済収益が地域に還元さ

れることも必要である。すなわち、エコツーリズムとは、以下の三つの目的の上に成り立つ観

光システムといえる。

・自然環境の保護、管理の運営と適切な利用

・地域社会の活性化と地域産業の育成

・地域固有の資源を活かした観光手段の導入と、産業としての成立

　本来は異なるこれら三つの目的をもった観光システムが、「エコツーリズム」なのである。
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（2）コスタリカの概況

　①コスタリカの地理

　中米は、メキシコと南米大陸の間にある7か国を指す。グアテマラ、ベリーズ、エルサ

ルバドル、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカ、パナマの7か国である（図1）。コス

タリカ（コスタリカ共和国）は、北にニカラグア、南東にパナマと国境を接し、南は太平

洋、北はカリブ海（大西洋の一部）に面している。北緯10度（日本の最南端は北緯約20

度）の緯線、西経84度の経線が国の中央を通っている。

　面積は、約51,100㎢。これは、九州と四国を合わせたくらいの面積である。国土は細長

い形をしており、最も狭いところは119km、最も広いところでも226kmしかない。東海

道新幹線でいえば、東京・三島間が120.7km、東京・掛川間が229.3kmであり、ほぼその

距離を隔てて太平洋と大西洋（カリブ海）に挟まれていることになる。

　国土の中央部は平均標高900～ 1,500mの高原地帯で、首都のサンホセ市は、この中央

盆地に位置している（標高1,150m）。ちなみに、コスタリカの最高峰はチリポ山で、その

標高は3,819mと富士山（3,776m）よりも高い。

図1　中央アメリカとコスタリカの位置
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　②コスタリカの気候

　気候は、5～ 11月の雨季と12～ 4月の乾季に分けられるが、両岸が海に挟まれ地形が

変化に富んでいることから、降水量は地域によって異なる。概して雨季には午後ほぼ毎日

雨が降り、湿度も高いため蒸し暑い。首都サンホセ市の月別平均降水量は図2-1の通りで

あり、年間降水量は1919.0mmである。カリブ海側および太平洋側の低地は年平均気温が

30度の熱帯気候であるが、サンホセ市を中心とする中央盆地の平均気温は、年間を通し

て23度ほどである（図2-2）。

 
図 2-1 サンホセと東京の月平均降水量 

(1981 年から 2010 年までの平均値。理科年表のデータによる。) 
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図 2-2 サンホセと東京の月平均気温 

(1981 年から 2010 年までの平均値。理科年表のデータによる。) 
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図2-2　サンホセと東京の月別平均気温
（1981年から2010年までの平均値。理科年表のデータによる。）

図2-1　サンホセと東京の月別平均降水量
（1981年から2010年までの平均値。理科年表のデータによる。）
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　③コスタリカの基礎データ

　外務省のホームページによるコスタリカの基礎データは以下の通りである。

　［人口］　約499万人（2018年　世界銀行）

　［民族］　 ヨーロッパ系および先住民との混血が多く、その他中南米系、アフリカ系、ユ

ダヤ系、中国系、先住民系など

　［言語］　スペイン語

　［宗教］　国教はカトリックであるが、宗教は自由

　［略史］　・1502年　コロンブスにより「発見」

　　　　　・1821年　グアテマラ総督府、スペインより独立

　　　　　・1823年　中米諸国連合結成

　　　　　・1848年　中米諸国連合より分離独立

　　　　　・1949年　現行憲法制定（軍隊の保有を禁止）

　　　　　・1987年　 アリアス大統領、ノーベル平和賞受賞（平和な国コスタリカのイ

メージが定着し、エコツーリズムブームが始まった。）

　　　　　・1993年　 観光が、コーヒー、バナナ、その他の経済活動を抑えて外貨獲得

産業のトップになる

　④コスタリカにおけるエコツーリズム

　コスタリカでは1998年、それまでにあった森林法や国立公園法等の環境関係の法律を

総合的にまとめ直した生物多様性法が制定された。その第6条では、平和、民主主義、人

権尊重、経済発展などの価値と環境保護を統合的に捉え、多様性という言葉を、それらを

全て含むものとして定義している。そして、この理念を定着させるために、生物多様性に

関する教育を進めることも条文に明記されている。

　このような自然保護法制の下で実施されるエコツーリズムの基本的な考え方は、自然を

生かした観光産業と、それで得た収入を基にした自然保護である。コスタリカには国土の

4分の1を占める国立公園と自然保護区があり、その数は約160か所にも及ぶ。国立公園

でも民間の自然保護区でも、それぞれ入場料が設定され、それが人件費や管理費にあてら

れる。また、ホテルなどの観光産業が、共同で一定の資金を積み立て、それを自然保護活

動に回しているところも少なくない。

　コスタリカのエコツーリズムの活動母体の中心は、民間団体である。政府は旗振り役だ

けで、実際に活動しているのは民間の研究機関やNGO、地元産業の集まりや協同組合な

どが大半を占める。税金を直接自然保護に使うのではなく、観光と自然回復をリンクさせ

ることで、経済的にも活動母体としても自立的に行われている。
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　⑤コスタリカの生物相

　コスタリカは、地球表面のわずか0.035%の土地に世界の生物種の5%（約95,000種）が

生息するといわれている。脊椎動物として有名なものでは、次の各種が知られている。

・両生類　ヤドクガエル、アカメアマガエル

・爬虫類　グリーンイグアナ、グリーンバシリスク、アオウミガメ、オサガメ、ワニ

・鳥類　ハチドリ、オオハシ、ケツァール、インコ、ヤマセミ

・哺乳類　ナマケモノ、バク、ジャガー、アルマジロ、オマキザル、ホエザル、コウモリ

　その他、モルフォチョウやハキリアリに代表される昆虫類などの無脊椎動物も豊富に生

息している。特にチョウ類は世界の種の10%が生息しているといわれ、これは全アフリ

カ大陸に分布するチョウの種類を合わせた数よりも多い。

　なお、本稿での生物名は、和名が分かるものは和名で表記した。また、和名が分からな

いもので、現地で購入した図鑑で種を特定できたものは、英語名にて記載した。

（3）コスタリカ訪問に向けて

　①旅程の企画

　令和元年の夏には、ありがたいことに、7月17日（水）～ 26日（金）の10日間、続け

て休みがとれる見込みとなった。早速5月末から、コスタリカへの渡航計画を練り始める。

　そもそも私は一人旅の場合、往復または片道の格安航空券だけを購入し、現地での足と

宿は行き当たりばったりというのがお気に入りの旅のスタイルである。しかし、今回は日

数が少ないことと、現地の公共交通機関が不便と思われることから、中米専門の旅行会社

に旅程を組んでもらい、現地での足と宿を確保してから渡航することにした。

　今回旅程の企画を依頼した業者は、中南米を専門とする（株）ウニベルツールである。

業者には、以下の点だけを伝えて旅程を考えてもらった。

・日程は7月17日～ 26日で、27日には朝から仕事があるため、後ろにはずらせない。

・ 動物写真を撮ることが目的である。特に両生・爬虫類ははずせない。世界一美しい鳥と

いわれる国鳥ケツァールは、雨季は観察シーズンでないようなので、考慮しなくてよ

い。

・首都などの都市部よりは、自然の中に長く滞在したい。

・宿は、できるだけ簡素で安いところが望ましい。

　ところで、日本からコスタリカまでは、直行便は飛んでいない。デルタ航空、ユナイテ

ッド航空、アメリカン航空など米国の航空会社を利用して米国経由で行くか、またはアエ

ロメヒコ航空を用いてメキシコで乗り継いでサンホセまで行く方法がある。私は、まだ足

を踏み入れたことのないメキシコ経由で行くことにした。
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　業者と何度もメールをやりとりし、旅程はほぼこちらの希望通りのものに仕上がった。

予算を抑えるために、宿についてはバックパッカー用の安宿やドミトリー（相部屋）でも

構わない旨を伝えていたが、治安の問題があったり、送迎の車両やガイドが取り扱い不可

だったりと、現地の手配会社ではお取り扱いができかねるとのことで、私にはもったいな

いような宿に泊まることとなった。 

　最終的に完成した行程は、資料1の通りである。また、それぞれの訪問地を図3に示す。

資料1　コスタリカ自主研修行程表

日　程 行　　　程
7月17日（水） 11：30頃　成田国際空港のカウンターにてチェックイン

14：25 　成田国際空港（NRT）出発 （AM057便）
13：45 　メキシコシティ、ベニート・ファレス国際空港（MEX）到着
21：45 　メキシコシティ（MEX）出発 （AM656便）
23：55 　サンホセ、ファン・サンタマリーア国際空港（SJO）到着
 　送迎車にてホテルへ Country Inn & Suites By Radisson泊

7月18日（木） 06：00頃　ホテルにてPICK UP  サンホセを出発　
 　途中で朝食をとり、トルトゥゲーロ国立公園へ
 　ロッジで昼食後、トルトゥゲーロ村とカリブ海の海岸部を散策
 Pachira Lodge泊

7月19日（金） 早朝 　ボートツアー
午前 　ロッジ周辺の自然散策
夜間 　ウミガメ産卵見学ツアー Pachira Lodge泊

7月20日（土） 09：00頃　ロッジを出発
 　途中で昼食をとり、ラ・フォルトゥーナヘ
夜間 　夜のカエル見学ツアー
 Arenal Oasis Eco Lodge & Wildlife Refuge泊

7月21日（日） 07：25頃　ロッジを出発　モンテベルデ自然保護区へ
13：30頃　バタフライガーデンにて昆虫観察ツアー
夜間 　ナイトウォークツアー Hotel Montaña Monteverde泊

7月22日（月） 07：00頃　ホテルを出発
午前 　モンテベルデ保護区ツアー
午後 　自由行動 Hotel Montaña Monteverde泊

7月23日（火） 07：25頃　ホテルを出発
午前 　スカイトラム・スカイウォークツアー
12：25頃　モンテベルデを出発、サンホセへ
夕刻 　サンホセのホテルにチェックイン後、自由行動
 Country Inn & Suites By Radisson泊

7月24日（水） 08：30頃　ホテルにてPICK UP  空港へ
11：30 　サンホセ、ファン・サンタマリーア国際空港（SJO）出発（AM691便）
15：50 　メキシコシティ、ベニート・ファレス国際空港（MEX）到着

7月25日（木） 01：45 　メキシコシティ（MEX）出発  （AM058便）
7月26日（金） 06：20 　成田国際空港（NRT）到着
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図3　コスタリカ国内の訪問地

　②携行品の準備

　私がコスタリカを訪れる7月は、雨季の真っ只中である。普段山岳部で登山するときに

使用している雨具や軽登山靴は、もう随分古い代物だ。防水性も明らかに落ちているた

め、雨季のジャングルで使用するにはかなり心配な状態である。そのため、この機会に新

しいものを奮発して購入することにした。防水機能のあるウォーキングシューズと、上下

セパレートの最新のレインウエアを神田の登山用品店で手に入れた。（これらが後日、現

地でとても役立つこととなる。）また、ガイドブックは図書館で借りたものを、必要な 

ページだけコピーして綴じた。

　それら以外には、薬品類を除いて今回の旅のために特別に新しく用意したものはない。

いつも海外に持ち歩く28Lのザック（この容量だと機内に持ち込めるため便利。）に、使

い慣れたカメラや着古した衣類等を詰め込んで、出発に向けての準備は整った。
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３．コスタリカの大自然体験記

（1）首都サンホセまでの道のり

　①メキシコへの初入国

　令和元（2019）年7月17日（水）、いよいよ出発日を迎える。昼近くに成田空港に到着。

久しぶりに来た成田空港は、店舗が増えて賑やかに思えた。顔認証システムでの出国審査

も目新しい。そして、初めての航空会社、アエロメヒコ機に搭乗する。ボーイング787-8

型機は最新鋭機だ。メキシコシティまでのおよそ12時間のフライト、セルベッサ（スペ

イン語でビール）と映画三昧の快適な時を過ごす。

　翌日（実際は時差のために同日であるが）、広漠たるメキシコの大地、そして都市部の

カラフルな町並みを眼下に眺め、現地時間13時20分（日本との時差はサマータイムで－

14時間）、メキシコシティのベニート・ファレス国際空港に着陸する。初めて訪れるメキ

シコへの入国審査を済ませ、両替してからタクシー乗り場へと足を進めた。

　ここから今夜のコスタリカ行きの便が出るまで時間があるので、かねてから訪れてみた

いと思っていた場所に行ってみることにする。

　②ソチミルコへの寄り道

　それは、メキシコシティの観光名所でもあるソチミルコだ。かつてはソチミルコ湖とい

う湖だったが、今では運河だけが残り、トラヒネラとよばれる小舟に乗って楽しむ観光地

となっている。ちなみに、ソチミルコはメキシコシティ歴史地区とともに、世界文化遺産

に指定されている。

　車が多く渋滞がひどいメキシコシティを、タクシーで小一時間走って到着。ソチミルコ

の船着き場には、いかにもラテン系の明るく派手な小舟が並んでいた。日本の福岡県柳川

市などの、情緒ある川下りとは全く雰囲気が違う。平日のこの日は客もなく、土産屋も閑

散として静かだったが、休日にはさぞ賑わうことだろう。

　ところで、この場所を訪れたかったのには理由がある。ここは両生類愛好家にとって有

名な場所だからだ。ウーパールーパー（メキシコサンショウウオ。英名Mexico Salamander。

現地名Axolotl。）の原生地なのである。日本で見られるウーパールーパーは全て人工的に

繁殖させた個体だが、このソチミルコが原産地であり貴重な生息地なのだ。

　しかし、かつてあったソチミルコ湖は水路を残すのみとなり、その水質も決して澄んだ

ものではなくなってしまった。両生類は環境の変化に影響されやすいだけに、今後も生息

し続けられるか心配である。ウーパールーパーの保護や研究、環境保全を啓蒙するため

の、博物館等の施設でも造ってほしいものである。うちにもウパちゃんが1匹いるだけに、

感慨深くその故郷を後にした。

　その夜、コスタリカ行きの便は、45分遅れてメキシコシティを離陸した。コスタリカ
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までは約3時間のフライトである。

　③　コスタリカの首都サンホセ

　アエロメヒコ機がサンホセのファン・サンタマリーア国際空港に着いた頃には現地時間

の0時を回り、日付は7月18日（木）となっていた。空港内の壁面にはジャングル、鳥、

チョウ、カエルなどがデザインされており、この国が自然をアピールしている姿勢がうか

がえた。

　時間のかかる入国審査と両替を済ませ、外へと出たのは1時近かった。（なお、時差は

日本時間－15時間である。） 迎えに来てくれていた現地旅行社の日本人社員と合流し、車

でホテルへと向かう。夜遅いため、道路に車は少ない。10分ほどで着いたホテルは、こ

ぎれいな建物だった。

　ロビーで旅行業者と打ち合わせ中、日本の娘から突然私の携帯に電話がかかってきた。

うちのウーパールーパーの具合が悪そうだというのである。人間の都合で変貌を遂げた生

息地を見た後だけに心配だ。とりあえず水を替えるようアドバイスする。（後日快復した

とのこと。）

　この夜の睡眠は短時間となった。明朝の出発は早いというのに、時差ぼけのためか、な

かなか眠れない。ところで、コスタリカは深夜でも多くのチャンネルでテレビ番組を放送

しており、特にサッカーの試合を放送しているチャンネルが目立つ。この国では人気のス

ポーツのようだ。あれこれチャンネルを回しているうち、3時過ぎてようやく就寝。

（2） 〝カリブ海沿いの秘境〟トルトゥゲーロ

　①都会脱出

　翌朝5時過ぎ起床。ほとんど眠れなかった。外は小雨。早速コスタリカの雨季を実感す

る。6時近くに迎えに来たワゴン車に乗り込み、一夜の宿を出発する。滞在時間がとても

短かったこの宿には出国前夜にも泊まる予定で、そのときには周辺を散策したいものであ

る。

　このサンホセにも中華街があった。横浜や神戸、長崎などと同じように立派な門があ

り、「中国街」と書かれている。その前に停められていた豪華な大型バスに乗り換えて、

いよいよ大自然の中へと走り出した。バスは旅行者で満席状態だったが、日本人どころか

東洋人は他に一人もいなかった。

　サンホセはメキシコシティに劣らず車が多く行き交っているが、小一時間も走ると、カ

ーブの多い山の中の道となった。雨は降ったりやんだりを繰り返し、やがて霧も出てき

て、いかにもコスタリカらしい雰囲気になってきた。

　8時半頃、ローカルレストランに到着。朝食をとっている間に雨はさらにひどくなり、
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やがて雷も鳴り始めた。はたしてこれから雨季のコスタリカで動物写真の撮影などできる

のだろうか。

　レストランを出発した後、バスはバナナ畑や放牧地の中の道を１時間半ほど走って停車

した。周囲には他にも何台か大型バスが来ていた。目的地のトルトゥゲーロ国立公園へ

は、ここからボートに乗り換えて向かうことになる。この頃、幸い雨は上がっていた。

　案内されたボートへと進み、救命具を付けて席に着く（写真1）。それからの約1時間、

快適なクルージングを楽しむことができた。人造物が何一つ見えない緑の大地を、褐色の

大河が貫いている。見知らぬ植物が両岸に生い茂り、いかにも多くの動物が潜んでいそう

だった。

　爽快な風を受けながら川面を進んでいたボートが、途中で急にスピードを落とした。

「クロコダイルだ。」と、ガイドが指し示した。倒木の上で日光浴していたクロコダイル

（アメリカワニ）をゆっくり見せようと、スピードを緩めてくれたのだ（写真2）。さらに

もう一か所でワニを観察し、12時頃、目指すトルトゥゲーロのロッジに到着する。

　②トルトゥゲーロの地理

　トルトゥゲーロは、カリブ海（大西洋の一部）に面した国立公園で、道路が通っていな

い秘境である。車で行くことができないため、観光客のほとんどはボートで向かうことに

なる。また、小さい空港があるため空路で訪れることもできる。

　そもそもトルトゥゲーロとは、「ウミガメの来る海岸」という意味らしい。このカリブ

海の海岸には、アオウミガメやオサガメなどのウミガメが産卵のために上陸するのであ

る。

　海に沿って80kmも続く自然の運河（canal）があり、その運河沿いにロッジが点在して

いる。また、その対岸の中州のような土地には村があって、ボートで訪れることができ

る。道路がないトルトゥゲーロでは、水上交通が重要な足となっているのである。

　この辺りは年間5,000mm以上の豪雨地帯といわれており、月に35日雨が降るといわれ

写真1　ボートに乗ってトルトゥゲーロへ 写真2　日光浴中のクロコダイル
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る屋久島の降水量4,477mm（気象庁ホームページ）を上回る。それだけの雨が雨季に集

中するのだ。（この日から早速その洗礼を受けることになる。）

　③Afternoon canal tour

　トルトゥゲーロのロッジ到着後、まずは食堂で昼食。ここのロッジでは、食事は毎回バ

イキングだった。席は指定され、滞在中は毎回オランダ人一家4人、イギリス人夫婦と同

じテーブルで食事をとった。

　敷地内に点在するロッジはシンプルだった。エアコンもテレビも冷蔵庫もなく、天井に

は大きな扇風機がある。窓にガラスはなく、網戸とカーテンだけだった。

　さて、このロッジでは、いろいろなオプショナルツアーを実施しており、そのメニュー

がフロント前に書かれている。この日の午後は、食堂で同席した人たちとともに、14時

半からの運河ツアーに参加することにした。

　昼食時から雨が降り始めたため、新しいレインウエアを着てボート乗り場へ。今回の旅

にはコンパクトなデジカメと一眼レフのデジカメの2台を持ってきているが、雨中でも使

いやすい小さいカメラのみ携えて乗船した。

　天気が悪いとはいえ、サギやウなど水辺に生息する鳥類をボートから観察できた。ま

た、見るからにトロピカルな配色のオグロキヌバネドリには感激した。

　爬虫類では、水上をバタバタ走ることで有名なグリーンバシリスクや、是非会いたいと

思っていたグリーンイグアナと会うことができた。イグアナは、1m以上ある個体が、木

の枝の上でのんびりくつろいでいた（写真3）。どちらのトカゲもその名にグリーンとあ

るように、ジャングルで発見するのは至難の業である。地元のガイドはよく見つけるもの

だ。

　哺乳類では、黒っぽいマントホエザルや、これまた会いたかったナマケモノに出会っ

た。何とも気の毒な和名のナマケモノだが、10コロン紙幣に描かれているくらい、コス

タリカを代表する動物である。しかし、ここで見たナマケモノは、枝の上で丸くなった状

態で、どう見ても木のこぶにしか見えない（写真4）。ナマケモノは2科5種に分類される

が、当然その中のどの種かはわからなかった。

　2時間ほどでロッジへと戻る。ジャングル生活の初日から、思った以上に満足できた。

そして、それとともに心から満足できたのは、今回の旅のために準備した雨具の効果であ

る。雨の中でも全く気にならない。雨具の新調は大正解だと思う。

　夕食後は部屋に戻り、メキシコで買ってきたテキーラの栓を開ける。昨夜はほとんど寝

ていない上、明朝5時45分からの運河ツアーに備えて今夜は早く寝ることにする。網戸だ

けの窓の外からは、「チッ、チッ、チッ…」と金属音のようなカエルの声が聞こえてくる。

トルトゥゲーロ滞在中に、この声の主とは出会えるだろうか。

　寝酒を飲みながら、カエルの声と雨の音を聞きつつ、早くも21時過ぎ就寝。
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　④Morning canal tour

　7月19日（金）、5時前に起床。外は激しい雨。一晩中降り続いていたようだ。ザックに

ぶら下げている古い温度計によると24℃。あまり気温が高くなく湿度が高いためか、部

屋干しした衣類の乾きが悪い。

　5時45分、ボートに乗り込み早朝運河ツアーに出発。今日も上下レインウエアを着込み、

コンパクトカメラだけを持参する雨バージョンで参加した。うちのロッジからの参加者は

私一人だったが、他のロッジから英、仏の家族連れ6人が同じボートに加わった。

　この日はサル2種を見た。最初に見たノドジロオマキザルは、別のロッジの屋根の上に

おり、その後樹上へと移動していった（写真5）。白い顔がヒトっぽく見えるかわいいサ

ルで、コスタリカの5コロン紙幣に描かれている。もう1種のサルはジェフロイクモザル

で、親子仲良く樹上で過ごしていた。また、さらに別のロッジの船着き場の屋根の裏に

は、小さくて丸っこいコウモリが行儀よく整列してとまっていた（写真6）。実にかわい

い。我々のロッジの敷地内では哺乳類とは全く出会っていないだけに、これらのロッジの

宿泊客をうらやましく感じた。

　爬虫類では、前日に成体を見たグリーンイグアナは、この朝は成体も幼体も見た。ま

た、前日も見たグリーンバシリスクに加えて、細い木の枝の上に器用にとまっている1m

ほどのボアコンストリクターをガイドが見つけてくれた。コスタリカで初めて出会ったヘ

ビである。走るボートの上からよく見つけられるものだと感心する。

　鳥類は、ヒタキ、レンカク、サギ、ゴイサギ、ウ、クイナなどの仲間に出会う。また、

ヤマセミの一種にもようやく出会うことができた。そのオオミドリヤマセミは、かつてブ

ラジルでたびたび見たことがある懐かしい種だ。メキシコから南米大陸にかけて生息して

いる、分布域の広い種である。　

　そして、この朝見た特筆すべき鳥は、トゥーカン（オオハシ）の一種、サンショクキム

ネオオハシだ。遠くからでも一目でわかるきれいな顔とくちばしをもった鳥で、仲良くペ

写真3　樹上のグリーンイグアナ 写真4　木のこぶと化したナマケモノ
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アで行動していた。

　一方、発見できたが撮影できなかった鳥は、ハチドリである。樹上の高いところを飛ん

で移動するハチドリを、ガイドが見つけて教えてくれた。しかし、距離がある上、動きが

すばや過ぎて撮影までには至らなかった。どこかで再会できることを祈りたい。

　7時50分、とりあえず満足してロッジへ帰還する。食堂での朝食は8時15分までなので、

食堂に駆け付けては急いで腹に詰め込んだ。

　⑤Nature walk

　慌ただしく朝食を済ませた後、9時からはロッジの敷地内を歩く自然散策ツアーに参加

する。

　船着き場近くの広場には、雨にも関わらず大勢の参加者が集まっていた。その参加者

は、スペイン語か英語かで分けられ、私が加わった英語のグループは、さらに少数ずつに

分けられた。各グループはそれぞれガイドに引率され、敷地内に伸びているネイチャート

レイルへと散らばっていった（写真7）。

　うっそうとした森林の林床は、運河に近いためか随所に水がたまっていた。そんな環境

に生息する生き物の中で一番目立っていたのは、カニだった（写真8）。甲羅の幅が10cm

近くもある大きなカニである。甲羅の厚さも厚く、海産物好きの日本人としては、とても

美味しそうに見えた。青白いものや赤みを帯びたもの、真っ白いものなど色は多彩で、あ

ちこちで地面に掘った巣に出入りしていた。大きさの割に、動きはなかなか敏捷である。

　しかし、カニ以外では、クモや数種のアリ、ヤスデなど小粒なものしかいなかった。そ

のため、このツアーでは着生植物や、板根をもつ大木など植物の解説が中心となった。た

だ、最後にロッジまで戻ってきたとき、ガイドはいつも決まってトカゲがいるという場所

を案内してくれた。そこには一匹のいかついスタイルのトカゲ、Helmeted Basiliskが、

垂直な木にしがみついていた。ここが気に入った場所なのだろう。

　ここで、問題が起きた。昨日から雨の中で何時間も使用したためか、カメラが急に作動

写真5　愛嬌あるノドジロオマキザル 写真6　屋根裏に行儀よく並ぶコウモリ
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しなくなったのである。10時半のツアー解散後に、部屋に持ち帰って様子を見る。

　結局、しばらくコンパクトカメラの使用は控えることにした。雨が上がったこともあ

り、今度は一眼レフを携えて一人でネイチャートレイルへと向かった。さっきグループで

歩いたときには見かけなかった小形のカニ、トカゲ類を撮影し、昼まで１時間ほど散策し

て部屋へと戻る。

　昼食後、食堂を出たところでヘビに出会う。きれいな緑色で、つぶらな瞳がかわいい

Eastern Parrot Snakeだ。ヒトを恐れず、ヒトが集まる建物近くまでやってくるとは驚き

である。周辺には餌となるカエルなども、豊富に生息しているのかもしれない。

　昼過ぎもまた一眼レフを持って、ネイチャートレイルを一人散策する。新たにセセリチ

ョウやトンボ等の昆虫類を撮影する。ピンクの花びらを一生懸命に運んでいるハキリアリ

も、ゆっくり観察できた。ロッジ近くまで戻ってきたとき、樹上から大きな声が聞こえて

きた。それは、運河ツアーでも出会ったトゥーカン（サンショクキムネオオハシ）だっ

た。その和名の通り3色のくちばしと黄色い胸部の美しさを再び堪能し、午後のトルトゥ

ゲーロ村へのツアーの時間まで部屋で一服する。

　⑥Town visit

　復活したコンパクトカメラを持参し、14時45分から地元の村を訪れるツアーに参加す

る。いつも同じテーブルで食事するイギリス人夫婦やオランダ人一家も参加していた。

　ボートで対岸へと渡る。ロッジ群のある場所の対岸は、中州のような細長い地形をして

おり、その反対側にカリブ海（大西洋）が広がっている。カリブ海は波も荒く砂浜も濃い

褐色を呈しているため、南国の海というよりは冬の日本海といった印象だった（写真9）。

ちなみにこの辺りは、サメがいるため遊泳は禁止されている。

　砂浜には、戦車が通ったような跡が残っている。アオウミガメが歩いた跡だ。ガイド

は、その先にある産卵した場所まで行き、ウミガメの産卵について解説してくれた（写真

10）。今夜は私もウミガメの産卵を観察するツアーに参加する予定なので、とても楽しみ

写真7　森林内に続くネイチャートレイル 写真8　あちこちに丸々太ったカニが
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である。

　その後は村内で解散して自由見学となった。村のメインストリートの左右には、観光客

向けの土産屋や飲食店が多く並んでいるほか、スーパーマーケットや学校、教会など地元

住民のための施設も揃っていた。カエルやカメ、オオハシ等をデザインしたオブジェや壁

画が随所に見られ、トルトゥゲーロの豊かな自然が存分にアピールされている。時間があ

れば数日滞在したいところだ。

　ところで、大きくて目立つバッタが足元に何匹もいた。ロッジ周辺では見ない、黒くて

頑強そうなカタハダバッタである。運河で隔てられたこの対岸に分布が集中しているのだ

ろうか。その他、村内で見かけた鳥類の写真を撮影し、集合時間の16時40分、ボートに

乗り込みロッジへと戻る。

　⑦Turtle Nesting tour 

　19時少し前に食堂へ。いつもの面々で語り合いながら夕食をとる。國學院高校の屋上

からスマホで撮った新国立競技場の写真や、家で飼育している南米原産のツノガエルの写

真が話のネタに役だった。こんなときスマホは便利だと、一年前にようやくスマホデビュ

ーしたばかりの私は、とてもありがたく思った。

　ウミガメ産卵ツアーは21時15分からなので、それまでは夜のネイチャートレイルを一

人で散策することにした。懐中電灯を片手に、街灯もない木道を進む。

　夜のネイチャートレイルは、昼間に会わなかった昆虫たちの楽園だった。特に目につい

たのは、何種類ものキリギリスの仲間だ。その多くは幼虫で、まだ羽が伸びきっていない

個体だった（写真11）。ひょっとしたらキリギリス類は、幼虫が成長して成虫になる時期

が雨季であり、乾季は完全な成虫か卵で過ごす時期なのかもしれない。一方、初めてトビ

ナナフシの一種も発見したが、こちらは長い羽をもつ成虫だった。

　ところで、私以外誰も歩いていないはずの木道の闇の奥から、ガサガサッと物音がす

る。近寄ってライトを当てた途端、私はびっくりした。そこには、木々の間からライトを

写真9　荒々しいカリブ海の砂浜 写真10　ウミガメの産卵場所にて解説するガイド
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浴びてこちらを振り向いている巨大な白いウシの姿があった。全く予想外の大形動物だっ

たため、本当に驚いた。当然野生の個体ではないだろうから、どこかで放牧された個体

が、私のように夜の散歩を楽しんでいたのかもしれない。

　さて、ここでとうとう撮影に成功した動物がいる。夜になると至るところで金属音の鳴

き声を出しているカエルだ。鳴いているところを間近に観察、撮影することができた。や

っと見つけたそのカエル、Common Dink Frogは、大きい声を出す割には2cmくらいし

かない、思ったよりも小さなカエルだった（写真12）。

　さて、21時15分から、いよいよウミガメ産卵ツアーに出発する。同じロッジから7人、

他のロッジから2人ボートに載せて対岸へ。上陸後、少し歩いたところの東屋でかなり待

たされる。ガイド同士連絡を取り合いながら時間を調整しているのである。

　随分待った後、ガイドの引率で真っ暗な砂浜を歩き始める。浜辺では懐中電灯の使用は

禁止されていて、ガイドですら赤いフィルムを貼った懐中電灯を１つ持っているだけだ。

警戒心が強いウミガメを刺激しないように、このツアーのルールは厳しい。

　そして、待たされた甲斐あって、この夜、3頭のアオウミガメを見ることができた。最

初の個体は、産卵した穴に砂をかけているところだった。やがて一仕事を無事に終えた母

親は、ゆっくり海へと戻っていった。次の個体は、どこか別のところで産卵を済ませ、海

へと向かっている個体だった。最後に見たのは、まさに産卵中の個体だった。後肢と尾の

隙間から、ピンポン玉のような卵が掘った穴に産み落とされていくのが見える。残念なが

ら撮影は禁止されているので、目の網膜に焼き付けるしかない。多くのアオウミガメがこ

の浜でいつまでも子孫を残し続けることができるよう、トルトゥゲーロの自然を守るとと

もに、訪れる観光客数を適切に管理していってほしいものである。

　湿度が高いため、ツアー中に随分汗をかいた。部屋に戻ってシャワーを浴び、テキーラ

を飲んで1時頃ベッドに入る。今日は長く、充実した一日だった。この日の午後は、幸い

ほとんど雨が降らなかったが、寝る頃に雨が降り始めた。この夜も、雨の音とカエルの声

写真11　キリギリスの一種の幼虫 写真12　金属音を響かせて鳴くカエル
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を聞きながら眠りについた。

（3）〝アレナル火山の麓〟ラ・フォルトゥーナ

　①トルトゥゲーロからラ・フォルトゥーナへ

　7月20日（土）、コスタリカで訪れた最初の大自然、トルトゥゲーロを出発する朝が来

た。夜通し鳴いていたカエルに加えて、5時過ぎ頃からどこからともなくホエザルの声が

聞こえてきた。網戸だけの窓のため、ここは生き物たちの声が一晩中リアルに届けられる

非日常的な世界なのだ。なかなか経験できるものではない。

　7時から朝食。いつもの席での、いつもの面々との最後の食事だ。部屋に戻って荷造り

し、8時にチェックアウトする。ボートが出るまでの待機中に、美しいチョウを撮影し、

さらに面白いクモを発見。黄色く幅広い腹をもつ、トゲグモの一種だ。餌を捕まえたの

か、ダンスを踊るように糸を巻き付けている。そのコミカルな動きは、しばらく見ていて

も飽きることがなかった。この国の自然は本当に奥が深い。

　8時半過ぎ、指示された荷物専用ボートにザックを預け、9時に出航。その直前から降

り始めた雨も間もなく上がり、小一時間快適な船旅が続いた（写真13）。途中川岸の樹上

にはサルや鳥類の姿が見えた。10時近くに、桟橋も何もない川岸から上陸する。乗客の

うち男性は、子どもや明らかな高齢者以外は荷物のバケツリレーをやらされた。決して若

くはないものの童顔の中年東洋人は当然動員され、欧州人の荷物を運ばされて実に疲労困

憊した。こんなジャングルにガラガラのでかいトランクで来る観光客は迷惑極まるという

ものである。

　上陸地点でしばらく待たされ、10時半過ぎ、指示されたバスにようやく乗り込む（写

真14）。そこから1時間半近く走り、2日前にも訪れたローカルレストランに到着。昼食

後、ピックアップに来てくれた旅行業者の案内で別のバスに乗り、ラ・フォルトゥーナに

向けて出発する。

　今宵の宿はアレナル火山の麓にあるということだったが、空は曇っていて山らしきもの

は見えない。どこに火山があるのかわからぬままバスは2時間ほど走り、15時過ぎに宿に

到着した。トルトゥゲーロのロッジに比べて小規模な、敷地内に1棟ずつが点在するなか

なか野趣あふれるロッジである。

　ナイトウォークツアーが始まる17時45分までの間は、明るいうちに少し周辺を歩くこ

とにする。

　私の部屋の棟近くには食堂があり、その食堂には鳥の餌台が設けられていた。そこには

美しいフウキンチョウの仲間、ツグミなどの鳥や、リスが訪れていた。食堂の裏手には手

入れが行き届いた庭園があり、そこで何と憧れのハチドリと遭遇することができた。ま
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た、猛禽類のハイイロノスリも発見。二か所目の大自然、このラ・フォルトゥーナも楽し

めそうな予感がした。

　②Night walk tour

　そしていよいよ、このラ・フォルトゥーナの目玉、カエルに出会えるというナイトウォー

クツアーに参加する。

　17時45分、レセプションに集まったツアー参加者たちは、ガイド1人につき6～ 7人が

割り当てられ、夜道を歩き始めた。

　歩き出して間もなく、ロッジから程近い街灯のそばの木で、ガイドがいきなり大物の昆

虫を発見する。テナガカミキリだ。迷彩色の模様は実に巧みな保護色となっており、ガイ

ドに教えられなければ絶対に見つけられないであろう。前肢が異様に長いのがテナガカミ

キリの特徴であるが、オスはメスよりも前肢が長い。この個体の前肢はオスほど長くはな

いため、メスと思われる。

　次にガイドが見つけてくれた記念すべき両生類第一号は、いかにも毒々しい真っ赤な体

色と青い手足のイチゴヤドクガエルだった（写真15）。成体でも2cmほどの小さいカエル

である。その名の通り、アルカロイド系の毒をもっている。大自然の中で見る個体は、随

分小さく感じられた一方、とても目立っていて存在感を十二分に表していた。

　続いて、とうとう念願のアカメアマガエルをガイドが発見。ただ、高い葉の上にいて、

観察も撮影も難しい状況だった。その次に見た個体もやはり高いところに鎮座していた。

比較的高いところが好きなのか（写真16）。

　この夜、6匹のアカメアマガエルに出会えたものの、低い場所にいてくれたのは1匹だ

けだった。また、夜行性であるにもかかわらず、動かずに葉にとまっている個体ばかりだ

った。アカメアマガエルは、その名の通り大きな赤い目と、美しい黄緑をベースとした体

色に、オレンジ色の手足と青い脇腹が特徴の、かなり派手な色彩をもつカエルである。葉

にとまった状態では青い脇腹が見えないため、活動的なところが観察できなかったのは残

写真13　ボートでトルトゥゲーロを出発 写真14　大型バスでラ・フォルトゥーナへ
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念だ。しかし、念願叶って写真は撮影することができたのでよしとしよう。

　さらに、眼が異様にギラついている大きなナンベイウシガエルなど3種のカエル、アノ

ールトカゲの一種と思われるトカゲ、見るからに派手な毒ヘビ（Blotched Eyelash 

Pitviper）、大行列で行進しているアリ、その他の昆虫類を撮影して20時頃解散する。

　すぐ食堂へ行き、ペンネとビール2本の晩餐。部屋に戻ってシャワーを浴びる。この宿

の部屋にはありがたいことに冷蔵庫があった。ツアー参加時に配られたミネラルウォータ

ーを冷やして、これでテキーラを割るととても美味しかった。ちなみに、このミネラルウ

ォーターにもアカメアマガエルがデザインされていた。

　もう一つ、トルトゥゲーロの宿と違うのは、ここはWi-Fiが通じるため、これまでに届

いていたメールを全て確認できたことだ。が、その中に一つ深刻なメールが届いていた。

この旅の企画を依頼したウニベルツール社が、昨日付けで閉業することになったとのこ

と。現地への送金と手配は完了しているため安心して旅は続けられるというものの、今後

も使わせてもらいたかった旅行会社であっただけに極めて残念でならない。会社とのやり

とりを思い出しながら飲んでいるうち、6日かけて飲もうと思っていたテキーラは3日目

にしてなくなってしまった。

（4）〝種多様性の玉手箱〟モンテベルデ

　①ラ・フォルトゥーナからモンテベルデへ

　7月21日（日）、夜半に一度雨の音で目覚めたが、その後はアラームが鳴るまで久々に

ゆっくり眠れた。ここは賑やかなホエザルの声もしない。朝食をとり、時間通りに来てく

れたピックアップの車に乗り、7時30分、一夜の宿を出発する。雨は上がったが空は曇っ

ており、近くにそびえているはずのアレナル火山はとうとう見えなかった。

　別のロッジからの5人も乗せ、20分ほど走った湖畔にて下車する。このアレナル湖は、

コスタリカ最大の湖である。今宵の宿泊地モンテベルデまでは、この湖の対岸まで船で渡

写真15　小さいが目立つイチゴヤドクガエル 写真16　会いたかったアカメアマガエル
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り、さらに車で走ることになる。続々と送迎車で運ばれてきた旅行客を大勢乗せて、8時

半近くに出航する。ここでも東洋人は私一人だった。

　湖には波もなく、曇ってはいるが日差しも少々あって、実に快適な船旅を楽しめた。途

中で猛禽類のミサゴ（英語名は、あの有名なOsprey）、ヤマセミ、サギ、シギ、ツバメな

どの鳥類が出現する度に船はスピードを緩め、船長の脇に立つガイドが説明を加えてくれ

た。この船は単なる移動の手段ではなく、自然観察に役立つ乗り物でもあるのだ。エコツ

ーリズム推進国コスタリカの、徹底したサービスには感心した（写真17）。

　9時半近くに対岸に到着。乗客は各自の荷物を持って、少し離れた車のところまで未舗

装の斜面を歩いて移動する。欧州人客一同、見るからに重そうなトランクを持ち運び、ご

苦労なことである（写真18）。

　そこから1時間ほど放牧地の中を続く道路を上り下りし、1軒のレストランにてトイレ

休憩。中庭の池には、ヒキガエルのようなひも状のカエルの卵があった。今頃が産卵シー

ズンなのだ。

　そこから30分ちょっと走ったところで、モンテベルデの宿に到着した。そこは、これ

までで最高の宿だった。テレビも冷蔵庫もあり、洗面所やトイレ、シャワールームも広

い。エアコンや扇風機はないが、モンテベルデの標高が高いため涼しいからであろう。こ

の宿をベースに、今回のコスタリカの旅で最後となる大自然を満喫したい。

　②バタフライガーデン訪問

　モンテベルデは大きな町だ。宿から5分ちょっと歩いたところにはスーパーマーケット

があり、ありがたいことにビール等アルコール類も扱っている。早速買い込んできたビー

ルとトルトゥゲーロでもらってきたビスケットで軽い昼食をとる。モンテベルデでの食事

は朝食しか元々の料金に含まれていないため、昼と夜は安くあげることにした。

　午後のバタフライガーデン訪問までの時間は食堂で過ごした。とはいえ、何かを追加し

て食べたりしたわけではなく、目的は外に吊るされた餌台である。食堂の外には、ハチド

写真17　船での移動中も鳥のガイドのサービス 写真18　アレナル湖の対岸に上陸
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リ専用の餌台が何個も吊るされており、絶えず何羽ものハチドリが飛来していたのだ（写

真19）。

　ここでは至近距離から、1秒間に50～ 80回も羽ばたくといわれているハチドリの動き

をじっくり観察することができた。宝石のように美しい金属光沢のハチドリが、ホバリン

グ（停止飛翔）しながら餌台の中の液体を飲む様子は、見ていて全く飽きることがなかっ

た。このハチドリもまたコスタリカの紙幣、20コロン札に載っているこの国の顔である。

それにしても、ハチドリ専用の餌台があるとは知らなかった。

　

　13時半、送迎車でバタフライガーデンへ（写真20）。館内では若い男性ガイドが、飼育、

展示されている昆虫などの節足動物を、親切で詳しすぎるほど解説してくれた。サソリ、

タランチュラ、ナナフシなどは一つ一つ説明してくれ、巨大なゴキブリに至っては私の腕

をよじ登らせてみたり、「こんなことしても大丈夫だよ」と自らの口の中にポイッと入れ

てみたりというサービスぶりだった。日本の台所にいる衛生害虫のクロゴキブリ（ゴキブ

リ科）とは分類が異なる、森林生のブラベルスゴキブリ（オオゴキブリ科）の一種なの

で、決して汚くないことはわかるのだが、ゴキブリを口の中に入れるまでのパフォーマン

スは今まで見たことがない。

　放蝶コーナーに入ると、コスタリカならではのいろいろなチョウが飛び交っていた。中

でも鱗粉がなく羽が透けて見えるスカシマダラ（トンボマダラ）や、水色の金属光沢が美

しいモルフォチョウは、手慣れたガイドが手に持ってじっくり観察させてくれた。

　この館内で私が最も興味深く感じた展示は、生きたハキリアリの生態を学ぶことができ

るよう作られたコーナーである。ハキリアリは、農業を営むアリとして有名である。文字

通り切り取った葉や花びらを巣まで運び、それを用いて菌類（キノコの仲間）を栽培し、

それを食べて生きているのである。展示コーナーには、ハキリアリが葉を運んでくるため

の通路として木の棒が設置され、葉をくわえてその上を通ってきたアリたちが、巣で菌類

を育てている様子が実際に観察できるように工夫されている。地中に分岐した巣を作るア

リの生態展示は日本や他の国でも見たことがあるが、ハキリアリの生態展示はいかにもコ

スタリカらしく、目新しい。

　満足しきって宿へと戻り、また食堂の外でハチドリを観察する。本当にハチドリは、か

わいくてきれいで面白く、長い時間見ていても全く飽きることがない。
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　③Night walk tour

　この日17時半からは、ナイトウォークツアーに参加する。バスに乗ってツアーのスター

ト地点まで移動し、そこで10人くらいのグループに分けられて、夜の山道へと出発した。

　ほとんど平坦に近い道を歩くラ・フォルトゥーナでのナイトウォークに比べ、モンテベ

ルデのナイトウォークで歩かされた山道は、アップダウンが結構激しい。長年山岳部の顧

問を務めてきた私でも感じることなので、小さい子や年配の方には少し大変かもしれない

と思った。

　それに加えてマイナスイメージだったのが、たまたま私の加わったグループのガイドの

話が、受け狙いで軽く感じられ、しかも長すぎることである。広がって歩けないほど狭く

て急な、見通しも悪い山道の途中で長々話されても困るというものだ。雨が降らなかった

だけ幸いというところである。

　ここで目にした特筆すべき生き物としては、写真にこそ撮れなかったが、アルマジロを

見ることができた。また、ブラックライトを当てると光って見えるサソリは目新しかっ

た。話の長いガイドではあったが、客のスマホで巣穴の中のサソリの写真を撮ってあげる

サービスぶりは評価できるだろう。（帰宅後に調べたところ、サソリの外骨格にはβ-カル

ボリンという成分が含まれており、これにブラックライトの紫外線が当たると蛍光を発す

るらしい。その理由は謎だが、視力の悪いサソリが、ごくわずかに紫外線が含まれている

月明かりを利用して、隠れ場所を探すためではないかという説があるようだ。）

　その他、毒ヘビや少ないながらカエルを観察する。19時半過ぎスタート地点まで戻り、

送迎車に乗り込んだ。

　さて、モンテベルデの宿の部屋はすばらしい反面、食堂はメニューも少なく値段が高か

った。結局また近くのスーパーに行き、カップ麺と缶ビール、缶入りのカクテルを買い込

んで帰り、空腹を癒やした。

　21時半過ぎ外を歩くが、照明にはガや甲虫等小さい昆虫類しか来ていなかった。部屋

に戻り、ベランダの照明も見るが、やはりガ、甲虫など小粒な種ばかりだった。22時半

写真19　専用の餌台に飛来するハチドリ 写真20　サービス満点のバタフライガーデン
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頃就寝。

　④モンテベルデ保護区ツアー

　7月22日（月）、アラームが鳴る前に寒くて目覚める。温度計は22℃だが、もっと低く

感じる。外は雨。

　すぐベランダに出て、夜間に照明に飛来した昆虫類を撮影。ヨコバイ、カミキリムシ、

ガ、ゴキブリ、クサカゲロウなどいずれもサイズの小さいものばかりだった。

　6時15分、食堂へ向かう。数は少ないが、ハチドリはもう餌台に来ていた。6時半から

朝食。朝食は宿泊料金に含まれているため、がっつり食べる。今日の午前中は、保護区内

の観察ツアーである。7時過ぎ、迎えの車に乗り込んだ。

　自然保護区の入り口では、入場者が厳重にチェックされていた。入場手続きの際に、日

付、国籍、ホテル名が印字されたリストバンドを手首に付け、7時半過ぎ、歩き始める。

先程宿からの送迎車を運転してくれた人が、ここではガイドとして案内してくれるよう

だ。欧州からの5人とともにガイドに続く。標高1,600m～ 1,700mくらいの山中に、トレ

イルが伸びている。道は未舗装だが、概ね広くて歩きやすい。

　コインを近づけると勢いよくジャンプする不思議なアリを観察しているうちに、朝方か

ら降り続いていた雨が激しくなってきた。いったんゲートまで戻り、雨が小降りになるま

で雨宿りしながらガイドの話を聞く。

　コスタリカには北側（カリブ海側）と南側（太平洋側）、さらに標高の高いところ、中

間のところ、低いところの6つのゾーンがあって、ゾーンごとに生物がすみ分けていると

のこと。そして、コスタリカには世界の生物種の5%がいるが、このモンテベルデには

2.5%がいるということだった。ただでさえ種が多様なコスタリカに生息する生物の半分

が、モンテベルデに分布しているとは驚きである。ここを自然保護区とした人々の判断力

はすばらしいと思う。

　雨が小降りになってきたところで、再び歩き始める。小降りになったとはいえ雨は降り

続いており、生き物たちはなかなか出現しなかった。しかし、こんな天気でも、雨に打た

れながら懸命に抱卵中のウスグロチャツグミをガイドが発見してくれた。一方、この辺り

にはサルも生息しているとのことだったが、この日は近くにはいなかった。サルの糞はと

ても臭いため、近くにいればわかるそうだ。

　ところで、モンテベルデの森林のことを熱帯雲霧林という呼び方をする。熱帯雲霧林は

広義の熱帯多雨林に含まれ、霧（下から離れて見れば雲）が多い、山地に広がる湿度の高

い森林を指す。アジアでは、ボルネオ島のマレーシア領にそびえるキナバル山周辺が知ら

れている。湿度が高いため、一般の熱帯多雨林よりも着生植物やシダ植物が多いのが特徴

だ。ちなみに、雲霧林は日本にも分布し、屋久島の苔むした原生林は有名である。

　かつてキナバル山（標高4095m。東南アジア最高峰。）に登頂したときは一度も雨に降
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られなかったものの、着生植物やシダ植物の豊富さには驚かされた。年間降水量が多く湿

度が高い地域であることが、その土地の植生に如実に表れていた。今回のコスタリカで

は、身をもって降水量の多さを体感したことで、熱帯雲霧林がとても印象づけられた。

　トレイルの途中の道沿いには、モンテベルデの動植物や森林生態系を紹介する看板が

15か所以上も立てられていた。ここでも、自然の仕組みを熱心に啓蒙するエコツーリズ

ム大国としての前向きな姿勢が感じられた。

　トレイルの一か所に、長い吊り橋があった。その吊り橋からは雲霧林の林冠がよく見え

た。うっそうとした森林のあちこちから熱帯多雨林特有の巨大な高木が突き出している。

そして、各樹木にはランなどの着生植物が生え、つる植物が巻き付き、１本の木が数多く

の植物のよりどころとなっている。もちろんそこには昆虫類等の動物も豊富に生息してい

るであろう。すなわち、１本の木には無数の生命が宿っているのである。このモンテベル

デの森は、まさに生物多様性の宝庫なのだ（写真21）。

　ゲートへと戻る途中で、ガイドがタランチュラの巣を教えてくれた。土の中に掘られた

穴の中を懐中電灯の光でのぞいてみると、大きな腹部と太い脚をしたタランチュラが見え

た。じっとしているとはいえ、コスタリカで見たクモ類では一番迫力があった。

　今回の保護区ツアー、天気が悪く、観察できた生物種には決して恵まれたとはいえない

が、明らかに恵まれたのはガイドである。年齢的にかなりベテランの部類に入るそのガイ

ドは、とにかく話し方がわかりやすい。ゆっくりと一つ一つの言葉をはっきりと話してく

れる。また、我々が少しでもモンテベルデの自然に興味をもつよう話題を盛り上げてくれ

た。さらに、私の方が先に鳥を見つけた時など「Good job!」とほめてくれた。驚いたの

は、参加者6名全員に対して解説するときには当然英語で話すが、私一人に話しかけると

きには、和名をおりまぜて話してくれたことだ。今までにもトルトゥゲーロのガイドの中

には、「ワニ」や「ナマケモノ」などの和名を知っている人はいた。しかし、このモンテ

ベルデのガイドは、「ハチドリ」はもちろんのこと、昆虫の「ナナフシ」、鳥の「ミソサザ

イ」や「ムシクイ」まで知っていて驚いた。また、cloud forestが「ウンムリン」である

ことも勉強していた。乾季には日本からの観光客が多いのかもしれないが、ネイチャーガ

イドというサービス業に携わる者として、少しでも相手にわかりやすく解説しようと努め

ている彼の仕事への熱意は、賞賛に値すると思う（写真22）。

　ゲートまで戻った頃には、雨も上がっていた。今日もレインウエアが大いに役立った。

雨の中でも歩くのが楽しくなるほどだ。また、場所によってはトレイルの上を、川のよう

に雨水が流れているところもあったが、防水のウォーキングシューズも実に快適だった。

ゲートを出た後、近くの売店に入ってしばし過ごす。その店は〝Hummingbird Gallery〟

という名前だけに、ハチドリの餌台が設置されていてハチドリが常時訪れていた。コスタ

リカの両生・爬虫類図鑑を買った後は、出発時間までハチドリを観察し続けた。

　ところで、この両生・爬虫類図鑑、眺めているだけで非常に面白い。アカメアマガエル
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に似た種がいくつもいることを初めて知った。また、その近縁種の中には、やたら眼力の

あるカエルもいて、見る度に笑ってしまうほどである。

　車に乗り込み出発したとき、ある動物が視界を横切った。「ハナグマ」と、ガイドが和

名を口にした。いろいろな生物の和名をどうやって覚えたのか訪ねたところ、全て独学と

のこと。たいしたものである。

　11時頃、宿に到着。世話になったガイドに別れを告げる。部屋に戻り、昨夜と同様に

カップ麺とビールの昼食。こちら版のカップヌードルには肉はなく、グリンピースとコー

ンが入っているのが特徴だ。

　昼食後、１時間ほど宿周辺を散策する。ハチドリやムクドリモドキ、クビワスズメなど

こちらならではの鳥類、日光浴中のマラカイトハリトカゲ（マラカイト、別名孔雀石のよ

うな深い緑色のトカゲ。）、きれいなチョウ類やゾウムシ、テントウムシ、サシガメなどの

昆虫類を撮影する。中でも、見ていて飽きないのがハキリアリだ。トルトゥゲーロで見た

ハキリアリはピンクの花びらばかり運んでいたが、こちらのは文字通り切り取った緑の葉

を運んでいた。その他、撮影はできなかったが、小さなネズミも見かけた。

　⑤ダウンタウン散策

　14時過ぎに再び宿を出発。宿から15分ほど歩いたダウンタウンを散歩する。多くの店

舗が並ぶダウンタウン、サンタエレナは、大勢の人で賑わっていた（写真23）。車も多く

行き交っている。大きく三角形を描くように道路が交わり、周辺には各種の商店、飲食

店、旅行会社、ホテル、銀行、教会等、何でも揃っていた。本屋でコスタリカの鳥類図鑑

を購入する。ハチドリだけで20種以上いるとは知らなかった。

写真21　1本の木が育む多くの命

写真22　雨の雲霧林でレクチャーするガイド
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　帰路、両生・爬虫類館に入る。カエルやヘビが描かれた外観からして入りたくなる建物

だ（写真24）。フロントで貸し出している懐中電灯を持って足を進める。館内にはカエル、

ヘビ、トカゲ、カメ、ワニなどがいろいろと飼育、展示されており、映像ルームもあって

結構見学に時間を要した。

　この日もまたアルコール類とカップ麺を途中のスーパーで購入し、部屋に戻ってシャワ

ーを浴びる。夕食後、照明に飛来する昆虫類を探して回るが、今夜も目にしたのはチマチ

マしたものばかりだった。寝酒を飲んで、いつの間にか眠りについた。

　⑥スカイトラム・スカイウォークツアー

　7月23日（火）、6時20分にセットしたアラームよりも早く、寒くて目が覚めた。今朝

も朝食をがっつり食べる。さっきまで雨が降っていたのか、空にはきれいな虹がかかって

いた。だが、いつまでものんびりと眺めてはいられない。さっさと荷造りし、7時20分に

チェックアウト。7時25分定刻に迎えに来た車に乗り込む。

　あちこちの宿からゲストをピックアップし、スカイアドベンチャーズの施設に到着。こ

こでは、スカイトラムとスカイウォークという2つのアクティビティーを楽しむことがで

きる。

　まずは、スカイウォークツアーに参加することになった。10人弱のグループに分けら

れ、8時20分頃ガイドに続いてトレイルを歩き始める。

　エリア内には6つの吊り橋があり、その中の5つを通るコースを歩く。最初に渡った5

号橋は、長さ236m、高さ50mと、いきなり長さも高さも最大の橋だった（写真25）。と

ころが、この橋の高さよりもはるかに高い木もある。熱帯林の階層構造の複雑さ、多様さ

がここから手に取るようにうかがえた。

　次に、長さ126m、高さ36mの4号橋を渡っていたとき、ガイドが木の上を指さして

「ヘビがいます。」と教えてくれた。樹上でとぐろを巻いていたそのヘビは、緑色をしてい

て、カメラの望遠レンズでかろうじて確認できたほど木の葉に溶け込んでいた。

　長さ114m、高さ17mの3号橋、長さ122m、高さ49mの2号橋を渡ったところで、ガイ

写真23　サンタエレナの町並み 写真24　両生・爬虫類館
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ドが今度はヤスデを発見。それは7～ 8cmくらいで幅広のヤスデだった。いかにも熱帯の

住民らしい個性的なスタイルである。

　最後の1号橋は、長さ66m、高さ15mと最も小ぶりではあったが、それだけに、橋のそ

ばの木の幹に生えているランなどの着生植物がよく観察できた。1時間半ほど歩いて出発

地点に戻る。珍しく午前中から天気がよく、気持ちよく大自然を満喫できた。

　さて、次はスカイトラムという乗り物に乗るのだが、いつまで待ってもアナウンスがな

い。後からわかったのだが、スカイトラムの方はガイドが引率するわけではなく、一人で

勝手に乗り場に移動して乗ればいいのであった。受付をした建物の裏手に出ると、それと

わかるユニークな三連ロープウェイが目に入った。早速乗り込み、上の駅へと向かう（写

真26）。

　速度が遅い分、十分展望を楽しめた。遠方にアレナル湖や太平洋、さらには山頂を雲に

突っ込んだアレナル火山の勇姿を初めて拝むことができた。山頂駅の展望台に上って眺望

を満喫した後、下りのスカイトラムに乗り込んだ。

　スカイトラムに乗るまでの時間を無駄に浪費してしまったため、モンテベルデの宿に次

のピックアップの車が来る12時25分までに戻れるか心配になってきた。だが、その一方

で、待ち時間の間にユニークな昆虫2種の写真を撮影することができた。1つはコケか地

衣類に擬態したキリギリスの一種、もう1つは緑・黄・赤のストライプがとても美しいト

ビナナフシである。後者の方は今まで本やテレビでも見たことがなく、とても新鮮に見え

た。

　12時5分、マイクロバスに飛び乗り宿に向かって出発。宿に到着したのが12時21分、

そして迎えの車が来たのは12時24分と、間一髪で間に合った。

（5）サンホセ再訪そして帰国

　①　首都で会った生き物たち

　生き物たちとの多くの出会いが楽しめたコスタリカの熱帯林を離れ、首都のサンホセへ

写真25　俯瞰的に雲霧林を観察 写真26　林冠の上を走るスカイトラム
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と向かう。途中未舗装の道路もあったものの、1時間も走ると道は舗装された大きな道路

へと変わっていき、交通量も増えてきた。標高が下がってきたためか暑くなってきたのを

感じる。さらに30分ほど走ったところで、右手に太平洋が見えてきた。

　予定よりも早く、15時半には見覚えあるサンホセのホテルに到着する。チェックイン

後、周辺を散策。このホテルは市の中心から少々離れているが、すぐ前を大きな幹線道路

が通り、スーパーマーケットやショッピングモールも近くにあるので便利だ。その一方

で、池のある公園もあって、鳥たちの憩いの場となっていた。野生のものではないが、ガ

チョウはちょうど子育ての真っ最中で、かわいらしいひなたちの姿が微笑ましかった。ま

た、野生のものでは、インカバトやアカハシバト、アカハシリュウキュウガモはこちらな

らではの種で、私には目新しかった。ちなみに、インカバトはいかにもラテンアメリカら

しい名前ではあるが、インカ帝国があったペルーには分布していない。一方、アカハシリ

ュウキュウガモも沖縄県にはいない。まぎらわしい和名は何とかならないものか、と感じ

ることはしばしばある。

　夜は部屋にて、スーパーで買ってきたビールとカップ麺の夕食。首都のホテルとはい

え、手のひらほどの大きなガが照明に来ていた。また、部屋の中には、密閉されているに

も関わらず小さな赤ちゃんヤモリがいた。豊富な餌をたくさん食べて、命をつないでほし

いものである。

　このホテルにはエアコンはあるが、涼しいためまるで必要なし。23時過ぎ、ビールを

飲みつつ快適に就寝。

　7月24日（水）、今朝もアラームより早く目覚める。ベランダに出てみると、3cmもな

いくらいの小さなカマキリがいた。羽が伸びているので、これでも立派な成虫である。昨

夜見た巨大なガといい、首都の市街地でも種の多様性の一部を垣間見ることができた。

　食堂で朝食をとった後、また近くの池のある公園やその周辺を散策する（写真27、

28）。

　ホテルを出てすぐ、ある生き物を見つけて驚いた。ハキリアリである。このサンホセに

もいるのだ。面白いことに、トルトゥゲーロのハキリアリはピンクの花弁、モンテベルデ

のハキリアリは緑の葉を運んでいたのに対し、首都のハキリアリは、枯れたような茶色の

葉ばかり運んでいた。それしか運ぶものがないのか、それが好きなのかはわからないが、

実に興味深い。後は昨日と同じ種類の鳥たちを見て部屋へと戻り、とうとうコスタリカを

出発すべく荷造りを開始した。

　ところで、荷造りをしていて気付いたのだが、日本から持参して一度も使わなかったも

のがある。それは、虫さされ対策の、かゆみ止めの薬である。雨季のコスタリカでは必要

かと思って新品を用意してきたのだが、一度もふたを開けずに持ち帰ることとなった。思

ったよりも過ごしやすい国だったといえるだろう。
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　②メキシコ、そして日本へ

　8時半、現地旅行社の日本人社員が迎えに来てくれた。コスタリカ入国時にお会いして

以来であるが、私がコスタリカで会った日本人は、結局この方一人だけだった。ホテルの

ロビーにて旅の報告をするとともに、空港まで車で移動する間、旅行中にこの国について

抱いた疑問、質問にいろいろと答えていただいた。

Q、エコツーリズムや自然保護の大切さについて、コスタリカ国内の幼稚園、小・中・高校、

大学などの学校教育ではどのように扱われているのか。

A、エコツーリズムについては、学校教育では一般には扱われていないが、工業高校の中に

は学べる課程を設けているところもある。自然保護の大切さについては、特定の科目があ

るわけではないが、理科や社会科、国語等の科目の中でその内容を扱うことはある。

Q、ガイドはどのように教育されているのか。

A、ガイドは国家資格であり、専門の知識はもちろんのこと、サービスのノウハウまで多く

の単位取得が必要である。働く場所によって生息する生物も異なるため、その地域に合っ

た勉強は常に求められる。

Q、エコツーリズムや自然保護活動を助成するために、国は予算を割いているのか。

A、国立公園はもちろん、民間の自然保護区には資金援助している。また、モンテベルデ自

然保護区にはアメリカの団体が多額の寄付を投入して援助している。

Q、観光客が多く集まることで問題点は生じていないか。

A、乾季のシーズンには生じている。産卵のために上陸するウミガメが減った場所もある。

1人のガイドに参加者を何人までと決めても限界がある。保護区の中には、入れない曜日

を設定しているところもできた。

Q、どの宿泊地もヨーロッパからの観光客が多かったが、コスタリカ人は利用しないのか。

A、そもそもコスタリカ人には旅行の習慣がなく、日帰りで出かける程度である。また、コ

スタリカには修学旅行のような宿泊を伴う学校行事もない。

Q、日本人観光客の誘致で苦労している点は。

写真27　首都サンホセ近郊 写真28　公園でくつろぐ鳥たち
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A、コスタリカは、利益を追求する日本の大手の旅行会社には敬遠されてしまう。直行便が

なく時間もかかるため、あまり多くは訪れないのが現状である。特にシーズンオフには来

ない。

Q、コスタリカと比較して、中米の近隣国におけるエコツーリズムの現状はどうか。

A、コスタリカを80とすると、次がグアテマラの20、その次がパナマの10というイメージ。

ある調査によれば、コスタリカ国民の幸福度は非常に高い。優しくて温厚な、のんびりし

た国民性である。これは、厳しい自然災害に遭ったことがなく、歴史上他国と戦争したり

侵略されたりすることもなかったためだ。スイス、日本、コスタリカなどの数か国は軍隊

をもたないが、自衛隊等ももたないのはコスタリカだけである。そのためコスタリカ国民

は、人にも自然にも優しい点において、エコツーリズムに最適の国民性といえる。

Q、最後に、私のような日本の高校の教員に、何か要望があれば。

A、日本の生徒さんに、いつか是非コスタリカを訪れて視野を広げてほしい、そして、自然

のすばらしさを知るだけでなく、エコツーリズムを陰で支えている人がいることを学んで

ほしいと伝えてもらいたい。

　9時過ぎ、ファン・サンタマリーア国際空港に到着。旅行社の社員と別れ、今回の旅での日

本語会話はこれで終了した。

　空港内では、この国を代表する生き物たちの巨大な像が随所に見られた。オオハシ、ナマケ

モノ、アカメアマガエル…。それぞれの生き物に出会ったときの感動がよみがえってくる。そ

して、この日の正午、私はエコツーリズム大国コスタリカを後にした。

　機内で時差1時間進め、15時50分定刻にメキシコシティ、ベニート・ファレス国際空港に

着陸する。入国審査後すぐタクシーに乗り、帰路の寄り道先、国立人類学博物館へと急行す

る。メキシコは、マヤ文明やアステカ文明などで知られる長い歴史をもつ国だ。この博物館は

思った以上に規模が大きく、19時の閉館時間までに3分の2しか回れなかった。残りはまたい

つか見学したいものである。空港への帰りは急ぐ必要もないため、駅の路線図を頼りに、地下

鉄を乗り継いで戻る。この夜、7月25日（木）の1時過ぎ、アエロメヒコ機は成田空港に向け

て離陸した。帰路は13時間半、セルベッサ（ビール）とテキーラ、映画三昧の時を過ごす。

　7月26日（金）、機は6時半近くに成田空港に車輪を下ろした。8時50分、無事帰宅する。

４．おわりに

　今回初めての中米、コスタリカでのエコツーリズムを体験し、気付いたことが3つある。

　１つは、当然のことであるが、コスタリカの大自然に育まれている生物種の多様性だ。今回

訪れたどの場所においても、数多くの目新しい生き物たちと遭遇した。何が現れるかわからな

い大自然の中を、首からカメラを下げて歩く楽しさを久しぶりに満喫することができた。私の

好きな両生・爬虫類だけでもさまざまな種と出会えたほか、昆虫類等とも随所で予想外の出会
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いがあり、感激の連続だった。夜間に照明に集まってくる昆虫等には小粒なものが多かったも

のの、その中にもひょっとしたら珍しい希少種がいたかもしれない。

　ところで、ちょうど帰国した直後、香川照之が出演しているNHKの番組でコスタリカの昆

虫が特集されていた。その番組の中で、香川照之が見過ごしたキリギリスをスタッフが先に見

つけ、香川が悔しがるシーンがあった。それは、私もモンテベルデで見つけた、コケか地衣類

に擬態したキリギリスだった。この国の生物、特に昆虫は極めて種が多様であり、奥が深くて

面白いと思う。

　次に2つ目は、陰ながらエコツーリズムを支えている人々による多大なる尽力である。今回

の旅は、日本のウニベルツール社を通して現地旅行社に旅程を作成してもらうことから始まっ

た。限られた日程の中で、こちらの希望通りのプランを作っていただいた。また、現地では移

動の度に、現地のスタッフが時間通りに送迎に来てくれた。車（場所によっては船）中心の社

会であるにも関わらず、時間の正確さには驚かされた。各地のロッジ、ホテルもきれいに整え

られており、宿の食堂や町のレストランでの食事も十分に満足できるものだった。エコツーリ

ズムに関わる人々がそれぞれの仕事において、おもてなしの心をもってゲストを精一杯迎えて

いる様子がうかがえた。私が訪れた雨季に関しては、この国のエコツーリズムは、とても円滑

に機能していたといえるだろう。

　そして3つ目は、ツアー客と最も接点のあるガイドの話し方についてである。国家資格が必

要なだけに、さすがにどのガイドもその地の動植物に精通しており、とてもよく勉強している

と思われた。また、皆サービス精神が旺盛で、時間内に1種でも多く見つけて、少しでもわか

りやすく説明しようという姿勢が感じられた。

　ところで、各ガイドの話を聞いていて、気がついたことがある。どのガイドも豊富な知識の

中から適切な情報を伝えようと一生懸命に話してくれるのだが、話がとてもわかりやすい人も

いれば、ややわかりにくく感じる人もいた。概して、話が無駄に長い人、早口な人、受けだけ

を狙っているような軽い人の話は伝わって来づらい。一方、ゆっくり明瞭に発音し、一人一人

に語りかけるように話してくれる人の解説はとてもわかりやすく感じた。

　これは、普段教育現場で話をする我々教員にも当てはまることである。教室ではコスタリカ

のツアーのように10名以下を相手に話すわけではないので難しいが、相手に伝わるように話

す姿勢は日々心がけたいと思った次第である。

　以上、生物学的にも教育学的にも、いろいろな発見ができた自主研修であった。今後も日程

的に都合がつけば、このような自主研修を行い、自己研鑽し続けたいものである。
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口絵　1

声の大きいマントホエザル

巧みな保護色で木々に潜む
グリーンイグアナの幼体

アメリカササゴイ

お茶目なノドジロオマキザル

器用に枝の上に乗る
ボアコンストリクター

見つめ合う様子が微笑ましい
ジェフロイクモザルの親子

アメリカレンカク

コスタリカ自主研修（p18〜 50）� 伊藤　洋文

【トルトゥゲーロ①】

連日ボートから自然観察 トロピカルな色彩の
オグロキヌバネドリ
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つぶらな瞳の
Eastern Parrot Snake

トルトゥゲーロ村の大通り

看板にとまる
アカボウシヒタキモドキ

花弁を運ぶハキリアリ

頑強そうなカタハダバッタ

トゥーカン(オオハシ)の一種
サンショクキムネオオハシ

トラフサギの一種
（Bare-throated Tiger-Heron）
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【トルトゥゲーロ②】

Kingfisherの一種
オオミドリヤマセミ

烏帽子をかぶったような
Helmeted Basilisk
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実に奇妙なトゲグモの一種

餌台を訪れたリスの一種

鮮やかなアカメアマガエル

爽やかな配色の
ソライロフウキンチョウ

迷彩色のテナガカミキリ（メス）

ヒガシコシアカフウキンチョウ
（左:オス、右:メス）

小さいがよく目立つ色彩の
イチゴヤドクガエル

コスタリカ自主研修（p18〜 50）� 伊藤　洋文

【トルトゥゲーロ③】

【ラ・フォルトゥーナ①】

オブジェが並ぶ村の船着き場 花の蜜を吸うチョウの一種
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大群で行進するアリの一種

羽が透明なスカシマダラ
（手は昆虫園のガイド）

雨降る中で懸命に抱卵する
ウスグロチャツグミ

餌台に集まるハチドリ

金属光沢のモルフォチョウ
（手は昆虫園のガイド）

わが腕をよじ登る
ブラベルスゴキブリの一種

ブラックライトで光るサソリ

コスタリカ自主研修（p18〜 50）� 伊藤　洋文

【ラ・フォルトゥーナ②】

眼光鋭いナンベイウシガエル 見るからに毒ヘビ
（Blotched Eyelash Pitviper）

【モンテベルデ①】
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巣の中のタランチュラ

日光浴する
マラカイトハリトカゲ

葉を運ぶハキリアリ

1秒間に50回以上羽ばたく
ハチドリの吸蜜

ゾウムシの一種

一見カラスのような
オナガクロムクドリモドキ

ミツバチを捕らえたサシガメ

コスタリカ自主研修（p18〜 50）� 伊藤　洋文

【モンテベルデ②】

大木の幹から生える
着生植物のラン

巨大な木生シダが茂る
モンテベルデの雲霧林
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ラテン系のカラフルな
トビナナフシの一種

アカハシリュウキュウガモ
のおしゃれなペア

空港内のオブジェその３
巨大なアカメアマガエル

手のひらほどもある
ガの一種

空港内のオブジェその１
トゥーカン(オオハシ)像

インカバト（奥）と
アカハシバト（手前）

空港内のオブジェその２
鎮座するナマケモノ像

コスタリカ自主研修（p18〜 50）� 伊藤　洋文

【モンテベルデ③】

幅の広いヤスデの一種 コケか地衣類に擬態した
キリギリスの一種

【サンホセ】


