自然学習資料保存事業の経過報告 (1)
事務局

当 NPOが 受話 を受けた静岡県による自然学
習資料標本の収集 保存事業 については、現在 1
年度 目のまとめ に入 つていま す。作業のは じま
つた当初 は、標本 をどのような手順で受入れて
いけばよいか手探 りで したが、現在 では植物、
化石または貝、昆虫などそれぞれの手順 で順調
に整理 受入れ作業が進んでいます。
すでに伊藤 二郎 さんの植物標本 は、す べ て リ
ス トされ、杉野孝雄さんによ り仮評価 もされて、
今年度 中に第 1号 の寄贈標本 となる予定 です。
掛川 の化石 な どの田邊 積 さんの標本 ￨こ つ
いても、現在 リス トが作成 されていて、仮評価
の作業に移 つてい ます。また、高橋真弓さんた
ちの昆虫標本 については、高橋真 弓さん を中心
に数名の専門家の方 々 によ つて、受入れ作業が
行われています。
標本の受入れ手順 は、 コレクシ ∃ンご と ID
番号がつけ られ、標本 は番号のついた箱 に入れ
られて整理されます。昆虫の場合 は、標本箱の
中の整 理 を事前 に行 うた め に時間が かか りま
す。箱の中の各標本 には順番 に番号が振 られ、
結果的に各標本 には ID番 号 ―箱番号―個別番
号という受入れ番号がつけ られ、仮ラベ ルを付
け られます。
各標 本 のデ ー タ は受入 れ番号ご と に標 本 登
録 カ ー ドに記載され、デ ータベ ー スに入力され
ます。登録のためのデ ータベ ー スの ソフ トは 12
月か ら作成 され、入カ フオーム もできています。
現在 は、デ ータベー スサ ーバ ー を外 に借 りてイ
ンタ ー ネ ツ ト経 由 でア クセ スす る形 をと つて
います。また、受入れ標本 はまとま つてい るた
め、ェクセルで受入れ リス トを作成 し、その中
でデ ータを完成 させたあと、サ ーバ ーに直接デ
ータを取 り込む方法もと つています。
今年 にな り、三島の資料保存室には池谷仙之
先生のところか ら文献や図書、ナウマンゾウ関
係の標本などが搬入 し、先生の協力 で 4階 の 資
料整理室がとてもきれい整備されま した。また、
三 島用 に mも hima@spmnhJpと いう新たなメ ー
ルア ドレスも設け られま した。

3階 の資料 収蔵室の標本資料。搬入標本 は コレクシ ョ
ンご と D番 号がつけ られ、標本 は番 号の ついた箱 に
入れ られて整理 され、 その 中の各標本 には順番 に ID
番号 ―箱番 号―個別番号 とい う受入れ番 号が振 られ
ます。

4階 の資料整理室で高橋 さんたちが昆虫標本の整理
をしているところです。昆虫標本は、すでに入 つてい
る標本箱が壊れていたり、標本が過密の場合、新 しい
標本箱に標本 を移 し整理配列 しなお します。各昆虫標
本に仮ラベル をつけられないので、箱の中の写真を撮
つてその写真の上で各標本に番号をつけます。

2月 9日 に は、 2001年 ‑2002年 に設 け られ た
県 の 自然 学 習 資 料 検 討 委 員 会 の メ ンバ ー と現
在 設 け られ て い る 自然 学 習 資 料 評 価 委 員 会 の
メ ンバ ー が 三 島 の 資 料 保 存 室 を見 学 に こ られ
ま した。
今年 度 の作 業 日程 と して は、 3月 中旬 ま で で
すが 、来 年度 は 5月 か ら再 開 され ます。

見学会 ・観察会報告

自然学習資料保存室の視察と柿 田川湧水 自然観察会
及川

忠弘

4階 の整理室 に展示 してある標本 を見学。

1月 25日

三 島市 に設置 した自然学習
資料保存 室の視察と、清水町の柿田川湧水 自然
(日

)、

観察会が行われ た。
当 日は天候 に恵まれ、1央 情の真 つ青な空 を背
景 に、真 つ白な雪に覆 われた富士山が望 め るほ
どであ つた。また、 この季節 に しては冷え込 み
もな <、 野外観察にも気楽な陽気とな つた。
バ ツクナ ンバ ーでもお知 らせ してい る通 り、
資料保存 室は、三島駅至近 の静岡県教育委員会
三 島分室から部屋 を借 りて設置され ている。も
ともと三島分室には放送大学、埋蔵文化財保存、
などの機能 が入 つていたが、それらの機関と肩
を並 べ ての設置といえる。この三 島分室は三島
市内 でも最大の文教地 区に建 つてお り、周囲に
は静岡県立北高校、 日本大学三 島キ ヤンバ ス、
三 島市立北 中学校、三 島市立北小学校などがあ
る。将来、保存室の成果 を公開するにも持 つて

物標本、高橋真弓さんの昆虫標本などが並んで
いる。保存室担当の森 義之さんか らは、資料
の受付か ら必要情報の記録、同定、登録、標本
整理番号の付帯など、一連の資料登録作業の流
れ をうかが つた。また、柴 正博先生からは登
録 した標 本 を コンピ ユ ー タでデ ー タ ベ ー ス化
し、記録する作業 についてうかが つた。
3階 の 資料収蔵室 は、昆虫標本 を収蔵する一
室と、化石標本と植物標本とを収蔵する一室と
に分かれている。どち らの部屋 も日光 を遮 るた
め、 窓 には目隠 しが してあ る。 しか しなが ら、
もともとが普通の研修施設 口事務室のような作

りであるため、第 一線の博物館のバ ツクヤ ー ド
のような室温 口湿度の調整 をする装置 はな <、
虫害対策 も徹底的ではない。また、標本 を整理
するスチ ール棚も不足 しているため、標本の入
つた コンテ ナや バ ツ トが まだ床 に並 んでいる
こいの環境といえる。
状態でもある。将来的には室内に機能的にスチ
ール棚 を設置 し、資料の収納 もスマ ー ト化する
県による保存室の位置づけと しては、まだ博
予定である。
物館開設 の準備室でもなければ、資料 の収集 ・
会員の方か らは、魚類の液浸標本 の受付 につ
保管 を行 うバ ツクヤ ー ドでもないわけだが、実
いての質問もあ つた。液浸標本 は、保存液であ
質の活 動 内容 はそれ らの機能 を担お うと して
るホルマ リン溶液の揮発の問題 もあ り、室温調
いるところだ。
整、空調設備の整 つたバ ツクヤ ー ドでなければ
4階 の資料整理室には、資料 の一部が展示さ
れてお り、池谷仙之 先 生のゴ トラン ド島の化石、 大量の収蔵 は難 しいのが実態であ り、これか ら
先、尿」
製など動物標本 を取 り扱 う際と同様 に課
田邊 積 さんの推‖￨￨の 化石、伊藤 二郎 さんの植

題 とな りそうである。
博物館 は、ある一定のテ ーマのもと、資料 を
収集 口保存 し、研究 口展示 を行 うことによ つて
社会教育 に役立てようとする機関である。資料
の収集 と保存 は、博物館運営の大元となる事業
であ り、図書館が図書 を収集 ・保管するのと同
等 に重要な任務である。今現在、保存室 はその
大元 とな る作 業 に地道 に取 り組 ん でい るとこ
ろであ り、これか らも会員の皆さまのご協力 を
祈念 したい。
保存室の視察 を午前 中に終え、午後か らは清
水町にある柿 田川湧水 での観察会とな つた。柿
田川は、清水町の中心市街地 に存在する泉 と川
である。湧水群 は、周囲よ りも 10メ ー トルほ
ど落ち込んだ谷とな つてい るが、その周囲には
住宅地が迫 り、国道 1号 線が間近 を走 り、大型
シ ∃ツピングセンタ ーも至近である。
この湧水地 は、富士山とその周辺の雨や雪解
け水が地 中に しみこみ、それが地下水 と して湧
き出 したものである。数十力所 にも及 6湧 き出
し□か らの湧水 だけで、 1.2キ ロの河川 を作 り
上げている。 その先 は狩野川との合流 である。
清水町をは じめ、沼津市、三島市、熱海市、函
南町が水道水源 と して利用 し、1日 の湧水量 は
1日 に 100万 立万メ ー トルとも計算されている。
また、工業用水、農業用水 にも利用 されている。
水質については環境類型で ∧Aク ラス、種別で
も水道 1級 というほどだ。それゆえに透明度 も
きわめて高 <、 川岸か ら水底 に繁茂する水草の
様子や砂 を巻 き上 げて噴 出す る水 の 様 子が観
察できるほどである。おまけに、 自然散策路の
真ん中に水 たま りがあ つたか と思えば、それが
小さな湧き出 し□であ り、そこからまた小さな
流れが始ま つてい る現場 にも出 <わ した。
かつてはこの豊富できれいな水 を使 い、クレ
ソン (オ ランダ ガラシ)の 栽培が行われていた
とのお話 を杉野孝雄先生からうかが つた。現在
で はその ク レソンが生育範 囲 を広 げてい ると
のことである。また、ミシマバイカモやヒンブ
モの観察 も行 うことができた。
きれいな泉のおか￨ず で魚類 も育ち、その魚類
をエサとする野鳥たちも集ま つて <る 。展望台
か らの観察では、 コサ ギが現れ、片足で水底 を
かき回 し、飛び出 してきた魚 を長 <鋭 い <ち ば
しで見事 に捕 らえる様子 を見 ることが できた。
三宅 隆先 生のお話 で はヤマセ ミも現 れ るこ
ともあるとのことだつたが、この 日は残念なが

柿 田川湧水

杉野さんによる植物の説明
ら目撃することはできなか つた。それでも、青
い 翼 と オ レンブ の 腹 と を輝 かせたカ ワセ ミも
観察でき、川岸で赤 い花 を咲かせたヤブツバ キ
の蜜 を吸 うメブ ロた ちの姿 も観察 す ることが
できた。
柿 田 川 はその たぐいまれな ほどの上質 な水
質と豊富な水量とによ り、多 <の 生き物 を育 て
ている。冬の観察のため、魚影 はやや薄 <、 毘
虫類 も見 られなか つたが、魚類 では 30種 以上、
トンボだけでも 30種 以上の生息が確認 されて
いるそうである。
柿 田川 は、静岡県内で も指折 りの天然記念物
的な存在であ り、その湧水の し<み は地質学的
にも大変興味深 <、 かつ、川に育つ動植 物の種
類 はきわめて豊富である。もはや、柿 田川ひと
つ だけ で展示 コー ナ ーが作 れ そうな ほどの資
料 を内包 しているといつていい。富士山 を水源
とするこの湧水群 による河川 は、まさに静岡を
代表する自然といえるだろう。ぜひとも、何 ら
かの形で資料 を収集 し、三島の保存室に収納 し、
行 <行 <は 博物館 展示 へ とつなげたいと希望
する次第だ。

コスタリカを訪ねて
三宅

隆

ルヨふ
‐

‐

.

Fri.1

雲霧林 での野鳥観察

2003年 暮れ、日本野烏の会静岡支部の仲間と、 ことが多 <、 情れていたかと思うと急 に霧がか
中米 コスタ リカに行 つて きま した。
目的は、もち ろんケ ツアールを始めとする多
<の 野烏 を見 ることですが、ェ コツア ーの分野
で世界 を リー ドす る コスタ リカの現状 を知 る
ことにも、興味があ りま した。
コスタ リカはパナマ運河の上方に位置 し、内
戦などの危険地帯の多 い 中米 には珍 し<、 非武
装永世 中立国と して軍隊 を保有 してお らず、治
安の安定 している国です。産業は輸出が コーヒ
ー位で、これと いつた産 業のな い地域です。 し
か し、豊かな自然 を利用 して観光 を主体 と した
立国を目指 しているのです。
四国と九州1を 合わせた程 の小 さな国ですが、
850種 類 もの烏類が生息 し、70を 超える自然保
護区や国立公園が、国土の約 13%を 占めている
のは篤 きです。今回、首都サンホセから南の高
地 に 60kmほ ど行 つたサンヘ ラル ドと、太平洋
lRlの カララ保護 区の 2ケ 所 を訪れま した。
標高 2500mに あるサンヘ ラル ドは、熱帯雲
霧林の中にあ ります。雲霧林 は、霧に覆われる

かつてきます。朝夕 は寒 <、 熱帯だというのに
セ ータ ーが必要な位 です。高木からはサルオガ
セが たれています。
ここ はケ ツ アールが Lヒ 較 的容易 に見 られ る
ことで有名です。ケツ アールは、禾□名 カザ リキ
ヌバネ ドリ。大きさはハ ト位 で、緑の金属光沢
の羽、 60cm位 の長い尾 を持 つた、不死鳥のモ
デルとも言え る綺麗な鳥です。近隣国ガテマラ
の国鳥 にな つてい ますが、ガテマラでは、 内戦
などで生息地の破壊が続 き、今では殆ど見 られ
ない幻の鳥とな つています。
このサ ンヘ ラル ドは民有地 ですが、釣 りや、
ケ ツ ア ー ル を見 に来 る観 光客 の ため にロ ツプ
などの宿泊施設も完備 しています。きちんと し
た知識 と経験 を持 つた鳥 ガ イ ドも充実 してお
り、多 <の 野鳥 を正確 に教えて<れ ます。民有
地と言うのは、―度開発が進ぬとそれを阻止す
ることは難 しいのですが、保護することがお金
になることが判れば、かえ つて保護が進ぬよう
で、 ここでも、ケ ツ アール を目玉 にするため、

好物のアボガ ドの苗 を植えるなど、積極的な
保護活動 を実施 しているそうです。 しか しケ
ツアールだけ生 き残れば良 い訳ではな <、 生
患 できる環境 をいかに維持 してい <か が課題
と思われます。
カララは、海岸 ll■ のマング ロ ーブ林 か ら熱
帯雨林ま での多様な環境 を持 つた保護 区です。
保護区内は トレールが完備 し、プ ロの エ コツ
ア ーガイ ドの案内によ り安全 に自然が堪能 で
きます。 トレールでは、時と してハナグマや
ベ ツカ リーが横切 り、樹上 には多 <の 鳥たち
が飛び交います。路上 にはハキ リア リが整列
しなが ら移動 しています。この森 はまぎれも
な <多 様な生態系か ら成 り立 つてい ることを
国の政策と、一般国民の意識の ギヤ ツプはまだ
実感させて<れ ます。
まだ大 きいようで、この意識改革がこれか らの
タ ラ コレス川 の船 によ る 自然観察 も楽 しい
課題のように思えま した。
もので した。ワニの餌付 けなど俗 つぼい物 もあ
コスタ リカは、日本からは地球の反対側 に位
りま したが、多 <の 水鳥が見 られて全員大喜び
置 し、直行便 もな <、 遠 <時 間も経費もかかる
で した。
ため、まだまだ日本人の観光客 は多 <な いよう
今回、 6日 間の滞在 で 230種 類 もの鳥 を見 る
です。 しか し今後、 コスタ リカの魅力的な自然
ことができま した。日本国内では考え られな い
を楽 しぬェ コツア ー は、もつともつと伸びそう
位の種類 の多さに、この国の種の多様性 を実感
に思えま した。
させ られま した。観光立国 を目l旨 す コスタ リカ
ですが、保護区や国立公園は別と して、サンホ
が 目立ちます。
セなどの市街地では、ゴミの散舌し

自然研究会 自然保護団体の紹介
静 岡昆虫同解会
静岡昆虫同好会 は郷土の毘虫相の解明などを目的と して 1953年 に、高校の生物部の部員、
いと して創立され、50年 以上の歴史と実績 を持 つ、全国でも有数の昆虫同好会の
卒業生 を中ノ
ひとつです。会員 は 260名 ほどで、チ ∃ウをはじめ、ガ、 トンボ、甲虫などを対 象に活動 を
しています。静岡県 は富 士川の東西 で昆虫相が大き<変 わることなどもあ り、以前 は富士山や
いで したが、近頃は分布 を拡大 している昆虫の調査、反対
南アルプ ス地域などの分布調査が中ノ
に衰亡の危機 にある昆虫の生息状況や減少の原因、保護の方法などの調査 研究も多 <な りま
した。
bと した行事と して、春の総会、夏の合 宿、秋の談
会の活動と しては、会員相互の交流 を中ノ
話会、冬の新年会などがあ ります。また、観察会、調査会 も年 に数回行われ、子供 を対象に し
たもの、昆虫の移動や分布拡大 を調 べ るもの、環境保全 を目的にしたものなどがあ ります。
会誌「 駿河の昆虫」は調査報告 を中心 と したもので、年 4回 発行され、 2003年 末で 204詈
とな りま した。会の連絡誌「 ち やつき りあ じ」も同時発行され、これ も 138号 まで発行され
ています。
2003年 には創立 50周 年 を記念 して、
「 駿河の昆虫」1〜 200号 のチ ョウの分布 に関する 46000
デ ータをJ又 録 した「静岡県の蝶類分布 目録」 (13000円 )が 刊行されています。
静岡昆虫同好会 :〒 420‑0815 静岡市上沓谷町 14‑9 諏訪哲夫方
年会費 3000円 。振替 □座 :00840‑7‑32635
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ギフチ ョウは 3月 下旬か ら 4月 中旬 ￨こ 見 られる小型 の
アゲハチ ョウです。春だけその美 しい姿 を見せると ころ
か ら「春 の女神」などと言われ、広 <そ の名が知 られて
います。幼虫 は落葉樹林の下 に生えるカンフオ イという
植物 だけを食 べ、 6月 には落ち葉 の下などでさなぎとな
り翌春羽化 します。幼虫 の食草であるカンフオ イも、成
虫の蜜源 となる花の多 <も 、林の中が春先だけ明るいと
いう落葉広葉樹林の環境 に適応 した「 スプ リング ・ エフ
エメ ラル」であ り、 ギフチ ヨウもまたそれに合わせた生活環 を持 つてい るわけです。
周辺 の「 西万分布地域」とに
静岡県 の ギフチ ∃ウの分布 は、富 士川周辺 の「東 万分布地域」と天竜川西(貝 」
分 かれ、伊豆半島や静岡県中部 には分布 して いません。これは、幼虫の食草 であるカンフオイ類の中にも適
不適があ つて、東万の布地域 にはランヨウアオ イ、西万分布地域 にはヒメカンフオイという良好な食車とな
る種類が分布 しているか らです。伊 豆半島・ 箱根 山にはランヨウアオイはあ つて もその量が少なか つた り火
山活動の影響などで、静岡県中部 では多 <分 布するのが食草と して不適なススカカンフオ イであることなど
が、 ギフチ ョウの分布 しない理由と考え られています。
分布域 は限 られるもの の、以前 はその分布域 の中では決 して珍 しい蝶ではあ りませんで した。富 士 川下流
の明星山の ギフチ ∃ウは当時の登山ガイ ドブ ツクにも紹介 されていま した し、国鉄身延線の沼久保駅 も手軽
にギフチ ョウを見ることのできる所 と して知 られていま した。 トンボの生患地 と して有名 にな つた磐 田市 の
桶 ケ谷沼の隣の鶴 ケ池 にもイワタカンフオ イを食草とするギフチ ヨウが数多 <生 息 していたそうです。
の地域 で急激 に減 つて しまいま した。先 に書いたようにギフチ ∃ウは落葉広葉
近年 ギフチ ョウは太平洋倶」
の ギフチ ∃ウの分布 する暖温帯地域 はやがては常緑
」
貝
樹林 のチ ∃ウです。太平洋イ

ll■

の照葉樹林とな つて しま

う所なのですが、 これまでは人 々が薪や炭の生産 のため、積極的に落葉樹林 を残 してきま した。薪や炭が不
要 にな つてスギ・ ヒノキが植林 され、 それが手入れされな いために林 内は暗 <な つて、 カンフオイが育ち ギ
フチ ∃ウが飛 /3i環 境ではな <な つて しま つたのです。
現在 ギフチ ヨウの生患 している芝川町、 天竜市、弓1佐 町では天然記念物 に指定されています。天竜市
佐町境の「枯 山」は生息環境がよ <保 全されていて、初心者でもギフチ ∃ウの飛6姿 を観察 できます。
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静岡県の植物 (2)

ヨコグラノキ
昭

長島

昭和

40年 、女神山採石場近 <の 後藤謙太郎

と命名 したことや、どうや ら山頂 を好んで生育
していることなど を伺 つたとのことである。
女神 山石 灰石の採掘 は慶長 年 間 か ら行 わ れ
ていたが、戦後にな つて盛んにな り、採掘が進
む につれて山は じだいに削 られ、山頂 も狭 <な
り、水脈も変わ つて しまつた。ョコグラノ キは
山頂 に 7本 生えてお り、それ らは 30〜 50cm位
の直径であ ったという。 しか し、茨第 に育ちが
悪 <な り、枯れるものも出は じめた。
昭和 38年 12月 27日 、 ヨコグ ラノキが天然
記念物 に指定された0寺 には 3本 (高 さ 10〜 13m、
日通 り樹周 42〜 64cm)に な つて しまい、昭禾□
53年 3月 の調査 時には枯死寸前であ つたとい
う。現在、山頂にある 3本 は昭和 58年 4月 10
日に地元の ∃コグ ラ会の会員によ つて、故後藤
謙太郎さんが育てた苗 を植えたものである。

さん宅 で県天然記念物 の枯 れ た指定木 とその
説 明文 を見 たのが ヨ コグ ラノキとの最初 の 出
会 いであ つた。その後、相良高校の校舎の南側
に∃ コグ ラノキが植 え られてい るの を見 たこ
とがある
平成 13年 に再び後藤さん宅 をたずねた時、
謙太郎 さんが植 えたとい う ∃ コグ ラ ノキがあ
宅 の庭 と女神 山の馬頭観音 の前 に何 本 があ る
ことを知 つた。それらの苗 はどのように して作
られたのか分 からなか つた。この時、 ヨコグ ラ
ノキの実か ら苗 を作 り、その苗 を女神山にlL3え
れば、この木 を絶滅から救えるかもしれないと
思 つた。
その後、平成 14年 5月 26日 に荻間小学校で
花の咲 <ヨ コグ ラノキを見た。そ して、7月 27
日には後藤 さん宅 で果実の色付 <の を見 た。ま
た、8月 5日 には荻間小学校で落果が見 られた
ので、女 神 山の山頂で果実 を拾い集 めた。福 田
氏 と分 けあ つ て それ ぞれの方法 で発 芽 に挑戦
することに した。

∃コグ ラノキの栽培法
ナ ンテ ンや マ ン リョウ は小鳥が それ らの果
実 を食 べ、落 と した糞か ら発芽 して育つ。 ョコ
グ ラノキの果実も鳥に食 べ られ、冑袋で果肉を
はがされ、堅い種皮 は砂のうで傷 つけ られ、腸
を通 つて排出され る。そ して、種子 は地面 に落
ちて発芽するであ ろうと考え、次のような方法
で長島と福 田は栽培 を試み た。
長島方式 :1)果 実とほぼ同量の川砂 をガラ
スびんにいれ、水 を加えて竹棒 で 100回 ほどこ
ね回す。 2)種 子 を取 り出 して、水 に入れ、沈
んだ種子だけを取 り出す。 3)種 子 は女神山の
土 を入れた鉢 に蒔いた (平 成 15年 8月 8日 )。

女神山の ヨコグラノキ
昭和 29年 、藤江謙 二 さんは標高 11lmの 女
神山 (地 元では帝釈山と0平 んでいる)の 山頂で
珍木 を発見 し、県天然記念物調査員の杉本順 ―
さんに鑑定 を依頼 したところ、ヨコグ ラノキで
あ り、「 天然記念物 に指定 した らよ い」と言わ
れた。その後、藤江さんは牧野富太郎博 士か ら、
四国の横倉山で発見 したので『 ∃コグラノキ』

写真

2

写真 3

その後、 4)野 外で越冬 させ、鉢 には女神山の
石灰岩片 を置いた。 5)翌 年 3月 21日 に発芽
し始 めたので、油かすを少 々入れて育てた (写
真 1:5月 17日 撮影 )。 6月 26日 に高 さ 10〜 14cm、
7月 31日 に高 さ約 15〜 35cm、 8月 31日 には
高さ 30〜 54cmに 育 つた (写 真 2:6月 26日 撮

萩間小学校の ヨコグ ラノキの説明板
「 石灰岩地 に育つ木で、葉が 交互に 2枚 ずつ
付 <の が特徴。植物学者の牧野富太郎博 士が 郷
里高知県の横倉山で発見 し、命名 したもの。少
数の珍木で、県内では伊豆天城山だけ。全国で
も神奈 川県丹沢 山と茨城 県な どで確 認 され て
い るにすぎない。昭禾□28年 ご ろ、女神の帝釈
山上で藤江謙二校長が見出 し、同 38年 12月
28日 に県文化財 に指定される。この荻間小学校
の ∃コグ ラノキは昭和 42年 ころ PTAに よ つて

影 )。
福 田方式 :1)果 実 を 10月 まで部屋 (常 温 )
の中で保存 し、 10月 か ら 12月 中旬までは冷蔵
庫 (約 10℃ )に 入れた。2)12月 20日 頃に「鹿
沼 土」 (酸 性 )に 蒔 き、部屋の中 で育 て、30〜
35℃ の温水 を毎 日かけた。 3)翌 年 1月 15日
に 3個 、23日 に 1個 、2月 2日 に 1個 が発芽 し
た (写 真 3:2月 10日 撮影 )。 4)日 中は室内
で太陽光 を当てて育て、2月 18日 には高さ 3〜
4cm、 茎の太 さ 0.3〜 0.5mmと な つた。 5)5
月 7日 には 6cmに な つたので西 日の当た らない
野外 に出 した。 6)10月 初 めには高さ 50cmに

移植 され、 3本 中 1本 は花 も咲 <実 も成る (帝
釈 山の指定木 は枯死 )」 とある。 この説明文 に
は 2・ 3の 間違いがあるので、建てかえる時に
は沢のように訂正するとよい。さらに説明板 を
立 てた年 月 日や 設 置者 も記述 した方が よい と
思われる。
「 藤江謙 二校長」は「 当 8寺 相良小学校教員藤
井謙 二氏」に、
「 昭和 42年 ころ PTAに よ つて移
植 され、」は「 昭和 47年 、当時の教頭、渡辺鋭
― 郎先生の発案によ り、女神の後藤謙太郎氏よ
り苗 をいただき、PttAの 協力を得 て帝釈山か ら
移植 した」に、また「 3本 中 1本 は花 も咲 <実
も成 る」は「平成 15年 は 3本 とも花 をつけ実
も成 つた」にする。

まで成育 した。
今後の計画と して
落葉樹 の挿 し木の3寺 期 は落葉後から 2月 まで
であるので、落葉直後 に採穂 して、地 中に埋 め
て保存 し、2〜 3月 ご ろ女神山の土や鹿沼 土 に挿
す。また、 2月 ご ろ採穂 して、同 じ<女 神 山の
土や鹿沼土に挿す等、挿 し木 による苗作 りを者
えている。
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4:荻 間小学校に植わ つているヨコグラノキ― 平成 15年
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10月 12日

静岡県の水生生物 (3)

ヤマ トイワナ
板井 隆彦 (静 岡淡水魚 研究会 )

大井川産ヤ マ トイ ワナ

ヤマ トイ ワナ は高 山の源流付 近の冷水 を生
息域 とす るアメマ ス類 の うちの 1地 方群 (亜
種 )で 、本州の相模川以西から紀伊半 島にかけ
て分布 する日本特産の魚 です。
山岳 の渓流 という不安 定な食物条件 の下 で
生活するため、水生毘虫や陸生昆虫か らヘ ビな
どの小動物 さえ捕食する広食 ll■ を示 しますが、
釣 り味や食味が好まれ、釣人がこの魚 を狙 い山
の奥深 <ま で遡行 します。
静岡県では、大河川である天竜川や大井川水
系の中流部 よ り上流の本 支流の源流部 で見 ら
れます。大河り
‖の―つ富士川の県内倶」
には生患
地 はあ りません。狩野 川、興津川、安倍川など
中小河 川 で もあち こち で見 つ か るよ うにな り
ま したが、いずれも、近年 に移植 されたもので、
異亜種 に属する三 ツコウイワナです。水産資源
の増殖の 目的で、漁協や釣 り人 によ リヤマ トイ

11

撮影 :望 月雅史氏

ワナの生思域にも放流されてきました。
昨年まで実施 してきた静岡県版 レツ ドデ ー
タブ ツクのための調査で、天竜川や大井川では、
ニ ツ コウイワナはすでに大部分の河川の奥ま
で入 り込んでいることがわかり、ヤマ トイワナ
に絶滅の危険が迫 つている 船 減危惧 I tt B)
ことがわか りました。
サケの回遊ル ー トがない静 岡県の川 に購入
したサケの稚魚を放 して、ェコロブカルな活動
をしたと報道 するテ レビ局 もまだあ るようで
すが、良識ある方 々は、ォォクチバスのみなら
ずこういった外来魚 を放つ行為が、多<の 在来
魚 を絶減の危機に追いや つていることに気づ
いてほしいものです。

コレクシ ∃ン紹介

田邊

(1)

積氏 の掛川の化石
柴

正博

モミジツキヒガイなどの化石群集
積氏 は袋丼市 に在住 で、本 NPOの 会
員でもあ ります。 田邊 さんは、約 20年 間にわ
6石 を採集 し、多 <の 貴重な標
た り掛川層群 のイ
本 を所有されています。今 回、県の標本収集保
管事業 に協力 いただき、約 5,000点 の化石標本

田邊 さんの 20年 間の努力 は、この 20年 間に
川市 に存在 して いた多 <の 化石 の
消失 した推卜
記録 をとどめることにな りま した。その精力的
な化石採集 によ つて、どんな地質学者や古生物
学者 も収集 して いない貴重 で膨大 な コ レクシ
ヨンが保存される ことにな りま した。田邊 さん
の受入れ作業が現在進ん でいます。
の標本 は、いわゆる控日 1動 物群 で代表 される温
の丘 陵 は、今 か ら約
掛川市 の特 に南街北 1貝 」
暖浅海 ll■ の貝化石だけではな <、 いろいろな場
200万 年 ほど前 に浅海や沖合 いの海底で堆積 し
所や堆積環境 の地層か ら採集 されて いるので、
た砂層や泥層 か らでき ていて、そこには しば し
その種類がとても多 いのが特徴です。
ば貝化石が た <さ ん含まれます。この地層は掛
田邊 さん 自身語 つています 。
「最初 は単な る
川層群 と呼ばれ、古 <か ら多 <の 地質学者 が掛
めたことで
したが、続け
川層群 の地層や化石研究 してきま した。そ して、 趣味のひとつと して始
た
でき、励まされ、ま
ている間に多
<の
友人が
世界 的 な地 層の対比 にも 日本 の代表 と して掛
多 <の 化石の先生とも知 り合 いにな り、化石 に
川層群や その化石の研究が参照 され ています。
つ いてい ろい ろと勉強 をす ることが で きま し
田邊 さんが採集 を続けて こられたこの 20年
た。化石採集 を続けていて、本当によか つたと
川市の いたるところで造成 工事や道
間 には、推卜
思います。」と。 そ して、 田邊 さん は、採集 さ
路 工事が行われ、 丘 陵 は造成地 と して消滅 し、
れた膨大な標本 を、研究資料 と してはもちろん
道路 の壁面 は コンク リー トや植 生 で覆 われ て
ですが、子供たちの教育資料と しても つと活用
しま いま した。そのため、現在 では掛川市 で化
しようとご 自身でも活動 を行 つています。
石採集 をする場所 がほとんどな い状態です。
そのひとつと して、今年の夏 (7月 22日 〜31
田邊 さんは、 この 20年 間、休 みの 日には必
日)に 、12,600点 の化石 を展示する「静岡県 の
ず桂日￨￨に 出かけ、い <つ かの露頭 を回 り化石採
化石展」を袋井市役所市 民 ギヤラ リーで開催 さ
集 を続けて こ られま した。そ して、化 石 を採集
れます。これには本 NPOも 協賛 しますので、
して家 に帰 ると、化石のク リーニ ングやその整
ぜひご覧 <だ さい。
理にほとんどの余暇を費やされ ま した。
田邊
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