2006年 4月 に石川県立自然史資料館が仮オープン

!

事務局
私たちと同 じように「 県立の自然史博物館 を !」 という活動 は、全国でもい <つ かの都道府県で
イ
子われています。その中で、来年 4月 に石川県立自然史資料館が仮オ ープンすることにな りま した。
らにな つた「 石川県に自然史博物館 を実現
この設立にあた つては、石川県自然史系団体協議会が 中ノ
する会」の活動があ つてのことで した。ここでは、石川県での 自然 史博物館設 立 への活動の経緯や
石川県立自然史資料館の概要、さらに NPO化 する石川県自然史系団体協議会の今後の活動 につい
て、 資料 をもとに紹介 します。
「 石川県 に自然史博物館 を実現する会」副会長の古池 博氏 にはい
<つ かの資料 を送 つていた だき、お世話 にな りま した。
石川県立 自然史 資料館設置 への活動と経緯
1968年 に旧第四高等学校の校舎 に設 け られ
た石 川県郷 土 資料館 には自然史 関係 の標 本の
展示室があ りま したが、石川県郷 土 資料館の発
展 した県立歴史博物館 には自然史 関係 の展示
室はな <、 自然史博物館 も誕生 しませんで した。
石 川県 にお ける自然史博物館 の実現 にあ け
ての活動 は、1978年 に金沢大学や多 <の 自然研
らにな り、石川県自然史博
究会などの有志が 中ノ
物館設立準備会ができ、矢□
事 に要望書 を提出 し
て以来、今 日に至るまで設置運動が延 々と弓￨き
継がれてきま した。
1996年 に
「 石川県に自然史博物館 を実現する
会」 (以 下「 実現する会」)が 設立され、同年 に
県議会 に対 して「 石川県に自然史博物館のすみ
や かな実現 を求 め る請願書」 を提 出 しま した。
この請願書 は、県議会で取 り上 ￨ず られ、県議全
員 ―致で採択されま した。これ らよ り、自然史
博物館の実現が具体的に進 み だ します。
1998年 には、石川県教育委員会から基 本構想
についての包括的な質問が「 実現する会」に寄
せ られ、
「 実現する会 」と して「 自然史博物館
基本構想 についての解答」および「 自然史博物
館基本構想」を提 出 しま した。それを受けて県
教育委員会 は、2003年 に「 自然史 資料館 (仮 称 )
基本構想」を策定 し、自然史整備室が設け られ
ま した。そ して、2005年 7月 から改修工事が
開始 させれ、研究収蔵棟と教育普及棟が 4月 に
仮 オ ープンすることにな りま した。また、2006
年度 には県立施設と して条例化され、指定管理
者制度の導入が決ま つてい るそうです。
なお、それ以後 については、展示棟など整備

して 2009年 に展示棟 も新設され、2009年 に全
面 オ ープンの予定 です。 しか し、石川県も財政
悪化で厳 し<、 全体の予定も遅れや設計規模 も
縮小 されてい るようです。 その ため、
「 すべて
が従来の経験・ 慣行の枠 にははまらず、とにか

<前 進するには、あ らゆる面で新 しい観点と創
造 ll■ 、そ して忍耐が求め られている」そうです。
「 石川県立 自然史資料館」は、
「 実現する会」
の 目標 からすれば中間段階のもので、当面 、こ
の設立と充実に力を尽 <し 、自然史博物館 に接
近するのが「 実現する会」の基本方針 というこ
とです。現在、既存の 2棟 の建物 を改装工事中
(研 究収蔵棟 +教 育普及棟 )で すが、基本設計
では完 成段階 (展 示棟新設 )で も 4000m2程 度
に しかならないようです。設備 も仮オ ープ ン当
初 はほとんど揃わ ないそうです。
石川 県に自然史博物館 を実現する会
「 実現する会」は、県民 運動の団体で個人会
員約 400名 、団体会員 60名 ほど、県会議員の
約半数が顧間だそうです。
石川県 自然史系団体協議会 は、その名称の通
り、そのうちの自然史系団体約 30団 体が結集
した組織で、近 <「 特定りに営利活動法人石川県
自然史 センタ ー」に移行す るそうです。これは、
自然 史 に か か わ る 県 民 の 活 動 を総 合 的 に 支
援 口協力・ 連帯する機構 (セ ンタ ー)で 、
「石
川県立 自然史資料館」の本体業務の管理運営を
l旨 定 管理者 と して委託 す る 目的 をも つて 設立
されます。また、
「 実現する会」は、
「 石川県自
然史資料館 」が発足すれば通常の博物館の「 友
の会」の役割も果 たすことになるそうです。
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山梨県環境研究所 と環境省生物多様性センタ ー
横山

謙二

環境省 生 物 多様 セ ンターの 画像 と映像の展示

ロ ビー の手 作 りの展 示

夏休 み最後の 日曜の 8月 28日 に、山梨県環
境研究所 と環 境 省生物多様 ll■ セ ンタ ーの見学
会 を実施 しま した。参力□
者 は、 20名 です。
まず、環境省生物多様 センタ ー を見学 しま し
た。生物多様センタ ーでは、環境庁の施設と し
て、日本の自然や生物多様 ll■ についての研究や
教育活動 を行 つてい ます。 また、
『 生物多様性
ム
情報 システ 』と して、自然環境保全基礎調査
の成 果 や 日本の自然環境、生物多様性 に関する
情 報 をインタ ー ネ ツ トによ り情 報提供 してい
ます。
建物 は、一般の方が利用できる図書資料閲覧
室と展示室、また別棟の標本室と研究室か らな
つています。今回は、残念なが ら標本室や研究
施設 を見ることが できませんで したが、標本室
は 3重 ものガ ー ドがあ り、湿度・ 温度が しつか
り管理されているそうです。展示室は標本がま
つた <な <、 パ ネルや映像の展示物 ばか りで、
つ ま りませんで した。あ しろ □―ビ ー にあ る、
手作 りの展示物 や実物標 本 の ほ うが面 白か つ
たです。
駅 に、富士山五合 目奥庭 に向かい、動植物の
自然観察 を行 いま した。夏休みの最後の 日曜 日

で したので、シヤ トルバスは行 楽客で混 み合 つ
ていま したが、幸い天気が よ <、 間近で見る富
士山が きれいで した。さて、自然観察のほうで
すが、地質屋の自分 は植物 口昆虫 口鳥が ま つた

<わ か らな いので、勉強するつも りで写真 をい
つぱい撮 つて きま した。その結果、昆虫ではア
カタテハチ ョウ、ヒメアカタテハチ ∃ウ、植物
ではヤマハハ コ、 コケモモ、カラマツ、 コメツ

富 士山五合 目 奥庭 での観察会

山梨県環境研究所

奥庭 か らの富士山頂

ガ、アキノキ リンソウなどの写真が撮れま した。
鳥 は、動きが早 <、 望遠 レンズがないので満足
な写真が撮れませんで したが、なんとかル リビ
タキらしい鳥の写真がとれま した。
奥庭 で自然観察 を終え、山小屋 でまずいキノ
コそば を食 べ た後、山梨県環境研究所 に向かい
ま した。
山梨県環境研究所 では、総務課の教育 スタ ツ
フの副主幹、中澤 修さんに、説明をしていた
だきま した。山梨県環境研究所 は、自然と人の
生活 とが調和 した地域 の実現 の支援 と環境 に
配慮 した 日常生活の実践 や環境保全活 動の支
援 を目的と した施設です。
スタ ツフの人数 は、研究部 で 18名 、総務課
口
(総 務、環境教育 情報担当 )で 8名 です。研
究部 は、地域環境政策研究部 (緑 地計画学、環
境資源 環境計画学、人類生態学 )、 環境健康研
究部 (環 境生理学、 生気象学、環境生化学 )、
自然環境研究部 (地 球科学、植物 生態学、動物
生態学 )か らな ります。施設内は、研究施設と
環境教育施設 に分 かれています。環境教育施設
は、環境学習室・ 研修室 口生態観察園・ 自然観
ロ
察路・ 環境情報センタ ー ロホ ール・ 談話室 デ
ツキ広場など充実 した施設があ ります。環境教
育活動 は、施設内の展示や環境情報センタ ーの
ほなに、学習プ ログ ラ ム『環境教 室』を実施 し
ています。

最後 に、今回の見学会の感想 を述 べ たいと思
います。まず、展示物ですが、両館 ともに、標
本の展示が少 な <メ ンテナ ン スが かか る最新
の機械 によ る展 示が主体 であ ることが気 にな
りま した。映像や写真 は、インタ ー ネ ツ トでい
つでも見 られる世 の 中にな つて きて い る中で、
わざわざここまで来 て標本がみ られず、映像・
写真 を見て帰 るの もつま らな いと感 じま した。
また、最近の博物館 によ <あ る野外展示 ですが、
自然豊かなこの地域 においては、自然観察路な
どは、あ しろ不 自然な感 じが しま した。静岡県
で自然史博物館 を作 るときは、標本が見 られな
<、 場違 いな自然 をつ <る 不 自然史博物館 は作
つて ほ し<な いと感 じま した。
今回の見学会では、自然環境関係の研究・ 教育
施設 を見学 しま したが、皮肉なことに、展示物
を見て覚えた動植物の名前 はあ りませんが、奥
庭 の 自然観察 で は多 <の 動植物 の名前 を覚 え
ることが できま した。や は り自然 を学 /3iの に、
自然 にかなうもの はあ りませんね。
見学会関連ホ ームベ ーブ
生物多様センタ ー ホ ームペーブ
http://̲.biodic go.ipノ

生物多様 ll■ 情報 システ ム
―
http://̲.biodic.9o.jpノ 」
IBIS
環境省 インター ネ ツ ト自然研究所
http://― .sizenken biodic.goipノ
山梨県環境科学研究所
http://― .yies pref.yamanashi.ip
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表富士西日塚の散策と裾野市立富士山資料館 の見学
及川

表富 士西 臼塚での植物観察

平成 15年 10月 15日 、秋の富士山における
自然観察会 と して表富士西臼塚の散策、施設見
学 と して裾 野 市 立富 士山 資料館 の訪 間 を実施
しま した。
当 日は雨の予報 も出ていま したが、集合時刻
ではまだ薄曇 りの天候。紅葉 はまだ本格的には
始ま つていなか つたものの、間近 に見える富士
山の偉容 に驚 きつつ、杉野先生のガイ ドで西臼
塚の遊歩道 を散策 しま した。
西自塚 は、富士山の寄生火山ともいえる小噴
火 □の跡地 であ り、まるで鉢 かク レータ ーのよ
うにFiB没 した古い火 □が見 られます。周囲はカ
エデの仲間、ブナなどの林とな つてお り、三宅
先生のガイ ドによればシカやモグ ラ、ネズミな
どのほ乳類の気配も強 <、 カラ類、カケスなど
の野 鳥 の声 も間かれま した。
集合 した会員 は、杉野先生よ り紅葉の仕組み
についてうかがい、 レジュメによ つて力エデの
仲間の葉の見分け方もあさらい。遊歩道の両脇
に生えるホ ソェアザミなどの野草、ミツキ、ホ
オノキ、サンシ ∃ウバラなどのさまざ まな樹木
につ いて レクチ ヤ ー を受 けなが ら林 の 中 を歩
きま した。
林の土壌 は豊かなようで、倒木の上 にはコケ

忠広

「山の神」とされる西日塚の墳丘にあるミズナラの木
が生え、多数の種 類の キノコも顔 を出 していま
した。また、どこの地面や 木の幹 にも多 <の 種
類のザ トウ ムシが見 られま した。ひ じょうに長
い 脚 でゆ らゆ らと移動 す るザ トウ ム シの姿 は
ユ ー モラ スでカメラに収 め てい る会 員 もあ り
ま した。
途中、杉野先生 はサンシ ∃ウ、ゴマ キなどの
葉 をつみ 取 り、その香 りを紹介 して下さいま し

シカのふん

シカの足跡

た。また、会員が拾 つた力エデの葉や種 につい
ても解説 して いただきま した。
林の中には多数 のモグ ラ塚が見 られ、ネツミ
の トンネルの □も見 られま した。また、シカの
足跡 も多 <見 られ、この― 帯に多 <の 個体が生
息 していることがうかがえま した。
おまけにシカのふんも発見でき、樹木 の根本
にはシカたちが歯 で表面 をそぎ取 つて 食 べ た
跡 も見 られたほどです。
西臼塚の噴火 □跡 は、まるで小さな富士山火
□そのもので、小高 い斜面 を登 り切 ると、その
が数 十 メ ー トルと落 ち <ぼ ん だ地 形
向こ う倶」
を しています。火 □の縁 には樹齢 300年 ともい
われるミズナラの大木が生えています。山の神
と して祭 られてお り、祠 もあ りま した。
西臼塚の観察 を終え、昼食ののちには水ケ塚
公園に移動。遊歩道の散策 し、裾野市立富 士山
資料館 へ と向かいま した。
富士山資料館のテ ーマ はひ じように明llkで 、
富士山と周辺地域にお ￨す る自然史、民俗資料の
収集 とに絞 つてあ ります。自然史と民俗の両方
をテ ーマと しているため、富士山の人山活動 を
製、頭骨、
示す溶岩や コア・サンプル、動物の最」
また ￨ま 富士山頂測候所の職員たちの記録、古民
具、歴史文献、祭事資料 に至るまで を収集 して
いますが、そのほとんどが一荻 資料 であること
が特徴的といえます。展示方法 はいささか古い
ことは否めませんが、 レプ リカや模型、モニタ
ーでの再生映像、科学館でよ <用 い られる電気
機器的な展示 をい つさい使用 しないことが、新
設博物館 ばか りを見慣 れ た 目にはかえ つて新
鮮で驚 きでもあ ります。これは―駅資料の収集
がいかに重要で、その価値が計 り矢Dれ ないこと
を女□実 に語 つてい ると思われます。その収集資
料 は裾野市の広報紙 でも毎月紹介 されてお り、
江戸 0き 代 に しとめ られ たニ ホ ンオオカ ミの 頭

骨、富 士山頂測候所の気象 レーダ ー ドームのパ
ネル、沢」
候所職員が山頂で収集 した昆虫の標本
などが報 じられていま した。
ニホンオオカミの頭骨 は、裾野市のみな らず
全世界的にも貴重な資料 であ り、その由来 を記
した古文献 と共 に歴 史民俗 資料 と して も価値
の高 いものと思われます。
展 示館 と展示館 と をつ なぐ通路 の窓が紙製
の 目張 りで覆われていま した。 しか し、そこに
はのぞき窓が開け られてお り、窓外 には野鳥の
ための餌台が設置 してあ りま した。きわめて簡
単な野鳥観察施設といえ、周囲の環境 に恵まれ
れば他所 で も設 置可能 な展 示 といえ るで しよ
lD。

当 日、期 間展示と して、火山活動とその被害
に関す る展示があ りま した。過去、富士山や浅
間 山の 蹟火 で近 隣の村 々が被 つた被 害 を紹介
していま した。また、会員たちの大きな関ノ
bを
んだのが、神奈川県立地球博物館の新丼田学
芸員製作 による地形鳥臓図で した。これは地球
観測衛 星 ラ ン ドサ ツ トの収 集 したデ ー タなど
0乎

をもとに、各種の ソフ トによ つて描 かれた地形
CGで あ り、高低差にデ イフォルメ をかけるこ
とによ つ てよ り地形の形状 を分 か りや す <し
た画像 です。あたか も高度数千 メー トルの空か
ら伊 豆半 島や富 士 を見 下 ろ したかのよ うな現
実感あふれるポスタ ー は、地球博物館 でも人気
とな つたとのことです。自然博 ネ ツ トの会員 は、
来年 の ミニ 博物館 でこの地 形 図が展示 できた
ら、とも語 り合いま した。
富士山は、静岡と山梨のみな らず、全世界 に
もアピ ールできる自然の宝庫です。近年、さま
ざ まな荒廃の実態が 明 らかにな つていますが、
これ らの破壊 を<い 止めるべ <、 自然の豊かさ、
大切 さを記録、アピ ール してゆ <こ とも博物館
に課せ られた任務のひ とつといえ るで しよう。
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生物学を学んだ時に、まだ誰も知らない名の無い生き物を見つけ、名前をつけることが出来たら
いいなという夢をずつと見ていました。幸運にもそんな機会に巡りあうことが出来ましたが、記載
に向けてはかなりの時間と労力が掛かりました。アカイシサンシ∃ウウオは 2004年 に新種記載され
ましたが、最初の 1個 体を見てから、次の 1個 体を見るまで約 10年 、さらに記載されるまでに 18
年、合計 28年 が費やされてや つと記載までにこぎつけているのです。
最初の 1個 体は現在京都大学教授の加藤 真先生と弟の加藤 徹さんが学生の時、静岡市内の山
中で採集され、大学の研究室に持ち込んだものでした。採集場所周辺をかなり丹念に探しましたが
その後採集されることはありませんでした。次の個体が採集されたのはまさに偶然でした。中川根
の山中で道に迷い、川に向かつて直下に降りていた時、ふと石をめ<る とこのサンシ∃ウウオがい
たのです。さらに数匹を採取しました。しかし、そこは川からの距離も長<何 処が産卵場所か皆目
見当もつきませんでした。
その決に採集されたのはさらに 5年 が経過してしました。今度は近<に 川があるので幼生を採集
しようと川の石をひたすらめ<つ たのです、それこそ何日も、しかし一向に見つかりません、個体
数が少ないためと夜行1生 のために見つかりに<い のではと夜間の調査も行いました。しかし、見つ
からないのです。日本に生息する小型サンシ∃ウウオは 18種 になりましたが、アカインサンシ∃ウ
ウオ除<そ のほかのサンシ∃オウオは幼生の方が観察しやすいのです。
幼生期間は水に依存しているため、川ないしは池などを観察するだけですぐに発見できるのです。
また、静岡に生息しているハコネサンシヨウウオ、ヒダサンシヨウウオは川の中で越冬幼生として
1年 以上水中生活するためいつでも簡単に見つけることが出来るのです。約 2年 ほぼ毎週生息地
に通いました。川の中、林床の石はぐり、落葉かきを徹底的に行いました。通ううちに 2ケ 月に 1
個体、ひと月に数個体と生息環境と観察できるところが判 つてきたのです。途中当時京都大学院生
の見澤康充さんの協力もあり調査は急速に進展していきました。成体の出現が、産卵期と考えられ
る3寺 期にある一点に集中していることが分かつてきました。そして待ちに待 つたあなかの膨らんだ
メスが現れたのです。産卵場はやはりこの付近なのです。採集個体はすぐに京都大学に送 り卵巣内
のデ ーターを貰いました。卵径は大き<卵 数は日本産のどの種類よりも少ないことが判明しました。
産卵形態は流水タイプと断定できたのです。
見澤さんと共に産卵場所と想われるところを掘り進みました。深さ lm以 上長さ 10数 m、 道具の
ビツケル、鍬も 2人 とも数本を失 つていました。しかし、一向に卵のう (5口 を包んでいる袋)の 姿を
見ることは出来なかつたのです。このサンシヨウウオの生態はまだ完全に解明されたわけではな<、
いまだに産卵された卵のうは見つかつていません。
また、来年もまだ見ぬ卵のうを求め山に入ります。

１
●
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今年もカバマダラが静岡県東部と西部で多数見られました。カバマタ ラが静岡県にやつてきたの
￨ま 1965年 9月 に水窪町でした。静岡昆虫同好会の会誌「駿河の昆虫」によりますと、当日は台風
の翌日晴天であつたと報告されてます。これは、台風に運ばれて飛んできた迷蝶です。その後の静
岡県へのカバマダラの飛来は 1970年 9月 に浜松市天竜川堤防、1973年 8月 下旬に大東町、1974
年 9月 に静岡市清水区興津、1983年 10月 に静岡市葵区西草深で記録されてます。ここまでの記録
はすべて採集にしろ目撃にしろ見つかつたのは 1頭 だけです。このことは、前に台風が来ていたか
分かりませんが一過 の迷蝶として飛来したものだと考えられます。その後、1990年 代に入つても
カバマダラは静岡県にやつてきます。1997年 9月 以降に西部の竜洋町、磐田市鮫島、1998年 には
浜松市田尻町、中田島町などでカバマダラの成虫と卵、幼虫が多数見つかつてます。さらに、2000
年に入つては沼津市香員山、2001年 韮山町でやはり、成虫、卵、幼虫が複数見つかつてます。そし
て今年 (2005年 )8月 以降に西部の大須賀町、浅羽町で多数の成虫が見られました。また、トウワ
タから卵が多数見つかり、ガガイモからは幼虫が見つかりました。さらに、東部の函南町から多数
の成虫が見られました。
そこで、注目ずべき現象を述べますと 1980年 代までのカバマダラの飛来 (記 録)は 単発の 1頭
だ￨す でした。しかし、1997年 以降、今年の記録はすべて複数でさらに卵や幼虫までが複数記録さ
れてます。大須賀町の発生地の方に伺つたら、
「 この蝶は 6月 過ぎに左<さ んここで飛んでいた」
とあつしやつていた。そうすると、10月 下旬に多数見られたカバマダラは 2度 から 3度 ここで発
生を繰り返していたのではないかと想像をします。
1997年 以降、地球温暖化によつて南万系の蝶が静岡でも世代を繰り返せる環境になつたのかと
思いますが、それほど自然界は人間の者えるほど単純ではないことも覚悟してますので、今後の
カバマダラの調査が楽しみです。
終わりに、カバマダラはどんな蝶かご紹介します。写真の成虫は翅の裏ですが、最近、みなさん
の家の花壇や公園でよ<見 られるツマグロヒヨウモンというオレンブ色に黒点のある蝶に良<似 て
います。フウセントウワタという生け花に使う植物にも飛んできます。
写真は磐田市鮫島にて入交 1多 氏により撮影されたものてす。
lll■

静岡県の三角点 (5)

富士山周辺の 一等三 角点
興石

邦昭

で一等三角点の 山頂 に出る。山頂からは荒 々 し
い大沢崩れの刻まれた富 士山 を眺望できる。登
山 □か ら山頂 ま では徒 歩約 3時 間の行 程 であ
る。毛無山の最高地 (1964m)は 山頂から東北
東約 600mの 地点で、最 高地 を示す標識 はない
が、お花畑が広が つている。

2)愛 鷹 山は富士山の東南東、更新世の成層
火山である愛鷹連峰の南端 に位置する、連峰の
最高峰 は北端の越前岳 (1504m)で ある。愛鷹
山へ は国道 1号 線のバイバ ス、中里西交差点な
ら須津渓谷方面 へ 8 kmほ どで大棚の滝入□に
でる。そこからさらに 1 8km先 の沢山橋 を渡 る
と登山□である。第 ―展望台の指道標 に従 つて
須津 川の左岸 を下 ると杉 の植林 に囲まれ た急
図 1 富士山をとりまく6つ の一等三角点の位置
登が始ま り、やがて檜の植 林とな り、徒歩 10寺
間ほどで神谷分岐点の尾根 にでる。さ らに 10守
日本で最 も高い標高の三角点 は、二等三角点
間ほ どヤマ ツツプの密生 す る自然林 の尾 根 を
ではあるが、富士山 (3776m)で ある。この富
たどると、やがてブナ林とな り、袴越岳 (は か
士山を取 り巻 <よ うに 6つ の― 等三 角点がある。 まご しだけ、1248m)に 着 <。 ここか ら右方 へ
25分 、見事なブナの原生林か らなる馬場平 に至
それ らは山梨 県の黒岳 (1793m)と 御正体 山
(1682m)、 神奈川県の神 山 (4438m)、 静岡県
り、さらに 100mほ ど下 つて上 り返せば、35分
の毛無山 (1946m)と 愛鷹 山 (1187m)、 羽鮒
ほどで愛鷹山の山頂 に着 <。 山頂 は小広場とな
つてお り、そのほぼ 中央 に標石が埋 設されてい
山 (321m)で ある (図 1)。 ここでは静岡県内
の 3つ の一等三角点について述 べ る。
る。近 <に 愛鷹明神奥宮があ り、山頂の北1貝 」
は
切 り開かれてい るので富士山がよ <見 える。
1)毛 無山 は富士山の西麓、天 守 山地の最 高
峰で、第三紀 中新世の人成岩と泥岩 とからなる
3)羽 鮒 山は富士宮 市の西万 に広が る古富士
海成層が隆起 して形成された。毛無山へ は国道
泥流 からなる羽鮒丘陵南肩の最高点 であ る。こ
139号 線 を北上 し、朝霧高原グ リンバ ーク入□
こへ は 」R身 延線、沼久保駅 から県道 25号 線 を
を左折、さらに約 2 km先 の丁字路 を左折する
芝川駅方面 に約 900m進 み、古田バ ス停 を右折
と、その先 400mが 登山□で、そこから徒歩 10
して 500mほ ど先の羽鮒山展望台入 □の案内板
ほどで地蔵峠方面との分
分
岐点 に至る。ここか
を右折すると林道羽 鮒曲線 に入 る。さらに 15
km先 の羽 鮒山展望台入□か ら約 400m行 けば
らは、1000mの 登 りとな り、縦走路 に至るまで
の 間に 1〜 9合 目の各標識がある。 自然林の山
登 り□である。ここまでは車 で行け る。ここか
道が続き、 2含 目の先の見情台からは不動の滝
ら未舗装道 を行 <と テ レビの 中継電波塔が あ
が遠望 でき、秋の 滝周辺の紅葉 は素 情 らしい。
り、 その鉄 柵手前 6mの 藪の中に羽鮒村―等三
9合 目か ら 5分 ほどで縦走路 に至 り、10分 ほど
角点標石が埋設されてい る。ここは全 <展 望が

きかないので、羽鮒 山展望台まで約 10分 足 を
延ば したい。そこか らは北東 に富士山が、東万
に愛鷹連峰が見える。愛鷹火山や富 士山の 前 々
身である小御岳火山、さらに後方の箱根火山が
それぞれ噴煙 をあ ￨ず ている約 30万 年前の情景
を思い描 <と 面 白い。羽鮒丘 陵にはギフチ ∃ウ
は見 られな <な つたようであるが、多 <の 蝶や

― 等 三 角点標石 :毛 無 山

毘虫などが生患 している。帰路、芝川駅南東 700
mの 富原橋 から富 士川左岸 に降 り立ち、 loom
ほど下 つた崖 に露 出 してい る芝 川溶岩 の柱状
節理や芝川駅北 6.5 kmの 柚野橋で芝川の急 流
と礫 が穿 つ た芝 川溶岩 のポ ツ トホ ー ルな ど を
観察することができ る。

愛鷹 山

羽鮒 村

図書の紹介
日本の動 物はどこが らきだが
動物地理学の挑戦
京都大学総合博物館 編
岩波科学ライブラリー109 定価 :1200円
京都大学総合博物館で同名の特別展を 2005年 秋に開催する
に先立 つて発行 された本。 日本は島国なので、そこ にすぬ動物
はいつかどこか らか渡 つてきたはずで、と<に 沖縄や小笠原諸
島、伊豆諸島の動物の起源 は興味深い。これらの動物地理学の
問題に哺yじ 類はじめヘビ、 トカゲ、サンシ ヨウウオ、ビヮコォ
オナマズ、海水魚、ネクイハ ムシ、アサ リなどに関 して、最近
の遺伝子デ ータも含めて京都大学の動物地理学の研究者 13人
が執筆 している。全体が 112ベ ーブで、各項目が 7〜 8ペ ーブほどにまとめられていて読みやすい。
遺伝的にニホントカゲとは別種の伊豆諸島にいるオカダ トカゲが伊豆半島にもいるらしい。伊豆半
島が南から日本列島に衝突 した説を裏付けるとしているが、南から来た伊豆半島にすあ ォカダ トカゲ
の先祖はどこから来たのだろうか。また、小笠原諸島に固有種の陸貝が 73種 もいるという。明治時
代に貝の採集人を雇い日本全国で陸貝を採集させた在野の貝類研究家、平瀬与―郎の標本か ら明らか
になつたという。現在ではこの固有の陸員はほとんどが絶減 しているか、絶滅寸前だそうだ。彼の標
本がなければ孤島の固有種について知 られることはななつたろう。
本書は動物地理学についてのとても興味深い本である。しか し、動物地理学の議論に海底地形や地
質学的な検討があまりされていないのが残念だつた。と<に 、琉球列島の動物分布 に関する地史につ
いて、図などを加えて詳細に述 べてほしかつた。とはいっても、久 し6り に動物地理学の本に出合え、
最近の遺伝子デ ータが活用され、生物多様性や環境保護とも関連 して、動物地理学の重要性を再認識
できてうれ しかつた。
(柴 正博 )
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今年度の静岡県 自然学習資料保存事業
横山

自然学習資料保 存事業事務室

現在、静岡県の委託事業と して自然学習資料
保存事業室 に集め られた昆虫 植物 地質 貝類
の総標本数 は、 102,355標 本 にも及びます。 そ
のうち今 まで 3年 間の事業で仮評価 登録済ん
でいるものが 5,882標 本、仮評価 中の ものが
20,535標 本、仮評価準備 中のものが 925標 本で
す。 また、 これ か ら受 け入 れ る予定の標 本が
163,000標 本あ ります。
今 年度 の事 業進 行 状 況
今年度の 自然学習 資料保存事業 は、平成 17
年 6日 14日 に教育委員会三島分館 から、静岡
市清水 区 中部健康福祉 セ ンタ ー庵 原分 庁舎 に
資料などが移転 し、7月 1日 か ら事業が開始 し
ま した。事業 は、標本室や事務室の設営や荷物、

謙二

湯浅氏植物標本のダンボールの山
お よび 図書の整理 作業 と同 0寺 に湯浅保雄氏 植
物標本の整理作業か らと りかか りま した。
図書 は、古生物学会の蔵書 を中心 に事務室の
隣の部屋 に図書室 を設営 し、整理 を しま した。
しか し、蔵書が多いため本棚 に入 りきらず、現
在全部の図書が整理 しきれていない状 況 です。
また、湯浅氏植物標本 は 65,000標 本 もあ り、
整理 と受入 作 業 に 0寺 間が さ らにかか りそうで
す。また、9月 15日 よ り小林國彦氏昆虫標 本の
受入作業 にと りかか りま した。小林氏標本 は、
主に静岡県と山梨県産のチ ∃ウの標本です。標
本数 は、90箱 7,000標 本もあ ります。現在、こ
れらの標本の受入台 帳 を作成 し、 2/3ほ ど終 了
しています。今年度の事 業と しては、この小林
氏昆虫標本と現在仮 評価中の高橋氏や清氏、諏

昆虫標本の標本箪笥

訪氏の昆虫標本 20,535標 本の仮評価と登録 を
済 ませる予定 です。

自然学習資料保存事業室の連 絡先

資料保存事業
移転先
(中 部健康福祉セ ンター 庵原分庁舎
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424‑0806 静岡市清水区 4丁 目 4‑17
中部健康福祉 センタ ー庵原分庁舎 2階

冨∃言舌 0543‑67‑2111

ジヽ

静 岡 県 自然学 習

住所

一
″
″

施 設 内の状 況
静 岡市清 水 区 中部健康福祉 セ ンタ ー庵 原分
庁舎の 1階 は、難病相談福祉センタ ーが入□に
あ りますが、左奥の スベー スが資料保存事 業 に
割 り当てられています。その部分には、標本収
蔵室、 旧 レン トゲ ン室、 旧現像室が あ ります。
標本収蔵室は、地質および貝類標本室と して使
用 し、現在 は部屋の半分 に棚 を組み 、標本が保
管されています。旧レン トゲ ン室は、現在 は乾
燥機 と冷凍庫がおかれ、標本処理室と して利用
しています。また、旧現像室 は現在使用 してい
ません。
2階 は、階段 を上 つた正面左イ
のスベ ー スに、
貝
」
事務室と倉庫、図書室、植物標本室、昆虫標本
室 を配置 しま した。なお、2階 の左奥の スベー
スは中部健康 福祉 セ ンタ ー庵原分庁舎 の事務
所 にな つてい ます。図書室 は、古生物学会の蔵
書、池谷文庫、土文庫等の地質学関係の図書 で、
すでにい つぱいでにな つてい ます。倉庫 は、未

整理 の 図書 や ミニ 博物館 の展示 バ ネルな ど を
収蔵 してあ ります。植物標本室は、部屋の半分
が湯浅氏植物標本で占め られ、残 り半分のスペ
ー スは植物標 本の整理作業 に利用 しています。
毘虫標本室 は、その 1/3ほ どのスベー スが毘虫
標本の収蔵 に当てられ、残 りは昆虫標本の整理
作業 スベー スと して利用 しています。また、外
の倉庫 は、湿気が強 <紙 類 を保存するには不向
きで、また重量物に耐え られる床ではないため、
現在利用 していません。
まだ利用 しきれ ていない部屋が あ りますが、
収蔵 スベー スと してはそれほど余裕 もな <、 ま
た図書 になども書 架 が な <整 理 できな い 状況
です。今後予想される搬入標 本の量などを考え
ると、今借 りているスベー スだけでは、収ま り
きれな <な るのは間違いあ りません。

静 岡県 の化石 (3)

アケビガ イ 深海 での「 食 生活」革命
延原

尊美

の生物学的発見とも言われま した。これ らの体
サ イズの大 きい深海生物 は体 内 に共 生細 菌 を
飼 つてお り、これらに地下か ら湧 いて <る 硫化
水素 や メ タ ンを利用 させて エ ネル ギ ー を得 て
い ることが、その後の研究 で明 らかにされま し
た。つま り、光合成 によ つて作 られた有機物 に
たよ らな <と も、地下から硫化水素や メタンが
湧いていれば困 らな いというわけです。
静 岡県 か らもこのよ うな暮 ら し方 を してい
三
る 枚貝の化石が、推‖￨1市 の約 200万 年前 の地
層 (満 水層や 土 万層という陸棚斜面 に堆積 した
泥岩層 )か ら産出 しています。アケビガイとい
うシロウ リガイ類の一種で、現在 も生きている
種類 です。シロウ リガイ類 は、潜水艇 による調
査 で、深海の海底温泉や冷湧水 □などで数多 <
発見されていますが、アケビガイの方 はそれ ら

満水層産 アケ

深海 は季節的な変化もあま りない し、おそ ろ
しい敵 (捕 食者 )も いない。読者のみなさんは
「 深海」について極めて平和な イメ ーブ をお持
ちかも知れな い。ところが深海底 は餌の獲得 に
関 して言えば浅 海域以 上 に厳 しい世界 なの で
す。海洋生物 の場合、一般的に食物連鎖 の起点

よ り生息水深が浅 <、 水深 100‑200m付 近の陸
棚斜面の泥底から8寺 折、漁船 による底弓￨き 網等
で混獲されています。現生アケビガイの生態 に
とな る の は光合 成 を行 う植物 プ ランク トンに
な ります。光が差 し込あ浅海や海洋表層部 では、 ついてはいま だ未解明なことが多 <、 逆 に化石
子い、つねに食物
の産出状況 (大 型の化石が 自生 口密集すること)
植物プ ランク トンが光合成 をイ
などから、メタン湧水 を利用 していたことが指
連鎖 の起 点 とな る有機物 の生産が行わ れ てい
摘されています。
ます。ところが、深海 では、そのように して海
アケビガイを含ぬシロウ リガイ類 も、もとも
洋表層 で作 られた有機物 (プ ランク トンやそれ
とは浅海 に住んであ り、他の二枚貝と同 じよう
を食 べ ている動物の遺骸や糞など)が 、降 つて
にや は り光合成 によ つて 生産 された有機物 に
<る の を待 たなければな りません し、海底に到
たよ つて生 きていた ものと思われます。い つた
達する間に、遊泳性 の動物 に消費された りしま
いどのように して、細菌を共生させて深海 に進
す。果 た して、深海底 に生きる動物 は貧 し<つ
つ ま しや かな生活 をお <つ てい るので しよう
出 してい ったの で しようか ? 浅海 と深海 の
か ? た しかに、二枚貝 の仲間では深海 ll■ のも
はざ まに生息するアケビガイは、ま さにそのよ
の になると体のサ イズが l cm以 下にな りどん
うなプ ロセ スを解 明す る上 で重要 な位 置 にあ
どん小さ<な つてい <傾 向があ り、これ は餌 と
るといえるで しよう。
アケビガイの化石 は、推日￨1駅 南の開発時には
な る資源量 の減 少 へ の適応 と して紹介 され て
います。
大量 に産出 したとのことですが、残念なが ら現
1977年
の海
ところが、
、ガラバゴス沖の深海
在 で は一 部 の コ レクシ ヨン を除いて はその状
底温泉 か らチ ユ ーブ ワ ームや シロウ リガイ類
況 を矢Bる す べ はあ りません。二枚貝の進化 を解
明する上でも、はたまた当時の地球環境 を考え
な ど大 きな動物 か らな る コロニ ーが発 見 され
ま した。深海 にもかかわ らずその生物量 の大き
る上でも貴重な資料です。
さは旧来 の常識 を覆すものであ り、20世 紀最大
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