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カジカガエルは、 主として比較的川幅

が広い山地の渓流周辺に生息していま

す。通常は川すじのj草地や樹上で生活

していますが、 4月末頃から8月はじめ

にかけての繁殖期には、オスが川の瀬

に集り、石の上で「フイ、フィ、フィ、

フィ一、 フィー」と美しい声で鳴き交わ

して縄張りを宣言するとともに、メスを呼

びます。

川の世間音とあいまって、 涼しさを感じさ

せる 「河鹿」の鳴き声は昔から人々に

親しまれ、万葉集をはじめとして多くの

小田原市入生田

|専物館の横を流れる早川にて

2004年6月 20日撮影

あら い かずまさ

新井一政 (学芸員)

詩歌に詠まれてきました。現在でも、そ

の美声を宿泊客誘致の目玉の一つにし

ている山聞の宿も少なくありません。

県内では、丹沢、箱根、湯河原など

の山地や丘陵地の)11沿いに生息してい

ます。 生命の星 ・地球博物館がある小

1I1原市入生田周辺は、本穫の箱様で

の分布の最下流域にあたり、初夏の頃

早川に面したテラスに出ると、川音に混

じってその鳴き声が聞こえてくることがあ

ります。
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火砕流の L"M"S

図1缶ビーノレと言|量スプーンの大~小

人がもっ大きさのイメージ

L' M . S (大 ・中 ・小)、並 ・大盛

り等その日の気分やお決まりのパターン

で、飲み物や食べ物を注文しますね。

今回のテーマは雲仙普賢岳で、も発生し

たあの恐ろしい火砕流の大きさ比べの

お話ですが、はじめに普段我々がもっ

ている大中小のイメージを確認してみま

しよう。 図1は料理に使う計量スプーン

と缶ビーノレの大~小で、す。 計量スプー

ンの大さじ (15ml 右端)は、小さじ

(5 ml 中央)の 3倍の大きさです。 缶

ヒ♂ーノレで、は 135ml ~ 1000 mlまでありま

すが、 ヒーンビーノレの大ビン (633ml)は、

小ビン (3341111)の2倍もありません。 そ

の他飲食物に|浪らず、イダIJを挙げたらきり

がありませんが、身の回りにある品物の

大~小の聞に i桁 00倍)を超える違

いがあるものはほとんどありません。 実

際これ以上の違いを表すのに「桁違し、」

とか 「桁外れ」としヴ言葉もありますね。

最近では 「チョー 1Jでしょうか?

地震の場合は?

の規模(地震波のエ

ネルギー)は 32倍

も違ってしまいます。

数学が紛れ、な方に

は申し訳ありません

が、これは計算式に

対数 [logJ があるた

めです。 震度も加速

度 (cm/s2=カ'ル)で

表すと lカソレが震度

l、 10カソレが震度 3、

100が/レが震度 5弱、

1000カソレが震度 7(重

力の 980カeルを超える

ので物が宙に浮く 1) 

と、これも実は対数的

な表示ですね。 マグニ

チュードで地震の大きさを比べると 8を

超えるような巨大地震から、 Oを下回り

マイナスになるような微小地震まで、 何

と12桁o兆倍)以上もの差があります。

火山噴火ではつ

火山噴火では、エネ/レギ一計算をす

るとほとんとやがマクeマの熱量になってしま

います。 しカも、 噴煙(火山灰)を上

空高く上げるI噴火のように熱エネノレギー

をl噴出物の移動にうまく利用するl噴火

(火山灰の上昇は原理的には熱気球と

同じです。簡単に言えば煙と同じです。)

もあれば、溶岩流や火砕流のように熱

エネノレギーを無駄使いする噴火もあり、

かさまともひろ

笠間 友 博 (学芸員)

あまり意味がないので、l噴火の大きさは

l噴出物の体積で表します。 この体積計

算は、簡単なようで実は誤差の多い作

業ですが、 地震波のエネノレギ一計算も

かなりの誤差がありますので、あいこで

す。体積を地震と同じようにマグニチュー

ドや指数を使って表す方法もあるのです

が、こちらはまだ一般的ではありません。

火山噴火も桜島の小噴火のようなレベ

ノレ (0.000001km九 1000m3
) から最大の

1000 km3
クラスまで 9桁 (l0{:意倍)もの

開きがあります。 噴火はマグマがある程

度まとまらないと生じないとしづハンテ。が

ありますが、もっと小さな水蒸気爆発ま

で入れれば、幅はさらに広がります。

実はこのような人の常識をはるかに上

回る幅の広さが、小さいようで大きな地

球の姿であり、対数も小さな人聞が大き

な地球を考える上では必要不可欠な表

現方法であると言えるでしよう。

火砕流の L'M'S

さて本題ですが、火山噴火の中でも

最も危険な現象とされる火砕流につい

て、その大きさを具体的に見てみましょ

う。 L'M . Sとしましたが、その聞には

何桁もの差があることは、もうご承知の

通りです。

火砕流とし、う言葉が日本人に知れ渡っ

たのが、 1991年に発生した雲仙普賢岳

の火砕流でした(図 2)0 r大火砕流」

とも報道されたインパクトの大きな現象で

自然災害の中では、火山よりも地震

の方が皆さんの関心は高iし、と思います

が、地震には震度とマク守ニチュード、があ

りますね。 気象庁震度階は 0~7 まで、

マグニチュードも 8程度までと l桁以内

の大きさをイメージしやすい数です。 し

かし、 ご存知の方もいらっしゃると思い

ますが、 マグニチュードが1違うと地震 図2雲仙普賢岳火砕流(溶岩ドーム崩壊型の火砕流) ([991年 8月線影)
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極われてし

まった事があ

ります。 箱

恨新期火砕

流(図 3) と

もH乎iまjもて

いますが、

ピナ ツ ボ 火

山を上回る

規模(約 14

km:')で、箱

恨火山から

50数 kmも

超える火砕流堆積物(到達距離は数宵

km)が知られています。 でも、 幸いにし

て人類文明との接点はまだありません。

火砕流と地震の共通点?

図3 宅地造成で‘現れた箱根新銀1火砕流の地層(白い軽石層から|“の部 rilHれた横浜

火砕流と地震とは科学的にはまったく

別の現象ですが、両者に共通点(?) 

がある事に最近気付きました。それは「火

砕流の到達距離Jと「地震の震源となっ

た断層(複数の場合もあります)の長さ」

が、 大きさ月Ij(こ当てはめると良く似てい

る点です。 しサイズの火砕流がマクーニ

チュード 8クラスの地震に(関東大地震

で 130km)、Mサイズの火砕流はマグ

ニチュード 7クラスの地震(兵庫県南部

地震で 50km、図 4)、Sサイズの火砕

流はマク、ニチュード、 5~6 クラスの地震。

そして 1000km
3
クラスの最大級の火砕

流が、やはり最大級の地震 (1960年

チリ地震で 800km) といった具合で、す。

土俵が違うものですが、 自然災害の大

きさの参考にして下さい。なお、地震

の被害は基本的に断層に沿って細長く

分布しますが、火砕流は大きくなると地

形の影響を受けずに円く広がる傾向があ

ります。 火砕流の速度は地震波の速度

(数 km/s) に比べれば、 l 桁~2 桁小

さいのですが、 とても逃げられるもので

はなく、被災すれば生存率は 0%です。

しかし、 発生頻度は地震に比べると極

めて低いのが特徴です(そもそも火山

l噴火自体が地震に比べれば珍しい現象

ですね)。 研究上、この発生頻度の少

なさをカバーするのが地層中に残された

堆積物の記録ですが、私も泥まみれに

なって日々赤土と格闘しています。

分) 横浜市戸塚区の横浜新道料金所付近(1 990 年 9 月 HI~~l&) • rn-の保土ヶ

したが、 これは平均寿命が 100年もな

い人間には仕方なし、ことで、多くの火砕

流は 10000m
3
台、最大でも 1000000m

3

(=0.00 lkm
3
、 東京ドームとほぼ閉じ)ク

ラスで、 流れた距離も一方向に 5km程

度でした。 先ほどの体積で比べれば、

どう見ても Sサイズですね。

ちょうど同じH寺期にフィリピンのピナツボ

火山でも火砕流が発生した事を党えて

しもっしゃいますかっ 日本はそれどころ

で、はなかったので、すが、何とこちらは雲

仙の数千倍もの大きさ(約 6km
3
) で、

一方向ではなく火山の周囲に 10km ほ

ど流れ、 20世紀最大の噴火(総体積

約 9km
3
) になりました。 このあたりが M

サイズですが、影響は市IUT村の枠を越

え県単位に及びます。 また、 このサイ

ズになると火砕流発生のメカニズムも変

化し、 溶岩ドーム形成とし、うワンクッシヨ

ンはなくなり、マグ、マがダイレク卜に火右半

流となります。熱気球の話をしましたが、

火 山灰になったマク守マが上空高く上が

れずに崩れ落ち、それが火砕流となっ

て流れ出すもので、噴煙崩壊型とも言

います。 使える熱エネルギーはイ分に

あるのですが、乗る人の量(=火山灰

の量)に対して気球がノトさすぎ、る(噴

煙に入る空気が足りなし、)状態と言える

でしょう。 このタイプでは火砕流の連続

生産が可能となり、数時間~数 卜H寺聞

としづ短時間で、大量のマグマが全て火砕

流になってしまうとしづ恐ろしい速攻性も

備えるようになります。

約 6万年前の出来事ですが、神奈

川県にほぼ相当する地域(+静岡県東

部 ・伊豆)が箱根火山からの火砕流に

谷バ イパス

沿線あたりまで痕跡をたどる事ができま

す。 しかし、この火砕流で、も運動競技

に例えれば地方予選通過レベノレくーらい

にしかなりません。

地層の記録からわかる 日本最大級の

火砕流は阿蘇、姶良、屈斜路など大き

なカルデ、ラ火山から噴出されています。

これらの体積はさらに l桁大きい 100km
3

クラスで、 姶良カルデラの入戸火砕流

(約 3万年前) や阿蘇カルデ、ラの阿蘇

4火砕流(約 9万年前)は、火山学

者の問で、は世界的に知れ渡っている噴

火です。 このあたりはもう しサ イズになり

ます。 最新の例ではインドネシアのタン

ボラ火山 1815年|噴火(犠牲者 9万人)

が 175km'と推定されていますが、 噴

火のクライマックスは何と l日余りです。

火砕流の到達距附はこのクラスになると

100 ~ 200 km、地方単位に広がり、現

在の日本ではその中に 1000万人以上

が住んでいま

す。 歴史の

中 では文明 h

衰退 ・滅亡

に関わる事例

も報告されて

いるほどで、

世界的 な 気

温低 下も招

きます。 しか

し、 世界には

アメリカのイエ

ローストーン、

インドネシア

の トパ など

1000 km"を

、、

図4 林道を切断した兵庫県南部地震の震源、断層 地表に現れた震源断層
を地表地袋断層ともし、う. ずれは約 1m， 1995年3月淡路島にて撮影
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魚類写真資料データベース

一市民との協働で築かれた研究ツ-)レー

夢のスタート

今から 10年ほど前、まだ当館が建設

中だ、った 1994年 5月に発行された 「神

奈川県立問物館だよりJに、「あなたの

水中写真を博物館に登録してみません

かj と題した拙文が掲載されています。

筆者は私、そして最後に「こんな夢のよ

うなデータベースの完成が、もうそこまで

きているのです。あなたもこのシステム作

りに参加して、より充実したフィッシュウォッ

チングを楽しみませんかっ」と結んで、し、ま

す。果たしてこの夢はどこまで実現したの

か、「魚類写真資料データベース」の 10

年の歩みを検証してみましょう。

スキューバダイビング、が普及し、多くの

ダイノ〈ーが毎日のようにどこかの海でカメ

ラを片手に潜水し、魚、の写真を撮る。そ

んな状況がずっと続いているのですから、

グイパーの手元にストックされている水中

写真の数は膨大なものになっているはず

です。そしてダイパーが撮影した水中写

真には撮影場所や水深、撮影年月 日と

60∞o ， 

60000 

寸企ー登録画像(全体)累計
4000日

4・ー提供画像(生態〉累計

30000 

いったデータがついていますから、被写

体となった魚の名前が分かれば、標本と

同じように研究に役立てられるはずです。

もし、このような水中写真をコンピュータを

使ってデータベース化で、きれば、魚の研

究に大いに役立てることができる !こんな

発想からダイパーに呼びかけて魚の写真

の収集を本格的に開始したのは、当館が

開館した 1995年 3月のことでした。

世界最大の画像 DB! ? 

さて、まずは図 lをみてください。企の

折れ線グラフはこれまでに登録された全

画像の累計です。毎年順調に画像の登

録が進み、 2003年度の集言十では約 6万

件に達しています。平均すると年 6000件

のペースで画像のデータベース化が進ん

だことがわかります。この画像には上述の

ダイパーが撮影した水中生態写真だけで

なく、研究者が撮影してしも鮮時の標本

写真やエックス線写真なとoも含まれていま

す。そこで外部から提供を受けた画像だ

けを抜き出して集計したものが.で表した

39405 

35888 

59919 

466.W 
43<188 

41636 

グラフです。年によっ

て多少の増減はあり

ますが、全体の約

80%が夕、イパーにより

撮影された水中写真

で占められていること

がわかります。

魚類の画像を含む

データベースでは、

欧米の博物館がタイ

プ標本を画像 Ds化

~ % % ~ 00 6 00 m 回 目 して公開したりしてい

図 1過去 10年間の全登録画像数とそれに含まれる外部から提供 ますが、ネット上に
を受けた画像数(ほとんがダ‘イバーによる水中生態写真)の累計 公開されているもの

の中では lコishBaseが

'" 35∞ 
600 卜・

545 

~ 提供者累計 30∞ 
'" ー・一年度別画像提供者 25∞ 

. 361.. 

20∞ 
26¥1. 

1611 

15∞ 
200 

10∞ 
100 . 
lν4ギデ " ~~ 61 

500 

。

せのう ひろし

瀬能 宏 (学芸員)

有名です (http://www.nshbase.ol'g/home.

htm)。このデータベースは魚類に関する

あらゆる情報を集積しつつあり、生物の

世界では世界最大のデータベースのひと

つと思われます。世界中の魚類学者を中

心に 1110人の関係者が協力し、現生魚

類 28500種の生物学的データが集積され

ており、どのような色形をした魚なのかが

ひとめでわかるように、種ごとに画像が添

付されています。この画像のほとんどは

研究者が提供しつつあるもので、 その数

は2004年 6月の時点で 36700点に達し

ています。 当館の魚類写真資料データ

ベースに蓄積されている画像数は 59979

件ですから、数だけの比較では Fishsase

を上回り、 世界最大クラスの画像データ

ベースのひとつと言えるでしよう。

600人以上の協力者 1

これだけの規模の画像データベースが

構築されるまでに、どのくらいの数の画像

提供者がいたので、しようか。 図2は、画

像提供者の累計と年度別の画像提供者

数をグラフにしたものです。2003年度ま

でに正味600人以上の方から画像の提供

を受けており、年度別にみると、1999年

度の 195人をピークに最近 4年間ではや

や減少傾向にありますが、それでも年平

均 130人近い方がこのシステムに協力し

てくれていることがわかります。 2002年度

の落ち込みは、コンピュータシステムの更

新に伴うトラフ、/レによって画像登録ができ

ない状態が続いたため、受入を控えてい

たことが原因です。また、 この 1~ 2年

間では電子メールによる画像提供が急増

しており、ポジフィルムの郵送や持ち込み

に比べると手軽なため、提供者数は今後

増加傾向を示すものと予想されます。

?;l6.~ 

内 門内向 34日E
3249"寸 ー 込ー

2893 

ー・一新規追加1重数(生態)

ーι 累積種数(生態)

竺 t 累積種数(全体)

2746 

'4 95 ，. 
" " .. 。。 01 '" 0' 95 96 97 98 99 00 笛

図 2過去 10年間の画像提供者数の累計と年度別提供者数 図 3過去 10年間にデータベース化された全画像に含まれる種数と
水中生態写真に含まれる種数の累積 ，および水中写真による年度別
新規追加種数 .
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図4 登録画像の属性(種名や撮影地)を活用し，黒潮流域の各地点問
における魚類相を比較した図 i頼能未発表

によるものであ

ることがわかり

ます。 新たに

追加される種

数は 1996年度

以降は徐々に

減少し、 最近

3年間では 100

種を下回って

おり、全画像

でみても横ば

いの傾向が見

られます。 し

かし、その一

方で登録画像

数は変わらぬ

ベースで増え

ているので(図

1)、 それぞれ

の種について

3400種の魚類を見られる!

では、データベースの中身、つまり質

はどうかとしづ疑問をお持ちかと思います。

同じ魚、の同じようなシーンの写真ばかりが

大量にあっても使い道は限られてくるわけ

ですが、実際にはどうなのかを種数を使っ

て評価してみましょう。図3はこれまでに

データベースイじされた全種数の累計 (企)

と外部提供者の画像(ほとんどがダイバー

による水中写真)によりデータベース化さ

れた種数の累計(・)、そして外部提供

者によって新規に追加された年度別の種

数(・)をグラフにしたものです。2003

年度までに登録されている種数は 3402

種で、そのうち 2746種が外部の提供者

の情報がどん

どん増えているとも言えるでしょう。

短期間で大きな成果

登録されている函像が元になり、来記

載種や初記録種の発見、新たな生態の

発見などにつながった例は多数あり、そ

の一部は学術雑誌などで公表されていま

すが、中でもめざましい成果を上げてい

るのが生物地理に関するものです。例え

ば蓄積されたデータを元にして作製した

地点別の魚類目録では、データベースの

稼働開始後 3年の 1996年にまず八丈島

の魚類 480種を公表しました。その翌年

には駿河湾大瀬崎の魚類を 615種、さら

に翌年には熱海の魚類を 267種目録化

し、 2002年には最初に公表した八丈島

EJmI:明書回田町
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図5 国立科学博物館との業
務提携によりインターネット上
に公開されている魚類写真資
料データベースのトップペー
ジと検索結果の一例 「相模
湾」で「瀬能jが撮影した 「カ
ワハギ科」をキーワードに検
索し，結果がインデ、ツクス画像

として表示された状態
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います。 般的に言って、研究者が従

来の方法で、このレベルの目録を作成しよう

とすれば、それこそ 10年、 20年とし、う時

聞が必要です。この画像データベースを

うまく活用すれば、非常に短期間で網羅

的な魚類目録をしくつもの地点、で作ること

ができるのです。こうした目録化が進むこ

とで、最近では地点ごとの魚類相を相互

に比較する研究も始まっています(図 4)。

世界に向けて情報発信

以上のように、 一般市民で、あるダイパー

の協力により、多数の魚類の画像をデー

タベース化できたこと、そしてそれらは魚

類の多様性研究に応用できることがご理

解し、ただけたと思います。このようなデー

タベースを博物館内に閉じこめておくので

はなく、世界に向けて公開することは、聞

かれた博物館の使命とも言えるでしょう。

そこで当館が画像、を提供し、国立科学博

物館がサーバと検索ソフトを提供するプロ

ジェク卜を立ち上げました。このフ。ロジェ

ク卜は科|専の松浦啓一博土との共同研究

により進められ、 2001年度にインターネッ

ト上での画像検索表示システム (http://

research. kahaku.go.jp/ zoo¥ogy /photoDB/) 

が公開されました。現在では約 43000件

の画像を自由に検索、閲覧できるように

なっています(図的。また、 2003年度

には英語版 (http://fishpix.kahaku.go田jp/

lishimage-e/index.html) も公開し、約

35000件のデータを全世界の人たちが検

索できるようになりました。

夢は叶ったかっ

魚類写真資料データベースへの画像の

蓄積は、 当館開館以前の 1994年にスター

トしたので、博物館の建物よりも一足先に

10周年を迎えたことになります。 いろい

ろな問題を抱えつつも世界に誇れる画像

データベースに成長したことは間違いあり

ません。学術研究への直接的な貢献だ

けではなく、インターネット上への公開、

テレビや新聞、雑誌などのメディア、各

地の博物館や科学館への画像の提供な

ども行っており、普及教育にも大いに役

立っていることは間違いないでしょう。

最後に、魚類写真資料データベースは

多くの協力者を得て、表面的には順調に

育ってきているように見えますが、予算の

不足やシステムトラブ、/レなど、外からは見

えない問題もたくさん抱えています。その

運用に膨大な労力をつぎ込んできた 10

年をひとことで振り返れば、それは「忍耐J

そのものだったと言えるかも知れません。

さらなる飛躍は担当者の情熱だけでは足

りず、 関係者ひとりひとりがどれだけ前向

きに取り組むかにかかっているのです。



特別展東洋のガラパゴス小笠原

一固有生物の魅力とその危機一

10月31日(日)まで開催

小笠原は、地球上でそこにしか見られない「固有生物j の宝庫です。 この
特別展では、小笠原の成り立ちから、そこに生息する固有生物たちの魅力を
伝えるとともに、人聞が住み始めてから次々と彼らを襲った危機的状況と、 自
然回復のための精力的な取り組みを紹介します。

責特別展観覧料 20歳以上(学生を除く 200円
20歳未満 ・学生 100円
高校生以下 .65歳以上 無料

女展示解説 9/19・10/10(日) 11:00 ~ ・ 1 3 ・ 30~

予告・・・

企画展 +2
0
Cの世界

~縄文時代に見る地球温暖化~

12月 18日(土)，....， 2005年 2月27日(日)

ライブラリー通信 Bonin Islands 

小笠原をテーマに特別展が開催されるので、ライブ‘ラリーで、も小笠原関係の図書

を何冊か整浬しました。 そのなかに Boninlslandsと書いであるものがあり、英和辞

典を号[v、てみると、小笠原諸島、とありました。 なぜ小笠原諸島が Boninlslands 

としウ呼び方をされるのか、不思議に思い調べてみました。

小笠原諸島が BoninIslandsと呼ばれるようになったし、きさつについては、 田中弘

之氏が『幕末の小笠原~ (中央公論社 1997)のなかで、フランスのアベノレ・レミユー

ザが 1817年、フランスアカデミー機関誌に IBO-N別 諸島」の音記を発表して以来、

小笠原諸島の洋名が「ボニンJとしてアロウスミスの地図などに採用され定着した、

と舎いています。

なぜボニンなのかとしづ点については、『小笠原の自然一東洋のガラパコス~ (古

今書院 1992)のなかで船越民樹氏が、 幕府は江戸時代初期に島々を「無人島(ぶ

にんしま)Jと名づけた。 Iぶにん」が「ボニン」に転化したと考えられている、と

書いています。

また、 延烏冬生氏は『小笠原研究年報 20~ (東京都立大学小笠原研究委員会

1996)に、 「無人島はぶにん島か、 むにん島かJとしづタイトルで書いています。

日本語の「ぶにん」は人手の少ないとし、う意味に使われ、 「むにんJは住む人の

いないことを指すから、無人島は 「むにん島」と読むのが正しい。 よって 「ぶにん」

から「ボ‘ニン」になったとしづ説は正しくない。 Iむにんj から「ボニンJとしづ言葉

が外国でト生まれたので‘あって、 日本語が外国語になった数少ない例であろうと結論

付けています。

小笠原としづ島名については、延島冬生氏は 『小笠原 100 の素顔 I ボニン~ (東

京農大出版会 2004)のなかで、幕末に外国と交渉するときに、無人島とし、う名

前で、は権利を主張しにくし、ので、幕府が発見者とされている人の名前をとって呼ぶ

ようになったと書いています。

(司書篠11崎淑子)

催し物への参加について
特に記載のないものは参加無料で

す。また、記載のある場合を除き、

事前申込が必要です。応募多数の場

合は抽選となります。参加方法や各

行事の詳細については、下記の連絡

先までお問い合わせください。 ホーム

ページでも詳細を見ることができます。

申込・問合せ先

神奈川県立生命の星 ・地球博物館

企画'情報部

〒 250-0031 小田原市入生田 499

電話 0465-21-1515
電子メール plan@nb.kanagawa-museum.jp 

ホームイーデhttp://www.city.odawara

kanagawa.jp/mus巴um/g.html
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催し物のご案内

- 野外観察「身近な自然発見講座J[博

物館周辺]

日時/ 10月 13日・11月 10日・12月

8日(し、ずれも7k)にそれぞれ開催

10:00 ~ 15:00 
対象/一般(人数制限なし)

申込不要、当日博物館集合。雨天中止0

・ 野外観察 「キノコウオッチングJ[相模

原市木もれびの森(雨天時は博物館)J
同時/10月 16日(土) J 0:00 ~ 15:00 
対象/小 ・中 ・高校生 30人

l申込締切/10月 l日(金)消印有効

. 県立機関活用講座「島の自然学J[博

物館]

同時/ 10月 23日(土)・24日(日)・

30日(土)・31日(日)

連続講座 10:00~ 15:00 
対象/一般 50人(大人向き )

受講料/5，000円

申込締切/10月 51=1 (火)消印有効

・ 室内実習「動物のからだのしくみを知

ろう (2)J[博物館]

臼H寺/10月 30日(土). 31日(日)

連続講座 10:00~ 15:00 
対象/小学 4年生~高校生 10人

1[1込締切/10月 15日(金)消印有効

・ 野外観察「秋の地形地質観察会J[城

山町方面]

日時 / 11月 3日(水 ・祝) 10:00 ~ 
15:00 

対象/小学生以上 40人

I，~I 込締切/10月 19日(火)消印有効

・日本鞘趨学会公開特別講演「昆虫に

おける移入種問題とその背景J[博物

館]

日時/11月 20日(七) 13:45 ~ 14:45 
対象/一般(大人向き)事前申込不要

.日本鞘麹学会公開シンポジウム「神奈

川県産甲虫 5，000種達成には?J [博

物館]

日時/11月 21日(日) 13:30 ~ 16:00 
対象/一般(大人向き)事前申込不要

・ 室内実習「ダイパーのための魚類学

入門J[博物館]

日時/12月 12日(日)・191=1 (日)

連続講座 9:30~ 16:00 
対象/一般 10人(大人向き)

申込締切/11月 261ヨ(金)消印有効

・ 企画展関連講座「かながわで見られる

縄文の海岸線と自然J[博物館と三浦

市三崎町諸磯周辺]

日時 / 12月 18日(土)・19日(円)・

23日(木 ・祝)

連続講座 10:00~ 15:00 
対象/中学生~大人 30人

l申込締切/12月 1日(水) 消印有効

・ 野外観察と室内実習「動物の行動観

察入門 動物ビンゴゲームに挑戦一」

[博物館と箱根湯本]
日日寺/1月 15日(七)・16日(日)

連続講座 10:00~ 15:00 
対象/小 ・中学生と保護者 20人

F[l込締切/12月 24日(金) 消印有効



雲南の植物

植物の分布上の地域的なまとまり(植

物区系)からみると、 日本とヒマラヤは

日華区系と呼ばれる地域に含まれ、 日

本は東の端、ヒマラヤは西の端に位置

しています。 そのため、ヒマラヤには、

日本からも多くの研究者が訪れ、 日本

の植物相の歴史やその特性を解明す

るために、 さまざまな研究をしていま

す。 当館の勝山輝男学芸員や木場英

久学芸員もシッキム ・ヒマラヤやネパー

/レ ・ヒマラヤの学術調査に参加し、そ

の様子は本誌でも紹介され(勝山輝男 ，

2003. 9巻3号 17，20-21ページ ，木場

英久， 1995. 1巻 3号 17，21ページ)、

セイタカダイオウ Rheumnobileや青いク

シ Meco円opsishorridulaが各号の表紙

をililiっています。

今回、筆者もチベット ・ヒマラヤの端

にあたる中華人民共和国の雲南省に

2004 年 6 月 25 日 ~7 月 1 日の一週間

ほど滞在し、そこに生育する植物を観

察して来ましたので、その一部を紹介し

ます。ただ、筆者の場合、王式な学

術調査で出掛けたのでなく、横浜楠物

会 (1909年創立の 日本最古とし、われる

アマチュアの植物愛好 ・研究団体)が

企画した植物観察を目的としたツアーに

参加したのですが・・・。

図 1 白tt雪山

行程

今回の旅は、広州、|から飛行機で見明

に入り、そこから香格里位 (2002年、

中旬より改名)、麗江、 大理、そして

昆明に戻るコースでした。今回の観察

地は、香格皇技を拠点とした白:佐雪山

の麓(図1)、麗江を拠点とした玉龍雪

山の北側に位置する鷲牛坪(図 2) や

|ナ海子でしたが、香格里J立 麗江聞の

小中旬や虎跳峡 (図 3)、大J][の若山、

毘明の西山など、行程の途上でもバス

を停め、植物を観察しました。

ヒマラヤの青いケシ

今回の主目的のひとつで、あった植物で、

す。 観ることができたのは Meconopsis

horridula (図 4) とM prattiiの 2f重で

した。M.horridulaは、木場学芸員が

崖によじ登って苦労して撮影したもので

すが、私は舗装された道路脇の崩壊地

に生えていたものを撮影しました。 香格

里J立空港を出て、 1時間も経たなし、うち

の出会いでした。M horridulaは変異

の多い植物で、ここで紹介したものは、

木場学芸員が撮影したものと異なる変種

の可能性もあります。M prattiiも同じ場

所で観察しましたが、ここは、『雲南の

植物~ (森和男， 2002)に掲載されてい

る写真の撮影場所と同じ場所と思われ、

有名な場所だったのかもしれません。

サクラソウの仲間

白世雪山へ向かう111者道をパスで、登って

いく途上、沢筋や雪田状の湿地に大形

のサクラソウ属植物が群生していました。

薄紫色の Primulasecundiflora (図 5)

と黄色の Psikkimensβ(図 6) が時に

混生し、時にそれぞれで群生し、それ

はまさしく「別世界」でした。夢中で、シャッ

ターを押しましたが、 そこは標高 4，000

111の高山帯、簡易酸素ボンベで息継ぎ

をしながらの撮影でした。 この両種は明

図2楚牛坪
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たなかのりひさ

田中 徳久(学芸員)

らかに別種のようでしたが、短い観察時

間ではその生育立地の違いまで見極め

ることはできませんでした。 このほか、 ト

チナイソウ属(図7)のものや日本のク

リンソウ Pjaponica{こ類似のもの(図 8)

なども観察しました。

ミヤコグサとシオガマギク属植物の草原

香格里位から麗江へ向カう途上、バス

の車窓からもたくさんの植物が観られま

した。 限られた時間の中、パスが停車

した「お花畑Jは、ミヤコグサ(日本

のものとは別変種)やシオガマギク属、

シオン属などの植物が満開でした。 ミヤ

コグサも含め、それぞれ日本のヨツパシ

オガマやミヤマアズ‘マギクによく似てお

り、 日本とヒマラヤの植物相の類似性を

強く感じました。

ショウガ科の植物

日本にはないロスコエア属 Roscoeaの

仲間をあちこちで見かけました。一見、

ラン科植物のように見えますが、 ショ

ワガ科の植物です。 他の植物の多く

は、 日本の類似のものが想像できるも

のでしたが、この植物は違い、 同じ植

物区系に含まれるとはいえ、 異なるとこ

ろは異なる一例です。 医19のものは R.

tibetticaとしましたが、 花色の違いや、

周囲の環境や時期による草丈の違いな

どがあり、 3干重ほどがあったようにも思え

ますし、全部同じ l種で、あったようにも

思えます。

図 3 虎跳l峡
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図 4Mecol1opsis horridula (ケシ科)
杏絡里J立近郊ナパ海にて

図5Primula secund!sora (サ

クラソウ科)白 1(:雪山へのIIJ~

道にて.

図 6 P門r川川γV川川/1川11川川Jη川川11川11向/ωaSI品A知 l1e仰n.町7.官'S川Y

白子託E雪雪.山への峠道にて

図 8 Prim7lla bullのlal7a(サクラソウ科)1J海
子附近にて

図 10Blelilla formosal7a (ラン科)石灰岩の

i草地(芹何附近)甘梅子附近にて

図 9Roscoea libellica (ショウガ科)甘海

引l付近にて

図 1什1Haωbe仰17叩7悶0川acJ.必'el加av，仰a

了.附近にて
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ラン科の植物

図 7 Al7drosace bulleyal7a 

(サクラソウ科)呑絡里位近
郊ナパ海にて

日本で、はネジノ〈ナ以外はすべてレッド

データ植物ではなし、かと思えるラン科の

値物ですが、 雲南では道端の草原でも

多くの種を見ることができます。 図 10の

B/eti/lo !ormosonoは日本のシランに近

いもので、ア7 ナランの和名があり、石

灰岩の露岩が点々とする草原で観ること

ができました。 図 IIはミズトンボ属のも

のです。 これらのラン科の植物も日本に

同属のものが分布しており、植物相の

共通性を感じさせます。

まだまだ観てきた他物は数多く、それ

ぞれの植物の類縁関係などについても

調べる必要を感じていますが、まだそこ

までが進んでいません。 食事やトイレな

どに関してもいろいろと興味深い体験を

しましたが、 紙数もありませんので、また

の機会にと思います。

最後になりましたが、今回の観察旅行

を企画された横浜他物会の方々に感謝

します。
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