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メダカ

。'lyZl必latipes(T emminck et Schlegel， 1846) 

小田原市産の雄

枠内左岡市産のUt(KPM-NI 5393); 

右 ・同級未成熟魚 (KPM-NI5394)

瀬能宏撮影

瀬能宏(学芸員)

1999年2月18日、レ yドリスト(汽

水 ・淡水魚類)が環境庁によって公表

さオ1ました。その中で、メダカは、出色

滅の危険が増大している極として絶滅

危慎H類に位置づけられたのです。

日本では北海道を除く各地に分布

し、かつては平野部の田んぼやその

周辺の用水路など、身近な水辺にご

くありふれた小魚でした。ところが

住処の田んぼが乾固化されたり、用

水路の直線化やコンクリート 三面張

りが進められた結果、人知れず淡を
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t肖していったようです。

神奈川県はかつてミヤコタナゴやヤ

リタナゴを自然の生息地から絶滅させ

た苦い経験を持っていますが、今また

メダカがその危険にさらされていま

す。県内に残された在来メダカの生息

地は、小田原市内のごく 一部に限られ

ます。ここのメダカを保護するために

は、生息地の環境保全が必要不可欠で、

す。そのためには、科学的なデータに

基づき、市民と行政が手を取り合って

行動することが大切です。
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研究ノ ート ツメタガイの殻とらせん

波打ち際の貝

美しい自然が手付かずのままに残さ

れていた時代に比べると、今ではだい

ぶ数が減ってしまったようですが、そ

れでも湘南の砂浜にはたくさんの貝が

生息しています。潮風に吹かれながら

波打ち際を歩くだけで、たくさんの色

とりどりの員殻を目にすることができ

ます。普段はあまり見られない、海底

に生息する貝も、嵐や台風が通り過ぎ

た翌朝には、強い水の流れや波によっ

て舞い上げられ、波打ち際に取り残さ

れています。地引き網に参加する機会

があれば、様々な魚にまじって、砂浜

に生息する貝がたくさん網に入ってく

るのを見る乙とができます。

ダンベイキサゴ(図1)はキサゴのな

かまでは最も大きな種類で、まだ湘南

の海では普通に見る乙とができます。

水深約 30メートルよりも浅い砂地の海

にすみ、海底の有機物を食べていま

す。ツメタガイ(図2)は北海道以南の

日本沿岸、韓国や中国、東南アジアの

沿岸に広く分布する種類で、タマガイ

科に分類されます。タマガイ科の員は

砂にもぐって移動し、他の員をみつけ

ると、殻に特徴的な円柱台形の穴を開

けて軟体部を食べてしまう肉食の貝で

す。写真のヒナガイ (図3) もタマガイ

科の貝に襲われたのが致命傷になった

のでしょう。ツメタガイは東京湾や相

模湾でも時折大発生して、アサリやハ

マグリといった貝を食べあらすので、

漁師さん泣かせの嫌われものです。

タマガイ科の貝は、その名のとおり

多くの種が、球状、擬宝珠(ぎぽし)

状、しずく状の殻を持っています。タ

マガイ平寺の中でも、とりわけツメタガ

イは、殻の縦横高さがほとんど同じサ

イズをしていて、特に球に近いかたち

をしています。そのせいかどうか、英

語では、ムーン・スネイル(お月さん

巻貝)とよばれています。

美しい巻員というと、オキナエビス

やタカラガイ、ホネガイやカセンガイ

といった、色彩やとげや装飾の美しい

種が真っ先に挙げられます。その意昧

ではツメタガイは平凡な貝かもしれま

せん。しかし、ある違った見方をする

と、ツメタガイこそ最も美しい巻貝の

一つである、とも思えてくるのです。

巻貝が先からせんが先か

現在、私たちが「貝」とよんでいる

生きものは、軟体動物という大きなグ

ループに属している生きもののうち、

イカやタコとウミウシを除いた生きも

のをさすことが多いようです。つま

り、 「員」とは殻を持つ軟体動物の総

称であるといってもいいでしょう。そ

のうち特に、アサリやハマグリ、ホタ

テガイといった二枚の殻を持つ貝を

「二枚員jとよび、サザエやホラガイ

といったらせん状の殻を持つ貝を「巻

貝」とよんでいます。ところが、本草

学の書物を調べると、江戸時代には

「貝」はタカラガイを意味し、 一般的

なかたちの巻員は「螺」と表記されて

いたようです。

巻貝はなぜらせん形をしているので

しょうか。らせんは漢字で「螺旋jと

書き表されます。 1螺Jは巻貝、

「旋」はぐるぐる回る、とpう意味で

佐藤武宏(学芸員)

すから、らせんとは、巻員のようにぐ

るぐる回っているかたち、ということ

ができます。こうなると 『ニワトリと

卵』のように、巻貝が先か、らせんが

先か、じっと見つめて考えれば考える

ほど、目もE頁もぐるぐる回ってきそう

です。実は巻貝の成長の仕方に、巻貝

がらせん形をしている謎を解く秘密が

あるのです。

二つのらせん

らせん形をしているもので、私たち

の生活にとって最も身近なものの一つ

に、蚊取線香ゃなると巻きがあげられ

ます。之のらせんの特徴は、幅が最初

から最後まで一定であることです。こ

のらせんはあまりにも私たちにとって

あたりまえのかたちをしているため、

何となく巻貝もこのようなかたちをし

ていると思いがちです。ところが、ダ

ンベイキサゴやツメタガイをよく見る

と、実はそうではないことがわかりま

す。巻き始めである中心部分では、ら

せんの幅はせまく、きつく巻いている

印象を受けますが、巻きが進むにつ

れ、どんどんと幅が増し、らせんが急

速に大きくなってpく様子が観察され

ます(図 1，2) 0 

幾何学の世界では、蚊取線香にみら

れるようならせん(図 4a) を一様ら

せんとよび、巻貝の殻にみられるよう

ならせん(図 4b) を対数らせん、あ

るいは対角らせんとよんでいます。そ

れぞれのらせんを研究した人の名前に

ちなんで¥一様らせんをアルキメデス

らせん、対数らせんをベルヌーイらせ

んとよぶこともあります。

図1.ダンベイキサゴUmboniぱ 円

(Such山円)gigante山甘.殻幅31.3

mm.藤沢市鵠沼海岸.KPM. 

NG∞2∞48 

図2. ツメタガイ Glossaulaxdidyma.左殻口側から見たところ，

殻高51.7mm;右:殻頂側から見たと乙ろ，殻l隔53.8mm.藤沢市

鵠沼海岸.ロMNG∞2∞35.

区I3. ヒナガイ Dosinorbis 

biJunulatus.殻高41.8mm.藤沢

市鵠沼海岸.KPMNG∞20側.
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この二種類のらせんをほどいて、

まっすぐに伸ばすと、それぞれゴム

ホースのようなかたち(図 5a)とラッ

パのようなかたち(図 5b) になりま

す。人聞が機械や道具を使ってらせん

を造ることを考えると、幅が刻々と大

きくなっていくらせんよりは、幅が一

定のらせんの方がっくりやすいでしょ

うから、身の回りの製品には一様らせ

ん形のものが多いのかもしれません。

かたちが変わらない成長

貝の成長を考えてみましょう。員の

からだは、固い殻の部分と、軟体部と

よばれる軟らかい身の部分からなって

pます。固い殻は、外敵から身を守っ

たり、自分のからだを支える役目を

持っています。一方、餌を摂ったり、

動きまわったり、子孫を残したりと

いった生物体としての活動は、軟体部

によっておこなわれます。殻をつくる

のも軟体部の働きによるものです。軟

体部は、それ自身が成長すると同時

に、殻の材料となるたんぱく質や炭酸

カルシウムを分泌し、殻の縁に新しい

殻を付け足していきます。今まであっ

た殻を大きくするのではなく、今まで

あった殻にさらに新しい殻を付け足

す、というのがポイントです。

あまり複雑なかたちの貝を想定する

と、成長を想像するのが難しくなりま

すので、ここでは左側が閉じて、右側

が開いている円柱状をしている想像上

の貝(図6a-1)と、右側が聞いている円

すいをしている想像上の員(図 6b-1)

を考えることにします。

まず、円柱形の想像上の貝につい

て考えましょう 。円柱状の貝は円柱

命 ゐ
矧 a ~ b 

図4. らせんの模式図.

a:一様らせん;b :対数らせん.

a 

==ゴ b
図5. らせんを展開した模式図.

a .一様らせんの場合 ;b 対数

らせんの場合

のまま、殻を付け足しながら成長

します(図 6a-2，3)。そして最終

的には細長いかたちの員になりま

す(図 6a-4)。殻だけではなく、

軟体部の体積が成長にともなって

増加しているならば、成長にとも

なってかたちは変化し、細長いか

らだになっていくはずです。

次に、 円すい形の想像上の貝

(図6b-l)について考えましょう。

この貝も同様に、殻の縁に新しい

殻を付け足しながら成長します

(図6b-2，3)。成長するにつれ、円

すいは大きくなり、殻の聞いてい

る部分の面積は次第に増します

(図6b悶4)。しかし、それぞれの円

すいはお互いに相似です。また、

軟体部のかたちも成長にともなっ

て変化することなく、同じかたち

を保ち続けることができます。

実際の成長は、このように単純で

はありませんが、成長にともなっ

て、大きさが変化しでもかたちは変

化しない、という意昧はわかっていた

だけたと思います。このように成長を

続けてもかたちが変化しないような成

長様式を、アイソメトリックな成長と

よんでいます。ヒトをはじめ脊椎動物

では、親子関係が想像できないほど、

親と子で姿が違う動物はそういませ

ん。体の表面が軟らかい皮膚でおおわ

れ、からだを支える硬い骨がからだの

内部に存在する動物では、アイソメ ト

リックな成長をすることはそう難しい

ことではないのかもしれませんが、か

らだの表面が固い殻でおおわれている

動物にとっては、アイソメトリックな

成長をすることは大変な乙とです。い

くらからだを大きくしようとしても、

外側に固い殻がある限り、それ以上大

きくなることは不可能ですし、無理に

殻を大きくしようとしてかたちが変

わってしまったのでは、生きていくの

に不都合なことがおごりかねません。

エレガン卜な解法

エピやカニ、昆虫のような動物は、

脱皮をすることで、この問題を解決し

ました。古い殻を脱ぎ捨てて、新しく

大きな殻をつくることによって、から

だのかたちを一定に保ちながら、成長

を続けることができるのです。ところ

が、巻貝や二枚貝の場合、体の構造

上、古い殻を脱ぎ捨てるのは不可能で
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3() )沸 3くコ週

40 J!頭車. 4 
図6.想像上の員の成長様式の模式図.

a .一方が閉じた円柱状の殻の場合;b : 

円すい形の殻の場合.

a b C 

図 7 対数らせんの式を使って描いた，

理想的な巻貝の殻の成長.それぞれはお

互いに相似形

a:6巻目 ;b:7巻目 ;c;s巻目

す。そのため、貝は成長にともなって

かたちを一定に保つために、ある特定

のかたちをとらざるを得なくなりまし

た。そのかたちこそが、対数らせん

だったのです(図 7) 。巻貝だけでは

なく、 一見らせんとは縁のないような

二枚員の殻も、横からながめると対数

らせん形をしています。

ツメタガイも例外ではありません。

ツメタガイの殻も典型的な対数らせん

形をしています。さらに、ツメタガイ

は数ある巻貝の中でも、最も球に近い

かたちをしている巻貝の一つです。球

は、同じ体積の立体の中では表面積が

最少であり、立体の中で最も外からの

力に強い、といった'性質を持っていま

す。つまり、球形の殻には形成エネル

ギーが小さく、外敵に対する防御能力

が高いというメリットがあるのです。

ツメタガイは、長い進化の歴史の中

で、 「成長にともなってかたちが変わ

らなpJという条件と、 「殻に費やす

投資を最少にし、身を守るという利益

を最大にする」という条件を満たす殻

のかたちを、幾何学を使ってエレガン

トに解いたのかもしれません。装飾も

なく、色も模様も平凡なツメタガイで

すが、こういった意昧では、ツメタガ

イごそ最も美しい巻貝の一つ、という

ことができるのです。
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素晴らしい箱根の自然

蛇子貞二(環境庁富士箱根伊豆国立公園箱根地区ボランティア解説員 ・博物館友の会会員)

自然保護運動の原点「ケンペル・

パ一二一碑J
箱根町元箱根の興福院の裏、旧街道

に面した所にパーニー碑があります。

乙の碑には、元禄3年 (1690)に来日

し、日本の美しい自然と絢澗たる文化

を世界に紹介したケンペルの「日本

誌」序文、 「本書は隆盛にして強大な

る帝国の歴史なり、本書は勇敢にして

不屈なる国民の記録なり、其人民は謙

譲勤勉敦厚にして其拠れる地は最も天

恵に富めり」を引用し、パーニー自ら

の言葉「新旧両街道の会合するこの地

点に立つ人よ、乙の光栄ある祖国をば

更に美しく尊くして、卿等の子孫に伝

えられよJと刻まれています。オース

トラリア生まれのイギリス人パーニー

は、明治20年 (1887)頃来日、叔父ブ

ラウンの貿易商をつぎ、戦時中強制送

還など不幸な出来事はあったものの、

戦後も横浜に住み、昭和33年 (1958)

に天に召されましたが、箱根をこよな

く愛し、地元の人たちからも慕われ、

その人たちの世話で大正7年 (1918)

に現在の御殿公園に別荘を建てまし

た。その地元への恩返しにこの碑を建

てたと当時の刷り物にありますが、何

故このような碑文を残したのでしょ

う。明治40年 (1907)、ここの杉並木

が国道 l号の建設工事の資金づくり

図 1(仰文拓本) .元箱根旧東

海道の杉並木にある自然保護

活動の原点「パーニー碑J. 

に沢山切られたそうで

す。 そんな悲しみが

;'iーニーさんの深層に

あったのでしょう 。大

正11年 (1922)に建てら

れたこの碑はその後 40

年の間人知れずして|眠

り続けましたが、昭和

34年 (1959)に聞かれた

全国レクリエーション

大会の際に、日本山岳

界の重鎮槙有恒が特別

講演で「箱根の杉並木

の中に、日本の自然保

護の原点、ともいうべき

碑があることを知って

写真l.箱根の景観: 写真2. ブナ林の動物・

ブナ樹の洞で育つフク

ロウの雛(清水平)

冠ヶ昔溶岩尖:烏帽子

の形をした溶岩塔は箱

根火山の最後のマグマ

活動の産物

いるか?Jと問い、翌

年日本自然保護協会機関誌「自然保

護」創刊号に日本山岳会副会長松方三

郎が「御存知ですか」と題して紹介し

たことから、その存在が知られるよう

になりました。地元箱根町ではこの碑

文を尊び、勤労感謝の日 (11 月 23

日)に「ケンぺル・パーニー祭」を

行って、箱根の自然環境の保全を誓い

合うのを毎年の習わしとしています。

ケンペルか、驚嘆し、パーニーが愛し

た箱根の景観

箱根は日本列島のほぼ中央、伊豆半

島の付け根にありますが、その生業

(なりわLミ)はロマンに満ちていま

す。約100万年前に日本列島に付加した

新しい地塊、それが伊豆箱根の土台で

す。この土台には新第三紀中新世 (23.0

-5.3百万年)の頃に南の海のフィリピ

ン海プレート上に出来た海底火山やそ

の周辺に出来たサンゴ礁、日本列島に

やってくるまでの長い間に海底に積

もった深海生物の遺骸、列島に接触す

る前の浅くなった海に生息した軟体動

物の生活史など様々な時代の歴史が隠

されています。箱根火山はこの秘めた

歴史の上に数十万年かけて出来上がっ

た三重式火山です。火山活動は大涌谷

の噴煙や温泉の湧出を見るように今も

局部的に続いていますが、主要な活動

は2，900年前の冠ヶ岳溶岩塔の生成で止

4 

み、今はブナやヤマボウシなど日本の

冷温帯を代表する夏緑広葉樹林に覆わ

れた美しい景観を造り上げました。箱

キ艮にはコイワザクラやハコネコメツツ

ジなど箱根を特徴づける数多くの植

物(フォッサマグナ要素)や、ハコ

ネサンショウウオなどこの地方を代表

する貴重な動物たちがいます。一

方、この地は中世以来街道交通の要衝

として重視され、近世には湯治場とし

写真 3.箱根の景観.冷温帯の指標

ヤマボウシーブナ群集の林冠(二

子山)

写真 4.箱根の景観:風街地のハコ

ネコメツツジ(二子山). 
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写真 5.箱根ブナ林の脇役(，、や主役かなけたち.箱根を特徴づける植物.左から)1頂に，ヒメイワカガミ

(大涌谷) ，コイワザクラ(駒ヶ岳) ，コキクザキイチリンソウ(駒ヶ岳) ，ハコネトリカブト(駒ヶ岳) • 

ても繁栄し、現在では世界的に著名な

観光地となった歴史もあります。

箱根の地形と地質

美しく整った三重式火山箱根、それ

は火山地形の壮年期と言えましょう。

北西にある富士山は青年期、西の愛鷹

山は老年期、ここはまた火山地形の変

遷を見る絶好の場でもあります。

箱根火山は地質年代で言う新生代新

第乙紀中新世(お.0~5.3百万年)から鮮

新世 (5.3~1.75百万年)の海底火山の噴

出物を土台に、新旧 2つのカルデラと

7つの中央火口丘を持つ三重式火山か

らなると言われています。これは箱根

火山の成り立ちを地形発達史的・地質学

および岩石学的に研究された東京大学

教授故久野久博士が昭和12年 (1937)

に完成され、昭和25年 (1950)に発表

された論文によるもので、今日におい

ても若干の修正はあるものの、この成

果が踏襲されています。しかしなが

ら、広く分布する箱根火山岩の生成時

代や火山降下物(テフラ)の地質時計

を使つての新しい研究が発表されてお

り、画期的な成果の発表が期待される

段階にあるといえましょう。

今日、箱根の火山活動はプレートの

沈み込みに関わる地質現象として捕ら

え直されています。伊豆・小笠原島孤

の最北端にある箱根火山の土台、すな

わち基盤岩類は、 一つは新第三紀中新

世頃に始まる海底火山の噴出物で湯ヶ

島層群と呼ばれ、ナトリウム温泉を

伴って早川渓谷沿いの宮ノ下から堂ヶ

島にかけての限られた地域と湯河原町

の千歳川・藤木川に分布しています

が、これは元々はフィリピン海プレー

トの上に出来た海底火山の噴出物であ

りました。もう一つは湯本駅裏にある

白石地蔵の彫られた「早川角喋凝灰岩

(久野 1950)Jで、湯ヶ島層群の上に

堆積した中部鮮新統時代の貝類などが

沢山住んでいた浅い暖かい海に堆積し

た凝灰岩と奥湯本から湯本にかけての

須雲川沿いにある「須雲川安山岩(久

野 1950)Jと呼ばれる溶岩流などで

す。ごれらは箱根火山が出来る前の百

万年前頃に伊豆 ・小笠原島孤の一部と

して日本列島に付加した最も新しい衝

突体といわれています。また、衝突前

の丹沢山地との聞の海に堆積した足柄

層群も基盤のーっとなっています。

このような土台の上に出来上がった

箱根火山ですが、その先駆的な活動は

どうやら 65万年ほど前に始まった湯河

原町天照山付近に分布する玄武岩火山

がそれのようです。火山活動はそれ以

後、 5~15万年の活動期、 2~4万年休止

期間のサイクルで4回繰り返し今日の地

形を造り上げました(平田 1996)。

二つの地質図、久野 (1950)、平

田 (1996) を掲げました。大きな遣

いは古期外輪山についての解釈で

す。久野は高さ2，700mの頂上を持つ

一つの成層火山が出来たとしていま

口 回 国昌回図図図田園臨圏園
L cc P YSαs. os. os. os YV 臨ん芯M.

L 湖成金j~積物および胎維、 cc 中央火口丘噴出物

P 軽石流堆積物、 Y8 新規外輪山溶岩、 08s 側

火山、 O出金I時山溶岩、 OS3:~車山溶岩、 08 古

期外輪山桜岩、 YV 措河原火山噴出物、 B，天照

山玄武岩、 A，怨:RJII安山岩類、 T，早川凝灰岩、

Mz:7，晶ク烏層群

すが、平田は少なくとも5つ以上の複

生火山として出来、またその時期も

二つに分け、特に須雲川南西部のも

のは生成の時代が若く、岩質的にも

遣うとしている点です。

大浦谷や湯ノ花沢の噴煙は今もこの

火山が生きていることを示しています

が、顕著な火山活動は3，100年前に起

きた大涌谷の水蒸気爆発とその200年

後に冷えかかって粘性を増したマグマ

が火口に逝入した溶岩塔(冠ヶ岳)以

後は静穏を保ち、豊かな、そして固有

な植生に覆われるようになりました。

特異な地質の生業と固有な生物群、素

晴らしい景観の中に秘められたこの自

然を、パーニーの願いに重ね、更に美

しくして私たちの子孫に伝えていきた

い、そんな願いを込めて、私の箱根通

いが続いています。

参考文献:

久野 久 (1972) 箱根火山地質図・説明書

大久保書庖

袴田和夫 (1993) ・箱根火山探訪 かなしん

ブックス39

Hirata，Y (1996): Geology and volcanic activity 01 

Hakone volcano， Japan. 

Abstract 01 IBM (Izu'Bonin'Mariana) arc system 

workshop， p.103'106. 

盤~ 6-0.3万年前

田 14 -8万年前

園 27-18万年前

D 44-28万年前

阻む-50万年前

.基盤岩100万年以上前

一。， . .岡

箱根火山地質図(久野 1950一

部改変)

K.Ar年代による箱根岩石層序図(平田1996)
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太古の地球への旅-西オーストラリアの地質調査一

はじめに

1998年10月に、西オーストラリアへ

調査に行きました。地質調査ですので

季節は問いません。しかし、調査する

のは人間ですので、歩きやすい時期を

見はからって行くことになります。10

月は日本では秋ですが、南半球のオー

ストラリアでは春です。

西オーストラ リアでは、マーブ

ノレ・/"¥一、ノ、メリンフ。-)レ、ノ、マー

スレイの 3ヶ所を調査しました。い

ずれも、地球の歴史にとって重要な

事件の証拠が発見されています。

地球最古の生命化石

最初に向かったのは、マーブル・

/"¥ーです。かつては、鉱山町として

栄えたのですが、今はさびれた町に

なっています。 しかし、ここを訪れ

る地質学者は多く、日本の地質学者

もよく来ています。ごの町は、人が

住んでいると乙ろでの暑い日の連続

記録としてギネスブックに載ってい

ます。私達が行った時も、春だとい

うのに 40.Cにもなっていました。

なぜ、こんな所に来たのかという

と、このIIQの近くで地球で最古の化石

が発見されたのです。近くといって

も、西北西約 50kmにあるノース ・

ポール(北極の意)がその産地です。

4WDで片道 1日の行程です。ノー

ス ・ポールには人が住んでおらず、

マーブル ・パーが一番近い町です。似

た地層がマーブル・パーにも出ます。

ですから、マーブル ・パーの地層を観

察することにしました。マーブルとは

大理石のことですが、 実際にはカラフ

ルなチャートがマーブルと間違えられ

て、町の名前になりました。乙のよう

なチャートから地球最古の生命化石が

発見されたのです(写真 1)。その

年代は約35億年前です。細胞がいくつ

もつらなった化石や、べん毛状のもの

など、何種類もの化石が見つかってい

ます。地球の誕生が約45億年前ですか

ら、 10億年くらいの聞に多様な生物が

出現していたことになります。

酸素の形成

西オーストラリアのシャーク湾は、

北側でインド洋に開いています。亜熱

帯にある遠浅の湾ですので、水分蒸発

が激しく塩分濃度が普通の海水の 2倍

近くになっています。ですからそこに

住める生物種は少なく、変わった生物

が住んでいます。ハメリンプールは、

湾の最奥部にあり、世界遺産にも選ば

れているところです。ハメリンプール

には、ストロマトライトと呼ばれる

マッシュルーム状の石があります(写

真 2)。シアノバクテリアが群生し

て、この不思議な形の石をつくってい

ます。シアノバクテリアは光合成をす

る生物で、酸素をつくります。ストロ

マトライトをつくる生物は、今ではほ

とんど見られません。しかし、 20億年

前頃の地層には大量の

ストロマトライトが見

っかります。かつては

ストロマトライトをつ

くるシアノノTクテリア

が、海にあふれるほど

いて、大量の酸素を放

出していたと考えられ

ます。

縞状鉄鉱層

写真 1.マーブル ・パー

のカ ラ フ ル な 層状

チャー卜.

写真 2.ハメリンプール

のストロマトライト

約20億年前にできた

大量の鉄鉱層がハマー

スレイにあります。乙

の鉄鉱層は、鉱石とし

6 

小出良幸(学芸員)

写真3.ハマースレイの

縞状鉄鉱層.

て長い列車で港まで運ばれ、日本にも

輸出されています。ここの鉄鉱石は縞

模様を持っている堆積岩です(写真

3 )。鉄の多い部分とチャー卜の部

分で縞ができています。鉄といっても

酸化した鉄、 「さびjです。ハマース

レイだけではなく 20億年前頃にできた

縞状鉄鉱層は世界各地で、見つかってい

ます。地球の海では、 20億年前頃に酸

素の濃度が急激に増えたことを示して

Lミます。それは大量のストロマトライ

トの見つかる時代と呼応しています。

さし、こ1こ

今回の調査旅行から次のような大

地のストーリーが読み取れます。

約35億年前にはすでに、多様な生物

が海で誕生していました。20億年前に

は、大量のストロマトライトをつく っ

た生物が、酸素を海中に放出しまし

た。地球はそれまで、火星や金星のよ

うに酸素のない惑星だったのに、急激

に酸素のある星になりました。酸素が

増えると、多くの生物は絶滅し、海の

鉄はさびて大量に沈殿して地層となり

ます。やがて、さびるものがなくなる

と、酸素は大気中に出ていきました。

赤茶けた半砂漠のオーストラリア

大陸には、 今の姿からは想像のつか

ないドラマが記録されていたので

す。太古の地球の壮大なドラマを、

オーストラリアの大地から垣間見る

ことができました。
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催し物のご案内 (1999 年 5 月 ~7 月)

観察会・講座等

1.神奈川の自然を歩く (2)

野外観察「湘南平から地形を観ょう」

[大磯町湘南平]

日時 :5月3日 (祝) 10: 00 -15 : 00 

対象:一般40名

募集 :3月30日(火)-4月20日(火)

2.野外観察「水辺の生物ウォッチング」

[松田町川音川]

日時 :5月8日 (土)10: 00 -15 : 00 

対象 :小中学生とその保護者40名

募集 3月30日(火)から 4月20日(火)

3.室内実習「ダイパーのための魚類学入門」

[博物館]

日時 :5月16日(日).23日(日)全2回

9・00-16・00

対象 18歳以上10名

募集 :4月13日(火)から 5月4日(火)

4.野外観察「磯の生物ウォッチング」

[真鶴町三ツ石海岸]

日時 5月30日 (日)10: 00 -15 : 00 

対象 小中学生とその保護者40名

募集 4月27日(火)から 5月18日(火)

ライブラリー通信 桜

5.神奈川の自然を歩く (3)

野外観察「弘法山で毘虫を観ょう」

[秦野市弘法山]

日時 :6月6日 (日)10: 00 -15 : 00 

対象:一般30名

募集 :5月4日(火)から 5月25日(火)

6.室内実習「ミクロの生物観察会」

日尊物館]友の会共催

日n寺:6月12日(土)10: 00 -15 : 00 

対象:子どもから大人まで

募集 :5月11日(火)から 6月1日(火)

7室内実習「スゲ属植物分類講座J[博W館]

日時 :6月16日 (水)10: 00 -15 : 00 

対象:一般45名(中上級者向)

募集 :5月11日(火)から 6月1日(火)

8.野外観察「変形菌入門J[箱根町]

国立科学博物館共催

日時 :6月26日(土)・ 27日(日)全2回

10・00-15: 00 

対象-小中学生 10名

募集 :5月18日(火)から 6月8日(火)

今年の春も桜は律義に咲き、人々は花見をせんとてこぞって名所ヘ繰り出

し、桜の美を賞でつつ、呑みあるいは放歌する聞に慌ただしくも花は散りゆく 。

毎年桜の季節になると、日本中が何やら浮き足立って落ち着かなくなるほどで

す。私たち日本人はなぜこれほど、までに桜が好きなのでしょうか。

桜はもともと日本に自生していたものが次第に自然交配や栽培化されて品

種が増え、ことに江戸時代後期に至って盛んに園芸品種化されるようになり

ました。現在、自生種 ・園芸種合わせて300種前後の品種があるといわれて

います。私たちが公園や校庭でよく見かける桜の大半はソメイヨシノです

が、この桜は江戸幕末期に染井村(現在の豊島区駒込)で「吉野桜」として

売りに出されたことに由来するというのが通説になっていて、明治33年に

なって藤野寄命が「日本園芸雑誌」においてソメイヨシノと命名したものが

そのまま和名となったとされています。その後このソメイヨシノはエドヒガ

ンとオオシマザクラという桜の交配種であったことが明らかにされました。

桜の歴史から見れば現在幅を利かせているソメイヨシノは桜の仲間内では新

顔ということになります。

ソメイヨシノが出現するまではヤマザクラが主役でした。その昔、太閤秀吉

が権勢の頂点にあった時京都の醍醐にて家康を招待して催した花見で彼等が見

た桜はヤマザクラであったことでしょう 。近年、東京都が復活させる計画が進

行している玉川上水堤の小金井桜もこのヤマザクラです。

今回は桜に関する図書をご紹介します。植物学的な図書だけではなく日本

人と桜との関わりという視点、から集めてみました。

<参考文献> さくら百科事典.J (婦人画報社)、 『日本の桜.J (山と渓

谷社)、 「桜誌.J (原書房)、 『桜伝奇J (工作舎)、 『桜.J (中央公論

社)、 「棲史j (講談社学術文庫)、 「桜と日本人J (新潮社)、 『江戸の

花見.J ( 築地書館司書 ・内田 潔)

7 

9.夏休み自由実験室・自由研究相談室

[博物館]友の会共催

実施日 :7月20・24・25日、 8月1・4・

5 . 21 . 22日 (8日間)

時間 ・10・00-15: 00 

対象・子どもから大人まで

申込.参加日の 5目前まで

10.シンポジウム「伊豆小笠原弧の研究J
[博物館]湘南地球科学の会共催

日時 7月24日 (土) 10: 00 -15 : 00 

対象:一般70名

募集 :6月22日(火)から 7月13日(火)

11.神奈川の自然を歩く (4)

野外観察「箱根山で植物群落を観ょうj

[箱根町]

日時 :7月28日 (水) 10: 00 -15 : 00 

対象:一般40名

募集 :6月22日(火)から 7月13日(火)

申し込み方法 :往復はがきに参加行事名、

参加代表者の住所、氏名、 電話番号(連絡

先)、参加する人全員の氏名と年齢(学年)

を明記して、お申し込みください。応募多

数の場合は抽選となります。

企画展のご案内

「北アルプスの四季

一古幡和敬・岳をめぐりてーより」

平成 11年4月24日(土)ー5月30日(日)

<開催中、 5月3日を除く毎週月曜日と 5月

6 EI (木)は休館>

長野県在住の山岳写真家、古l崎郡H孜氏が30

年にわたって記録した60点の写真で、日本

の屋根「北アルプス」の迫力や、四季の変

化が織りなす自然の表情を紹介します。

観覧料無料

特別展のご案内

「伊豆の海から生まれた神奈川

一伊豆・小笠原弧の形成と活断層 」

平成 11年7月17日(土)-9月5日(日)

島弧と島弧が衝突している、世界でも珍し

Lミ場所である神奈川の生い立ちと活断層に

ついて紹介します。

詳細は次号の「自然科学のとびら」をご覧

ください。
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資料紹介正宗厳敬博士・福山伯明博士により記載された

ラン科植物のタイプ標本 勝山輝男(学芸員)

正宗厳敬博士はラン科植物の分類を

専門とされた植物学者です。1964年

に金沢大学を定年で退職された後、

小田原市入生田に居をかまえられて

pました。しかし、 1993年に94才で

なくなられました。博物館が開館し

た1995年に無人のまま残されていた

ご自宅が取り壊されることになり、

まだ残されていたダンボール数箱分

の押 し葉標本が博物館に収められま

した。

標本の整理をはじめると、正宗博士

が採集された標本だけでなく、福山伯

明博士のラン科植物の標本がたくさん

含まれていることがわかりました。正

宗博士は戦前に台北大学に赴任され、

台湾、琉球、海南島、ボルネオなど南

方の植物の研究に従事されました。福

山博士は正宗博士の弟子として植物学

を学び、台湾、琉球、ミクロネシアな

どのラン科植物を多数新積として発表

されています。福山博士は第二次大戦

中の混乱で死亡

され、博士個人

の標本庫に収蔵

されていた標本

は失われたもの

と考えられてい

ました。

整理が進むにつ

れて、中には正

宗博士や福山博

士が新種として

発表されたラン

科植物のタイプ

標本も見つかり

ました。はっき

りとタイプ標本

者-
E
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Masamのタイプ標本.

と特定できたものは正宗博士の記載

したものが 1種、福山博士のものが

1 5種ありました。タイプ標本とはい

いきれないが、採集年月日、採集

地、採集者などが一致し、新種発表

に際して参考にされたと推定される

重要標本が正宗博士のものが 9種、

福山博士のものが54種ありました。

植物の新種は国際植物命名規約にし

たがい、学名がつけられ、ラテン語

で植物の形態の特徴を詳細に記述

し、その記述のもとになった植物標

本をタイプ標本(基準標本)として

指定し、しかるべき学会誌に発表し

なければなりません。ある種が分類

学的に問題になったときには、タイ

プ標本にもどって検討が加えられる

ことになります。植物学の研究に

とってタイプ楳本はきわめて重要な

ものです。 したがって、博物館では

タイプ楳本は他の一般の標本以上に

注意を払って取り扱われています。

正宗博士のご自宅が取り壊される前

に、これだけの数のタイプ標本およ

び一連の標本が発見できたことはき

わめて幸運でした。
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