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ヘリコーマ属(カビ)の一種
ミクロの世界のアンモナイトト

Helicoma sp.の胞子

長径は約O.02mm(位相差顕微鏡写真)

1999年2月21日、小田原市入生田、長

興山紹太寺界隈で採集

出川洋介(学芸員)

朽木表面に生えていた茶色いカビ きを意味する言葉に由来します。独

の胞子です。カビと聞いた途端に悪 特な渦巻き型の胞子を形成するカビ

者!と決めつけないで下さいね。多く には世界で約40属170種が知られて

のカビは自然界では分解者 として重 いますが、その多くは渓流沿いの朽

要な役割を果たしており 、中には私 木などに生育し、一説には水環境に

たちの生活に有益なものもいるので 適応しているのではないかと考えら

す。顕微鏡に向かっていると、このよ れています。このカビは、いったいど

うにユーモラスな姿に出会 うことが こでどのような生活を送っているの

よくあります。「アンモナイトのよう でしょう?ミクロの世界は未だたく

だjとは古生物担当学芸員の感想で さんの謎に包まれており、彼らから

す。学名へリコーマは、らせんや渦巻 学ぶべきことはたくさんあります。
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研究ノ ート 地下水の利用と保全一有機塩素系化合物による地下水の汚染と対策ー

長瀬和雄(非常勤学芸員)

人と地下水

地球は水の惑星といわれてます。地

球には13.8億km3 の水が存在すると

計算されています。最も多いのは海洋

で13億4，993万km3、次が氷雪で

2，423万km3、第31立が地下水で1，010

万km3です。河)11と湖沼の水は第4位

でわず、か24万km3(こしかすぎません。

これらの水は太陽のエネルギーにより

絶えず相互に循環しています。氷雪

の99.5%は南極とグリーンランドにあ

るので、地下水は身近にあって最も利

用し易い水資源といえます。

私たち人間の体の2/3は水ででき

ています。そして水は生きていくため

に欠くことができません。人の体重を

60kgとすると40kgは水で、で、きている

ことになります。水の循環系の中に人

間の体も含まれているのです。毎日、

飲料として直接飲むほかに、食物の

Iやに含まれている水分を含めると1日

に約2kgの水を必要とします。単純に

計算すると、人間の体を作っている水

分は20日で入れ替わってしまう計算

になります。私たち人間の体は60兆も

の細胞でできていて、人により差はあ

りますが、 一つ一つの細胞にガンの遺

伝子が組み込まれていると言われま

す。発ガン性のある化学物質が水に

溶け、人閣の体の中に入って循環す

れば、当然ガンの発生率は高くなりま

す。

20世紀に入って人聞は生活の豊か

さを求めて、数十万種類の化学物質

を作り出しました。これらの物質には

発ガン性があるなど人類の生存に悪

影響を与えるものも少なくありません。

これまで地球上に多くの生物が栄え、

絶滅したように、人間の知恵が造り出

したこれらの化学物質は人類の繁栄

に貢献しましたが、やがて、人類を絶

滅させる危険性も持っています。

人類は、 豊かに、そして少しでも長

く地球上に生存するために、知恵を

使って、化学物質を賢く利用していか

ねばなりません。

有機塩素系化合物による地下水汚染

現在、発ガン性があるとされる化学

物質の卜リクロロエチレン、テトラクロ

ロエチレン等による地 F水汚染が社

会問題になっています。

トリクロロエチレ ン、テトラクロロエ

チレン等有機塩素化合物には、その

中にただ漬けておくだけで、油類の

汚れを溶かして、きれいに流し去って

しまう優れた性質があります。この性

質は、 1970年代に工場の電子関係部

品などハイテク製品の洗浄からはじ

まって、町のクリーニングやさんの衣

類の洗濯に至るまで大変便利な溶剤

として広く使われました。しかし、 1981

年カリフォルニアのシリコンパレーで、

これらの化学物質による地下水汚染

が社会問題となりました。日本でもこ

れらの化学物質は、広く大量に、そし

て簡便に使われていたので、全国各

地でこれらの化学物質による地下水

汚染問題が起こ ってしまいました。環

境庁や自治体は法律を作り、トリクロ

ロエチレン、テトラクロロエチレンの環

境基準値をそれぞれ30ppb、10ppb

(ppbはppmの1/1，000の濃度)と設

コンクリ ー ト

定し、地下水の浄化対策に取り組ん

でいます。しかし、地下に浸透してし

まった化学物質による汚染を浄化す

る乙とは大変難しい問題です。

有機塩素系化合物は工場などの

貯蔵タン クや洗浄槽等の施設から大

量に漏れると、土壌から更に下方の

ローム層、泥層、砂層、際層などの地

層へ浸透し、地下水面に達すると地

下水汚染を引き起ごします(図1)。

有機塩素化合物は水より重く(比

重テ卜ラクロロエチレン1.631、卜リクロ

ロエチレンl.476)、粘性(水の0.8-

0.5倍)や表面張力(水の半分)が小さ

いので、地表 の浸透地点から下方

へ、水よりスムーズに、ほぼ垂直に浸

透します。この時、この化合物は土粒

子の表面に付着し、空隙の狭い部分

で架橋状態となり、また吸着水(死蔵

水)にとけ込んだりして、通気帯に残

留しながら、地層 中の比較的大きな

間隙を選んで、あたかも毛細血管の

ように樹枝状に下方へ浸透し、やが

て量が多いか、あるいは通気帯が薄

図1 地下水溺養域の汚染機椛

1，2，3，4，5 :汚染濃度の特に高く なるところ

10 



自然科学のとびら 第5巻第2号 1999年6月15日発行

いと地下水面に達します。通気帯に

残留する汚染物質の量はそこを構成

する堆積物の粒径や粒度組成、団結

度、合水比など土質によって異なりま

す。粘土層および粘土を多く含む地

層(葉層)には、砂機層などの粗粒な

地層に比べ、多量の汚染物質が含ま

れることになります。通気帯に残留し

たこの化合物は、溶解度は小さい (20

。Cでテトラクロロエチレン0.015、トリク

ロロエチレン0.110g/100ml)が、少

しずつ地下へ浸透する雨水に溶け込

み、その流れに乗って下方へ移動し

ます。また、揮発性が高いので、土粒

子に付着している汚染物質は通気帯

で気相中へ気化し易く、地下で空気

とともに移動します(図1の1，5)。

地下水面に到達した化合物は、帯

水層の土粒子の粒径が小さければ、

地下水面の上に溜まります(図1の2，

6)。地下水面上の化合物は、 蒸発し

て上位の泥層等の下底を汚染しなが

ら(図1の3，7)、地下水とともに流動

し、 空隙の大きいところを見つけて、

地下水面下へ浸透します。地下水面

下に取り込まれた同物質は粒状とな

り帯水層の間隙が小さければ間隙に

残留し、地下水に溶け込んで地下水

を汚染します。また、間隙が大きい場

合は、ほぼその隙聞の大きさの粒状

に分散し、かなり速い速度で帯水層

中を落下します。帯水層の中の大き

な空隙を下方へ落下した汚染物質

は、帯水層の底の難透水層の上で再

び塊状となり、マウンドを形成して溜

まります(図1の4，8)0この塊状の同物

質は、難透水層上面に11100の勾配

(普通の扇状地)以上の傾斜があると、

塊の状態で下流方向に移動し、期;透

水層上面が造る窪地等の中に溜まり

ます。これまでの調査の結果から数

百キログラムをとえる有機塩素系化

合物が原液状で回収されたことがあ

ります。

地下水汚染対策

神奈川県秦野市は秦野盆地の地

下に豊富に分布する地下水を市の水

道水源として利用しています。

秦野市では地下水の汚染が顕在

化すると、いち早く条例を設定し、地

下水の浄化に取り組みました。秦野

盆地は富士山の東側、偏西風の風下

図2 弘法の清水(秦野市)

側に位置し、富士山の火山灰が20m

以上も厚く堆積しました。特に、新富

士火山の活動と呼ばれる5千年の聞に

十数mに達する粗い火山灰が盆地に

降り積もりました。秦野盆地では盆地

の北から中央にかけて降った雨は粗

い火山灰の台地に浸透し、ここは地

下水のかん養域となっています。この

地下水は盆地の南縁でわき出して、

環境庁が指定した全国名水100選の

一つの“弘法の、清水"(図2)等の湧泉

群を形成しています。雨水が地下深く

まで浸透してしまう盆地中央部の台

地では水を得るためには昔から手掘

りで深い井戸を掘る必要があり、 水に

は大変苦労しました。しかし、昭和40 

年代以降、さく井技術が進歩し、地下

数卜mの深さから1日に1本の井戸で

1，000-2，000m3の地下水が簡単に利

用できるようになって、多くの工場が

盆地中央の台地に進出し、開発が急

激に進みました。 当然それらの工場

では有機J;WL素系化合物が大量に使

用され、地下水汚染を引き起こしまし

た。平成元年、弘法の清水のテトラク

ロロエチレンの濃度が34ppbで、環境基

準値の3倍以上と某週刊誌で報道さ

れ、 一挙に秦野盆地の地下水汚染が

社会問題になりました。

秦野市では全国で初めて条例を

作り、これまでに有機塩素系化合物

を使用した百社を越えるすべての事

業所で、 工場の下などの表土の調査

をおこない、汚染があればボーリング
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をして、さらに地下の汚染状況を調

べ、事業所の協力を受けながら地下

水汚染対策に取り組みました。

幸いにして、秦野盆地では粗い火

山灰層が厚く分布し、有機塩素系化

合物は地下水面の上の火山灰に付

着して分布するところが多くありまし

た。それらの化学物質は真空州l出法

といって、地下で気化させ、地下の空

気と一緒に吸い上げて除去する方法

で非常に効率よく回収されました。ま

た、帯水層の透水係数が大きく、地下

水の循環が速いこともあって、 ;帯水層

の中の化合物は、地下水に溶け出す

などして、地下水と一緒に化合物を

汲み上げることができました。秦野市

では条例を制定して、市をあげて地

下水の浄化対策に取り組んだため、

秦野盆地の地下水は、浄化が進み、

盆地南端の弘法の清水も、まもなく環

境基準値をクリアーすると予想されて

います。秦野市の取り組みは日本に

おいて最も進んだ地域の一つで、地

下水の浄化に成功している例といえ

ます。

地下水の汚染対策は、多額の費用

を必要とし、技術的にも難しい問題が

多いとされ、全国的にみて、取り組み

が立ち後れています。全国各地で地

下水汚染対策にもっと積極的に取り

組み、 一 日も早く昔の地下水環境を

取り戻すことは20世紀に生きた私た

ちの義務といえます。
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より自然なトンボ池っくりのために一トンボ池の功罪、水草にご注意-

苅部治紀(学芸員)

近年、全国各地にトンボ池つくりが広

がっています。県内では各地の学校での

トンボ池つくりも盛んになっています。池

の造成、維持には大変な手聞がかかり、

現在かかわっておられる皆さんのご苦労

は大変なものでしょう。僕もかつて「トンボ

池発祥の地」高知県中村市のトンボ王国

で2年間に渡り日々汗を流していました

から、その苦労はよくわかるつもりです。さ

て、身近な場所から自然が失われている

現在、 トンボ池つくりは歓迎するべきこと

で、あって、きっとトンボ達も喜んで、いるの

ではないかと{業は思っています。もっとも

現状を見ますと、トンボが豊富な本来の

自然環境は相変わらず日々破壊されて

いるのはご存じの通りですし、時としてエ

コ・アップやビオトープとL巧言葉を免罪

符にして開発が行なわれる本末転倒の

状況もありますが、このことは今回の話の

主題からはずれますので置いておきま

しょう。

実は最近神奈川県内で、 トンボ池の造

成"寺に移植された水草に伴って、他地方

から移入したと考えられるトンボが繁殖し

コパネアオイ トト ンボ産卵

ている例が確認されていますので、報告

するとともに読者の皆さんの注意をお願

L、したいと思います。なお、初めにお断り

しておきますが、この話は特定の誰かの

責任を問うためのものではありません。あ

くまで目的は前向きな「今後のより自然な

池つくりjのためのつもりです。事例に出

てくる場所に闘っておられる方は気を悪く

されるかもしれませんが、ご了解下さい。

事例1

横浜市金沢区の小学校の裏庭に作っ

た池。静岡県磐田市の桶ヶ谷沼などから

水草を移植(タヌキモ他)。ベニイトトンボ

が1994年から確認されており、1996年の

調査時には極めて多産していた。その後

もkla読流して発生している。県内をはじめ周

辺に確実な産地もなく、桶ヶ谷沼からの

移入の可能性が高い。

事例2

横浜市保土ヶ谷区の丘陵地の裾野に

広がる公園。1995年の秋から造成工事を

行い、1996年春まで、に水草の植え付けを

行った。クログワイ・ウ

キヤガラ・サンカクイ-ァ

サザ・タヌキモなど17種

4700本を兵庫県東南

部(三田・丹波周辺)か

ら移植。96年秋からコ

ノTネアオイトトンボが発

生。97年秋にも多産。交

尾・産卵も多数見られ

た。現在関東地方でも

栃木県の数ヶ所しか発

生地がないととと、水草

を持ってきた兵庫県東

南部は本種の多産地

であることからも移入と

考えられる。

上記の2例は、たまた

ま神奈川県や近隣に

現在全く生息していな

い種で、あったため移入

が生じたことが明らか

になりましたが、例えば

マルタンヤンマなど県

内でも見られる種だっ
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たら、他地方からの人為的移入があって

もわからないと思われます。ただし、乙れら

の移入例は誰かが意図的にやったことで

はなく、 pず、れも環境を作ってpく過程で

生じた一種の「事故」なのです。

何が問題なのか?

1) rどとの地方のものだろうと、たとえべ

ニイトトンボやコパネアオイトトンボがいて

もいいじゃないか」とpう考えもあるかもし

れません。確かにトンボ池を一種の‘動物

園'として考えれば、別にそ乙にマレーシ

アのミドリカワトンボが飛んで、いてもおか

しくはないで、しよう。しかし、 トンボ池はそ

んな‘動物園'ではなく、我々の身近なとこ

ろから失われてしまった水環境を復元し

ていくことが目的だったはず、で、す。だとす

れば現在の地域のファウナを大切にしな

がら、トンボ達が自然に飛来定着してくれ

るのを待つのが筋ではないでしょうか?自

然の回復を目的としていながら、地域の

自然誌の破壊をしていては本末転倒に

なってしまう恐れがあります。

2) また、今回の事例で問題なのは「誰

も知らずに(意図的でなく)やってしまっ

たJ点です。このような意図的でない移入

は、年月が経ってしまえばなせーそこに「県

内にはいないはずの」種が生息している

のか、誰もその経緯を明らかにすることも

で、きなくなるで、しよう。つまり、誰かが注意

深くそのトンボ池のトンボ相を追いかけて

調査していないと、そうしミう事態が生じた

事さえ知らないままになってしまいます。

万一そこから周辺にそのような「インベー

ダーjが増えた場合、それが意図的でな

いだけに無責任な生物相の撹乱をまねく

可能性が高いのです。

3) また、乙れはたまたまそうpう事例に

あたったのかもしれませんが、「よそから

自生の水草を大量に採取・移植してい

た」点も見過ご守せません。都会に自然を呼

び戻す過程で在来の自然を傷つけてい

たのは残念です。ごれも意図的に行なわ

れたのではなく行政からの発注を受けた

業者が集めてきた結果ですが、今後は、 ト

ンボ池っくりの立案の時点で考えなくて

はいけない問題だなと思っています。
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4) ところで上記の問題の原因は「専門

家(アドノTイザー)の不在」につきると思い

ます。現在トンボ池事業は、初期の専門家

主導から、市民団体や自治体主導の形な

どに裾野が広がっています。今後もこの

傾向は強まるでしょう。このことは様々な

形でAトンボに関心を持っている一般の方

が増えている事の現れで、すし、多様な考

えの人聞が集まり、力を結集するやりかた

はトンボの専門家も歓迎していることと思

います(当たり前ですが、トンボの専門家

だけが集まっても事はうまく進まないで

しよう)。しかし、今回の例を見ると、たとえ

水草の移植を行うとしてもやり方を考え

れば、他所からのトンボの人為的な移入

は防げた可能性も高く、アドノTイザーがい

ればと悔やまれます。

これからどうすればいいの?

もし、これまでにお話しさせて頂いたこ

とをご理解いただけたなら、このように知

らず知らずに進行している地域のトンボ

相の撹乱を防ぐために、現場で活動され

ている皆さんにお願いしたい乙とは、以下

のことです。

それぞれの地域で、 トンボ相撹乱問題

が起きている事のアピールのお手伝いを

して下さい。一般には、まだこのようなファ

ウナの撹乱の例は知られていないでしょ

うしにの冬各地でお話するまでトンボの

専門家もほとんど知りませんでした)、な

にがいったい問題なのかも説明していた

だければと思います。また、積極的に専門

家を使って下さ~ ¥0県立博物館や各地の

市立博物館などの学芸員は、そうしヨうごと

のためにいます。ぜひ、疑問な点はお気

軽におたずね下さい。水草についても同

様です。

さて、言いっぱなしで、は無責任ですか

ら、現場での具体的な解決策を提示した

いと思います。

まず、なるべくなら池は造成した後は自

然の遷移にまかせ、水草の移植は行わな

Lミ(基本):よくモデルとされる水草の多層

構造を持つ「よLミ沼」も最初は無植生から

始まっています。時間をかけて植生の遷

移やトンボの移り変わりを観察するのも、

学校などで年数をかけて追って行けば、

それだけで「植生選移」の実験にもなり理

科の授業の一環としてもおもしろい試み

と思います。

もし、水草の移植をするのであれば

1) 種類の選定を最初によく考える事:

本やパンフに出てくるトンボ池のモデル

は、あくまで理想です。県内で調達可能な

種を使いましょう。沈水植物は、実際には

なかなか生息条件が厳しく、定着は難し

いと思いますが、湧水lこ，恵まれた場所で

したらエビモ・ホザキノフサモ・クロモなど

(lミずれも在来種)がお薦めです。よくモ

デル例に出てくる浮遊植物のタヌキモ類

は、弱酸性の安定した沼にしか生えませ

ん。もともと分布も限られるものですし、都

会のトンボ池に必要な種類とは思えませ

ん。過剰な採取も心配です。浮葉植物で

は、現在県内に残るのはヒシとヒルムシロ

類、ヒメコウホネくらいです。アサザのよう

な国のレッドデータフ、ックにのるような種

類は、必ず出所の確かなもの (lミわゆる

山採りでないもの)を使いましょう。抽水植

物では、ガマ類、マコモ、サンカクイ、オモ

ダカなどがよいでしょう。

2) 水草は基本的にごく近い場所で調

達するようにすること。県内の近い場所の

ものであれば、万一トンボの移入が起っ

てもほとんど問題になりません。他地方の

ものや出所の怪しい物は絶対に避ける。

これが守られればかなり安心です。また、

例えばヒシのような県内での絶滅が心配

されている水草 (ご存じかも知れません

が、県内では水草の多くは絶滅してし
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まっていますし、ほとんどの種が絶滅予

備軍です)を移植する事で、その水草の

最低限の県内産の系統保存(悲しい言

葉ですね)の役にもたてるでしょう。トンボ

の誘致と水草の保護を兼ねる一石二鳥も

狙えるかもしれません。なお、この場合もど

ごからpつ持ってきたかの記録と、同じ種

類を複数の地点から持ってこない、など

の気配りは必要です。

3) なるべく水草の種子か殖芽の採取・

散布にする。ごうすれば水草の自生地へ

の影響も少ないで、すし、トンボの移入も防

げます。

4) 沈水植物はよく洗い、できるだけヤ

コ会がくっついてこないよう注意。産卵され

た卵での移入を防ぐには冬期の移植が

よい。生息地からは直接移植を行わず、し

ばらく水槽でキープできればより安心。

5) 抽水植物は、コパネアオイトトンボの

ような組織内卵越冬パターンをとる種の

持ち込みの危険が高いので、で、きるだけさ

ける。もし移植するのであれば1)を守るこ

と。

これまで述べた、トンボの人為的な移

入の問題は、実はトンボの専門家もごく最

近まで注意していないことでした。しか

し、実際にこのような事態が生じたことが

明かになったわけで、すから、今後は水草

の移植にも気を使って、より「自然な池Jを
普及させていきたいものです。
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神奈川の自然シリーズ 12神奈川の腐生ラン 勝山輝男(学芸員)

葉縁素をもたず、共生菌ーを通して落葉

などから養分を得ている植物を腐生植

物といいます。ラン科植物はもともと菌

類と共生しているので、 1f日葉の腐生植

物になる素質があるといえます。光をめ

ぐる植物どうしの競争から逃れ、 他の植

物が生えないような暗い林内を核家とし

たランは、しだいに横着になり、自前で

光合成をすることを止めてしまったので、

しよう。

神奈川県からはサカネラン、ヒメムヨウ

ラン、ツチアケビ、クロムヨウラン、タシロ

ラン、オニノヤガラ、アキザキヤツシロラ

ン、クロヤツシロラン、 キノTナノショウキラ

ン、 ヒメノヤガラ、マヤランの11種の無葉

の腐生ランが記録されています。マヤラ

ン以外の10種は完全に葉緑素を失って

はいますが、マヤランの花茎は緑色で、

まだ光合成をしていた頃の名残が残っ

ています。

サカネラン

腐生ランは花期にだけ地上に姿をあら

わし、成長している様子を見ることはほ

とんどありません。特にクロヤツシロラン

では、果期には高さ10-20cmになり目

立つのですが、花も落葉の聞に隠れる

ように咲き、簡単には観察できません。

地下には長さ2-4cm、直径6-10mmの

塊茎があり、9-10月にここから花茎を伸

ばし花を咲かせます。花の時期には塊

茎の花茎とは反対側に3-4本の根のよ

うなものを伸ばし、そこに白い菌糸のよう

なものがつき、落葉や落枝にからみつい

ています。これが落葉から養分を摂取す

る仕組みなのでしよう。果期にはこの根

のようなものは塊茎からとれてしまいま

す。冬を越した塊茎からは、 6月頃に花

茎のついていた位置から根のようなも

のを伸ばし、養分の摂取をはじめます。

摂取した養分は新しい塊茎に貯え、秋

には新しい塊茎の先に花茎を伸ばしま

タシロラン ツチアケビ

す。これについては勝山(1994)にくわし

く報告しました。

タシロランの生活史は大森(1984)に報

告がありますが、その他の腐生ランの生

活史についてはほとんど報告がありま

せん。共生菌についてもオニノヤガラや

ツチアケビがナラタケと共生していると

されています(前川 ，1971)が、多くは不

明のままです。

文献

大森雄二，1984.三浦半島で、発見され

たタシロラン.神奈川 自然誌資料

(5):71-73. 

JI界山輝男，1994.クロヤツシロランの地

下部について.神奈川自然誌資料

(15):59-62. 

前川|文夫，1971.原色日本のラン.

495pp.誠文堂新光社、東京.

西丹沢 1995年 5月11日 三浦半島 1992年 7月 10日 西丹沢 1995年 8月5日

キノTナノショウキラン

西丹沢 1994年 7月16日

クロヤツシロランの果実

横浜市緑区 1987年 11月
クロヤツシロランの:{t.

横浜市緑区 1988年 10月10日
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塊茎から根のようなものを伸ばした花期のクロヤツシ

ロラン 横浜市緑区 1989年 9月23日
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観察会・講座等

催し物のご案内 (1999 年 7 月 ~9 月)
基礎講座

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・3・4・5・

21・22日(9日間)時間 10:00-15:00 

内容実習実験室を開放し、顕微鋭観

察、標本作り、研究相談など自由に学ぶ

対象:子どもから大人まで

申込参加日の 5目前まで

シンポジウム「伊豆・小笠原弧の研究」

[博物館]湘南地球科学の会共催

日時 :7月24日(土)13・00-16・00

内容:地層・岩石の最新の研究成果を

基に、神奈川の大地の成り立ちを紹

介、発表、討論する

対象:一般70人

申込・ 6月22日(火)-7月13日(火)

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

内容植生の移り変わりと、i値物群落

の見方を学ぶ

対象 一般40人

申込 6月22日(火)ー 7月13日(火)

室内実習「化石研究(中津化石)J [博物館]

日H寺:7月29・30・31日(3日間)10: 00-15: 00 

内容:中津層化石の教材利用のための

対象:教員・一般10人

申込 :6月22日(火)ー7月13日(火)

講演会「伊豆の海から生まれた日本の中

心・神奈川J[博物館]

日時 8月1日(日) 13:30-15:00 

内容神奈川の大地の生い立ちを多角

的に紹介する

講師 :i貧困隆士(当館館長)

対象・ 一般70人

申込 6月29日(火)-7月20日(火)

室内実習「ほ乳類の歯の進化J[博物館]

日時 ・8月6・7・8日(3日間)10:00-15 :00 

内容:館収蔵の標本を使って、ほ乳類の

歯について系統的に学ぶ

対象:一般20人

申込 :6月29日(火)-7月20日(火)

室内実習&野外見学会「三浦半島の活断層」

[三浦半島・博物館]

横須賀市自然人文博物館共催

日時 :8月21・22日(2日間) 時間

21日13:30-15: 0022日10:00-15:00

内容 活断層の成因などを学習した後、

現地観察する

場所:三浦半島

講師:総合研究プロジェクトメンバ一

対象:一般40人

申込 :7月20日(火)ー8月10日(火)

ライブラリー通信 里山

近年、「里山」という語をしばしば見聞きするようになりました。里山とは一般的には

「人里近くにある、生活に結びついた山H大辞泉j(小学館)と定義されています。里山

と聞くと多くの人は、唱歌「ふるさと」に歌われる情景を想像するのではないでしょうか。

若い人ならアニメーション映画「となりのトトロ」にでてくる風景かもしれません。

里山は、私たちの祖先が多大な努力と長い時間をかけて作り上げてきたいわば人工

的・二次的自然で、日本の代表的風景でもあります。ところが、都市部近郊では無秩序

な開発が進み急速にその姿を消しつつあります。辛うじて残っている所ではその保全

のための運動も起きています。

ところで、この里山という語、以前はあまり耳にしませんでした。いつ頃から使われる

ようになったので、しようか。岩波の「広辞苑』によれば第四版までは記載がなく第五版

(1998)から里山の語が採られています。1989年刊行の講談社f日本語大辞典』では既

にこの語の記載がありますが、いずれにしても言葉としては比較的最近、80年代後半か

ら一般に使われ始めだしたのではないで、しようか。里山という語を含むタイトルの図書

を検索すると90年代に入ってから刊行されたものがほとんどです。

しかしながら、農学研究者の聞ではそれよりかなり前から使われていたようで、元名

古屋大学農学部教授の只木良也氏によれば11960年代から広く使われ始めたJr森林

科学J(B本林学会 1997.10 No.21)とあります。研究者たちの間ではかなり前から使わ

れ始め、それが20年近くかけて徐々に一般化してきたということでしょう。誰が最初に里

山という語を使いだしたかということになると、いまひとつはっきりしませんが『森とつき

あうJ(渡没定元著-岩波書庖)では「四手弁綱英京都大学名誉教授がはじめて使用し

たといわれている」とLヴ記述があります。

ともあれ、里山の語は現在ではすっかり定着したようで、す。この里山という語を聞い

ただけで、私たちは日本の原風景のイメージを共有できるようになったという点には大

きな意味があるのではないかと思います。 (司書・内田 潔)
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講演会「神奈川の地震 J[博物館]

日11寺 9月5日(日 )13:30-15・00

内 容 神 奈川の地震について、最先端

の研究を紹介する

講師:神奈川県温泉地学研究所研究員

対象:一般70人

申込 :8月3日(火)ー24日(火)

室内実習「日時計を作ろうJ[博物館]

日時 9月23日(木・祝日)10:00-15:00

内容 日時計の原理と作り方-使い方

を学ぶ

対象・中学生以上一般20人

申込 8月17日(火)-9月7日(火)

神奈川の自然を歩く (5)

野外観察「箱根山でコケ・動物を観ょう」

[箱根町]

日時 :9月29日(水)10・00-15:00

内容:箱根でコケ、キノコ、小動物を観

察する

対象.一般20人

申込 :8月24日(火)-9月14日(火)

申し込み方法:往復はがきに参加代表者

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。

特別展のご案内

「伊亘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 」
横須賀市自然・人文博物館共催

平成11年7月17日(土)-9月5日(日)

南からやって来た伊豆 小笠原弧が本

州弧に衝突しているところに位置してい

る神奈川は、地殻変動が激しぐ、活断層

や火山が活動しています。世界でも稀な、

島弧と島弧の衝突地帯にある神奈川の生

Lミ立ちと活断層について紹介します。

[主な展示品]伊豆小笠原弧海底地形

模型、南の海で堆積した丹沢山地火山砕

屑岩類、丹沢山地に露出する地殻の内部

でできた石英閃緑石、結品片岩類。海底

の堆積物で、で、きた三浦半島三崎のスラン

プ構造、繰り返えされる伊豆大島・ 三宅

島のl噴火と溶岩、箱根火山の溶岩、液状

化現象。三浦半島の活断層の北武断層模

型、県西部の国府津松田断層模型など。

[特別展観覧料J20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
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資料紹介 地層のはぎ取り資料

地球の歴史をしらべる第一歩は、大地

をつくっている岩を直接観察するととで

す。露頭とよばれる地表面に岩や地層が

露出しているところがポイントとなります。

露頭には、いろいろなものがあります。地

層のしましまがきれいな見える露頭、 化

石の産状がわかる露頭、地層がくいち

がっているの断層露頭等々です。どれも

大地の歴史の情報をったえる重要な露

頭です。しかし、露頭をいつでも観察で

きるとは限りません。たとえば、昔は河岸

にあった露頭が今は護岸整備によって

岩が露l古していなかったり、重要なもの

でも工事中に出現する露頭は工事の終

了と共に消滅してしまいます。

そこで重要な露頭はなくなってしまう

前にくわしい記録をとります。ていねい

に作製するスケッチは写真よりもわかり

やすい露頭の資料となります。重要な部

分は、岩石の採取を行うときもあります。

さらには露頭をそのまま実物資料として

採取することがあります。それが地層の

はぎ取りです。その名のとおり地層の表

面を一枚はきe取った資料です。露頭の

表面に特殊な樹脂を塗って固まったも

のをパ1);-¥リとはぎ取ります。実物からは

き手取っていますので即物的な実物資料

です。ζれはジオラマなどの作りのもの

地層とは大きく異なる点です。はぎ取り

資料を造ることで、いつでも新鮮な露頭

(はぎ取り)を観察することができます。ま

た、はぎ取り資料はくるくる巻くことができ

ますので、コンパク卜に収蔵できるととも利

点です。

地層の立体的なはぎ取り

博物館の資料

収集活動でも、こ

の地層のはぎ取

り標本の収集を

行っています。展

示室にも化石の

産状を示す標本

や火山灰層の標

本などいろいろ

なはぎ取り資料

が展示されてい

ます。最近では、

三浦半島で小柴

層とよばれる地

層のはぎ取り収集を行いました。典型的

な小柴層は、斜交層理とよぶ堆積構造

がみごとに発達しています。乙の斜交層

理のシマシマ模様は、地層が堆積したと

きの古流向を示しています。ここでは大

ざ、っぱに南から北方向への流れが卓越

していたようです。正確に知るには、シマ

シマをつくる平面(層理面)が傾いてい

る方向をしらべなければなりません。シマ

シマの平面的な構造を立体的に把握す

ることが必要になります。やわらかい地

層のときはハンマーなどで面構造を削り

だして測定します。でも露頭の表面が凸

凹しているときには、ハンマーで面を削り

ださなくても面構造がわかるときがありま

す。小柴層のはぎ取りでは、平面的なは

ぎ取り資料のほかに立体的なはぎ取り

資料をとりました。露頭の凹みの部分の

はぎ取りをしたのです(はぎ取り資料は

凸のものになります)。これはまさに斜交

露頭では凹の音[¥分がはぎ取り資 右目に青、左目に赤のセロファンをはめた立体限鋭をかけると立
料では凸になる。 体に見えます。
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田口公則(学芸員)

地層のはぎ取り作業

層理の面構造を示すのにふさわしいは

ぎ取り資料となりました。地層などの面構

造をとらえることは地質調査の基本です

が、その教材としてもこの小柴層の立体

はぎ取り資料は十分活用できそうです。

ただし、立体はぎ取り資料ですのでく

るくる巻いて収蔵することはできません。

コンパクトな収蔵とpう利点を欠いてし

まいました。立体的で、おもしろいといっ

て、何でもかんでも立体はぎ取りをとると

収蔵が大変かもしれません。資料の目的

にあわせてはぎ取りの内容を考えた方

がよさそうです。

地層のはぎ取り資料について紹介し

ました。地層のはぎ取り資料は、地学系

の展示に利用されていますが、遺跡の

地層はぎ取りは考古系の展示に多く利

用されています。博物館ではぎ取り資料

の展示を見かけたら作りものとは思わな

いで露頭をしらべるようにじっくり観察し

てみてください。きっと地球の歴史の情

報がたくさん隠されていると思います。
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