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ニホンライチョウが冬の衣替えをしました︒

ニホンライチョウは年に３回換羽します︒
スバールバルライチョウは年に ２回です︒同じ種︵なかま︶
の鳥なのに換羽にも違いがみられ︑まだまだ分からないこと
が多い不思議な鳥です︒

ライチョウの羽の色が季節によって変化すること
を換羽といいます。換羽はそれまでの羽が抜け、そ
のあとに新しい羽が生えてくるので、ゆっくりとし
たスピードで 2 ～ 3ヵ月かかります。
換羽をコントロールしているのはホルモンです。
このホルモンを刺激しているのは光で、日照時間が

長くなってくると羽が白から夏羽へ、短くなってく
ると白くなります。
ホルモンは換羽に関与するだけでなく繁殖行動に
も影響をおよぼしています。光は目で感じるもので
すが、ある波長の光は頭蓋骨を通過して直接脳に届
くようです。（写真はメス）

◆市立大町山岳博物館は、月曜日と祝日の翌日が休館です。月曜日が祝日の場合は開館し翌日休館となります。
◆開館時間は、午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで）です。
◆家庭の日（毎月第３日曜日）とその前日の土曜日を「大町市民無料開放デー」としています。この日は市
民以外の長野県民の方も団体割引料金で観覧いただけます。今季は1月19・20日、2月16・17日、3月
16・17日が実施日になります。
◆次の方は年間を通じて博物館観覧料は無料です。該当しない方にも各種割引料金があります。詳しくは窓 博物館施設案内
口でお尋ねください。《市内在住の65才以上の方／市内の小中学校に通う児童生徒／障がい者手帳をお持ち はこちら
の方と付添いの方１名》

①

さんぱく研究最前線

−北アルプスの自然と人

トピックス−

北アルプス後立山連峰 鹿島槍ヶ岳

カクネ里氷河学術調査の記録
鹿島槍ヶ岳は、日本百名山に数えられる秀麗な双耳峰
です。その北東側にカクネ里と呼ばれる大きな雪渓を
擁したＵ字谷が広がっています。
2014年、市立大町山岳博物館では、信州大学理学部、
長野県環境保全研究所、富山県立山カルデラ砂防博物館
とで「鹿島槍ヶ岳カクネ里雪渓（氷河）学術調査団」
を組織し、2017 年まで鹿島槍ヶ岳カクネ里での総合
的な調査を実施しました。
その結果、カクネ里雪渓下の氷体が今も流れ続ける現
存「氷河」であることを発見し、また気象調査や地形・
地質調査などの分野でも新たな発見があり、その成果
は、学術誌や当館研究紀要、広報おおまち（2018 年 3
月号）のほか、新聞、山岳雑誌などでも取り上げられて
います。
そこで今回は、到達が困難なカクネ里調査サポートの
様子や風景などを紹介します。カクネ里に関心を持っ
ていただくとともに、山の素晴らしさ厳しさを感じてい
ただければ幸いです。

現地サポートを中心に

どこから行けば良いのだ！
カクネ里へは登山道がありません。そこでどのルー
トで到達するのかが、最初の問題となりました。
ヘリコプターの利用も予定していましたが、救助活
動ではありませんので誰かが陸路で着陸地点に行き資
材を受け取る必要があります。そこで、3 つのルートが
検討されました
最短距離の大川沢ルートは、入り口は穏やかですが、
途中からは倒木や岩から岩に飛び移る必要があり、資
材を背負って通過するのは不可能と判断されました。
キレット沢ルートは、かつて踏み跡がありキレット
小屋を利用すれば、短時間でカクネ里に到達できるは
ずでしたが、今は岩くずに覆われ落石が頻繁に起きる
危険すぎるルートとなっていました。
シラタケ沢ルートは、カクネ里まで１日半かかりま
すが他よりは多少は安全で、このルートを使うことに
なりました。

カクネ里はどこだ！【北側約 8000ｍ上空から】 調査団員・サポート隊員の頑張り！
富士山
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②

キレット小屋

ヘリコプターを利用すれば、簡単に終了するかと思
われた調査でしたが、悪天候でヘリコプター利用は計
画通りに行かず、その後も引続く天候不良と団員の日
程、ヘリの台数の少なさなどの問題からヘリコプター
をチャーターできず「最後に頼れるのは人力」という
ことがよく分かった調査となりました。
事故は絶対に許
されません。技術
的にも体力的にも
信頼できる山岳ガ
イ ド と、サ ポ ー ト
隊員には大学山岳
部の精鋭現役部員
も お 願 い し、重 い
荷物を運んでもら
集荷された調査資材の一部
いました。
学生は自分の荷
物＋20 ㎏、ガイド
は＋10 ㎏、研究者
は－10 ㎏ と し ま
し た が、そ れ で も
かなりの重量にな
りました。
遠見尾根を進む調査団

カクネ里への行き帰りも貴
重な機会。夕暮れが近づく中
調査を行いながら移動しま
す。

雪渓を下ります。初夏
まではどこを通過しても
問題ありませんが、秋の
調査では薄くなった箇所
を避けながら慎重に歩か
なければなりません。

秋は雪渓を踏み抜いて転落
する恐れがあるためザイルを
つなぎ合って進みます。
小雪、多雨、高温で例年に
無く激しく残雪が融けた年は
谷の様子が全く異なりました。
地図には無い滝が現れ
たり、下に入ってはなら
ないとされるスノーブ
リッジを通過しなければ
ならなかったりしまし
た。
このようなルートの変
貌や悪天候で当初予定を
超える調査期間が必要と
なりました。
また、沢や樹林の中で
も安全のため、積極的に
ザイルを使いました。

カクネ里から外界を眺望する！

地形・地質調査待望
の カ ク ネ 里 入 り、1 日
目は雨となりましたが、
貴重な 1 日なので雨に
打たれながらも精力的
に調査が行われました。
岩と雪渓の隙間に転
落 し な い よ う、転 落 し
ても止められるようザ
イルにつながっての調
査です。

カクネ里氷河を眺望する！
「カクネ里」不思議な地
名です。落人伝説からや、
人里からは隠れた所だか
らという説あり、その由
来ははっきりしません。
カクネ里を眺めるには
小 遠 見 山 が お 勧 め で す。
それから先は登山エリア
となり、登山計画書の提
出が義務付けられます。
また上部だけなら戸隠
中社付近からも遠望でき
ることが確認されました。

遠見尾根の先に頸城山群や戸隠方面を望むことができました。

〔写真提供〕 鹿島槍ヶ岳カクネ里雪渓（氷河）学術調査団

〔文章・レイアウト作成〕 西田 均 （市立大町山岳博物館）
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雪はとても不思議

い

ゆき

か

ゆき

あせ

いた

こし

ゆきあそ

大町の冬と言えば、雪は欠かせません。雪かきで汗をかいたり、腰が痛くなったり。でも雪遊びやスキー
たの

など楽しいこともたくさんありますね。
ゆき

かたち

くも

雪の形から雲のことがわかる
そら

ふ

ゆき

かんさつ

空から降ってくる雪をまじまじと観察したことがありますか？
しゃしん

かたち

ゆき

ふ

じゅもく

えだ

かたち

じゅしじょう けっしょう

かくば

いた

写真のようにいろいろな形の雪が降ってきます。樹木の枝のような形をした樹枝状結晶、角張った板の
かくばんけっしょう はしら

かくちゅうけっしょう ほそ

はり

しんじょうけっしょう

ような角板結晶、柱のような角柱結晶、細い針のような針状結晶などいろいろあります。
ず

図1

ゆきけっしょう

樹枝状

ず

図2
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なかや

うきちろう

はかせ

さつえい

よしだ ろくろう

いろいろな雪結晶（撮影：吉田六郎）

角板

ぶんるい

ゆき

けっしょう

なかや

角柱

うきちろう ゆき

かがくかん

針状

中谷宇吉郎博士が分類した雪の結晶（中谷宇吉郎雪の科学館，1999） たくさんありますね。

山岳博物館

市民「無料」開放デー

博物館では、毎月第３日曜日（家庭の日）とその前日の土曜日を「大町市民無料開放デー」としています（これらの日につ
いては、大町市民以外の長野県民は団体割引料金でご覧いただけます）。今季は1月19・20日、2月16・17日、3月16・
17日が実施日となります。
こんかい

はくぶつかん

ゆき

けんきゅう

しんしゅうだいがく

すずきけいすけ せんせい

ゆき

けっしょう

はなし

か

今回のこども博物館は、雪の研究をされている信州大学の鈴木啓助先生に雪の結晶のお話を書いてもらい
しろ

つめ

さまざま

かたち

ゆき

けっしょう

かぞく

かんさつ

ました。白く冷たいだけでない、様々な形をしている雪の結晶を家族そろって観察してみてはいかがですか。
かたち

ゆき

けっしょう

き

ふ

ふ

とき

では、いろいろな形をした雪の結晶は、気まぐれに降ってくるのでしょうか。それとも、降ってくる時
なに

き

ごと

しら

なかや

はかせ

ゆき

ふ

さむ

に何かしらの決まり事があるのでしょうか。それを調べたのが中谷博士です。雪が降るときは寒いので、
きおん

かんけい

ゆき

い

けっしょう ひょうしょう

たいきちゅう

すいじょうき

こお

気温が関係するだろうと言うことはわかります。それから、雪の結晶（氷晶）は大気中の水蒸気が凍った
すいじょうき

りょう

かんけい

ものですから、水蒸気の量も関係するだろうとわかります。
なかや
ず

図3

なかや

なかや

うきちろう ゆき

はかせ

きおん

すいじょうき

りょう

中谷博士は、気温と水蒸気の量を

かがくかん

中谷ダイヤグラム（中谷宇吉郎雪の科学館，1999）

ちょうせい

じっけんそうち

つく

調整できる実験装置を作りました。
きおん

じっけんそうち

すいじょうきりょう

その実験装置で気温と水蒸気量の
じょうけん

か

とき

条件をいろいろ変えて、その時にで
ゆき

けっしょう

かんさつ

きる雪の結晶を観察しました。そし
なかや

ず

かんせい

て、中谷ダイヤグラム（図 3）を完成
させました。
じゅしじょう けっしょう

きおん

これによると、樹枝状結晶は気温
ぜんご

ひかくてき すいじょうきりょう

おお

が -15℃前後で比較的水蒸気量の多
くも

なか

かくちゅうけっしょう

い雲の中でできること、角柱結晶は
きおん

ぜんご

はばひろ

気温は -10 から -20℃前後と幅広い
すいじょうきりょう

くも

なか

が、水蒸気量の少ない雲の中ででき
ることなどがわかります。つまり、
ちじょう

ゆき

けっしょう

かんさつ

地上で雪の結晶を観察することによ
ゆき

けっしょう

せいちょう

ゆき

きおん

り、雪の結晶が成長した雲の気温や
すいじょうき

りょう

い

水蒸気の量がわかると言うことにな
なかや はかせ

ゆき

ります。このことを、中谷博士は「雪
てん

おく

てがみ

ひょう

は天から送られた手紙である」と表
てがみぶん

げん

ダイヤグラム（diagram）とは？
いろいろ

じょうほう

せいり

せん

てん

よ

とき

あんごう

現しました。手紙文を読む時の暗号
よ
つか

と

かぎ

なかや

を読み解く鍵が中谷ダイヤグラムで

ず

色々な情報を整理して、線や点を使って図にしたもの

す。
みな

よ

てがみ

皆さんも手紙を読んでみましょう。
ず

図4

ひろはば ろっか けっしょう

ひだり

つづみがた けっしょう

みぎ

さつえい

よしだ ろくろう

広幅六花結晶（左）と鼓型結晶（右）（撮影・吉田六郎）
ず

つづみ

どう

そうとう

どう

胴
ぶ

図４では、鼓の胴に相当する部
ぶん

かくちゅうけっしょう だめん

そうとう

りょう

分が角柱結晶、打面に相当する両
めん

じゅしじょうけっしょう

ばあい

だ

だめん

打面

面が樹枝状結晶の場合ですが、打
めん

かくばんけっしょう

つづみがた

面が角板結晶の鼓型もあります。
けっしょう

さて、これらの結晶はどのようにできたのでしょう
ず

けっしょう かたち

ず

なかや

み

か。図４の結晶の形と図３の中谷ダイヤグラムを見
くら

かんが

比べて考えてみましょう。
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雪はとても不思議

ひろはば ろっかけっしょう

じゅしじょうけっしょう

あと

かくばん

せいちょう

かんが

広幅六花結晶は、はじめに樹枝状結晶ができて、後から角板が成長したと考えられませんか。
どう

つづみがたけっしょう

ぶぶん

かくちゅう

あと

どう

りょうがわ

じゅしじょう

かくばん けっしょう せいちょう

また、鼓型結晶は、はじめに胴の部分の角柱ができて、後から胴の両側に樹枝状（角板）結晶が成長した
けっしょう

かんが

きおん

すいじょうきりょう

じょうけん

こと

ゆき

なか

せいちょう

かんが

と考えられます。どちらの結晶も、気温や水蒸気量の条件が異なるふたつの雲の中で成長したと考えられ
ようす

ず

しめ

ゆき

てがみぶん

か

るのです。その様子を図５に示します。雪にはいろいろな手紙文が書かれていることがわかります。
ず

ひろはば ろっか けっしょう

図５

ず

かくばんけっしょう

くもつぶ つ

ず

かくばんけっしょう

うんりゅう つ
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つづみがたけっしょう

かた

なかや

うきちろう ゆき

かがくかん

広幅六花結晶と鼓型結晶のでき方（中谷宇吉郎雪の科学館，1999）

かくばんけっしょう

なかや

うきちろう ゆき

かがくかん

きれいな角板結晶と雲粒付き角板結晶（中谷宇吉郎雪の科学館，1999）

かがくてき

せいしつ

きしょう

じょうけん

か

雪の化学的性質も気象条件によって変わる！
ゆき

けっしょう

みな

み

み

ゆき

これまでは、きれいな雪の結晶だけを見てきましたが、皆さんがよく見る雪
ず

みぎがわ

けっしょう

ゆきけっしょう

かたち

ず

は、図 6 の右側のような結晶ではありませんか？ 雪結晶のもともとの形は、図
ひだりがわ

かくばんけっしょう

くも

なか

くも

お

ちじょう

く

6 の左側のような角板結晶だったのが、雲の中や雲から落ちて地上に来るまで
つぶつぶ

みぎがわ

に、たくさんの粒々をくっつけて右側のようになったのです。
鈴木啓助（信州大学理学部教授）
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安曇野アートラインシンポジウム
平成30年9月23日（日）

企画展特別講演会
塩の道ちょうじや 文化講座
「北アルプスと安曇野ができるまで」
「地質探偵ハラヤマ先生
平成30年10月20日（土）
北アルプス研究の最前線を語る」
平成30年10月21日（日）

第 14 回安曇野アートラインシン
ポジウム「山岳画の魅力を語る」
（主
催：安曇野アートライン推進協議会）
が松川村すずの音ホールで開催され
たました。
当日は県内外から約 80 人の参加
者があり、山岳画の定義・変遷など
について専門家から解説・提案があ
りました。シンポジウムにあわせ、
当日限定で、山岳画を所蔵する加盟
館 3 館による「山岳画展」を会場ロ
ビーで実施。当館所蔵の５点を含む
油彩画など 16 点の山岳画を来場者
にご覧いただき、好評でした。

大町市定住促進事業に協力
〜鷹狩山トレッキング〜

北アルプス地質研究の第一人者の
原山 智氏（信州大学特任教授）に、
40 年にわたる調査の成果と研究の
最前線をご講演いただき、日本各地
から50人の参加者がありました。
巨大カルデラをつくった破局噴
火、地表に露出する世界最新の花こ
う岩、北アルプスの回転隆起、フォッ
サマグナや北アルプスができるしく
みなどが、わかりやすく紹介されま
した。
たくさんの質問にていねいにお答
えいただき、
「とても勉強になりま
した。またの機会を！」とのアンケー
トが多数寄せられました。

学校との連携授業 〜市内小学校〜

平成 30 年 10 月 27（土）・28 日（日）

大町市定住促進係では、定住促進
事業の一環として、山が大好きで大
町市への移住を希望する 8 組 16 名
の皆さんに、大町市をより深く知っ
ていただこうと、2 日間にわたって、
葛温泉やジビエ料理試食会のほか、
山岳博物館に来館され大町の歴史や
自然について学んでいただく機会と
なりました。
初日は博物館の見学を、翌日には
博物館裏山の鷹狩山に登り、雄大な
北アルプスと大町の街並みに歓声を
あげ、第二の故郷となる大町に、夢
膨らむ二日間となりました。

平成 30 年 10 月 11 日 /11 月２日・
15 日・20 日・27 日・29 日

市内の小学校を対象とした「学校
との連携授業」が毎年行われていま
す。小学校の社会・理科授業の一環
として、骨格標本を見ながら勉強す
るものや、百瀬慎太郎やライチョウ
に関して展示資料を見ながら学芸員
が解説するもので、学校で学んだこ
とをより一層理解する良い機会と
なっています。10 月に八坂小が理
科、11 月に南小が理科と社会【写
真】
、北小が理科、西小が理科と社会、
東小が社会の授業で当館を訪れ、学
習を深めていただきました。

塩の道ちょうじやでは、塩の道や
大町地域の歴史･文化について長年
にわたって文化講座が開催されてい
ます。当館では講師を派遣して、地
質からみた北アルプスと安曇野の生
い立ちについて講演しました。
古日本海に突き出た 500 万年前
の飛騨半島から北アルプスができ、
約 50 万年前には松本盆地東縁断層
がずれ動いて安曇野ができたことを
ご紹介しました。
悠久の大地の歴史に想いを馳せな
がら、20 人のご参加の皆さまと楽
しい語らいのひと時となりました。

企画展関連催し 〜秋のティールーム〜
「北アルプスのふしぎ」
平成30年11月４日（日）

企画展の解説をお聞きいただいた
後、
「北アルプスのふしぎ」について、
13 人の参加者と当館スタッフがお
茶を飲みながら談話を楽しみまし
た。
火山の斜面にできる雪形、北アル
プスで新しく氷河がみつかる可能
性、北アルプスの川のできかた、北
アルプスは今も隆起しているのか、
いくつもの話題が語られました。
アンケート結果からは、自由な雰
囲気の談話・質疑が好評であったこ
とや、新たな試みとして改善すべき
点も明らかになりました。

※その他の事業については紙面の都合上、省略させていただきます。

⑦

さ ん

ぱ く

山博友の会だより
ボランティアサークル博物館展示解説研修会
友の会ボランティアサークルの皆さんには、毎年博物館周辺の除草
などの環境整備や博物館のイベントの協力、博物館での常設展案内な
ど多方面に協力をいただいております。
８月 26 日には、本年度一部展示が新たに刷新された地質部門につ
いて、展示の監修を行った矢野専門員を講師に学習会を開催致しまし
た。ボランティアサークルの皆さんには、これからも学ぶこと、知る
ことの楽しさを、観覧者の方々に伝えていただければと思います。

富山市科学博物館友の会と山博友の会との交流会

10 月 13 日（土）～ 14 日（日）にかけて、山岳博物館友の会では、富山市科学博物館をお訪ねし、同館友の会の皆さ
んとの交流会を行いました。科学博物館や天文台の見学だけではなく、科学博物館友の会の皆さんと一緒に赤トンボな
どの昆虫採集をして懇親を深めることができました。
翌日には、足を延ばして、いしかわ動物園の見学を行い充実した 2 日間となりました。

山博イベントのご案内

常設展スペシャルガイド

「家庭の日」に、家族や友達どうし博物館で楽しみな
がら学んでいただく機会にと、博物館スタッフが各自
の専門分野を掘り下げ、展示解説を行います。大勢の
皆様のご参加をお待ちしております。
■開催日 平成30年12月16日（日）
、平成31年1月
20日（日）、2月17日（日）、3月17日（日）
■会 場 大町山岳博物館 常設展示室
■時 間 上記日程のうち、午前 2 回（10 時～、１１
時～）、午後 2 回（14 時～、15 時～）の４
回の中から、希望の時間帯を博物館までご
連絡ください。解説時間は、60 分程度。
■対 象 5 名様以上の団体。大人・子どもは問いま
せん。
編集・発行

― 創立 1951 年 ―

⑧

■申込み

ガイドを希望の方は、博物館まで電話、ファッ
クスにて、代表者名前、人数、連絡先、参加
希望日・時間を事前にご連絡いただき、お
申し込みください。
市立大町山岳博物館
電話（０２６１）２２－０２１１
ファックス（０２６１）２１－２１３３
■参加費 「家庭の日」となりますので、大町市民は無
料、長野県民は団体割引料金。それ以外の
方は、通常の観覧料となります。また各種
割引制度もありますので受付にてお尋ねく
ださい。

〒398-0002 長野県大町市大町 8056-1
市立大町山岳博物館 編集責任者 鳥羽章人
TEL. 0261-22-0211 FAX. 0261-21-2133
E-mail:sanpaku@city.omachi.nagano.jp
URL:http://www.omachi-sanpaku.com
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