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市立大町山岳博物館
創立 周年記念式典を
開催しました
70

鈴木
日本で最初の山岳博物館である本館は1951年11月1日に
誕生し、今年で創立70周年を迎えました。それを記念し、
11月28日(日)に文化会館において式典を開催しました。式
典には、諏訪光昭・長野県議会議員、二條孝夫・大町市議会
議長をはじめとするご来賓や多くの市民の皆様にご臨席を賜
り、つつがなく挙行することができました。引き続く記念講
演会では、大町市観光大使であり、エベレスト国内初登頂者
の平林克敏氏をお招きし、
「エベレストが教えてくれたこと－
仕事と山と人と－」と題して講演していただきました。平林
氏は、1970年の日本山岳会エベレスト登山隊に参加され、
松浦輝夫氏、植村直己氏とともに日本人初となる世界最高峰
への登頂を達成されていますが、そこでの経験がその後の人
生において大いに役立ったことなどをお話しいただきまし
た。
山岳博物館では、創立当初から山岳地域の動物・植物・地質・
気象などの自然科学に関する調査研究や郷土の民俗・北アル
プスの登山史に関する調査研究を精力的に実施してきまし
た。それらの調査研究の成果は研究紀要等の論文として公表
するとともに、収集した資料を展示に活かしてきました。ま

啓助

た、付属園は開設当初から市民の皆様に親しんでいただいて
います。初期のオオハクチョウやイヌワシ、そして1956年
タケ コ
2月2日にはカモシカの「岳子」が入園し、現在も2階の展示
室で入館者を迎えています。爺ヶ岳でのライチョウの長期連
続調査を端緒として、1963年にはライチョウの生息域外飼
育の研究が開始されました。現在では、ライチョウを飼育繁
殖している施設として全国的に知られるようになっていま
す。2019年3月15日からは、ライチョウの一般公開を15
年ぶりに再開しました。2021年にはライチョウの自然繁殖
にも成功しています。現在の3代目になる本館の落成式が
1982年6月5日に執り行われましたので、現在の本館も来
年には40周年を迎えることになります。
大町公民館郷土部の青年たちが、郷土文化を興隆するため
には、山岳博物館の設置が最重要課題であると構想・行動し、
その熱意と地域住民の支援によって、日本で最初の山岳博物
館が誕生しました。その熱い思いを忘れることなく、市民の
皆様に親しまれる山岳博物館のために、これからも力を尽く
してまいります。
（市立大町山岳博物館 館長）

令和４年 1 月 14 日まで、
エレベーター改修工事のため臨時休館いたします。
◆市立大町山岳博物館は、
月曜日と祝日の翌日が休館です。ただし、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。
◆毎月第３日曜日の
「家庭の日」
とその前日の土曜日は、
として、大町市民の方は
「大町市民無料開放デー（長野県民割引）」
観覧料が無料です。
また、この日は長野県民の方も団体割引料金で観覧いただけます。今季の該当日は１月 15・16 日、
２月 19・20 日、
３月 19・20 日です。
この機会にぜひご来館ください。
◆次の方は通年、いつでも博物館を無料で観覧いただけます。
《障がい者手帳をお持ちの方と付き添いの方 1 名／未就学児／
博物館施設案内
大町市内小・中学校に通う児童・生徒／大町市内在住の 65 才以上の方と高校生》
はこちら
このほかにも観覧料の各種割引があります。
詳しくは受付窓口でお尋ねください。

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−

クサレダマってどんな植物？

▲ 図１

かい か き

むか

開花期を迎えたクサレダマ

▲

図２ サクラソウ ( 上）。クサレダマの種子

▲

（下：左）
。サクラソウの種子（下：右）

図３ オレンジ色で縁どられることで萼片がより星形にみえる(上）
。
花糸の長さが異なる雄しべ（下）
。

②

▲ 図４

ミツバチ上科の 1 種（上：左・右）。
ヒラタアブ亜科（下：左・中央・右）。

▲ 図5

横たわった茎の葉腋から新たな側枝が成長した様子

千葉悟志（市立大町山岳博物館学芸員）

やま だ きょうこ

さく が

ボタニカルアーティスト 山田恭子さんによる作画
③

北アルプス フィールドガイド

河原の石ころを見に行こう

さぐ

かご がわ

―

篭川の石ころから北アルプスの成り立ちを探る

かわら

「河原の石ころを見に行こう」
山岳博物館では令和 3 年の秋に、親子地学教室「河
かいさい

原の石ころを見に行こう」というイベントを開催しま
さいしゅう

した。この企画は、親子で篭川の河原の石ころを採集

して岩石標本を作ることにより、北アルプスの成り立
ちを実物で理解してもらうことが目的です。そこで、
今回の北アルプス・フィールドガイドは、篭川の河原
の石ころについてご紹介します。
りゅういき

高瀬川流域の地質
北アルプ

【図２】

ス側の大町
市の範囲
は、大部分
が高瀬川水

北アルプスの成り立ちと石ころ
それでは、これらの岩石はどのようにしてできたの

系（高瀬川・

でしょうか。
③～⑥の爺ヶ岳火山岩類は 260 ～ 160 万

鹿島川・篭

年前の火山噴出物です。その上に載る⑦の地層は、カ

川）の流域

ルデラ湖で水平にたまった地層ですが、現在はほぼ垂

からなって

直にまで傾いています（図 3）。
【図３】

います。こ
れらの河川
は後立山連
峰・表銀座・
裏銀座の名

【図１】

峰に源を発
しんしょく

けい

し、北アルプスを深く侵食しながら流れて、美しい渓
こく

谷を形成しています。高瀬川流域の地質は、6500 万
か こう

ろでマグマがゆっくり冷えてできた岩石ですが、現在

土台として、北葛岳～五竜岳にかけては、かつて北ア

は鹿島槍ヶ岳の山頂を形成しています。地表に露出す

ルプスに存在した大規模な火山（爺ヶ岳カルデラ）か

る花崗岩としては、世界屈指の新しい年代（220 ～

ふんしゅつ

ら噴出した爺ヶ岳火山岩類、および新しい花崗岩（黒
の

部川花崗岩）が載っています（図 1）。

ろしゅつ

くっ し

80 万年前）を示すことで有名です。

りゅうき

これらのことから、北アルプスは次の 2 段階の隆起
により現在の高さになったと考えられています。

篭川の石ころ
高瀬川水系のうちでも篭川は、爺ヶ岳カルデラの内
けず

部を深く削り込んでいる独特な河川です。イベントで
とくちょう

は、篭川の石ころを見かけの特徴から次の 8 種類に分

❶ 260 ～160 万年前：広い範囲のなだらかな隆起と、
爺ヶ岳カルデラの巨大噴火
❷ 220 ～80 万年前：黒部川花崗岩の熱いマグマの上
だんそう

けて、参加者に探してもらいました（図 2）。

昇と横から押す力で形成された断層による、回転し

①さくら石、②ゴマシオ石、③つぶつぶ石、④白ゴマ黑

ながらの急激な隆起

石、⑤白ゴマ茶色石、⑥緑しま石、⑦白黒しま石、
⑧パン
これらの石の本当の名前は、①と②は有明花崗岩、③
ようけつぎょうかいがん

～⑥はおもに溶結凝灰岩からなる爺ヶ岳火山岩類、⑦は
カルデラ湖にたまった湖の地層、そして⑧は黒部川花
崗岩です。

きゅうげき

以上のように、篭川の石ころは北アルプスの成り立
ちを示しています。みなさんの家の近くにある河原の

ダ石。

④

また、⑧の黒部川花崗岩は、地下 3km より深いとこ

年前の古い花崗岩（有明花崗岩と呼ばれています）を

ありあけ

石にも、それぞれの流域の山の歴史が秘められていま
す。春になったら、河原の石ころの観察に出かけるの
はいかがでしょうか。
（市立大町山岳博物館 専門員

太田 勝一）

山博コレクション

骨の小話シリーズ ③

藤田

達也

「骨の小話シリーズ」も第３弾となりました。さ
て、今回のお題は魚です。魚の骨は普段の生活の
中で最も馴染みの深い骨ではないでしょうか？ 実
は魚の骨について掘り下げてみると、とても面白
いことがわかります。
じ せき

皆さんは耳石をご存知ですか？読んで字の通り、
耳の中にある石で、体の平衡感覚や聴覚をつかさ
どる役割を担っています。
（※耳石は厳密には骨で
はありませんが、ご容赦ください。
）そして、魚の
へんぺいせき

れきせき

せいじょうせき

耳石には扁平石、礫石、星状石の３種類があり、

ています。

このあたり

図 2,3,4,5（左上：ウグイ、右上：アユ、
左下：カジカ類、右下：ギンブナ）

体重（g）

図１に示すあたり（脳みその下付近）に収納され

耳石長径（mm）

図 6：アユの耳石の長径と体重の関係

この特徴を利用することで、例えば魚を食べる
鳥が吐き出すペリット（難消化物）内の耳石を解
図 1：耳石の収納場所

この中でも扁平石は一番大きく、見つけやすい

析すると、どの魚を好んで、どれくらい食べてい
るかを明らかにすることができ、研究の幅を広げ
ることができます。

耳石です。図２～５は４種類の魚の扁平石で、種
類によって形が大きく異なることがお分かりにな

いかがでしたか？小さな耳石 1 つからでも多く

りますか？形の違いから種類を判別することがで

の情報が得られるということがお分かりいただけ

きるのですが、実はそれだけではありません。扁

たと思います。もし、今日の夕ご飯でお頭付きの

平石の長径には体重や体長との関連性（図６）が

焼き魚等が出たら、食後にチェックしてみてはい

あることから、長径の計測によって生前の身体測

かがでしょう？ちなみに著者はウグイの耳石の形

定までも可能になるのです。

がお気に入りです。
（市立大町山岳博物館

学芸員）
⑤

付属園だより

ライチョウの雌雄判別
２．過眼線 〜クールなサングラス〜
か がん せん

オス

左が母鳥、右が今年生まれた雛

母鳥と見分けがつかないサイズになった今年生
まれの雛。性別はメスであることが判明しました。
雛のうちは雌雄ともに同じ見た目ですが、成長が
進むと違った変化が現れます。それを踏まえて、
今回はライチョウの雌雄を見分けるポイントをご
紹介します。山登りで出会ったライチョウの雌雄
を判別する参考になったら幸いです。
にく かん

１．肉冠 〜肉冠があるのはオスだけ？〜

オス

メス

冬の雌雄の姿

鳥の目を横切って走る線を過眼線といいます。
ライチョウはオスにだけ黒い過眼線があります。
まるでサングラスを掛けているような、凛々しい
顔立ちです。メスには過眼線が無い為、オスより
もつぶらな瞳が際立ち可愛らしくみえます。
雛の過眼線の有無が分かるのは初めての冬羽へ
換羽する時期です。メスは過眼線エリアが白い羽
毛に生え変わっていきます。

３．鳴き声 〜ライチョウの声変わり〜

メス

夏の雌雄の姿

目の上にある赤い眉毛のような部分が、夏の繁
殖期におけるライチョウの肉冠の状態です。オス
にしかないと思われがちの肉冠ですが、実はメス
にもあります。大きくて立派なオスの肉冠と比べ
て、メスの肉冠はとても小さいです。その為、肉
冠の有無だけで雌雄を判断しようとすると間違っ
てしまうことがあります。
雛のうちは雌雄ともに肉冠が小さく、羽毛に隠
れていてほとんど見えません。繁殖期の夏に近づ
くにつれて、大きく発達した肉冠を持つオスの姿
を見ることができます。
⑥

ライチョウは雌雄で鳴き声が全く違います。オ
スはカエルの鳴き声のような、ゴロゴロとしゃが
れた声で鳴きますが、メスはオスのようなしゃが
れた声では鳴きません。
雛のうちは雌雄ともにピヨピヨとヒヨコのよう
な鳴き声ですが、成長するにつれてオスはオス、
メスはメスの鳴き声に変わっていきます。その最
中は雛の声と成鳥の声が混ざった不思議な鳴き声
を出すこともあります。

さ ん

ぱ く

山博友の会だより
当会またサークル４団体（ボランティアの会・烏帽子の会・花めぐり紀行・山岳文化研究会）の活動は、博物館公式 HP でご覧いただけます。

ともに歩んだ友の会との １０ 年
この度、当館創立 70 周年に際し、双眼鏡２台を
ご寄贈いただきました。

に気持ちよく展示をご覧いただくお手伝いをして
いただいております。企画展にかかる調査の参加

1953 年に再発足された大町山岳博物館友の会

者が中心につくられた「花めぐり紀行」は、学芸員

は、博物館の催しに協力するほか、独自での自然観

が実施する調査の補助や高山植物の植え替え、植物

察会などの開催や他団体との交流などを行ってい

の標本資料の作製などにご協力いただいているほ

ます。また、烏帽子の会、ボランティアの会、花め

か、大町市文化財センター主催の居谷里湿原自然観

ぐり紀行、山岳文化研究会の４つのサークルも活発

察会や針ノ木慎太郎祭実行委員会主催の自然散策

に活動されています。なかでも「ボランティアの会」

班の講師としてもご活躍いただいております。こ

は繁忙期の館内解説や月に一度の博物館周辺の美

のように友の会は、地域の核となる人材育成にも尽

化作業のほか、県内外での研修会の開催を通じて解

力されている団体で、今後、ますますの発展が期待

説スキルや知識の向上を図り、山博に訪れるお客様

されます。
館内解説のための講習会

博物館周辺の美化作業

標本づくりのための講習

高山植物の植え替え作業
富山市ファミリーパークでの
研修会

企画展にかかる訪花昆虫調査

⑦

この秋に予定しておりました、下
記のイベントが、新型コロナウイル
スの感染拡大防止措置の為に延期・
中止となりました。楽しみにしてく
ださった皆様には、ご迷惑をおかけ
して誠に申し訳ございませんでした。
中止になってしまったイベントに
つきましても、来年度の開催に向け
て再調節を進めてまいります。ご理
解のほどよろしくお願いいたします。
延期イベント

９月18日
さんぱくゼミナール「花と昆虫
したたかで素敵な関係」
※令和 4 年 4 月に開催予定です。詳
細は当館HPにて掲載いたします。
中止イベント

バードウォッチングイベント
9月12日（居谷里湿原）
9月25日（白樺峠）

八坂中学校野生動物調査指導
令和3年8月27日

美麻小中学校の職業学習に講師を
派遣しました 令和3年8月27日（金）

八坂中学校では、校内の畑を何者
か（野生動物）によって荒らされる
被害が頻発しており、自動撮影式の
センサーカメラを用いた調査を実施
しています。
そこで、動物担当の学芸員を派遣
し、撮影された動物の判別と解説を
行い、どのように被害対策をすすめ
ていく必要があるのかについてお話
させていただきました。
すでに獣害対策には様々な方法が
存在しておりますが、柔軟な考え方
で、これまでにない画期的な対策方
法が発案されるのではないかと今か
ら楽しみです。

美麻小中学校では、将来の進路を
考える機会として、働く人たちから
仕事の内容や、やりがいについて話
を聞くキャリアフェス（職業学習）
を行っています。
当館の学芸員もゲストとして招か
れ、博物館の仕事について紹介しま
した。美麻小中学校８年生を対象に、
スライドを使用して具体的な仕事の
内容ややりがいを説明するととも
に、働くことの大変さなどについて
話をしました。話の後に生徒から
様々な質問があがり、積極的に話を
聞いていた姿が印象に残りました。
生徒の将来に向けて、参考になれば
幸いです。

ハクビシン

新型コロナウイルス感染拡大
対策に伴うイベントの中止・
延期について

展示・イベントのご案内
特別展

「山の繪 ― 山岳風景画
さんぱく収蔵コレクション―」
■期日

令和４年 1 月 15 日（土）
～ 3 月 27 日（日）
■時間 午前 9 時～午後５時（入場
は午後４時 30 まで）
■会場 当館 特別展示室
■費用 通常の入館料（常設展と共
通）が必要です
■内容 当館が収蔵する山岳風景画の
秀作約 20 点を展示します。

ミュージアムガイド
■期日

令和４年 1 月 16 日（土）
２月 20 日（日）
、
３月 20 日（日）
■時間 10 時 30 分～、14 時 30 分～
（どちらも 20 分程度）
編集・発行
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■会場 当館 特別展示室
■対象 どなたでも
■費用 無料（ただし、通常の入館
料が必要となります）
※事前申し込み不要
当日、山岳博物館までお越しください。

さんぱくこども冬期だいがく

「雪上アニマルトラッキング」
■期日

令和４年 2 月 5 日（土）
2 月 12 日（土）
■時間 9：00 ～ 12：00
■対象 小学生とその保護者
■定員 各回 20 名
■費用 無料
■内容 山岳博物館の動物担当の学
芸員と、雪上に残された動物たち
の痕跡を探しましょう。
■申し込み 開催日の3日前までに
電話・FAX・Eメールまたは直接
〒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 鈴木啓助
TEL. 0261-22-0211 FAX. 0261-21-2133
E-mail:sanpaku@city.omachi.nagano.jp
URL:https://www.omachi-sanpaku.com

当館へ
※定員になり次第締め切ります。

山のサイエンスカフェ
inさんぱく2022
■期日

令和４年３月６日（日）
３月 13 日（日）
■時間 13：30 ～ 16：00
■対象 大人
■定員 各回３ 0 名
■場所 両日とも当館講堂
■費用 無料
■内容 当館が実施している人文・
及び自然科学における調査研究や
収蔵資料に関する研究報告を行い
ます。
■申し込み 事前に博物館へお申し
込みください。
※定員になり次第締め切ります。

2021
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