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＜隔月発行＞島根県立三瓶自然館サヒメル
■開館時間
　9:30～17:00
■休館日
　毎週火曜日（火曜日が祝日の場合は翌平日）
　12/26～1/1は休館、その他、メンテナンス休館あり しまね自然と環境財団は、三瓶自然館等の指定管理者です。

エコサポしまね（松江事務所）では、地球温暖化対策等の事業を行っています。

島根県立三瓶自然館 ニュースレター

月イチガク⑩
土器を10倍楽しむ方法
～おおだの出土品～

定員：20名
料金：大人300円
　　　小人100円14:00～15:30

12/3 土器の形や模様から様々な情報を読み
解く考古学的手法。時代だけでなく、
文化の伝播も解明されています。

　大田市仁摩町の海岸にある「仁万の硅化木」

は、太さでは国内最大級と言われる大きさの

樹木化石です。最も太い部分の直径は大人が

両手を広げても足りないほどで、それが海岸

にごろんと転がっています。近くの岩場に半ば

埋もれたものもあり、2個体が県の天然記念

物に指定され、日本遺産「石見の火山が伝え

る悠久の歴史」の構成文化財です。

　巨大な化石の小さな空洞に目をやると、き

らきらと光る粒が見えました。直径3mmにも

満たない小さな水晶（石英）の集まりです。こ

　上の写真、水面に映る鳥居の色が

とても鮮やかに見えませんか？

　これは浮布の池（大田市三瓶町）に

立つ鳥居。池の水が墨を流したよう

に黒くなり、水面が鏡のように風景を

映しています。夏の間は少し緑色を帯

びていた水が「真っ黒」になったのは

昨冬のこと。池の周囲で暮らす人たち

も「見たことがない黒さ。」と口をそろ

えます。

　黒くなった理由は何でしょう。

　池の水が黒くなる事例として、マン

ガンが原因の場合が知られています。

水中のマンガン含有量が多いと、「黒

水」という黒色化現象を起こすことが

あるのです。三瓶山の水は地質由来

のマンガンがやや多めの傾向があり、

浮布の池の水も同様です。

　では、冬に突然黒くなったのはな

ぜでしょうか。それは、湖沼の水の季

節的な動きで説明できそうです。　

　湖沼では、夏は上下の水が層になっ

て混じらず、冬は全体が混じる現象が

起こります。冬に水が混じると湖底付

近まで酸素が供給され、溶けていた

マンガンが沈澱して黒い粒に変化する

ことが考えられるのです。春になって

気温が上昇すると同時に黒さが失わ

れて元の色に戻ったことが、水の動き

による変化を裏付けるようです。

　自然由来の成分と季節的な変化に

よって黒くなった浮布の池。昨冬、突

然黒くなった理由はまだわかりません

が、これからの変化に注目すると手が

かりが得られるかも知れませんね。

12～1月のイベント
2022年11月号

の水晶が太古の樹木を硬い石に変えた主役。

火山噴火で埋もれた樹木に水晶の成分である

二酸化ケイ素が染みこみ、樹木の形を残した

まま石に変えたのです。木の空洞では結晶が

わずかばかり大きく育って写真の水晶になりま

した。

　ところで、水晶の成分で石に変わった樹木

化石は、今は「珪化木」と表記することが多い

のですが、以前は「硅」の字が使われていま

した。仁万の硅化木の場合は当時の漢字が今

も使われています。

「仁万の硅化木」のきらめき

No.175

このマークがあるイベントは、1ヶ月前から実施する施設ごとに予約を受付します。天体観察会はホームページから、その他はお電話で。

三瓶自然館：0854-86-0500 三瓶小豆原埋没林公園：0854-86-9500 三瓶山北の原キャンプ場：0854-86-0152

イベントが変更、中止の場合はHP等でお知らせします。また、毎週土曜日の天体観察会は予約制で実施しています。

親子でつくろう工作教室

クリスマスリース 13:00～14:30

定員：親子6組

料金：100円

自然のつるなどを使ってクリスマスリ
ースを作ります。

12/4

月イチガク⑪

江戸の土木工事
～静間川の付け替え～

定員：20名
料金：大人300円
　　　小人100円14:00～15:30

1/14 記録があまり残っていない静間川の付
け替えを、地形の判読などによって解
き明かす試みを紹介します。

（さんべ縄文の森ミュージアム）

お正月イベント
9:30～16:00

定員：なし
料金：入館料

干支にちなんだ展示や、正月遊びなど
で楽しむ2日間です。

1/2 ,3

さんべの森たんけんたい
～冬の森であそぼう～ 10:00～14:00

定員：親子8組
料金：大人300円
　　　小人100円

幼児～小学校低学年
を含む家族対象

三瓶でおもいっきり雪遊び。
冷えた体はたき火で暖まりましょう。
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　今年の冬も、三瓶自然館では SSP展が開催されます。

SSP展とは、「科学の眼で自然と向き合うことの楽しさ

と感動を多くの方々に届けたい」という願いから、日

本自然科学写真協会（SSP）が、毎年開催している写

真展で、今年で43回目となります。地形景観、動植物、

星空、顕微鏡写真で迫るミクロの世界など、会員が自

然の一瞬をとらえた写真の数々を展示いたしますので、

心ゆくまでお楽しみください。

　SSP展で展示されるような素晴らしい自然科学写真

を見ると、自分でも撮影してみたくなる方もいるでしょ

う。しかし、そのような写真を撮影するためには、高

い撮影技術はもちろん、被写体を選ぶ発想力、決定

的な瞬間を待つ忍耐力が必要とされます。

　私自身、写真の腕はからっきしで、それほど根気強

いタイプでもないので、SSP会員の方々のような写真

を撮影する自信はまったくありません。しかし、そんな

私でもできる、簡単に写真の科学的価値を高める方法

があります。それは、大きさのわかるもの（スケール）

を画角内に写し込むことです。観察対象（被写体）大

きさは、科学的にとても大切な情報ですが、被写体の

みが写っている写真から、その具体的な大きさを読み

取ることは難しいものです。そこで、被写体と一緒に

スケールが写るように撮影することで、美しくはないか

もしれませんが科学的に情報豊かな写真となります。

飛んでいる鳥など素早く動く生き物や、景色の撮影に

は向きませんが、植物や地

層にはとても有効な手法で

す。

　私が専門とする地質分野で

は、折れ尺（折り畳みができ

る物差し）や地質調査用のハ

ンマーがスケールとしてよく

使われます。それ以外でも、

大きさが想像しやすいペンや

硬貨なども使用できますし、

何も持っていないなら自分の指や靴を写しこんでもい

いでしょう。　被写体が大きなものなら、同行者に写っ

てもらうのがおすすめです。

　みなさんも、写真にスケールを入れるところから科

学写真を始めてみてはいかがでしょうか。

ことが可能です。ニホンリスは島根県では個体数が非

常に少ないようで、邑南町や雲南市などの限られた地

域でしか目撃情報がありません。もし、みかけられた

ら三瓶自然館までお知らせください。

　秋に県内のアカマツ林を歩くと、マツボックリが何

者かに囓られた痕をみつけることがあります。その形

はまるでエビフライの様な特徴的なものです。この食

痕を残したのは哺乳類でネズミの仲間（齧歯類）によ

るものです。エビフライ型の食痕はニホンリスかムサ

サビが残したもので、前者の場合は昼間に活動するた

め、運が良いと姿を目撃できる可能性があります。後

者は夜行性のため、食痕が集中的に落ちている木の

下で夜に観察をすると出会える可能性があります。食

痕だけではどちらの動物か残したものなのか見分けが

つかないため、糞を探すと姿が見えなくても判断する

（学芸課　今井　悟）　

冬の企画展・SSP展の紹介
野宮昭治「ヘラサギの食事」

 森久拓也「タコクラゲの蛍光」

スケール入り写真のススメ

鉱物（菱沸石・島根県産）の写真（右：スケールなし　左： 1目盛り1mmのスケール入り）

松ぼっくりのエビフライ型食痕

マツボックリのエビフライ型食痕とムササビの糞

（学芸課　安藤誠也）

ニホンリス

ムササビ

第43回 SSP点
自然を楽しむ科学の眼

冬の企画展

開催期間：12月24日（土）～1月29日（日）
入 館 料：大人600円・小中高生200円
　　　　　幼児無料
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本自然科学写真協会（SSP）が、毎年開催している写
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を見ると、自分でも撮影してみたくなる方もいるでしょ

う。しかし、そのような写真を撮影するためには、高

い撮影技術はもちろん、被写体を選ぶ発想力、決定
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みが写っている写真から、その具体的な大きさを読み

取ることは難しいものです。そこで、被写体と一緒に
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す。

　私が専門とする地質分野で

は、折れ尺（折り畳みができ

る物差し）や地質調査用のハ

ンマーがスケールとしてよく

使われます。それ以外でも、
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硬貨なども使用できますし、

何も持っていないなら自分の指や靴を写しこんでもい

いでしょう。　被写体が大きなものなら、同行者に写っ

てもらうのがおすすめです。

　みなさんも、写真にスケールを入れるところから科

学写真を始めてみてはいかがでしょうか。

ことが可能です。ニホンリスは島根県では個体数が非

常に少ないようで、邑南町や雲南市などの限られた地

域でしか目撃情報がありません。もし、みかけられた
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者かに囓られた痕をみつけることがあります。その形
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野宮昭治「ヘラサギの食事」

 森久拓也「タコクラゲの蛍光」
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第43回 SSP点
自然を楽しむ科学の眼

冬の企画展
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