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夜に花を咲かせるサカリバナ　BamngtonlaraCemOSa　(熱帯雨林植物室)

夜の熱帯植物

活動報告------春のイベントから

話題の植物-----ウツボカズラ

植物学解説シリーズ-植物生態学(1)
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｢熱帯雨林植物室｣に植栽されている柏物のrflには､屋と夜で異なった生態を示す植物がありますCこれ

らの植物の夜の姿をご紹介しましょう｡

夜に咲く花､閉じる花
昼夜に関係なく花が咲く植物はたくさんありま

すが､昼間だけに花が咲く植物､夜間だけに花が
咲く植物もあります｡

夜に咲く花と昼間に咲く花では､蜜を求めて訪

花する動物の種類も異なります｡昼間に咲く花で
は､主にハチやチョウ､ハチドリなどの昼行性の

動物が訪れます｡
一方､夜咲きの花には､夜行性のガの仲間やコ

ウモリ類が訪れます｡コウモリが訪れる花はカッ

プ形､ブラシ形をしているのが一般的です｡また､

コウモリが訪花しやすいように､長い花柄の先に

花がつく植物もあります｡

夜に香りを放つ花
昼間にはほとんど香りがしないのに､夕方以降

になると花が強い芳香を発する植物があります｡

主に花弁に含まれている香りのもとが､夜間にな

ると分解されて揮発性になり､空気rTlに香りとし

て放たれますo

花の香りの役割は､花粉を媒介する動物を引き

付けることにありますo夜に甘い香りを放つ植物
のうち､符形の花筒をもつ色の淡い花には､夜行

性のガが訪れますo香りの高い花としてよく知ら

れているジャスミンやクチナシなどは､このよう

な植物の代表的なものですC
西インド諸島原産のヤコウカ(夜香花)は､夜間に強
い芳香を漂わせるo
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チョウセンアサカオ属の一種(グッラ･ウ工ルシコロ
ール)oトランペット形の花は､夜に甘い香りを放つo

夜に葉を閉じる植物
昼間には開いていた兼が､夜になると閉じて垂れ

卜がり､まるで眠っているかのように見えることが

あります｡この現象は菜の｢昼夜連動｣と呼ばれ､

マメ科やカタバミ科などの植物で観察されます｡こ

れらの植物の葉柄の付け根には柴枕(ようちん)と

呼ばれる膨らんだ部分があり､これが大きくなった

り小さくなったりすることによって､葉が開閉した

り上下したりしますC

柴が閉じたり垂れFがったりすることによって､

植物体の表面桁を小さくし､夜間の体温低下を防い
)　　でいると考えられています｡

アメリカネム(マメ科)の薫の塁の姿(上)

と夜の姿(下)a

夜の熱帯植物観察会
富山県中央植物園は通常′lー後5時で閉園しま

すが､毎年夏に夜間も閉園して｢夜の熱帯植物

観察会｣を実施していますo　ここで紹介した植

物をrTl心に､熱茄植物の夜の梯子を観緊するこ

とができます｡今年の夜間開園は､ 8月8日

(土)と9日(口)の午後7時～9時の予定ですC

ジャスミンの仲間のうちで､最も広く栽培されるシロ

モソコウo夜間に香りが強くなる.
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活動報告
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橋本　保先生(国立科学博物館筑波実験植物園

前園長)を講師にお迎えして､ 4月26日に開催さ

れました0　日本のスミレ属には約50種が知られて

いますが､種を区別する際のポイントとなる花の

構造の観察を実体顕微鏡などを使って行ったあ
と､園内に出て植栽されているスミレを観察しま

したo　最後に､スライドでEl本と海外のいろいろ

なスミレを紹介していただきました｡

l二三二｡::,タ.｢■_~　=二｢e-TjLl.托し二､　--一　三　　　　　写真家協会の皆さんに温室内で実技指導していた

富山県写真家協会と共催で､ 5月3日に開催さ　　　だきました｡また､今回撮影された作品をもとに

れました｡黒川園長の講義のあと､前偶写真家協　　　した写真展が､ 5月29日～6月3日に開催されま

会参与による作例紹介と講義があり､引き続いて　　　した｡

‡ t rf;ド.7二Z【=々　r;ー

富山県蘭協会と共催で､ 5月8 El～10Elに開催

されましたo暖冬の影響で出品数が減少するので
はないかと心配されましたが､エビネやイワチド

リのほか､パフイオペデイルムやフラグミペデイ

ウムなど海外の野生ランを含む約200鉢を展示し　＼J

ました｡ほかに､バイオテクノロジーによるラン

の大畠増殖について紹介したり､微小なランの種

子を顕微鏡で観察するコーナーなどが設けられま
した｡



｣=　{　聖上　t`' I_⊥_一　㌦　_　ノJ

野生ラン展の般終日の5月10日に開催されまし

た｡講師は､国際ラン委員会常任委員の唐揮耕司

先生｡唐揮先生はランの研究で有名なばかりでな

く､写真の腕前にも定評があります｡今回の講演

でも､多数の美しいスライドを映写しながら講演

していただきました｡海外の野生ランの自生の様

子などは､普段見ることができないだけに興味深
いものでした｡

クレマチス展期間中の6月7日に､春日井園芸

平村の和紙工芸研究館の協力で､ 5月29日～31

日に実施しましたo　コウゾから和枕がつくられる

までの工程を写真で紹介するとともに､実際に和

品種ごとの再定法などについて解説していただい
たほか､スライドで雲南のクレマチスの野生種を

センターの杉本公道先生を講師にお迎えして開催　　紹介していただきましたo

されました｡クレマチスのさまざまな園芸品種や､

温室だより

ミラクルフルーツ
tICl､lH川　(/I(1 / ll 1 11し

｢熱帯雨林柄物室｣に柄栽されているミラ

クルフルーツは丙アフリカ原産のアカテツ科

の柏物で､たいへん不思議(ミラクル)な植

物です｡なにがミラクルかと言うと､深紅の　　まれるミラグリンという貨白朝によって味覚

果実は食べてもほとんど味がないのに､その　　が惑わされるからですo Lかし､この果実を

後にレモンを食べると､酸っぱくないところ　　食べでも味覚が惑わされないミラクルな人も

か甘く感じてしまうのです｡これは果実に合　　いるようです0
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話題の植物

ウツボカズラ

｢食虫植物｣とは､虫を巧みに捕らえる葉を

もち､さらに消化酵素を.Lhして分解吸収するこ

とができる植物をさします｡虫の捕らえ方には

色々ありますが､今回はつぼ状の兼(捕虫袋)

をつけるウツボカズラの仲間を紹介しましょう｡

ウツボカスラ科のウツボカズラ拭(ネペンテ

ス)には熱帯アジアを中心に約70種が知られて

おり､園芸品種も作られています｡ウツボカズ

ラの仲間は､とうやって虫を捕らえるのでしょ

うか｡

動物のように獲物を求めて動けない植物では､

虫を捕らえるためには虫をおびき寄せなければ

技師　兼本　正

エトリグサ､サラセニア､モウセンゴケ､ミ　ミカ

キグサなと､さまさまな方法で虫を捕える柄物を

展示しますので､こ期待下さい｡

忘1.し¶占

なりません｡ウツボカスラはつは状の紫の日付

近から蜜をだして､つぼの口のまわりに虫をお　　I

びき笥:せます｡つぼの入り口の緑は滑りやすく､

緑にある筋はつぼの中へ向かって走っているた

め､蜜に誘われて縁に止まった虫はつぼの中に

落ちてしまいますo　落ちた虫はつぼの壁をった

って這いあがろうとしますが､壁は大変滑りや

すくなっているため､這いあがることができま

せんo　つぼの底には消化酵素をlllす脱がたくさ

んあり､消化液が溜まっています｡落ち込んだ

虫は､這いあがろうともがいている閏に消化液

が体内に泣透しはじめ､消化されていきます｡

中央植物園では､ 8月14日～19日に｢食虫植

物展｣を開催します｡ウツボカズラのほか､ハ

水生植物

この時期になると､ lLZ地の柄物のエリ

アではコウホネやアサザなとの水牲柄物

の花が見られます､アすずやミクリなど

は､環境庁によって絶滅危,'El種として根

われでいます｡これらの植物の減少は､

ため池や用水などがl封発され､生ffでき

る域所が咋々少なくなっていることによ

ります｡このような植物は水温や水田､

流速､水深によってLi=百が制限されます

が､アサザは冨栄養な域所でも生flFZI能

で､園内ではいたるところの水辺に*'!茂

していますC　8月下旬になるとサワギキ

ョウが咲き始め､ 9月F帥二はミズアオ

イが花をつけますJ

ネペンテス`ダイエリアナ'の捕虫袋
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植物学解説シリーズ

植物生態学(1)

近年Fエコ』 『エコロジー』 『生態学』と云う言

葉が巷にあふれていますが､本当の意味を考えて

使用されているのか疑問に思うことがしばしばあ

ります0本シリーズでは植物生態学がどのような

学問かを解説し､富山県中央植物園においてどの
ように応用されているかを8回にわたり紹介する

予定です｡

生態学とは　一般に､ ｢生物の個体または範凹と

環境との関係を研究する分野｣と漠然と定義され
ています｡エコロシー(ecology)の語は1866年

ドイツの生物学者へツケル(E Haeckel)により､

｢家｣を意味するギリシャ語のolkosからつくら

れました｡日本ではドイツに留学した三好　学

(東京帝国大学理学窪β)によって､ F普通植物生態

学』 (1908)において紹介され､ "生態学l'と云う

言兼もこのころにつくられました｡

植物生態学は､種生態学あるいは生理生態学と

群落生態学に分けられ､それぞれ発展してきまし
たo種生態学はある種類の個体または個体群を対

象として､その生活史について研究する分野で､

特に生理生態学は個体または個体群と環境との関
係について簡明する分野です｡一方､群落生態学

は多種の個体群がつくるまとまり(植物群洛)を

対象として､群落を構成する種類組成や構造､分

布などを解明する分野ですC　いずれの分野とも､

時間的､空間的に植物の個体や個体群､あるいは

園内の芝生の春の様子

(左側は除葺前)

主任研究員　山下　寿之

群落の変化を解明する学問で､気象学､地形学､

1二壌学など他の幅広い学問領域とも深く関わって

います｡

具体的に植物園の芝生広場を例に説明すると､

写真の左側は春の除草前で,芝生を放置しておく
とスズメノカタビラ､オランダミミナグサなどの

路傍でみられる一年生草本が混生してきますo夏

まで放置すると､ヒメジョオンなとの烏茎の　一年

生草本が繁茂するようになりますo　さらに1-2

年放置すると､ヨモギやススキなと-の多年生草本

植物が侵入しはじめ､やがて元々植栽していたシ
バは消えてしまいます｡このような現象を植物群

落の｢遷移｣といいます.もし､このような現象

を見ようとするならば､同じ場所を季節を変えて

何度も観察すると遭遇することができるかもしれ

ません｡しかし､植物園内では芝生広場として維

持管理しているので､このような現象を見ること

はできないはずです｡

ここまで読まれた方には､ ｢遷移する植物の順

番は決まっているのか?｣ ｢なぜ種子を播いてい

ないのに,芝生の中に他の種類が州硯するのか?｣

といった疑問が沸いてくると思います｡このよう

な疑問に対しては､次t;一以降解説していく7,定で

す｡

除革していない　中　震嘉で放置した　OOES
春の芝生
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イベント案内

く〉企画展示

植物写真展

日時: 7月3日(金)-29日(水) 9:00-17■00

場所.サンライトホール

食虫植物展

日時. 8月14日(金)～19日(水) 9:00-17.00

場所:サンライトホール

柄物画地

E]時: 9月25日(金)-10月7日(水) 9.00-17:00

場所:サンライトホール

く〉観察会･植物教室

塵休み小学生柄物教室

日時: 7月27日(局)～29日(求) 10　00-16:00

場所:管理研修棟実習室　ほか

定員:24名(小学3-6年生)　◆薯申込

材料声等. 500円(保険才斗を含む)

夏休み中学/lミ植物教範

日時: 8月3日(月)～5日(水) 10:00-16.00

場所■管理研修棟実習室　ほか

定員'24名(中学生)　◆要申込

材料更等: 500円(保険料を含む)

夜の熱帯楢物税群会

日時　8月8日(土)､9日(日) 19:00-21■00

場所■展示温室

夜間開園特別料金:大人300円､小人150円

親子植物教室｢どんくりで遊ぼう｣

日時'10月18日(日) 9■00-16■00

場所.管理研修棟　実習室　ほか

定員■親子で24名　◆要申込

｢宙山県中火植物園クリーンデイ｣
の開催について

富山県中央植物園は､平成8年4月に全面開園して以

来､入園者の方々に植物の鑑賞や企画展示を通じて多く

の感動を贈るとともに､心身をリブレソシュしていただ

く快適な場所を提供してまいりましたo今後とも､中央

植物園が県民の皆さんの力強いご支援をえて､質の高い

サーヒスを提供するとともに､人々により愛され親しま

れる植物園となるように､ ｢宮山県中央植物園クリーン

ティ｣を開催いたしますo皆様方のご協力をお願いしま

すo

実施日　6月27日､ 7月25日､ 8月22日､ 9月26日､

10月24E] (6月～10月の第4土曜日)

時間:8:00-9▲00 (受付7:30-)

集合場所:中央植物園　入口ゲート

内容:園内の清掃､除草､花苗の植え付け､低木の刈込

み等の作業を行っていただきます｡

その他:清掃用具等は当日配布しますo　なお､作業終了

後､御希望の方には園内を見学していただき

ますo

く〉講座･講習会

柄物苧講座｢藻類研究法｣

日時: 7月11日(土)～12日(日) 10'00-16:00

場所:管理研修棟　実習室

定員:24名　◆要申込

植物染め講習会

日時■ 7月25日(土)､ 26日(日) 10:00-16　00

場所　管理研修棟実習室

定員.各日24名　◆要申込

材料費■ 1,000円

やさしい′りオテクノロジー

日時. 9月12日(土)-13日(日) 10:00-16■00

場所　管理研修棟実習室･研修室

定員■8名　◆要申込

第11lgl植物軌講習会(N.民カレッジ迎推)

目時: 9月26日(土)～27日(日) 10■00-16　00

場所:管理研修棟研修室

定員:50名　◆要申込

◇月例行事

r]曜柄物矧Jl

実施日.7月5日(日)､ 8月2日(日)､ 9月6日(日)

10月4日(日)

時間:ll:00-12:00

集合場所:サンライトホール

親√オリエンテーリング

実施日: 7月12日(日)､ 8月9日(日)､

9月13日(日)､ 10月11日(日)

時間13.00-15.00 (受付は14100まで)

場所'屋外展示園(スタ小.コ小一ルはサンラ什ホール)

◆要申込と書かれた行事は往復ハカキによる申込先着順

です(実施日の-カ月前から受付開始)o

富山県中央植物園友の会
入会のご案内

宮山県中央植物園を中心に植物の観察や学習を行い､

植物についての知識を深めるとともに､植物園の各種

の,言動に協力することを目的とした会ですo

｢友の会｣会員の特典は次のとおりです｡

1宮山県中央植物園の入園券の配布(年に2枚)

2全部などの配布(年4回)

3友の会発行の有料出版物の割引購入

4友の会主催の行事(年10回程度)への参加

5宮山県中央植物園の各種情報の入手

6教育ボランティア､調査･研究ボランティア養成

講座の受講

会費(年額)は､一般会員が3,000円､賛助会員が

20,000円ですo詳しくは､友の会事務局(宮山県中央

植物園内　担当.橋屋)までお気軽にお問い合せくだ

さい｡
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