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雑 報

常設展示「群馬の自然と環境」におけるジオラマの製作過程と

樹木および植物採取に関わる諸手続きについて
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群馬県立自然史博物館学芸課

キーワード ：ジオラマ，常設展示， コナラ， ブナ， オオシラピソ

Keywords:Diorama,Exhibition,QzfFTTMss"7Eja，繩戚fscγgﾅ"",Ab花s〃f”jgs〃

作することとした．そのため，時期を林床の植物の開花す

る春先（3月下旬～4月上旬）に設定した． この時期は，

クヌギやコナラの葉はまだ展開しておらず， ジオラマの樹

木は，幹だけになる． しかし，林床のカタクリ ．ニリソソ

ウ･アズマイチゲなどが美しい花を咲かせているため， ジ

オラマは見栄えのするものとなる．

このジオラマは幅3m,奥行き2.5m,高さ4.5mの矩体

におさめることとしたが，背景を描き，左右の側面は鏡張

りにするように設計した．そのため，実際の面積の割には

かなりの広さを感じることのできる空間を作り出すことに

成功した．

以下にジオラマ内の植物およびジオラマに配置した動物

を挙げる．

高木層クヌギ．コナラ

低木層シラカシ・ヤマコウバシ・ウリカエデ・ ミツバ

アケビ･アラカシ・ヤプツバキ

草本層カタクリ ．ヤブラソ．ニリソソウ．アズマイチ

ゲ・マルバスミレ･タチツボスミレ・エイザソ

スミレ・チゴユリ ・ヤプコウジ・シュソラソ．

アズマネザサ・キツネノカミソリ ．ナガバジャ

ノヒケ・テイカカズラ・落葉

鳥類 キジ．ツグミ ．シジュウカラ．コジュケイ

2 ブナ林

ブナ林のジオラマは，武尊山北面に広がる広大なブナ林

をモデル地とした． ここのブナ林は， 日本海型のブナ林で，

植生的には， チシマザサーブナ群団のヒメアオキーブナ群

集に属する，高木層のブナは，樹高が20mほどある．林床

は一面ササに被われているが，沢沿いやブナの樹木下には

数多くの草本が見られる．

ジオラマの季節設定は当初，紅葉が美しいという理由で

秋としていた． しかし，秋は動物が活動を終え，植物の花

も少ないため再検討することとなった．その結果，花も多

く動物も活発に活動する6月下旬を設定時期とすることと

した．

はじめに

群馬県立自然史博物館の「群馬の自然と環境」のコーナー

には大小あわせて6個のジオラマ（原寸大実景模型）が展

示されている． ジオラマは，木の幹，太い枝，針葉樹の葉，

落ち葉やコケ， イネ科およびカヤツリグサ科の穂ササ類

に実物を使用しているが，それ以外は全て実物の花や葉を

型どりし，その型に樹脂を流し込んで製作したレプリカで

組み立てられている．

これらのジオラマを製作するにあたり， モデル地の選定

と基本設計，伐採・採取可能な地域の調査垢よびそのため

の諸手続き，現地での伐採・採取，展示室での樹木の組立，

草本類の配置， レプリカの色修正等多くの作業が伴った．

本稿では， これらの経過の概要について報告する．

モデル地の選定と基本設計

群馬県立自然史博物館の「群馬の自然と環境」の展示を

構成するにあたり，植物の垂直分布を基軸としての展示を

考えた．そのため「群馬の自然と環境」内の各コーナーの

中心として各垂直分布帯の代表的な植物群落をジオラマで

示すこととした．

群馬県には丘陵帯から亜高山帯までの植生域が存在して

いる．丘陵帯のモデル地として，博物館建設予定地であっ

た富岡市周辺の「クヌギーコナラ林｣， 山地帯のモデル地

としては，夏緑広葉樹林の代表的な群落である武尊山北面

の「ブナ林｣，亜高山帯は，県北部の亜高山性針葉樹林で

ある「シラビソーオオシラビソ林」をモデル地として選定

した． これらのジオラマに加えて，群馬県の東部を代表す

る湿性群落で県天然記念物である「茂林寺沼湿原｣， 国の

特別天然記念物である「尾瀬ヶ原湿原」「至仏山の植物」

をジオラマ製作の対象として選定した．

1 クヌギーコナラ林

クヌギーコナラ林のジオラマは，林床の植物を中心に製
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また本ジオラマを設計するにあたり，従来のジオラマの

ように周囲を矩体で囲むことはしなかった． これは矩体で

囲いを作ってしまうと，その中に入るサイズにするため，

木の幹や枝を切らなければならなくなり， 自然のままの木

の高さや，枝の広がりが損なわれてしまい， 木の存在感が

失われてしまうと考えたからである． また， ジオラマのた

めに伐採した樹木とはいえ，それは博物館にとって，つの

標本であり，標本にはなるべく手を加えたくなかった．幸

いなことにAコーナーのブラキオサウルスを展示するため

に展示室の天井高が最大12mあったため，その高さを最大

限利用し， また，枝も照明装置に触れるもの以外の裁断は

行わなかった． ジオラマの奥行きを出すための背景画は，

Aコーナーとの境界を作る壁に描くこととした．

以下にジオラマ内の植物，動物を挙げる．

高木層 ブナ

亜高木層ブナ．コシアブラ．ハウチワカエデ

低木層 ブナ・ナナカマド・ヤマウルシ．タムシバ・

オオバクロモジ･エゾユズリハ．オオカメノ

キ・ウリハダカエデ．ウワミズザクラ．ハク

ウソボク

草本層 チシマザサ・マイヅルソウ．エソレイソウ．

ミドリユキザサ．ツルアジサイ・ツタウルシ．

ミヤマワラビ･オオカニコウモリ ・ヒメモチ．

ツバメオモト ・ヤマソテツ･ツクバネソウ．

ヤグルマソウ・サソカヨウ．オオバキスミレ．

サンリソゾウ・落葉

動物 カモシカ．キツネ．ムササビ．ヅキノワグマ．

アカネズミ ・ニホンリス・ノウサギ・モモソ

ガ・ハクビシソ・モグラ．アオゲラ．アカゲ

ラ・キビタキ・シジュウカラ・ヤマガラ・カッ

コウ・昆虫・その他（ムカデ・ダソゴムシ．

ミ ミズ・エゾハルゼミの抜け殻．甲虫等）

3 シラビソーオオシラビソ林

シラビソーオオシラビソ林のジオラマの季節設定は，夏

（7月上旬）とした． この時期には，ハクサソシャクナゲ，

イワカガミなどの花が咲き，林床が美しい．

このジオラマもブナ林のジオラマと同様に矩体で周囲を

囲わず，伐採した樹木の枝の先端までを展示する事とした．

ただ残念なことに，展示スペースの関係で，背景画を描く

ことはできなかった．

以下にジオラマ内の植物を挙げる．

高木層シラビソ．オオシラビソ

低木層オオシラビソ・ハクサソシャクナゲ

草本層チシマザサ．マイヅルソウ．ヒメウスノキ．ゴ

ゼンタチバナ・タケシマラソ・コミヤマカタバ

ミ ・ ミツバオウレソ・イワカガミ ・シラネワラ

ピ・カニコウモリ ・ハリブキ・イワセソトウゾ

ウ・ギンリョウソウ．イワナシ

コケ層 コケ・落葉・倒木

4茂林寺沼湿原

群馬県の館林・邑楽地域ば，湿原や池沼が多く貴重な水

生植物の豊富な地域である．特に，茂林寺沼湿原は，県の

天然記念物に指定されている．そこで，茂林寺沼の湿原の

様子をジオラマで再現することとした． このジオラマは，

水生植物の水中葉や水中の魚を展示するために，水中の断

面表現も設計に入れた．

このジオラマは矩体の中に設置をしたが，狭い空間の中

で広がりを出すため，背景画を湾曲させることにした． ま

た，風を流しヨシが揺れるようにした．

茂林寺沼の植物は，夏に花を咲かせるものが多いため，

季節設定を夏とした．

以下にジオラマの植物，動物を挙げる．

草本ヨシ・ヌマトラノオ・ガマ・ヒメガマ・コウホネ・

ハス・ ミズニラ・イヌゴマ・ウキヤガラ・フトイ・

アオミズ・イトハコベ・エゾミソハギ・クサレダ

マ・カサスゲ・サデクサ・マコモ・ヌマガヤ・コ

ブナグサ・ケナガボノシロワレモコウ・シロネ・

コウモリカズラ・落ち葉

動物ギソブナ・ コイ・ウシガエル（幼生・生体） ・カ

ルガモ

5 尾瀬ヶ原湿原

尾瀬ヶ原は， 国立公園特別保護地区・国の特別天然記念

物に指定されている貴重な湿原である．高層湿原の植物・

中間湿原の植物・低層湿原の植物と変化に富んでおり， こ

れらの要素を取り込んだジオラマを設計することとした．

最も多種多様な植物の見られる季節として夏のニッコウキ

スケの咲く時期を選定した． また， 高層湿原・中間湿原・

低層湿原・池塘等が表現できる設定とした． これらの要素

を取り込むことにより，尾瀬ヶ原湿原の貴重性を表現でき

ると考えた． 〆票、

このジオラマは円形に設計し，天井と背景を球形とし，

この球面に背景画を描いた． これは釧路市博物館の釧路湿

原のジオラマを参考とした．

球形の背景画は，底大な湿原の雰囲気を作り出すのに非常

に有効である．

以下にジオラマの植物，動物を挙げる．

草本層 トキソウ・サワラソ・モウセンゴケ・ナガバノ

モウセンゴケ・ツルコケモモ・ヒメシャクナゲ・

ヤチカワズスゲ・ヤチスゲ・ホロムイスゲ・ヌ

マガヤ・ ミタケスゲ・ヤナギトラノオ・キソコ

ウカ・ニッコウキスゲ・レソゲツヅジ・コバイ

ケイソウ・ヒオウギアヤメ・ウラジロヨウラク・

サギスゲ・ ミツガシワ・オゼコウホネ・ヒツジ

グサ・カキツバタ・ホロムイソウ・ネバリノギ

ラソ・ヤマドリゼソマイ・マイサギソウ・ワレ

モコウ・ゴウゾ・マソネソスギ・ ミズバショウ。
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して，樹木栽培業者より購入した．

型取りのための葉や花などの植物標本は，博物館に隣接

する通称「南の山」で，行った． この山は1996年3月～4

月にかけて博物館の観察路を整備中であり，その'祭に展示

用の植物標本を採取した． この山にない植物は，地元の植

物研究者や協力者にお願いし，民有地での標本採取を，所

有者の許可を得て実施した．植物採取日に採取できなかっ

た植物は，後日採取し宅配便にて， ジオラマ製作業者に送

付した．

植物採取日 1996年（平成8年） 4月5日・ 6日

2 ブナ林

群馬県のブナ林は， 国有林となっている場合が多く，樹

木の伐採は困難と思われた． しかし． 水上営林署の協力に

より，管内の奈良俣ダム奥地の木材生産林より伐採するこ

とができた．伐採樹木は，事前に調査して選定した． 条件

として

①伐採運搬を考えて，舗装林道に近いこと，

②展示効果を考えて，低い枝があること，太い幹である

こと

等を考慮した．高木層のブナは，胸高直径約50cmのものを

2本, 40cmと20cmの二股に分かれたものを1本採取した．

その他の亜高木や低木・草本類も全てこの木材生産林より

採取した．採取に当たっては， ブナ等の木材を購入する形

を取り，展示業者より水上営林署へ購入費用を支払った．

伐採は，展示業者を通して地元の業者と契約を結び，根

本を掘り起こして行った．根本部分は，展示の際に台座に

打ち付けるために必要である．幹は5mの長さに3分割し，

枝は1本1本全てに番号を付した後，切り離した．

現地調査日 1992年（平成4年) 10月2日

1993年（平成5年） 6月14日

1993年（平成5年） 6月28日

1994年（平成6年） 8月5日

1994年（平成6年） 9月26日

1994年（平成6年) 10月20日

伐採日 1994年（平成6年） 11月28日

搬出日 1994年（平成6年) 11月29日

植物採取日 1995年（平成7年） 6月28日・29日

ササ・落葉採取日 1995年（平成7年) 11月1日

3 シラビソーオオシラビソ林

シラビソーオオシラビソ林のジオラマは， 当初草津白根

山周辺をモデル地としていた． しかし，草津白根山周辺で

の樹木の伐採，植物の採取は許可されなかった．そこで，

日光白根山周辺でモデル地を探すこととなった．幸い，群

馬県片品村の丸沼周辺に広大な森林を保有する会社があり，

社有林で保安林整備事業の際に樹木の伐採があることを知っ

た．そこで，伐採された樹木を供給してもらいジオラマを

作製することとした． また，草本類も保安林整備地で採集

することとした．

ミヤマイヌノハナヒゲ・ワタスゲ．オオカサス

ゲ・ヤチヤナギ・チシマザサ・ハクサソスゲ

コケ層 ミズゴケ

動物 イモリ ．アキアカネ・アカネズミ

6 至仏山の植物

至仏山は，尾瀬地域に含まれているため，国立公園特別

保護地区・国の特別天然記念物に指定されている．至仏山

の山頂部分は，蛇紋岩でできており，蛇紋岩は植物の生育

に影響を与えるため，至仏山に特有な植物が多数見られる．

特に’ オゼソウ・ホソバヒナウスユキソウ・ジョウシュウ

アズマギク等の至仏山で初めて発見された植物をジオラマ

で展示することを考えた． また，至仏山の植物は，蛇紋岩

岩礫地と雪田（雪が初夏まで残り，雪解け水で植物が生育

する場所）の植物とに大きくわかれる． そこで， これらの

要素を取り入れてジオラマを作製することとした．

このジオラマは一辺90cmの四角形で， 周岼lをガラスケー

スでおおい，来館者が，間近に高山植物を観察できるよう

にした．

以下にジオラマ内の植物を挙げる．

岩礫地植生

草本層ホソバヒナウスユキソウ・ コバノツメクサ・ ミ

ヤマウシノケグサ･ ミヤマウイキョウ・イブキ

ジャコウソウ・ジョウエツキバナノコマノヅメ・

ムラサキタカネアオヤギソウ・ジョウシュウア

ズマギク・タカネシオガマ・ガソコウラソ．ヒ

メシャジソ・ ミヤマビャクシソ

雪田地植生

草本層ショウジョウスゲ．オゼソウ．ハクサソイチゲ．

シナノキソバイ･イワイチョウ･チソグルマ．

ユキワリソウ・クモイイカリソウ・ハクサソチ

ドリ ・タカネヒカゲノカズラ．カニツリノガリ

ヤス・落ち葉

現地での採取と植物採取に関わる各種許可申請

ジオラマに使用する樹木の樹幹は，伐採後1年間は乾燥

させなければならない． また，伐採の時期は，樹木の水揚

げが終了する11月から，翌年水揚げが始まる3月までに行

わなければならないそのため樹木の伐採は1994年（平成

6年）に行った． レプリカ作製用の花や葉の採取は1995年

6月から， 1996年4月までに行った．

また樹木伐採，植物採取を行うには，国有地，民有地を

問わず，地権者の許可が必要である． さらにその地が保安

林指定， 国立公園指定，天然記念物指定などを受けている

場合は， 関係市町村，官庁の許可が必要であり， これらの

諸手続きを伐採・採取前に行った．

1 クヌギーコナラ林

クヌギとコナラの樹幹標本は， 1994年秋に展示業者を通
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樹幹標本採取地域は保安林指定されていたが，上記の事

情により，保安林整備事業で伐採する樹木を博物館のジオ

ラマ用に転川するための申請害ならびに草本植物採取の申

請書を沼田林業事務所に提出した． また，民有地であるた

め，所有者であるNP総合開発株式会社及び新日本製紙株

式会社に植物採取許可申請吉を提出した．

採取樹木は，胸高直径30cmのオオシラビソ1本，胸高直

径25cmのシラビソ1本，胸高直径10cmのコメツガ1本，胸

高直径20cmのトウヒ1本，胸高直径5cmのオオシラビソ1

本．採取標本は，全ての枝を切断し， 番号をつけた．

現地調査日 1993年（平成5年） 6月29日

1994年（平成6年) 6月3日

10月111三I

10月27日

11月18日

伐採・搬出日 1994年（平成6年) 11月21日・22日

植物採取日 1995年（平成7年） 7月13日･14日

4 茂林寺沼湿原

群馬県の天然記念物に指定されているため，館林市教育

委員会文化財保護係を通じて県教育委員会文化財保護課へ

「天然記念物現状維持変更許可申請書」 （文化財保護条例

による）を提出した． また地権者である館林市長あて立ち

入り許可申請書をあわせて提出した．

現地調査日 1995年（平成7年） 4月24日

植物採取日 1995年（平成7年) 7月26日

5 尾瀬ヶ原湿原

尾瀬ヶ原は， 日光国立公園の特別保護地区に指定されて

おり，環境庁の管理下におかれている． また，国の特別天

然記念物に指定されており，文化庁の管理下におかれてい

る．群馬県側の土地の所有者は，東京電力株式会社で管理

は尾瀬林業株式会社が行っている．福島県側は， 国有林で

営林署の管理下におかれている． このように，尾瀬は複雑

な管理と保護のもとにおかれている．そのため，植物の採

取には，次の許可申請が必要である．

（ｲ)土地所有者への申請

「立ち入り調査許可申請書」を尾瀬林業株式会社戸

倉支社を通して，尾瀬林業株式会社本社ならびに東京

電力株式会社に提出した．

（ﾛ)環境庁への申請

「特別保護地区内高山植物等の採取許可申請書」

（自然公園法第7条による）を渋川商工労働事務所を

窓口に下記のルートで環境庁へ申請した．

渋川商工労働事務所→県自然環境課→北関東地区国

立公園野生生物事務所

（'1文化庁への申請

「特別天然記念物現状変更許可申請」 （文化財保護

法第80条による）を片品村教育委員会文化財保護係を

窓口に文化庁長官に申請した．

片品村教育委員会文化財保護係→県文化財保護課

→文化庁文化財保護部記念物課

以上3ヶ所より許''1が下りて初めて採取が可能である．

各許可申請を提l1lするにあたり，文化庁文化財保謹部記念

物課，野生生物事務所等へ事前に説明に| | I If'lいた．

現地I洲査日 1992年（平成4年) 10月3日

1993年（平成5年） 7月22日・23日

1995年（平年7年） 6月5日

植物採取日 1995年（平成7年) 7月19日～21日

6 至仏山の植物

至仏ll |における植物採取も，東面は5尾瀬ヶ原湿原の場

合とlr1じである． また，至仏山の西面は， 国有林で保安林

に指定されており， 水上営林署が管理している． さらに，

県の至仏山西|耐自然環境保全地域に指定されている． その

ため， 水上営林署と群馬県知事への植物採取許可申請が必

要である．

（ｲ)水上営林署への申請

「入林届｣， 「保安林内作業許可申請処理意見言交

付願」 （下記「保安林内植物採取許可申請書」を添付) ，

「国有林野内高ll.l植物等の採取許IIJ申請書」 （下記

「特別地区内行為許可申請書」を添付） （森林法第34

条による）を提出した．

（ﾛ)群馬県知事への申請

「保安林内植物採取許可申請書」 （森林法第34条に

よる）および「特別地区内行為許可申請書」 （群馬県

自然環境保全条例第16条）を沼田林業事務所を窓口に

提出した．

現地調査日 1992年（平成4年） 10月3日

1994年（平成6年) 7月20日

1994年（平成6年） 7月26日

1994年（平成6年) 9月13H

植物採取日 1995年（平成7年) 7j:1141 1

1995年（平成7年） 7月17日・ 18日

ジオラマ製作時の注意事項

以下にジオラマ製作時に注意しておくべきことを列記し

た． また，図l～図6にジオラマ製作の諸過程を示した．

(1) 樹木選定時は，樹高に注意すること．野外では小さく

見えるため， いざ展示しようとすると，大きすぎること

が多々ある．

(2)樹木伐採時には，枝の切り1ｺの両側に番号を付してお

くこと． そうしておかないと組立時にどの枝がどこに付

くのかわからなくなってしまう．

(3) 樹木調査および伐採時に，可能な限り全体の枝ぶり，

樹形を写真スケッチ等で記録に残しておくこと． これ

は後の模型での樹木の配置を検討する際や，実際に樹木

を組み立てるときに非常に参考になる．
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ブナ林ジオラマ製作の諸過程

伐採対象のブナ（写真のブナはジオラマ中央に使用した.）

伐採と枝切り

樹幹の乾燥

枝の乾燥（全ての枝に番号が符ってあることに注意）

樹幹の建て込み

図' 1－1

１

２

３

４

５
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図1－2 ブナ林ジオラマ製作の諸過程

6 太い枝の取り付け

7 枝葉の取り付け

8 背景画作成

9地形造形（木地組）

10地形造形（グラスマット張り込み）

11 草本の植え込み
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図2 葉の型どり

1 葉を寒天中に埋め込む

2 寒天I l 1に埋め込まれたカニコウモリの葉

3 寒天をはがし，葉の片面を露出させる

4 樹脂を流し込み葉の型を取る

図3 1/10模型を使っての配置の検討
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図4 完成したブナ林ジオラマ
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シラビソーオオシラビソジオラマ製作の諸過程

1 シラビソの伐採

2 オオシラビゾ枝切り

3 乾燥中のオオシラビソ樹幹

4 葉が落ちないよう樹脂加工し，着色したオオシラビソの枝

5 オオシラビゾ樹幹の建て込み

6枝取り付け

7草本の柚え込み

図5
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またレプリカ用植物の採取の|際，その形状，葉の州置

等も記録しておくと良い． レプリカの枝葉はかなり|=l lll

に屈''11できるので， ジオラマ内に植え込む時に， その形

状を指定するのに必要となる．

(4)樹木調査， レプリカ用植物採取の際に，葉および花の

色を写真撮影しておくこと． リバーサルを用いた場合は

必ずプリントしておくこと． また， ネガフィルムで撮影

した場合にはフィルムの紙ケースを写しておくなどして，

必ず色見本を撮影しておくこと． これは， レプリカの色

を決定する際に必ず必要となる．展示室はハロケソラソ

フ°や，蛍光灯， タソグステソラソプの混じりあった照明

下にあるので，色調整は実際に展示する場所で行わなけ

ればならない．

以上のことは展示業者も行うことであるが，最終決定を

行うのは博物館であるので， 自前の資料を用意しておく必

要がある．
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