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筆者らは川崎市青少年科学館紀要 30 号
に川崎市宮前区において確認した変種のア

ツバスミレ Viola mandshurica W.Becker var. 
triangularis (Franch.&Sav.) M.Mizush の記録
を発表した (岩田・岩田, 2020)。その後も国
道 246 号の歩道にてアツバスミレを含むス
ミレ類の調査を継続したが、その調査の中

で距が無いアツバスミレ多数を含むアツバ

スミレの群落を確認したので、ここに報告

することとした。 
2020 年 3 月 25 日に宮前区有馬 4 丁目に
て確認をしたアツバスミレ群落 (図 1) に
は、距がある変種型スミレ、距が無い白色の

スミレが咲き分けている株が多くみられ、

また、距が無いスミレのみの株も 7 株以上
あった (図 2)。10月に行った群落の計測で
は途中に株が無い区間等もあったが、長さ

100ｍ以上の範囲で分布していた (図 1)。株
数は、明らかに別株と判別できる個体が約

130株。葉が生い茂り、密集しているため株
の数の判別が困難なものが 14～15 群あっ
た。なお、1 群の範囲は 0.5～3m 程の長さ
だった。 

3 月に開花をしたスミレは 5 月中旬に熟
し、距が無いスミレの株、両方が咲いていた

株のどれにも 5月には種子があった。また、
10 月 15 日にも群落の全域にて、多数の種
子を確認したが、これらは 8～9月に閉鎖花
をつけたものと推測される。スミレは距に

蜜をため、花粉媒介者を引き付ける。今回の

距が無いスミレを含む群落の生息地は乾燥

したアスファルト舗装の環境であり、果た

して花粉媒介者が存在するのか、その確認

を今後の課題の一つとしたい。 
文末になったが多くのご教示をいただい

た明治大学農学部倉本宣教授に感謝を申し

上げたい。 
 
引引用用文文献献 
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神奈川県植物誌調査会 (編) , 2018．神奈川
県植物誌 2018. 1720 pp., 神奈川県植物
誌調査会・神奈川県立生命の星・地球博物

館, 小田原. 
山田隆彦, 2008．スミレハンドブック. 104 

pp., 文一総合出版, 東京. 
 

 
図 1. 宮前区有馬のアツバスミレ Viola 
mandshurica W.Becker var. triangularis 
(Franch.&Sav.) M.Mizushの群落 
 

 
図 2. 距 が 無 い ア ツ バ ス ミ レ Viola 
mandshurica W.Becker var. triangularis 
(Franch.&Sav.) M.Mizush 
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ははじじめめにに  

新型コロナウイルス感染症  (以下、
COVID-19) の日本国内での感染拡大に伴
い、かわさき宙と緑の科学館 (以下、当館) 
は 2020年 3月からプラネタリウム投影休止
や臨時休館を含めた事業の縮小を行い、感

染拡大防止に努めた。一方で、このような取

組は市民の方々が科学館を通して科学を学

ぶ機会を減らすことに繋がる。科学館での

学びの楽しみを来館せずに疑似体験できる

にはどうすればよいか。今年度行った来館

せずとも天文を楽しめる天文普及活動を紹

介する。 
 

TTwwiitttteerrのの更更新新  

当館は広報用に Twitter のアカウント 
(@kawasaki_purin) を保有している。従来は、
プラネタリウムの空席状況や開館時間など

利用案内についての情報発信がほとんどで

あった。感染拡大をうけ、他館では教育普及

用のハッシュタグを設定し、臨時休館中に

科学にまつわる内容のツイートを高頻度 
(1 日 1 回以上のペース) で投稿する取組 
(例：大阪市立科学館の#エア科学館) がなさ
れるなど、SNS を活用した動きが活発とな
る。 
当館は、天文担当職員を中心に教育普及

活動の一環として日々の天文現象を Twitter
に投稿した。投稿内容はおおむね以下のと

おりである。 
・アストロテラスの望遠鏡で撮影した太

陽の画像とそれに関する簡単な解説 
・国際宇宙ステーションの通過情報 
・プラネタリウムの星空解説 
・月の満ち欠け 
・惑星の動き 
・部分日食 
投稿に際して意識したのは、自宅に居な

がら天文を楽しめるように、という点であ

る。4月当初は必ず「画像」を付けることで
見た目にも分かりやすくなるよう工夫した。

特にプラネタリウムの星空を撮影したもの、

夜に撮影した実際の天体写真には多くの

“リツイート”や“いいね“がついた。再開

館後も投稿頻度は落ちるものの、同様の投

稿は継続している。 
この間、Twitter アカウントのフォロワー 

(読者) 数は増加し、2020年 12月 15日現在
で 3,498 件となり、年初よりも約 400 件の
増加となった。 

 
おおううちちででププララネネタタリリウウムム  

臨時休館中、緊急事態宣言が発令され不

要不急の外出自粛のもと、子どもから大人

までが家庭で楽しめるように、当館公式ホ

ームページに「おうちで楽しむデジタル科

学館」が設置された。天文分野のコンテンツ

として、解説付き動画「おうちでプラネタリ

ウム」を作成した (図 1,2)。これは、当館の
プラネタリウム「MEGASTAR Ⅲ-FUSION」
の星空を高感度デジタル 1 眼レフカメラ 
(α7S) で動画撮影し、解説音声を付け加え、
編集したものである。動画は全て当館の

Facebookページに投稿されており、12月現
在、合計 6 本公開している (表 1)。全 6回
の合計再生回数は 12 月 15 日現在 6,511 回
である。 
制作作業のうち、撮影とシナリオは主に

筆者が行い、解説は天文担当職員が持ち回

りで担当した。初期は外出自粛ムードで楽

しみも少なくなった世の中で、プラネタリ

ウムの星空を撮影して配信すること自体が

目新しくもあり、関心が高かった。そのた

め、プラネタリウムの星空そのものを自宅

に居ながら楽しんでもらうことを意識して

制作した。 
一方、6月以降は、緊急事態宣言が解除さ
れプラネタリウム投影が再開したため、単

なる星空解説ではなく、テーマに関する解

説をプラネタリウムの機能を活かしてする

スタンスへと変化していった。これは、プラ

ネタリウムの動画自体が他館からも多数投

報報    告告  
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稿されたことで、次第に何を伝えるかが動

画を上げることそれ自体よりも重要になっ

たためであると考えられる。 

おうちでプラネタリウムの作成は、様々

な副次的な効果があった。まず、動画そのも

のが 2020 年のプラネタリウムアーカイブ
となったことである。これまでプラネタリ

ウムに訪れなければ耳にできなかったその

時々の解説内容が、手法は多少変われども

公開されたデータとなったことは、当館、あ

るいは日本のプラネタリウム業界における

貴重な資料となったといえる。 
また、再開館後に映像展示物として活用

もできた。当館展示室 2 階の映像モニター
では、タッチパネル機能を OFFにした代わ
りに、おうちでプラネタリウムの映像をエ

ンドレスで流し続けることで、注目の天文

現象について、プラネタリウムの解説を補

完する役割を果たした。 
 
部部分分日日食食ラライイブブ中中継継  

2020 年 6 月 21 日、台湾での金環日食に
伴って日本国内でも広範囲で部分日食が見

られた。この日、当館では当初予定していた

特別観望会は COVID-19 のため中止となり、
代替行事として部分日食のインターネット

ライブ配信を行うこととなった。 
当館屋上にある天体観測施設「アストロ

テラス」の太陽望遠鏡・撮影 PCを使用し、
配信ソフトOBS studioを用いて Facebookラ
イブに配信した (図 3)。 
当日は曇天のため、まったく太陽が見え

なかったが、2時間余りにわたってのライブ
配信では、合計 1,300回の視聴があった。配
信中はチャット機能を使い視聴者からの質

問に回答するなど、新しい形での交流がで

きた。 

 
ままととめめ  

2020 年度は、COVID-19 により、様々な
科学館の事業が縮小を余儀なくされたが、

一方で、今回紹介したようにWEBを使った
新しい発信手段を考える契機になった。今

後しばらく COVID-19 による社会的影響は
続くとみられるが、様々な手段を用いて、教

育普及活動を継続させていきたい。 

 
図 1  
おうちでプラネタリウム第 3回のひとコマ 

 

 
図 2  
おうちでプラネタリウム第 6回のひとコマ 

表 1 おうちでプラネタリウム各回のテーマ 

回 更新日 タイトル 解説者 

1 4/22 春の大曲線 内藤 

2 5/ 8 5月の星空 内藤 

3 5/27 金星の動き 内藤 

4 6/19 日食の仕組み 石阪 

5 7/30 夏の星空 2020 糸賀 

6 10/2 赤い惑星最接近 田中 

 

 
図 3 日食ライブ配信の仕組み 
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テラス」の太陽望遠鏡・撮影 PCを使用し、
配信ソフトOBS studioを用いて Facebookラ
イブに配信した (図 3)。 
当日は曇天のため、まったく太陽が見え

なかったが、2時間余りにわたってのライブ
配信では、合計 1,300回の視聴があった。配
信中はチャット機能を使い視聴者からの質

問に回答するなど、新しい形での交流がで

きた。 

 
ままととめめ  

2020 年度は、COVID-19 により、様々な
科学館の事業が縮小を余儀なくされたが、

一方で、今回紹介したようにWEBを使った
新しい発信手段を考える契機になった。今

後しばらく COVID-19 による社会的影響は
続くとみられるが、様々な手段を用いて、教

育普及活動を継続させていきたい。 

 
図 1  
おうちでプラネタリウム第 3回のひとコマ 

 

 
図 2  
おうちでプラネタリウム第 6回のひとコマ 

表 1 おうちでプラネタリウム各回のテーマ 

回 更新日 タイトル 解説者 

1 4/22 春の大曲線 内藤 

2 5/ 8 5月の星空 内藤 

3 5/27 金星の動き 内藤 

4 6/19 日食の仕組み 石阪 

5 7/30 夏の星空 2020 糸賀 

6 10/2 赤い惑星最接近 田中 

 

 
図 3 日食ライブ配信の仕組み 
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