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はじめに

オース トラリア研修旅行について,長崎県地

学会誌に何か書いて欲しいと会長の鎌田先生か

ら依頼があった。地質関係は専門家ばかりの集

まりで,私の出る幕はない。これも専門でない

が,オ ース トラリアの動物・植物について,見
たこと,聞いたこと,読んだこと,考えたこと

などを書いてみたい。

今回の行程には, もちろん植物園や動物園の

視察などは入っていない。綿密な計画で,自 由

時間も夜遅くならないとないような日程であっ

た。それで,植物は,空港での乗り継ぎの時,

空港の花壇で見たもの,車窓から見たものに過

ぎない。観察する時間もなく大急ぎで写真を撮

り,後で図鑑で調べようとしたが,オース トラ

リアの植物は,図鑑に載っているものも少なく

苦労 した。

植  物

初日,ケ アンズ (南緯17° )に着いたが,こ

こには,ハ ワイ島で見られた熱帯性の植物が見

られた。

それは,オ ース トラリア大陸が,1,500万年

前に現在の位置まで北上 し,ス ンダ陸塊と衝突

し熱帯性の植物群が進入した。この影響が北部

オース トラリアの植生に残っているからだとい

われている。ケアンズの植生は,熱帯雨林,モ
ンスーン樹林である。土, 日に開かれるラス

ティーズ 0バザール (朝市)に は,熱帯性の果

物,野菜が並んでいた。ランブータン,ゴ レン

シ (Star Fruit), :襲:I三 (Winged Beans),

パッションフルーツ (ト ケイソウの実)な どで,

これらは,食事の時サラダとしてよく出された。

オース トラリアの植物と動物

吉 田 利 子 (活水高校)

Flora and fauna in Australia

Toshiko YosHIDA

日本で見 られるものは, ミカン (Mandarin),

スイカ,キ ュウリ,ナ ス, ピーマン,シ ョウガ,

レモンなどあった。

北部,東部は雨が多 く,中央部,西部は,ア
ウトバックと称される乾燥 した砂漠地帯である。

この砂漠的景観をもった地域は大陸の70%に 相

当する。しかし,ゴ ビ,サハラ砂漠のような茫

漠として砂丘があるのではなく,植物が点在 し

ている。これらは,エアーズロックに行 くとき,

赤い大地に,点々と緑色の群落を機内から見る

ことができた。  l

孤立化した大陸の中央部は乾燥化が進み,そ

れに適応したオース トラリア独特の植物が見ら

れる。樹木はユーカリやアカシアの仲間,草は

イネ科のスピニフェクスと総称される多年草で

ある。ユーカリの仲間は乾燥に強く,内陸砂漠

でも少 しでも水があるところには,ユーカリの

木が枝を広げている。これらのユーカリの木は,

地下の水脈に達するまで根を非常に長 く伸ばし

ているのだろう。ユーカリの葉は,ま っすぐに

ぶら下がっていて,光を葉の両面で受ける。内

部構造もそれに適応 し,気孔も葉の両面にある。

これは,雨水や露を効率よく根に集める働きで

もあるそうである。

スピニフェクスは,砂漠にはどこにでもある

植物で,刺のような葉が叢生 し丸いクッション

のような形に成長する。

私が写真におさめたものは,ス ピニフェクス,

ユーカリ,アカシア,デザー トピー,グラスツ

リー,カ シアなどである。アカシアやユーカリ

などの硬葉植物は,ア カシアが900種 ,ユーカ

リは450種 と実に多い。このように,多様性が

―- 28 -一



オース トラリアの植物と動物

ケアンズ北方の トリニテイ湾の干潟に群るペリカンとシラサギ

見られるのは,大陸の土壌の貧栄養化に適応し

た結果といわれている。

ケアンズとウルル国立公園のユーカリの幹に

黒い炭が見られた。ブッシュファイヤー (巨大

山火事)で焦げたそうである。昨年暮れからの

シドニーのブッシュファィャーは記憶に新 しい。

11月 から3月 の間は山火事が多いそうである。

大陸が次第に乾燥 し,赤道方面から熱風が吹き

付けるので気温が上がってくる。乾燥 した高温

の大気の中では,葉と葉の摩擦によって生 じた

熱,投げ捨てられた空びんがレンズの働きをし

ての自然発火で山火事が起こりやすい。そこで,

山火事が起こる前に森や草原に計画的に火を放

ち,コ ントロール・ファイヤーをしているそう

である。

また,道 路には山火事注意板が立ててあ

り,EXTREME～ LOWの 5段階を時計の

針のような矢印が指すようになっていた。EX―

TREME(極 度に危険)の 日は,野外でのあ

らゆる火の使用が禁じてあるそうである。この

日を トータル 0フ ァイヤー 0バ ンといい,ひ と

夏に必ず 4～ 5回 はあるそうである。不幸にも

山火事が起こった場合,民家が無いところでは

自然消火を待つそうである。オース トラリアの

人々は,自 然が好きで,森の中に家を持つこと

が最大の夢だそうである。山火事の自衛策とし

て,防火用水兼プールを備えている。また,バ ッ

クファイヤーといって,火がまわるよりも先に,

家の周りの本に火をつけて燃やし,燃えた木が

防火ベル トの役割を果たすとのことである。し

かし,いつ火を放つか,そ のタイミングはなか

なか難しいとのことである。

ユーカリは火に強く,葉が燃えても幹は決し

て燃えない。灌木の灰を肥料にして成長してい

くのである。また,火に適応している植物も多

くある。アカシアは火によって堅い種がはじけ

て芽が出,バ ンクシアという植物は幹の焼けた

皮の下から新しい芽が伸びてくる。また, グラ

スツリーは燃えた葉に代わって新 しい葉が急激

にのびてき,木の中心部からのびている長いガ

マの穂のような軸が火にあぶられて花を咲かせ,

実が出来る仕組みになっている。このように

オース トラリアの木が火に適応していったのは,

今から400万年前だといわれている。

オース トラリア大陸が南極大陸か ら離れて

北上に伴い,大陸の気候は激 しく変化 した。

6,000万 年前～2,000万 年前頃までは湿潤な気候

であったが,2,000万年前頃から急に乾燥性の

気候に変わってきてブッシュファイャーが始

まった。火山の噴火,落雷などがその原因であ

るが,乾燥化はさらに進み900万年前になると,

ブッシュファイヤーの頻度が高まり,400万年

前にアカシア,バ ンクシアなどの火に強い植物

が増えてきたといわれている。これらのことは,

オース トラリアの植物が,環境 (乾燥,火)に

適応していったことを実によく示している。ま

た,先住民のアボリジニは 4万年の昔からコン

トロールファイヤーをしていたらしく,ま すま

す火に強い植物だけが生き残ってきたと考えら

れている。
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子

動  物

野生のガンガルー,ヮ ラビーの棲息可能な所

を通ったが,残念ながら一度も彼らに遭遇しな

かった。カンガルー,ラ クダなどが道路に出て

きて,車とよく衝突するために,車のバンパー

にはライ トの所まで,カ ンガルー 0バーをつけ

ているという話であったが,運が悪かったのだ

ろうか。ケアンズのエスプラネー ド海岸で,コ

シグロペリカン,シ ラサギなどを観察できた。

エスプラネー ド海岸沿いの トリニティ湾は,丁
度,有明海の干潟のような所であったが,た く

さんのペリカンが棲息していた。

ハ ミル トン島での唯一の自由時間に,フ ォー

ナ公園 (Fauna Park)に 行った。ここの動物

園は,文字通りに,オ ース トラリア固有の動物

を飼育 している。ここで見たのは,カ ンガルー,

ワラビー,ウ ォンバット,コ アラ,フ クロネズ

ミなどの有袋類, クロコダイルやオオ トカゲの

爬虫類,イ ンコ類,ペ リカン,ディンゴ,エ ミュー

などである。オース トラリアだけにいる単孔類

のカモノハシは,動物園での飼育は難しいらし

く,見ることは出来なかった。幸い,カ モノハ

シのぬいぐるみをシドニーの土産品店で見つけ

たので,買 っできて文化祭の時に生徒達に見て

貰った。なかなか良くできていて,中には景J製

だと思った慌て者もいた。

動物公園では,ク ロコダイルの給餌を見,イ
ンコにはパンのかけらを与えて楽しんだ。だっ

こ用のコアラもいたが,料金が安 くなかったの

で,見るだけにした。

オース トラリア特有の有袋類には,胎盤がな

く,受精後数週間で未成熟のまま子を産み,メ

スの腹面にある育嚢で子を育てる。

今から約6,500万 年前に,原始的なほ乳類が

出現し,単孔類→有袋類→有胎盤類へとほ乳類

は多様化し進化していった。ところがオース ト

ラリア大陸はその頃,他の大陸から離れ始め,

4,500万 年前には完全に孤立してしまった。

その結果,他の大陸 (南 アフリカ,南アメリ

カなど)では,有胎盤類によって滅んでしまっ

た。原始的な単孔類,有袋類が生き残り,現在

まで生きのびてきている。しかし,オース トラ

リアでは,有袋類は適応放散をとげ,他の大陸

の有胎盤類の トビウサギ,オオカ ミ,ネズ ミ,

モグラ,ナ マケモノにそっくりな動物であるカ

ンガルー,フ クロオオカ ミ,フ クロネズ ミ,フ

クロモグラ,コ アラなどが出現 してきたわけで

ある。有胎盤類 と有袋類は進化の系統の上か ら

みると遠 く離れているはずなのに,生まれてき

た種のいくつかが,お互いにそっくりなのは何

と不思議な現象だろう。特殊な生活環境に適応

していくと,行き着 くところは同 じということ

なのだろう。授業で,適応放散の例 としてやっ

ているが,改めて考え込んで しまった。植物が

環境に適応 してきたことを,前に述べたが,動
物 も同 じことがいえる。砂漠に棲むカエル,カ

ブ トエ ビは雨が降ると産卵 し,セ キセイインコ

は雨が降ると繁殖にとりかかる。また,砂漠の

アカカンガルーは,雨が降 らなければ子は産ま

ない。乾燥の世界に生 きるために,生殖ホルモ

ンの分泌がコントロールされているわけである。

オース トラリアの動物,植物はほんとうに不思

議なことが多い。

む す び

今回の研修でオース トラリアについていろい

ろな興味が湧き出,オ ース トラリアの大ファン

になった。次回は西オース トラリアのハメリン

プールに行って,ス トロマ トライ トを見たいも

のだ。

最後に,こ の研修の参加を誘 って下さった鎌

田泰彦先生,出張を快 く許可 して下さった蓮田

圭四郎校長,お世話になった参加者全員の方 ,

また,店屋物の食事で頑張って くれた家族に感

謝 します。
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( )内 は撮影場所

吉田利子 :オ ース トラリアの植物と動物

オース トラリアの植物

1.ブッシュファィァの痕があるユーカリ
の木 E ucalypt(ェ ァーズロック)

2。 アーモン ドの木 Almond tree

(ケ アンズ)

図版 Ⅶ

3.ユ ーカリ E ucalypt,垂 れ下がった葉と実
(ア リス 0ス プリングス)

4.カ シア cassia[マ メ科](ア リス・スプ リングス)

グラスツリー G rass tree(エ アーズロック)
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吉田利子 :オ ース トラリアの植物と動物

ケアンズのラスティーズ・ バザール (朝 市)の野菜と果物

並べられた野菜は日本とおなじものが多い。

3。 ランブータン Rambutann
(マ レー諸島原産の毛がある果物 )

図版 Ⅷ

2。 マンダリン Mandarin

4。 パ ッシ ョンフルー ツ Passion― fruit

5.ス ターフルーツ Star― fruit 6.ウ イングビーンズ Winged beans
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吉田利子 :オ ース トラリアの植物と動物 図版 Ⅸ

ハミル トン島のフォーナ・ パーク (Fauna Park)の 動物達

コアラ Koala 2.カ ンガルーとワラビー

Kangaroo and WaHaby

4。 フクロネズミ Pouched mouse

5。 クロコダイル G rocodile
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6。 オオ トカゲ Monitor lizard


