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ゴホンツノカブトムシ
Eupatorus gracilicornis Arrow 

ベトナムヰL吉日カオノfン、ピアオアック山

Mt. Piaoac， Cao Bang Prov.， N. 

Vietnam 

苅部治紀撮影

苅部治紀(学芸員)

「カブトムシ」と聞いて、日本人が思い

浮かべるのはクヌギなどの樹液に集まる

姿だと思うのですが、世の中には思いも

よらない生態をもっ種類もいます。写真

の干重~~はゴホンツノカブトムシといって、

名前のとおり頭や胸から立派な5本の角

がでているカッコのよい種類です。この

カブトムシのエサは一風変わっており、

なんと竹の仲間の若芽に集まります。

ベトナム北部の調査時です。林道を

歩いていると、脇にはえている竹の若芽

に大きなクリーム色の甲虫が逆さに止
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まっているのが目にとまりました。近寄っ

てみると本種です。話には聞いていまし

たが、 実際に見てみるとなんとも異様な

感じがしました。竹は先端近くでしごか

れたように繊維がほどけており(おそらく

前足のトゲで傷つけたものだと思われま

す)、そとで、樹液を吸っていました。

タイなどでの本種の観察によると、成

長した竹はエサとならないので、うまく竹

の成長サイクルにあわせた生活を送っ

ており、それぞれの地方での竹の若芽

の出る時期に出現するようです。
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昆虫の帥はなぜ6本カワ麹はなぜ4枚か? 東城幸治(筑波大大学院外来研究員)

子どもの時から親しまれ、また時には

嫌がられでもしまう、たいへん身近な生

きものの「毘虫」ですが、 「その昆虫とは

どのような生きもの?Jと聞かれたら、み

なさんはどのように答えますか? たい

ていの方は「体は零評-胸部;車部と3つ

の部分に分かれ、脚は6本、麹が4枚の

動物」と答えるでしょうか。まさに、その通

り! とのように回答できたら素晴らしい

です。でも、そのような体のっくり(難し

い言い方をすれば「体制J)はどのように

してできてきたので、しようか? はじめか

らそのような体制となるべく進化してき

たのでしょうか? それともたくさんの試

行錯誤のたまものなのでしょうか? そ

のヒントは、原始的な昆虫のグループ。に

関されているようです。先に、「昆虫には

4枚の遡がある」ζとを述べましたが、実

は、原始的な昆虫の中には、題を持たな

いグループ。もあるのです。とれらは昆虫

らしくないせいか、あまり一般には知られ

ていませんが、カマアシムシ類・トピムシ

類・コムシ類・イシノミ類・シミ類の昆虫

は、麹を持たず、もちろん飛ぶことはでき

ません。一方では、ノミ類・シラミ類などの

ように、二次的に麹を退化させてしまっ

たグループもありますが、先に挙げた原

始的な昆虫類ははじめから麹をもたな

いのです。そして、これらの原始的な昆

虫類には、なんとその腹部にも脚がある

(つまり6本以上の脚をもっ!!)のです。

なんだか話が複雑になってしまいま

したか? 要約すると、昆虫の中でも、脚

は「たくさん→6本Jに、遡は「なし→4枚」

に変遷してきた、ということです。それぞ

れ、もう少し詳しく述べてみます。

毘虫の脚

先に、原始的な昆虫では胸部3節 (6

本)の他に、腹部にも脚をもっととを述べ

ましたが、実は、昆虫は頭部にも脚をも

つのです。クワガタムシのはさみ、バッタ

の触角、チョウのストロー状の口などは、

いずれも脚と相同なもの(起源は同じ)

なのです。

昆虫の祖先は、現在のムカデなどの

ような多足類的な格好をしていたようで

す。そのような祖先から、長い進化の過

程で、頭部・胸部・腹部がそれぞれの機

能に応じてより明瞭に分化し(働きの分

業化)、頭部の時些歩くための脚から食

べるための脚(顎)や感覚器官(触角)

へと形を変えたようです。また、胸部は

移動の役割を担うこととなり、胸部3節 (6

本)の脚が歩脚として発達(さらには麹

を獲得し、より一層、胸部が移動機能を

担うこととなります)、その一方で、、生殖

機能などを担った腹部においては、脚

は退化していったようで、す。つまり、昆虫

は、体の各部分がそれぞれの機能的特

徴をもつように(スペシャリスト的に)進化

した究極の生きものと言えるかもしれま

せん(図1)。

昆虫の姐

皆さんが最もよく目にする生きものは

なんですか? 家の中にはお花が飾ら

れ、あるいは鉢植えの植物があったり、
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図1 昆虫の進化と

体制の変遷

各体節に脚をもった

多足類様の祖先か

ら頭-胸-腹部がそれ

ぞれの機能に応じ

特殊化したと思われ

る(町田原図を改

変).

おかずの野菜もそうですから、やはり植

物が最も身近でしょうか? その一方

で、昆虫はどうで、しようか? 家の周辺に

はハエなどもいるでしょうし、植物につく

アブラムシ、そして夜には窓の明かりに

何か昆虫がやって来てはいませんか?

このように植物に負けじと見虫たちも

よく目につく生きものですが、それもその

はず、昆虫は全ての動物種の約3/4を占

めているのです。さらに、熱帯地方など

にはまだ名前のついていない昆虫がた

くさんおり、今後、昆虫の種類はどんどん

増えていくことで、しょう。種類の数に、注目

すれば、昆虫は、まさに大繁栄した動物

なのです。先に、昆虫の中には、もともと

遡を持たないグループもあると述べまし
むしこんちゅう

たが(無題昆虫類ともu予ばれます)、一

方の麹をもっグループは有麹昆虫類と

呼ばれ、 ζちらはたいへん多くの種から
ゅうしこんち う

なります。乙の有麹昆虫類が、昆虫種の

99.9%以上を占めると言いますから、昆

虫の大繁栄の鍵は、麹の獲得に隠され

ているようです。飛べるようになった乙と

で大繁栄できたのが昆虫であると言っ

ても過言ではないほど、麹は重要な構

造なのです。

では、昆虫の遡はどのようにしてでき

てきたのでしょう? 先にも述べましたよ

うに、麹の獲得は、昆虫の進化において

たいへん重要なテーマですので、乙れ

までも多くの研究者により様々な考察が

なされてきました。その中でも最も代表

的な考えを以下に紹介します。

有遡昆虫類のうち、最も原始的なグ

ループと考えられているのが、カゲロウ

類やトンボ類、そしてカワゲラ類です。こ

れらは、いずれも幼虫時代を水中で過

ごす水生昆虫であることから、有麹昆虫

類は水生昆虫から生じたものと考えられ

ています。また、化石昆虫のデータから、

乙れら原始的水生昆虫類の祖先が、水

中でq吹既に用いていた胸部・腹部の

エラ(気管鰐)のうち、胸部のエラを、成

虫の陸上への進出において、麹へと形

を変えていったものと考えられていま

す。一方、腹部のエラは陸上生活する成

虫にとっては不要となり退化したのだろ

うと考えられています。このような考えを

「盟のエラ(気管鯨)起源説」とでも呼ん

でおくとしましょう。
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図2 原始的有麹昆虫であるカゲロウ類の脹発生過程(走査型電子顕微鏡写真. 左:全形、右:

頭部・前胸の拡大)• 頭部の脚(付属肢触角・大顎(おおあご)・小顎にあご).下唇(かしん))も

胸部の脚も、その形成初期は極めてよく似る.

毘虫の進化、体制の変遷の解明

~カゲロウ類からのアプローチ~

昆虫の進化と、それに伴う体制の変

遷のうち、頭部の「脚→顎や触角」への

変遷は、現生の昆虫類の形態学、あるい

は発生学的な研究により説明がつきそ

うです(図2)。

また、歩脚がどうして胸部の3節・6本

となったのか(どうして腹部の脚は退化

したのか)は、分子生物学的なアプロー

チによる検証もなされつつあります。現

生の昆虫の中で、腹部にも脚をもっ原

始的グループ (pわゆる無麹昆虫類)

と、完全に腹部の脚を退化させたグルー

プ(有麹昆虫類)聞での、遺伝子発現の

比較から、腹部においては脚の形成が

抑えられるような遺伝子があることが知

られてきました。つまり、見虫の脚の「たく

さん→6本」の変遷が遺伝子レベルで確

かめられつつあるのです。

題形成のプログラムは少しずつ解明さ

れつつありますが、その結果として現生

の昆虫で2対・4枚形成されることとなっ

た姐は、一体、もともとどのような構造に

起源するので、しょうか? この点に関し

ては未だ明らかとはなっておりません。

先に、麹のエラ(気管鯉)起源の説を紹

介しましたが、この考えは化石昆虫に基

づく古生物学的なものであり、想像の域

を脱しきれではおりませんし、現生する

昆虫において、題とエラの相向性の検

証の上で最も有力なマーカーとなる脚

は、有麹昆虫類の腹部では完全に退化

していますので、脚と遡の関係は比較・

検討できても、脚とエラとの関係がどの

ようなものであるのかは検証できないの

です。

これまで述べてきましたような興

昧から、私は最も原始的な有麹昆虫類

であるカゲロウ類を対象に、昆虫の進

化や体制の変遷について研究してき

ましたが、カゲロウ類のある一群(ヒ

メカゲロウ科)には、腹部にも脚を残

す、つまり、より原始的な特徴を残し

ているカゲロウ類の存在を突きとめ

ることができました。さらに、その中

でも、 ミットゲヒメカゲロウ属カゲロ

ウは、その腹部の脚を成虫になっても

残すことを明らかとしました。このこ

とは、昆虫の脚や麹が、それぞれ6本、

4枚になるように、他の体節では抑制

的にコントロールされているとする

遺伝子レベルの考えにもよく 一致す

るもので、最も原始的な有麹昆虫類で

あるカゲロウ類の中に、脚を 6本より

多くもつグループがあっても特別お

かしなととではありません。また、こ

のようなカゲロウの発見によって、胸

部の脚と麹との関係、腹部の脚とエラ

(気管偲)との関係の比較(位置相同性

に基づく議論)が可能となり、現生の

昆虫での麹とエラとの相同性の厳密

な検証が可能となりそうです(図 3)。

今後は、このカゲロウ類を用いて、

その脚や遡やエラ(気管関)の形成(発

生)過程、それに基づく題とエラの相

同性の検証をしていこうと計画して

pます。

常識でさえあるかのようによく知ら

れている 「脚は 6本、麹は4枚」という

見虫の特徴ですが、その裏にはとって

も重要な進化的な問題や謎が隠されて

いるのです。

では、遡の獲得に関してはどうでしょ

うか? もちろん、遺伝子レベルでのア

ブローチも進んでいますが、脚ほど明確

にはなっていないようです。しかし、胸

部の2節以外の体節では、脚同様に麹

の形成も抑えられてしまうような遺伝子

の存在が強く示唆されており、その遺伝

子がうまく機能しない場合(突然変異)

には、遡が6枚形成される例も既に確か

められています。また、古生代には6枚麹

の昆虫がいたことも化石から明らかと

なっております。このように、抑制的にコ

ントロールされているであろうことなど、 図3 ミットゲヒメカゲロウ属の一種(幼虫). 胸部3対の脚の他に、腹部にも脚が存在する(矢印).
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神奈川県の地震の観測と研究

， .有感・無感地震

通常私たちは、始めガタガ夕、後からユラユラと地震の揺

れ感じます。時たまガタンと一発で終わることもあります。

さらに、中には逃げよか、逃げまいか迷うほどの大きな揺れ

の地震も希に起乙ります。これらの地震を有感地震と呼び

ますが、横浜地方気象台の観測によると、有感地震は年間に

おおよそ 40-60回ほどです。従って、毎月 1-2回は地震

を感じることになります。

地震の揺れは始めが縦波、後が横波です。実際の揺れの記

録を図 1に示しました。地震波を東西・南北・上下の 3成分

に分けて観測しています。丹沢の地震の例ですが、縦波 (p

波)から約4秒遅れて横波 (S波)が到達しています。もし

も、地震時に冷静に対応出来るならば、 P波を感じてから S

波を感じるまでの時間(秒数)をカウン卜してみて下さい。秒

数に 8を乗じたキロ数 (4秒ならば32km)が震源までの距

離に相当します。遠い地震か、近い地震か想像が出来ます。

2.地震発生場所

地震の発生は地下で岩石が破壊して断層が出来ることで

す。その破擦の始まった場所を震源といいます。有感地震の

ほかに、人体には感じない小さな無感地震が数多くありま

す。県西部地域で発生したこれらの地震について、温泉地学

研究所で求めた震源分布を図 2に示しました。1990年から

1998年までの 9年間に発生した地震で、図中のOの位置が

震源で、 Oの大きさはマク守ニチュード (M)を段階的に示し

ています。小さなOが密集する神奈川・山梨県境付近、小田

原付・近、箱根火山が地震がよく起とる場所です。これらの地

震発生は、私たちが生活している北米プレートやユーラシ

アプレー トの下に潜り込んで、いるフィリピン海プレー トと

太平洋プレートに関係があります。

3.地下構造と地震発生タイプ

地震発生の仕組みは、 ①プレート運動による地震、 ②火山

活動による地震の 2つのタイプに大きく分けられます(図

3 )。神奈川県下のプレート運動による地震は、東西、南北

の断面場の震源分布が潜り込んだプレートの位置を良く示

しています。

神奈川県西部の深度10km-30kmの地震はフィリピン海

プレートが南東から北東方向に潜り込んでいるために起乙

ります。神奈川・山梨県境は関東周辺でも活動が活発なとこ

ろで、被害を伴う M6クラスの地震が過去に何度か発生し

ています。また、近い将来神奈川県西部地震と名付けられて

いる M7クラスの地震が相模湾北西部で発生するといわれ

ています。

神奈川県の、深度70km-150kmの深い場所で発生する地震

は、東から西方に潜り込む太平洋プレートの運動に関連し

ています。

箱根から伊豆半島にかけて発生した深度 10km以下の浅

い地震は、火山活動に伴う地震です。1989年に伊豆半島東方

沖で起こった群発地震と海底噴火では、マグマの活動との
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横山尚秀(神奈川県立温泉地学研究所)

35. 

図 1999年 5月22日、丹沢山地の深さ 20k mで発

生したマグニチュード 4.2の地震の記録

。. 
-lb 

U3m 
図2 神奈川県西部地域の震源分布 (1990年 1月~

1998年 12月)

「プレー ト問地盤(講溝型地震)

プレート運動に」

「伴う地護活動 Lプレート向地震

大陸プレート肉地震{向陸型地震}
地 震"-1軍事洋プレート向地震

ト火山活動に伴う地震活動〈虫山住地震}

Lその憶の地震【地蔵れや人工地盤による地震}

図 3 地震発生の仕組みによる分類(日本列島周辺の

場合)
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関連性が明らかになりました。また、箱根火山でも群発地震

が時折観測されています。フィリピンプ海レートの潜り込

みに伴う歪みの蓄積と火山活動との関連性についても注目

して観測しています。

4.神奈川で想定される被害地震

平成 11年 3月にまとめられた神奈川県の地震被害想定報

告書には、神奈川県に関連する大地震として、①東海地震、

②南関東地震、③神奈川県西部地震、④神奈川県東部地震、

⑤神縄・国府津一松田断層帯地震の 5つがあげられていま

す。地震規模はM7クラスから M8クラスまであり、繰り返

し間隔の長短と切迫性の評価や、それぞれの地震に対する

観測・取組体制も様々です。

5.地震研究への取組

温泉地学研究所では、平均繰り返し間隔が 73年で、次の

地震が1998年:t3.1年と推定されている神奈川県西部地震の

予知研究のため、 1988年から県西部地域を主として観測施

設を整備し、現在は地震、地下水位、地殻変動 (GPS、光波、
傾斜、重力)など30ヶ所で、常時観測を行っています(図 4)。

その内から、地殻変動の観測結果として、 GPSの記録を図

5に示しました。北西方向に距離が収縮する傾向が続いて

Lミます。フィリピン海プレー トは年間 2-4  cmと非常に

ゆっく りですが絶え間なく潜り込み、プレートを圧縮し、地

震の原動力である歪みの蓄積を行っています。

温泉地学研究所では日ごろの変化と傾向を観測すると共

に、地震の前兆となった変化について解析を行い、予知の実

用化に向けて研究を行っています。

今までに温泉地学研究所の観測網で地震の前兆と見なさ

れた観測データの変化は、 1990年8月5日の小田原直下の

地震 (M5.1)で観測されています。それは前震の発生と、地

震発生の 7日から 10日前に認められた地下水位の変化です

(図 6)。しかし、乙の地震以降はM5を越える規模の地震発

生回数が少なく、前兆変化は観測されていません。

地殻変動観測データ蓄積もようやく 10年になったばかり

です。今のと ころ地震発生の直前予測は大変難しいです。現

在、神奈川県西部地震発生シナリオづくりと前兆変化の予

測などの研究を進めています。

6.備えあれば憂い少なし

神奈川県西部地震は、正に地震の再来推定時期を迎えて

います。各自治体等で防災対策の検討や訓練が進められて

いますが、より充実を図るために念を入れた点検が必要で

しょう 。地震予知研究でも、 10年間の蓄積データの解析を

行って、観測地点毎の変化特性の解明と現状把握が大切で

す。地震活動度の地域性把握、地殻歪みのモデル化、と歪み

量の算定などを行っています。 さらに、地殻変動観測デー

タの異常判定法の改良、観測データと地震発生機構との関

連性解明を進め、地震発生の予兆を見逃さないようにした

いと考えています。

図6 1990年8月5日、小田原直下地震の小田原直下地震の地下水

位前兆変化
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学習指導員の仕事

自然科学のとびら 第 5巻第 3号 1999年 8月15日発行

生命の星・地球博物館学習指導員

神奈川県立生命の星・地球博物館で

は、県民の皆さんにより身近で、聞かれた

博物館、学校との連携を深める博物館を

目指しています。学習指導員は、これら

の目的を達成するための補助として位

置づけられています。

学習指導員の仕事は、大きく分けて、

団体利用のサービスに関する事、レファ

レンス業務に関する事等を行っていま

す。つぎにそれぞれの内容を紹介しま

しよう。

団体客申し込み受け付け

これは、電話での対応が主ですが、団

体名、人数、利用時問、パス台数、ガイダ

ンス希望有無、天候による来館条件等を

聞き取ります。駐車場は、大型パス10台

までしかスペースが無いので、日青雨共来

館する団体を優先しています。

悶が降った時のみ利用する団体も受

け付けていますが、駐車場や食事の場

所の確保に苦慮、しています。

団体下見への対応

直接来館し、見学を申し込む団体へ

の対応もしています。来館者に対して

は、施設を含む館内の見所等を説明す

るほか、希望者には博物館の展示を紹

介したビデオテープの貸し出しも行って

L 悼す。

方、イダンス

ガイダンスを希望される団体には、見

学に先立ち講義室に集まっていただき、

館内の展示物の説明、見所等をそれぞ

れの学習指導員の専門性と個性を発揮

して、分かりゃすく紹介しています。

[例] I皆さん乙んにちは、ょうこそ生命

の星・地球博物館においで下さいまし

た。・・・ ・中略・・・ ・私たちの生命の源は、

いつど乙で、どのようにして、乙の地球上

に誕生したのでしょうか。ヒトはどこへ行

こうとしているのでしようか。皆さんがと

の問いに答えられるように、この博物館

では援助しています。・・・・ 中略・・・ ・ほ

とんどの生物に必要な酸素を放出して

くれたシアノバクテリアが作ったストロマ

トライトが展示してあります。酸素は紫外

線をバリアするオゾン層にもなりまし

た。J等々。
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学習支援

小・中学校及び高校生の課題・自由

研究等へのアドノTイスを行っています。

[例1]

自然選択つてなんで、すか?

l例2]
被子植物の特異性を知りたいんで与す

が・・・。

情報検索の援助

ミュージアムライブラリーに設置されて

いるコンビューターによって「神奈川の

自然JI画で見る歴史と文化JI写真資料

データベースjの資料提供と検索の手助

けをしています。

相談コーナーの対応

ライブラリー内の資料検索の援助並

びにコピーサービスも行っています。ま

た、来館者による動植鉱物の同定や質

問に対して学芸員との連携も受けもっ

ています。

[例1]

この化石を拾ったのですが、何の化

石ですか?

l例2]

昆虫採集後の昆虫の保存方法につ

いて教えて下さい。

ワークシート(地球博物館探検資料)づく

りへの参加

見学者に展示物をより理解してもらう

ためのワークシートを作成中です。その

手伝いをしています。

文部省委嘱事業への参加

平成9年度より3年問、科学系博物館

ネットワーク推進事業の中で、協議会の

中のマネージメントリーダーとして企画・

運営に参加し、同時に地域学習支援事

業を行っています。

[例1]

小 ・中学校教員研修支援(講演と

フィールド実習)

I例2]

小・中学校科学クラブ活動、科学部、

支援(生徒による発表と講演)

i例3]

地域指導者研究団体支援(講演会、

調査会、観察会等)
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ライブラリー通信 谷戸 谷津

神奈川県内には、単に谷戸、あるいは00谷戸と呼ばれてい

る地名がいくつかあります。なかにはバス停などに辛うじて

残っていたりします。よく見聞きするようになってきたのは前

号で取り上げた「里山」の語と同様、 比較的最近になってから

だと思います。 谷戸と同じ意味で使われる語に谷津がありま

す。いずれも同じ地形を意味するもので、雑木林に覆われたな

だらかな丘陵地が浸食されてできた谷間の低湿地のことです。

ごの低湿地のことを私たちは一般に谷戸とか谷津とか呼び、そ

こに広がる田闘を谷戸田とか谷津田と言い習わ してきました。

局)をヲ 1，ミてみました。すると一部例外はあるものの、確かに

関東及びその周辺の県でそのほとんどを占めています。千葉、

茨城以外の県では谷戸、谷津が混在していますが、全体 として

は谷戸の方が多くなっています。特徴的なのは、谷津の方が分

布域がいくらか広いことですが、興味深いのは千葉、茨城の両

県では谷戸と付く地名がほとんどなく、谷津のみを用いている

ことでした。乙のことと符合するように、自然誌関係の刊行物

を見ていると、千葉県の関係者が記述する場合はほとんどが谷

津や谷津田であり、神奈川県の関係者の多くは谷戸、谷戸田と

ところで、乙の谷戸を 『岩波・広辞苑、講談社・日本語大辞

典、小学館・大辞泉』などの国語辞典でどのように説明してい

るのか調べてゆくうちに面白い事が分かつてきま した。いずれ

の辞典も「やと」を引くと単に谷という字が当てら れて、ゃっ

(谷)を見なさいとなっています。そこで「ゃっ」を見ると「低

湿地の事で、関東地方の地名に多い。やち、やととも言う」と

定義されています。つまり、「やとJIゃっ」は谷という 一字で

表わされ、谷戸、谷津、という漢字形としては収録されていな

いのです さらに、それらは関東地方といういわば一地方に多

い地名に過ぎないというのです。それならと、谷戸、谷津が付

く地名の分布を見るために 『新日本地名索引.Hアボック社出版

表現する場合が多いようです。

谷戸、谷津の二語がこのまま共存して使われていくのか、

それともどちらかが優勢になっていくのか目下のとこ ろ見当

がつきませんが、 地名はそれが使われる地域の背後に長い歴

史・文化を背負っていますから、このまま緩み分け をしなが

ら使われてゆくような気がします。いずれにしても 関東周辺

で生まれ育った者にとっては、谷戸や谷津は一般的な地名、

あるいは地形を指す言葉と思いがちですが、実はローカルな

地名、 言葉だったというわけで、す。「里山」の語のように全国

的な知名度を獲得しうるかどうか、今後の推移が気になると

ころです。 (司書 内田 潔)

催し物のご案内 (1999 年 10 月 ~ll 月)
神奈川の自然を歩く⑥

野外観察「足柄峠から地形を観ょうJ[南足

柄市足柄Ib幸l

日時:10月10日(日) 10:00-15:00 

内容:神奈川の代表的な地形を観察する

対象:一般 40人

申込:9月7日(火)-9月28日(火)

特別展関連講演会「三葉虫って何ものだ?J
I博物館l

日時 10月3日(日) 13:30-15:00 

内容.三葉虫など生き物の生活や太古の

海の様子を紹介する

講師，潰凹隆士(当館館長)

対象:一般 70人

申込・8月31日(火)-9月21日(火)

学校5日制対応講座

野外観察「雑木林ウオッチンクJ[横浜市舞岡l

日時:10月23日(土) 10:00-15:00 

内容雑木林の植生とキノコなど、を観察する

対象:小-中学生とその保護者 40人

申込:9月14日(火)-10月5日(火)

「鉱物野外観察案内者のための講座」

l博物館l
日時・10月11日(月振休)11月3日(水

祝日)-12月23日(木祝日) 1月10日(月

祝日)2月11日(金祝日)3月初日(日)

全6回 10:30-15:00

対象 一般 40名

受講料:3，000円

申込田9月7日(火)-9月28日(火)

博物館スクール

室内実習「果物と野菜を調べようJ[博物館l

日時:10月24日(日) 13:30-15・00

内容:身近かな植物・果物と野菜の仕組み

を学ぶ

対象:小・中学生 40人

申込:9月21日(火)-10月12日(火)

神奈川オーフ。ンカレッシ‘

室内実習「菌類入門講座J[博物館l

日時:10月30日(土)ー11月6日(土)-20日

(土)-27日(土)-12月4日(土)

全5回 10:00-15:00

内容:キノコやカビなど菌類の不思議な世

界を探り、身近な自然を見直す

対象:一般 40人 受 講 料 5，000円

申込:9月28日(火)一10月19日(火)

研究テクニック講座

室内実習「タイバーのための魚類学入門②」

[博物館l

日時:11月14日(日)、21日(日)

全2回 9:00-16:00

内容:ダイビングにおける魚の同定、撮影、

標本制作などの方法を学ぶ

対象・18歳以上 10人

申込 10月12日(火)ー11月2日(火)

神奈川の自然を歩く⑦

野外観察「丹沢山地でコケ・野鳥を観ょう」

l丹沢方面]

日時:11月17日(水) 10:00-15:00 

内容:丹沢のコケ、野鳥、小動物を観察する

対象-一般 20人

申込:10月12日(火)ー11月2日(火)

博物館スクール

室内実習「大地の生い立ちを探るJ[博物館l

日H寺:ll月28日(日) 12月5日(日)12日

(日) 19日(日)

全4回 10:00-15: 00 

内容:大地の不思議を実験で体験する

対象:小・中学生教員 40名

申込:10月26日(火)ーII月16日(火)

申し込み方法:往復はがきに参加代表

者の住所、氏名、電話番号(連絡先)、参

加する人全員の氏名と年齢(学年)を

明記 して、お申し込みください。応募

多数の場合は抽選となります。

特別展のご案内「のぞいてみよう !5億年前の海 ~三葉虫が見た世界-J
1999年10月1日{金)-11月28日(日)

[特別展観覧料120歳以上(学生を除く):200円 20歳未満・学生:100円 高校生以下・65歳以上:無料
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新収集資料紹介 モロッコとロシアの三葉虫

特別展に向けて、おもしろい形のコ モロッコのエルフド(Erhoud)を中心

葉虫の化石を収集しました。コ葉虫 とする化石産地からは、さらに奇妙な

は、 I~I~Iミ代 (5.7億年前-2 .4 5億年前) =葉虫がたくさん見つかっています。

の海に繁栄した節足動物の仲間で アサファス?の一種(Asaphus?sp.) 

す。l万5千種もの種類が見つかるほど は、モロッコでも大変珍しい=葉虫で

多有1多維な三葉虫が生きていました す。とても大きな=葉虫で全長がおよ

が、古生代末におこった海洋生物の大 そ30cI11あり、おまけに頭の端にはひげ

量絶滅の|探に=葉虫は絶滅しました。 のようにのびた腕をもっています。何

近年、ロシアとモロッコで=葉虫の のための腕だったので、しよう?前述の

発J聞が進み、たくさんの変わった=葉 ロシアの=葉虫とおなじオルドピス紀

虫が見つかっています。その中からい の二葉虫ですが、おなじアサファスの

くつかのコ葉虫を紹介しましょう。 仲間かどうかもよくわかっていませ

ロシアから見つかる代表的な=葉 ん。新種の可能性のあるものです。

虫の一つがアサファス ・コワレフスキ シコピゲ・エレガンス(Psychopyge

(Asaphus kowalewski)です(最近は、 elegans)は、腕のある優美なコ葉虫で

ネオアサファスと分類されることもあり す。頭の先が!闘のように長くのびるの

ます)。飛び出した眼がとてもかわいら が特徴です。まるで長さを競いあって

しp三葉虫です。化石産地であるロシ pるがのごとく、その長さが体長の約

アのボルコフJlI(WolchowRiver)から 半分を占める個体も見つかっていま

は、このコワレフスキをはじめとする愛 す。この ‘I開'は、泥に潜るときに便利

脆たっぷりのアサファス類が多く見つ だったのではと考えている人もいま

かっています。特徴的な飛び出した す。モロッコのデボン紀の地層から見

H艮は、体を泥に沈め眼だけを泥の中 つかったもので、す。

から出すという、まるで潜望鏡のような 同じデボン紀のフィロニクスの一種

役目を持っていたのでしょう。 (Philonyx sp.)は、さらに腕の装飾が派
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田口公則 (学芸員)

手なものとなっています。体中に臓を

もつのですが、なんと眼の上部と頭部

の中央から3本の角のような臓がのび

ています。=葉虫は、最初に複眼を

もった生物の一つですが、眼から角を

のばすとは不思議な気がします。

このように腕をたくさん持つ=葉虫

は、よほど熟練した人でないと化石の

クリーニング作業が大変です。この標

本も、角の部分にまだ母岩が詰まって

pます。最近、ロシアとモロッコから腕

を持つような立体的な=葉虫が続々

と見つかっているのは、それだけ三葉

虫のクリーニング作業に熟練した人が

育ってきている証でしょう。たった今

でも、どこかで熟練者が、クリーニング

作業を進めながらび、っくりするような

三葉虫を取り出していることでしよう。

乙れからどんな姿の三葉虫が出てくる

のか楽しみです。

この秋に今回紹介したような =葉

虫をはじめとする古生代の生き物たち

についての特別展を予定していま

す。ぜひ5億年前の海をのぞきに来て

ください。 (特展期間 1999/10/1-11128)
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