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ホプ口フォネウス(左)

とディニクティス(右)
Hoplophoneus sp. and Dinictis sp. 

樽創(学芸員)

北アメリカ大陸には，特に大きな犬

歯(糸切り歯)を持つネコ科の動物が

生息していました。代表的なものとし

てスミロドン(サーベルタイガー)が

有名です。

ホフ。ロフォネウスとテeイニクティス

は，新生代第三紀漸新世 (38∞万年一

24∞万年前)に生息していました。し

かし，いずれも漸新世から中新世にか

けて絶滅してしまいました。ごの 2種

類のネコは，どちらも大きな犬歯を持

ち，体長も 1メートル前後で，一見似

ていますが，歯の本数によって簡単に
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区別できます。下顎の歯を見ると，ホ

プロフォネウスは片側に 3本の臼歯を

持ちますが，ディニクティスでは5本

です。では，彼らはその長い犬歯をど

のように使ったのでしょう。彼らの頭

骨の形から，下顎を大きく開くことが

できたことがわかりました。また，犬

歯の断面は平たく ，皮府や肉を突き刺

すことに適していて，骨を砕くことに

は適していません。このようなことか

ら，獲物の喉に口を大きく聞いてかみ

つき，喉を切り裂いてしとめたと考え

られています。
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学芸員研究ノ ー ト ニホンオオカミはなぜ汀、さいか 中村一恵(学芸部長)

世界最小のオオカミ

オオカミ (Canis!upus)はユーラシ

ア大陸から北米大陸にかけて地理的に

広く分布し・てい事す。そのため地域

により大きさや体重、毛色などに多く

の変異があり、いくつもの亜種に分類

されています。わが国にもニホンオオ

カミ(c.J. hodophiJax) と呼ばれる小

型のオオカミが本州 ・四国 ・九州に生

息していました。世界最小のオオカミ

とよく言われますが、どれくら L川、さ

いのか、他の地域のオオカミと頭骨の

大きさ(全長)で比較してみると、表

のようになります。オオカミには性的

二型がありますから、十分成長した、

性の明らかな標本で比較するのが理想

ですが、ニホンオオカミで性の区別さ

れた標本はきわめて少ないのが現状で

す。北米とユーラシア産では、それぞ

れの地域で最大となる亜種の頭骨の大

きさで示してあります。ニホンオオカ

ミは、隣接して生息した北海道のエゾ

オオカミ(c. 1. ha ttai)より小さく、そ

の大きさはむしろ、遠く離れたアラビ

ア半島産のオオカミに近いものである

ことが予測されます。

表に示した、近世から明治にかけて

捕獲された標本に基づくならば、確か

にニホンオオカミは小型なのですが、

更新世後期まで遡ると、本州 ・四国・

九州の本土陸塊に生息していたオオカ

ミは、現在のシベリアやアラスカの大

型オオカミに匹敵するか、それを上回

る大きさであったことが化石資料から

推定されています。乙のことは、最終

氷期(ヴュルム氷期)の気候が現在よ

りも寒冷であったことを示していま

す。大型であることは、体重に対する

体表面積の割合が小さくなって体熱の

発散量が少なくなり、寒冷な気候下で

体温を保持するうえで有利となる(ベ

ルクマンのルール)からです。エゾオ

オカミが大型で、あるのも、北海道の地

理的な位置と気候条件に結びついたも

のであり、冬の厳しい環境で生きるの

に適した体サイズと考えられます。

ベルクマンのルールが成立するなら

ば、北海道に隣接した本州北部にもエ

ゾオオカミに匹敵するような大型オオ

ヰーワード オオカミ・気候変動-島唄化 .lfF集・ 1委ft

カミが生存しでもおかしくないのです

が、その証拠は得られていません。で

はなぜ、本土のオオカミは小さいの

か。本土陸塊にはもともと小型のオオ

カミが生息していたと考える人もいま

す。しかしこの説の難点は、小型オオ

カミが生息したという地史的な裏付け

に乏しいことです。これに対して、本

土陸塊に生息した大型オオカミが媛化

(Dwarfing) したという考え方があり

ます。下顎第 1大臼歯のサイズが、更

新世後期から先史時代、歴史時代へ

と、時代が新しくなるにつれて小さく

なってゆく傾向が指摘されています

(宮尾ほか、 1984)。

半島から島ヘ

最終氷期には、西側に日本海を囲

みながらサハリンを経て南に伸びる

「大きな半島」がアジア大陸の端に形

成され、現在の本州 ・四国 ・九州の三

本土はその先端部に位置していまし

た。この大きな半島に大型のオオカ

ミ(c.Jupus subsp. indet.)が広く生

息していたことは、本土各地から産

出する更新世後期の化石資料によっ

て推定できます。

後氷期の気候の温暖化により、「大

きな半島」は分断 ・ 島~輿化、そのこと

で絶滅するものあり、生き残るものあ

りで、大陸から切り離される島嶋化は

生物の世界を大きく変革させました。

本土陸塊に生息していたトラ、ヒョ

ウ、オオヤマネコ、ヒグマなどの大型

食肉獣は、縄文時代まで生き延びたオ

オヤマネコを除いて、更新世末期まで

には滅びてしまいました。

同じように大型のオオカミも本土か

ら滅びてしまったのでしょうか。大型

オオカミは滅びたのではなく、体サイ

ズを小さくして生き延びたというの

が、前述した後者の考え方です。

ライデン自然史博物館所蔵のニホンオ

オカミのタイプ標本とされる 3点 (a，

b， c)のうちの c標本.雄成獣，頭骨

全長 179.5mm(斎藤，1964による).苅

部治紀学芸員撮影.

島に閉じ込められる

大陸的な環境に生息していたものが

島に閉じ込められ、しかも個体群が本

州・四国 ・九州、|の三つに分断されたこ

とが、本土産オオカミの素性を考える

際の重要な視点、になるのではないで

しょうか。大型食肉類の絶滅を見たよ

うに、島順化は群集の種構成を単純化

させます。そのため大陸と比べて種数

が限られ、競争者 ・捕食者を欠く乙と

が多いうえに、食物源となる動植物相

に偏りが生じやすく、その絶対量も限

定されてきます。とりわけ食物量は、

大陸と比べれば、大型種の体サイズを

より限定する要因として働くものと思

われます。また、捕食者が少ないこと

と関連して、老齢の個体も島では生存

でき、生態的寿命が延長されるような

ことが起こります(宮尾， 1970)。

「島に閉じ込められたオオカミ」に

何が起きたのか、非常に興味ある問

題です。

産地 性 E種名 平均値(mm) 文献
北米アフスカ ♂♂ C.J. ocddentaJis 276.2(n=50) Nowak(l995) 
ユーラシア中北部 ♂♂ C.J.communis 270.2(n=20) Nowak(1995) 
北海道 ♂♂ C.l.hattaj 265.8(n= 3) 小原(1984)
本土(本州・四国) Mixed C.l.hodophijax 212.6(n=23) 小原(1990)
アラビア半島南部・東部 Mixed C.J.arabs 200.8(n=15) Harrison(1973) 
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博物館とインターネット 鈴木智明(情報システム担当)

はじめに

博物館からは多くの情報が発信さ

れます。展示されている資料からの情

報や、膨大な収蔵資料の情報、学芸員

の研究による情報、問い合わせに対す

る情報などです。

そのような情報は色々な方法や媒体

で提供されます。展示でしたら博物館

の展示室、収蔵資料については、館が

出している図録・目録やデータベース

など。また学芸員の研究成果情報は、

紀要や研究報告などを見る、そしてレ

ファレンスについては電話をかけて学

芸員に聞いてみる、といった具合です。

このように情報へのアクセスは、実

物を見る、本を読む、電話をかける

等、方法は様々ですが、最近ではイン

ターネットによる情報の入手が注目さ

れています。

インターネットとは

インターネットとは、複数のネッ

トワークが繋がったものです。元々

は、冷戦中のアメリカが、軍事的研究

のために始めたARPANETが母体と言

われています。ここでは、ある部分が

停止しでも機能することが出来るネッ

トワークの構築方法などが研究されま

した (95年の阪神 ・淡路大震災におけ

る電話の不通に対して、ネットワーク

による情報伝達の効果を見ると、この

研究は成功したと言えるでしょう)。

そして1四0年代に入って、画像を表

示することが出来る(それまでは、 E

Mailと呼ばれる言葉のみの伝達方法が

主流でした)wwwブラウザーが普及

した事などから利用者が急速に広がり

ました。郵政省では1996年8月で利用者

を約5∞万人と推定しています。また最

近では多くの企業や団体が、インター

ネット上にホームページと呼ばれる情

報提供ページを開設しています。この

ホームページでは、誰でも簡単に世界

に向けての情報発信が可能です。当博

物館でも 1995年10月より小田原市と共

同でホームページを開設し、博物館に

関する様々な情報を提供しています。

(URL: http://www.city.odawara. 

kanagawa.jp/museum/ g.html) 

インターネットによる情報提供

インターネ ットを利用するには、通

常はパソコンを使います。このパソコン

を通してホームページ上の情報に接する

ことにより、 一つの媒体で色々な情報を

扱える、といったメリ ッ卜があります。

「あの陣物館は何処にあるの」から 「あの

博物館には何が展示されているのよ「あ

の博物風官にはどんな資料があるの」、「あ

の博物館でおはど、んな研究をしているの」、

そして f-について教えて欲しpJと

L 、った要求を一つのパソコンで満たすこ

とが出来ます。

またホームページは誰でも開設でき

ます。個人でも多くの人が自分のホーム

ページを持っています。この事は様々な

場所や立場での情報発信を可能としま

す。例えば、 今年の7月2日に起きた東

京湾沖でのタンカ一座憾による原油流出

事故では、行政や地方自治体などが、

ホームページ上で海の状況や対応策など

の情報を提供していましたが、それ以外

にもざまざまな関係機関やボランティア

団体などが、この事故に関する情報を提

供しました。このような情報は新聞やテ

レビなどではなかなか得ることが出来

ず、また、もし得ょうとすれば、それぞ

れの団体等に一々聞く必要があります。

しかし、ホームページで提供されること

によって、自分の持っているパソコンか

ら簡単にそのような情報も入手すること

が出来るのです。

勿論、前述のことが実現できるため

には、情報提供側でそれなりのデータ

整備等をする必要があります。

前述のタンカーの原油流出事故につ

いても、横浜市や川崎市などのよう

に、かなり詳しい内容を提供した自治

体もあれば、何の情報も提供しない自

治体もありました。

また、インターネットを取り巻く技

術環境も、例えば現在のように通常の

電話回線 (28.8Kbps)でのやり取りが

主流の状況では、画像などデータ量の

大きいものを扱うには、かなりの時間

が必要です。

さらに、パソコン上で見るごとが出

来ても、所詮、本物にはかないません。

博物館にとっても、 主役はやはり実物
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の資料です。何があるかを知ることは

出来ても、そのものを生で見ることは

出来ないのです。

現代は情報化社会であると言われて

Lミます。携帯電話、ポケベル、デジタ

ルカメラ、そしてプリント倶楽部まで、

最近のヒット商品はすべて情報を扱っ

たものです。通産省が発表した f97年

版 ・我が国産業の現状」によると、情

報関連機器の圏内生産額が自動車を上

まわり、品目別で初めて 1位となりま

した。その中でもトップがパソコンで

す。このようにパソコンが普及し、ま

たネットワーク環境が整備されれば、

情報提供側でも積極的にインターネッ

トを利用することでしょう 。

また、博物館の展示にしても、実物を

見ることは出来ませんが、展示のストー

リーについて知ることが出来ます。博物

館は、ただ資料を並べているわけではな

く、例えば当館の場合は「生命の星・地

球jをテーマに、 46億年に及ぶ地球や生

物の進化の歴史について、良く理解して

いただけるようストーリーを作り、それ

に基づき資料を展示していますが、その

ストーリーを詳しく説明したものをホー

ムぺージでは提供しています。予備知識

を持つことによって、より効果的に展示

を見ることが出来ます。

さいごに

7月4日にNASA(米航空宇宙局)は、

探査機「マーズ・パスファインダ-Jの

火星着陸に成功しました。またホーム

ぺージに探査機から送られてきた火星

の画像を公開しました(当日、数千万

Fドのアクセスがあったそうです)。私が

小学生のときに見た火星探査機「ヴア

イキング」による火星の画像は、時間

が経ってから本や雑誌等で見ることが

出来ましたが、今ではインターネッ ト

を使って即時に詳しい解説とともに

(英語ですが)、自分の机で見ることが

出来るのです。

博物館もより有効な情報提供手段と

して、インターネットによる情報提供

を進めています。今度博物館に来られ

るときは、ホームページを司見いてから

来られてはいかがでしょうか。
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城ヶ島が、「島」でなくなる日 ~巨大地震と地殻の変動~

はじめに

皆さんは城ヶ島に行ったごとがあり

ますか。ご存じの通り、城ヶ島は三浦

半島南端沖に位置する島で、釣りや海

水浴、バーベキューパーティーなどに

はも ってこいの場所です。城ヶ島は

「島」という名前の通り、 三浦半島と

は海によって隔てられています。しか

し将来、城ヶ島が三浦半島と陸続きに

なって、歩いて行けるようになるかも

知れない、と言ったら驚かれるでしょ

うか。乙こではそういう話をしようと

思います。

巨大地震と地盤の隆起

何を根拠にとのようなことを話すの

でしょう 。実は東京湾を挟んだ対岸の

房総半島では、約300年も昔にこのよ

うなことが実際に起きているのです。

そして閉じようなことが、すぐ隣の三

浦半島でも起こる可能性が十分にある

のです。

事件は 1703年、江戸時代中期の元

禄年間のことでした。房総半島南方沖

を震源とする巨大地震が発生したので

す。この地震は元禄関東地震と呼ばれ

ており、その被害は房総半島南部にと

どまらず、広く南関東一円に及んだと

いう記録が残っています。

被害は建物だけではありませんで

した。この地震によって我々の足元

の地盤(地殻)にも大きな変化が現わ

れたのです。驚くべきことに、たった

一回の地震で、房総半島の南部では

地盤が数メートルも隆起してしま っ

たのです。

房総半島の最南端には、野島l崎と

いう小さな岬があります。とこは現

在、千葉県でも有数の観光地で、「房

総半島最南端の地jになっています。

しかしここは 1703年の元禄関東地震

より昔は、何と野島という「島」だっ

たのです。それがこの地震により地盤

が隆起した結果、 一気に海が干上

がって房総半島と陸続きになってし

まったのです。

このようなことは、実は大正 12年

(1923年)に関東地方を襲った大正関

平野 聡(海洋科学技術センター 海底下深部構造フロンティア)

東地震(関東大震災)のときにも起こ

りました。大正関東地震の規模は、そ

の前の元禄関東地震よりも小さなもの

でしたが、それでも三浦半島や房総半

島南部では、一瞬にして 1-1.5メート

ルも隆起したことがわかっています。

地形は語る ~海食台の化石~

巨大地震による大きな地殻変動。実

はこのようなことは元禄関東地震や大

正関東地震のときだけではなく、過去

に何度も起こっているのです。その証

拠は、 三浦半島や房総半島の地形に

残っています。

房総半島南部には、沼面と呼ばれる

昔の海食台の跡がいくつかあります。

この沼面の現在の海面からの高度と、

沼面から見つかった貝やサンゴの化石

の年代を調べてみると、面白い関係が

あることがわかりました。

海面から 20メートル以上の高さの

とごろから見つかった貝化石の年代

は、今から約6000年前の縄文時代まで

さかのぼります。貝が生息していた当

時、海食台はほとんど海面すれすれの

ところにありました。ところが現在、

それらは海面よりも 20メートルも高

いととろにあるのです。これは何を意

味するのでしょう 。

答えはこうです。約6000年前に起

こった巨大地震により、地盤が隆起し

て海食台が干上がってしま ったので

す。さらに詳しく調べてみると、海岸

段丘の跡は全

部で4段ある

ことがわかり

ました。これ

は南関東では

過去 6000年

の聞に、少な

くとも 4回は

巨大地震が発

生し、地盤が

隆起したこと

を示している

のです。

地殻の「古傷」を調べる

さらに過去にさかのぼってみること

にしましょう 。それには地質学的な調

査をしなければなりません。そのため

の原理や考え方について、簡単にお話

します。

まず身近な例で考えてみましょう 。

一口サイズのチーズを親指と人差し

指で挟んで、ゆっくりと上下に押し

つぶしてみて下さい。チーズは最初、

検にふくらみますが、やがて真ん中

あたりに縦に割れ目が入ると思いま

す。食べ物を組末にしてはいけませ

んが、実験に使った分は後でちゃん

と食べる乙とにして、何度でも試し

てみて下さい。同じように押しつぶ

す限り、何度やっても 同じように割

れると思います。この何度やっても

同じように割れるというごとが、と

ても大切なことなのです。

このような割れ目は、押された方向

(この場合、指で挟んで押しつぶした

方向)と同じ方向にできます。この性

質を利用すると、割れ目の方向から逆

にチーズに加わった力の方向を推定す

ることができます。

同じようなことが、我々の足元の

地殻にも起きています。地殻はいつ

も周りからいろいろな力を受けて歪

んでいます。その歪が限界に達する

と、割れ目が入るのです。海岸沿いの

岩場をよく観察すると、黒と白の縞

模様(地層)がところどごろ食い違っ

三浦半島で見られる地層のず'h=断層
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地殻の割れ目は、地殻が巨大地震の

時に引っ張られたり、それ以外のとき

は逆に押されたりということが、何度

も交互に繰り返されてきたことを物

語っています(図 1)。それは元禄関

東地震や大正関東地震のような巨大地

震が、昔から何度も起きていて、その

度に南関東の地盤が隆起してきたこと

を意昧しています。

このようなことが何度も続けば、 三

浦半島の南側の地盤はどんどん隆起し

ます(図 2)0・そして将来的には三浦

半島と城ケ島を隔てている海が干上

がって陸続きになるだろう、というこ

となのです。何とも壮大な話だとは思

いませんか。

分けて 2種類

の力が加わっ

ていたという

ことです。一

番目立つのは、

地殻を南北方

向に押す力で

す。そして次

が、逆に南北

方向に引っ張

る力です。こ

れらの相反す

る力が、南関

東地方の地殻

に働いていた

のです。

次に重要なことは、これらの 2種類

の力の現れる順番です。断層同士の相

互関係や断層そのものの特徴から、こ

れらの 2種類の力は繰り返し交Eに現

われているようなの

です。

この観察結果は何

を意昧するのでしょ

うか。こ乙で前にお

話しした巨大地震と

チーズのことを思い

出して下さい。地殻

に力が加わるとだん

だん縮んでいきます。

そして歪が限界にな

ると、チーズと同じ

ように地殻にも断層

ができるのです。こ

れが地震です。地震

が起とると、地殻に

たまっていた歪が少

し解消されます。そ

のため押されて縮ん

でいたパネが復元す

るように、地殻は反

対に伸びることにな

ります。

このような現象は

実際に測量でも確か

められています。大

正関東地震の時には

南北方向に地殻が

引っ張られて伸びた

のですが、その後現

在までは逆に南北方

向に押されて縮んで

いるのです。

時間

図2 三浦半島南部の地般の上下運動.

海
面
か
ら
の
高
さ

ているところが見っかります。これ

を専門用語で「断層」といいます。文

字通り、縞々の層を断ち切っている

のです(写真)。

城ヶ島周辺の地殻、つまり我々の足

元に見られる岩石の年齢は、古いもの

は地球上に人類の直接の祖先が誕生し

た頃(数百万年前)とほぼ同じくらい

と考えてもよいでしょう 。それ以来、

これらの岩石は現在までいろいろな力

を受けてきているわけですから、地殻

は「古傷」だらけなのです。

このような割れ目の方向と分布を丹

念に調べていくと、昔この地域にどの

方向から力が加わったのかを推定する

ことができます。このような研究を

「断層解析」と p~ ミます。

断層解析の結果、 重要なことが二つ

わかりました。まず、 三浦半島全域か

ら房総半島中南部の地域には、大きく

各層〉

おわりに

目の前に広がる景色を見ながら、数

百万年も昔のできごとに思いを馳せ、

将来を予測する。これが地球科学の醍

醐味だと思います。この拙文を読まれ

た皆さんが、ふと野外に出かけ、いつ

もと違った目で景色を眺めてみようと

いう気になっていただければ、これに

まさる著者の喜びはありません。

最後になりましたが、今回の話は私

ひとりだけの成果を元に書かれたので

はありません。個々には紹介できませ

んでしたが、多くの方々の研究成果を

踏まえた上で、私自身の成果と解釈を

交えて、皆さんにご紹介したというこ

とをお断わりしておきます。

南北縮み
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南北伸び

図1繰り返される地盤の伸び縮み.南北方向に縮められた

三浦・房総は、地震によって元に戻ろうとする.
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神奈川の自然シリーズ 6 ニホンザル 広谷浩子(学芸員)

今回は、私たち人間に最も近縁な動

物で、困った点から注目されるように

なった神奈川のニホンザルについて紹

介しましょう 。

ニホンザルはオナガザル科マカカ属の

サルで、日本列島にのみ生息する固有種

です。中型で褐色の毛色をしたどちらか

というと目立たないサルですが、成熟す

ると顔とお尻が真っ赤になります。雑木

林やF!賀葉樹林を主な生活の場として、樹

上の果実や葉、下生えの草や昆虫などを

食べて生活しています。一日の大半の時

間は、遊動しながらの採食にあてられま

す。かつては、日本全土に広く分布して

いたと考えられますが、この数 10年の

うちに、少なくとも 10個体群が絶滅

し、 6個休群は完全に孤立するようにな

りました。

f回1材洋とは、群れがそれぞれの遊動す

るj山j或を重ね合わせていくつか集まって

できるグループのことで、この個体群の

内部で、遺伝子の交流が行われます。個体

群という単位は、野生動物の保護管理を

考える場合に特に大切です。ニホンザル

の群れが 1つだけ残っていても、厳密に

はy耳'生の群れとはいえません。外との遺

伝子の交流がなければ、近親婚をくり返

した果てに矧直率の低下を招き存続でき

ないからです。個体群の大きさがどう

なっているか、将来に向けても適正なサイ

ズのまま紙偽されるか否かが、動物の存

続を決める最も重要な基準となります。

神奈川では、丹沢と箱根という 2つの

山岳地帯にそれぞれ独立の個体群がい

て、東京都の奥多摩地方の南秋川個体群

。 国同

一
図1.南関東地域におけるニホンザル

地域個体mの分布(南関東ニホンザル調

査・連絡会、1995). 

の一部となる藤野町の群れを加えると、

3つの個f材干が生息していることになり

ます。血液のタンパク質の組成を比べる

と、 3つの個体群はそれそ守れに別のルー

ツを持ち、西湘間体群はは伊豆個体群と

南秋川個体群は山梨や埼玉の個体群と、

それぞれにつながりが深く、丹沢山地個

体it干は東京湾をへだてて 10 0 k m近く

も離れている房総半島恒|体群とのつなが

りが深いことがわかりました(図1)。

神奈川のニホンザル個体群の将来診断

3個体群をめぐる状況はさまざまで

す。個体群のサイズ、頭数が増えている

か、個体群が占める地域の広さ、人との

聞にトラブルが生じているか否か、捕獲

や生息環境の破壊などのプレッシャーが

かかっているかなと、の点をチェックしな

がら神奈川の3個体群の存続可能性を診

断してみましょう。

南関東地域の他の個体群の診断結果と

もあわせて評価した結果、 8個体群中I唯

一西湘個体群だけが「すでに絶滅した

か、絶滅の危機にある個体群」となりま

した(表1)。サルの頭数が年々減少しつ

つあり、この数年で数が回復するj副長が

認められない、サルによる被害は回数も

増え内容も悪化する一方で、今後捕

獲・射殺等が増えてL、く可能性が高

い、など、の点で、「絶滅」という予測が出

されたわけです。

西湘のニホンザル個体群と博物館

博ヰ娘富の地元である西湘のニホンザ、ル

個休群は、古くから箱根のサルとして有

名でした。1蜘 年代から 1970年代にかけ

ては、湯河原町と箱根町に餌場が設けら

れて多くの観光客を集めました。餌づけ

以前には2群で田頭前後でしたが、餌付

けによって数が増え、群れが一時は7つ

にまで分かれました。その後餌づけが中

止され、サルたちは食べ物を求めて、人

凶 2.人家近くに出浸するニホンザル

(撮影:佐渡友|場一J.

里の周辺まで、広がっていくよ うになりま

した。ただでさえ知恵のあるニホンザル

が、餌づけによって人聞を恐れなくなっ

ていたので、猿害が生じるのは当然の帰

結でした。

この博物館のちょうど北側にあたる地

域は、 S群が集中的に利用する地域です。

S群は箱根町東部、小田原市の西部から

その北の南足柄市に及ぶt"s囲に生息する

3 0数頭の群れで、箱根の旅館街や住宅

地にも頻繁に出没します(図 2)。秋から

冬にかけて、このS群は博物館の真向か

いにあたる直i泉距離にして 4kmの地域

を行ったり来たりしながら過ごします。

S群の数個体につけられた発振器の信号

をキャッチするため、昨年博物館の屋上

にアンテナをたてました。群れのいる方

向が特定できて、遊動のパターンを把握

することができるようになりました。こ

れをもとに、博物館でより新しい情報を

提供したり、保護管理プランを作成する

ための基礎データとして蓄積したりする

など、いろいろな活用方法を検討中です。

西湘個体群の将来

多くの野生動物と同様に、西湘個体

群の行方は私たちの手にゆだねられてい

ます。長期化した被害への抜本的な対策

として、平成元年より野猿の郷整備事業

が行われています。これは、現在の生息

域の山側付近にニホンザ

表 1 神奈川町3地織個体邸の現状と符衆電会甑 《商関東ニホンザル鋼董 連絡会1995を改変) ルが自然の食物を食べて

生活できるような郷をつ

くり、そこに西湘の個体

群を移そうという計画で

す。植林のむずかしさや

ニホンザjレを親日にとどま

らせる決め手不足など問

題も多く、実現までの道

のりは険しそうです。

地暗儒体群 群れタイプ 個体S曜の大きさ 後書 "を質・
総合得価

環切電磁鑓

一部恒喜のない群
敏置すれ

It.数年

丹沢山地 非自づIt欝
分布i援の大きな変化はな<.れもある.サルの

顕著 から101蚊
個体散の大幅な槽減もない.作物への依存度は

西湘より低い.
年以内に

It!滋危慣

西;繍 飼づけ群元餌づけ11
銭づIt中止後.減少を続け 11業被害生活滋

理刻である
使滅/

る.目置の兆候なし. 事ともに大きい 絶滅危恨 l

一部恒喜のない群
It 

商秋川 非飼づけ総
昭和20-30年代に誠少し れもある.サルの

顕著 から
たが現在は回復じた. 作物への依存度は

西湘より低い.
年以

絶lI!

表 1 神奈川の3地域l固体群の現状と将来診断
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催し物のご案内 (10 月 ~12 月 )

観察会 ・講座等

1.研究テクニック講座「地形観察会」

ω、田原市一夜城]

日時 :10月10日 (祝)10・∞一15・∞

対象・ 一般印名(抽選)

募集 9月2日(火) -9月16日(火)

2.野外観察「化石ウオッチング」臼t磯海岸]

日時 :10月25日 (土)10∞-15∞

対象:小中学生とその保護者回名(抽選)

募集 :9月16日(火)ー10月7日(火)

3.室内実習「くだものウオッチングJ[博物館]

日時 :ll月8日 (土)14:∞-16 :∞ 

対象:小中学生とその保護者日名(抽選)

募集 9月30日伏)ー10月21日(火)

4.研究テクニック講座「図鑑を作ろう:魚

編J[博物館]

日時 11月9日 (土)・16日 (日)9:30-

16∞ 
対象.一般 10名 付由選)

募集 ・9月30日(火) -10月21日(火)

5.かながわオープンカレッジ「植物分類講劃

[博物館] (5，側円の参加費が必要です。)

日時 :11月15日 (土).29日 (土)• 12月

6日(土)• 1月17日(土).24日(土)

対象.一般40名(抽選)

募集・ 10月7日(火)ー10月28日(火)

6.野外観察「鉱物ウオッチングJ[静岡県熱

海市上多賀海岸]

日時:12月13日 (土)10∞一15∞

対象・小中学生とその保護者切名(抽選)

募集 II月4日(火)ー11月25日(火)

7博物館ボランティア体験講座[博物館]

期日 :12月4日(木)・ 5日(金)'9日(火)・

10日 (水)・ 12日 (金)

時刻 10∞一15:30 

対象:一般分野別に 5-10名(抽選)

募集分野:地主~環境(岩石学海洋科学)、

動物(昆虫 -魚、)、古生物、ミュージアム・ラ

イブラリー、植物(種子植物・キノコ・コケ)

募集 :10月28日(火)一11月18日(火)

応募方法 :往復はがきに参加行事名、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。博物館ボラン

ティア体験講座にお申し込みの方は希望

の分野と応募の動機もお書きください。

応募多数の場合は抽選となります。

「身近な自然発見講座J
毎月第3水曜日に、 一般の方を対象に、陪可勿

館周辺での自然観察や館内での実習実験を

する身近な講座を開催しております。参加賞'

は無料ですが、パス代・電車賃が必要なこと

があります。事前の申込みはいりません。当

日、歩きやすい服装で、博物館正面玄関にお

集まりください。雨天の時は中止します。

持ち物 .筆記用具、ルーペ、昼食、水筒、雨

具、双眼鏡など

10月15日(水) 10∞-15∞ 
11月19日(水) 10∞-15∞ 
12月17日(水) 10∞一15∞

ライブラリ一通信 人類はまた、へール・ポップに逢えるのか

今年は天文学の当たり年のようです。この半年ほどの間でも、春先のへール・

ボッフ。慧星に始まり、日食があり、火星探査機の到達成功がありました。このよう

なトピックス的なことがあると、出版界にも少なからず、変化が出てきます。つま

り、そのテーマに関連した図書が多く出版されるというごとです。テーマが珍しい

ことであればあるほど、その本は貴重な文献になります。

例えば、今年はへール ・ボップ馨星についての本が、 51冊ほど出版されま したが、

派生的に、 主主星関連の本も同じくらい出ているのです。半年の聞に、普星の本が 10

冊も出る年は他にはないでしょう 。いくつかを紹介しましょう。

『これがヘール・ボップ琴星だ!U(誠文堂新光社)、 『ヘール・ポップ善星がやっ

てくるJ( か )、「ヘール・ポップ琴星完全ガイドj(地人書館)などがあります。

なお、 主主星そのものについては、 『理科年表j(丸善)や 『天文年鑑j(誠文堂新光

社)でも調べることができます。公転周期や近日点距離、最初の出現(もちろん記

録に残っている最初という意味ですが)、出現回数、さらには近く訪れる慧星の リ

ストまで掲載されていて便利です。有名なハレー慧星は公転周期が 76年で、すで

に30回も太陽の周りを回っていて、次に訪れるのは 2061年だそうです。

そういえば、へール・ボップ慧星が次にやって来るのは、 2379年後という話で

す。24位紀先も、人類が今のように繁栄を誇っていられるのでしょうか。我々が

へール ・ボップ慧星を見た最後の人類にならないように祈りつつ、今夜も、夏の星

空を眺めてみることにしましょう 。 (司書・土屋定夫)
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特別展のご案内

「新しい地球像をもとめて

一地球再発見-J
平成 9年 11月3日(月)まで開催中

<開催中、 11月3日を除く 毎週月隈日と 10

月16日(木)は休館>

地球を採る最新の方法、たくさんの珍しい

隠石、岩石、鉱物などの実物資料を展示 し、

地球の新しい素顔を紹介します。視点が変

わると 「今までにみたことのない地球Jを

再発見できます。この特別展は博物館の総

合研究「地球熱史」の成果に基づいたもの

です。

観覧料 20歳以上:200円

20歳未満 -学生・ 100円

高校生以下 65歳以上:無料

連続普及講演会「地球再発見J

7月20日一11月3日まで開催中の特別展

「地球再発見」の内容に関連する最新の研

究をわかりやすく紹介します。往復はがき

に希望の固と参加代表者の住所、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。定員は各回70名ですが、応募多数の

場合は抽選となります。

第 1回 10月5日(日)

-地球の調べ方

-生命の誕生と進化

募集 :8月26日(火)-9月16日(火)

第2回 10月10日(祝)

-大気と海洋の誕生と進化

.地球の誕生

募集 :9月2日(火)一23日(火)

第 3回 10月12日 (日)

-地球深部を作る

-宇宙からの使者(慣石)

募集 9月2日(火)ー23日(火)

第4回 10月19日(日)

-大|塗の誕生と進化

.地球の全史

募集 9月9日(火) -30日(火)

第 5回 10月26日(日)

-地球内部を探る

-宇宙の仕組み

募集 ・9月16日(火)-10月7日(火)

特別展図録発売中

たくさんの隈石や岩石、鉱物の標本写真

や、地球科学研究に関する最新の方法の

紹介などをふんだんに盛り込んだオール

カラー版特別展図録を発売しています。

お求めはミュージアムショップで。価格

は1，800円です。特別展「新しい地球像を

もとめて 地球再発見」観覧の方、必携

の書です。
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新収資料紹介 斜長岩と工クロジャイ卜

最近収集した岩石資料のなかから、 今

回は斜長岩とエクロジャイ 卜とpう色の

きれいな 2種の岩石について紹介します。

1.余犠岩(アノーソサイト ;ano出 国絶)

平田大二 (学芸員)

斜長岩は、マグマが地下深くでゆっく

り冷えて固まってでをる深成岩の一種で

す。色は時灰色から灰青色をしていま

す。岩石がほとんど結品質であるとと、

そしてその結晶の多くが斜長石という鉱

物であることが特徴です。含まれている

鉱物のうち、斜長石は叩%以上を占めて

L 、ます。その他の鉱物としては、石英が

5%より少なく、輝石などの有色鉱物も

10%以下です。斜長岩という和名は、そ

のものズパリ、このようなたくさんの量

の斜長石にちなんでいます。また、

加 orthosite(アノーソサイト)という英

名の語源も、フランス語の斜長石という

意味の anor廿10seに由来します。

写真 2 エクロジャイト(ノルウェー産).KPM.NL0000382 (28 X 23 X 18cm). 

斜長石の結晶の大きさは、 1cmぐら

いの粗粒サイズが一般的ですが、まれ

に1mをこえる大きなものもあります。

写真 lの標本は、斜長石の一種である

官灰長石(ラブラドライト)の大きな

結晶が、光線のあたり方によって美し

い青色の閃光を放っています。

斜長岩の世界の主な産地は、ノル

ウェーやカナダのラブラドル地方、アメ

リカ合衆国モンタナ州、南アフリカ共和

国 トランスパール地方など、いずれもプ

レカンブリア時代に形成された古い大陸

地塊です。アポロ計画で採集された月の

岩石は、斜長岩とよく似ていることが明

らかになりました。斜長岩は地球初期の

マグマ活動や、地球と月との関係を解く

鍵として注目されています。

2. エクロジャイ卜 (eclogite)

エクロジャイトと pう岩石は、玄武

岩類が地殻変動により高い温度と圧力

の変成作用をうけてできる岩石で、変

成岩を代表するものの一つです。岩石

を構成する主な鉱物が単斜輝石とザク

ロ石であること、密度が約3.4g/cm3と

大きいことが特徴です。ちなみに火成

岩の中で密度の高い玄武岩は 2.9g/cm3

です。一般的に、単斜輝石は粒状から

塊状の深い緑色、ザクロ石は赤くて丸

い形状をしています(写真 2)。変成条

件によって、 藍品石や緑れん石、ダイ

ヤモンドなどを含む場合もあります。

エクロジャイ トが形成される温度圧

写真 1 斜長岩(カナダ・ラブラドル地方産).KPM-NL0000398 (11 X 8 X 6cm) 

24 

力条件は、実験岩石学によって明らか

になりました。その温度は450-1600

℃、圧力はlO-40k凶rの範囲で、あり、 地

球内部の様々な深さで形成されること

が推定できるようになりました。

天然のエクロ ジャイ トは、日本を含

め世界各地に産出します。その産出状

態は、1)海洋地殻の沈み込み帯にみら

れる変成岩中の小岩体、 2)大陸地殻の

衝突帯にみられる変成岩中の小岩体、

3 )キンパーライトや玄武岩などの火

成岩のなかの捕獲岩、の三つに分けら

れています。写真の標本は、 2)の岩体

に属するものです。変成作用の温度圧

力条例ニや天然の産出状態から、エクロ

ジャイトが地下深くで形成されてから、

地表に持ち上げられてくるまでの経緯

をたどることができます。

岩石や鉱物にもたくさんの種類があ

り、それぞれの生い立ちがあります。そ

れらを一つ一つ[鮮き明かし、そして総合

的に組み上げることによって、地球の歴

史を読むことができます。
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