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ジャイアンツ・コーズウェイ

(巨人伝説を生んだ柱状節理)

2003年 9月3日撮影

平田大ニ(学芸員)

北アイルランド北部の小さな田舎町 ある。この岩石柱は柱状節理と呼ば

ブ、ッシュミノレズ (Bushmills)は、アイ

リッシュ ・ウイスキーの産地として知ら

れてpる。その郊外の大西洋に面する切

り立った海食崖に、 l鰯 年に世界遺産に

指定されたジャイアンツ・コーズウェイ

(Giant's Causeway) がある。

乙の場所を世界的に有名なもの

としているのは、直

形の断面をもつ、 高さ十数mにおよ

ぶ約40，000本もの岩石柱の集合体で

れるもので、地下深くから上昇して

きたマグマが、地表や地表付近で冷

え固まるとき、体積が収縮してでき

る規則正しい割れ目である。この柱

状節理は、約6，000万年前の火山活動

により I噴出した玄武岩質の溶岩が、

冷えて固まったものである。この奇

妙な形の岩石群は、地元では巨人が

つくった敷石として言い伝えられ

ている。



自然科学のとびら 第 10巻第 l号 2004年3月15日発行

擬蜂虫~ハチを見たらハチでないと思え (4)

スズメパチ類のこわさ と考えられるのです。)

日本にすむ私たちにとって、もっとも恐

ろしい野生動物は何かと聞かれたら? お スズメバチ擬態の極致は?

そらく、北海道のヒグマと南西諸島のハフ守 さて、これまでにスズメパチ擬態のすば

t&がl、2{立を占めるのではないで、しよう らしさを、ハナアブやスカ シノTガ、カミキ

か。じつは私も、その両方で 「冷や汗タラ リムシなどで紹介してきました。彼らの中

リJという経験をしていますし、野外では のいくつかは、スズメパチとしか思えない

けっして遭遇したくないと願っています。 姿 ・行動でした。まさにスズメパチ擬態の

けれど実際には、こちらから進んで、ヒグマ 極致と言ってよいでしょう。しかし、私は

やハフ守のすんでいる場所へ行かない限り、 それらを凌ぐ擬態があると考えています。

今はめったに出会うことはありません。

ところがスズメパチ類は遠います。夏か

ら秋にかけて野外へ出れば、ほとんどの場

所で見かけることになります。ときには町

中にいて襲われる場合もあるのです。l頭

に刺されるだけでなく、巣の近くだと集団

で襲撃される破目にもなりかねません。刺

それとそがスズメノTチ類のオスたちです。

スズメパチは議告|ーをも っているから乙

そ恐ろしいのです。強力な大あごも脅威で

あるのは事実ですが、 議告|ーとは比較になり

ません。毒針は産卵管が特殊化して形成さ

れたと考えられており、メスだけに備えら

れたものです。つまり、もともと産卵とい

されて痛いだけですむならまだしも、ハチ う役割をもっていないオスには毒針はな

アレルギーの人だと命にもかかわります。 いのです。ということになれば、いくらス

統計上からは、日本で野生動物に襲われて ズメパチといえどもオスなど怖いはずが

死亡した例は、クマよりもハブよりも圧倒 ありません。つかんだってせいぜ、い校まれ

的にスズメパチ類が多く、年間30人前後に て血がにじむ午切変でしょう。

も上るそうです。そこで夏秋の野外講座の

場合には、スズメパチ類に襲われないよう

に剥11心の注意を払っているつもりです。

と記しでも、知らない人には「ノ、チアレル

ギ-Jが気がかりだと思います。自分はどう

なのだろうか、と。私の周りではハチアレル

ギーとわかっている人はわず、か2、3人しか

Lミませんから、おそらく率的にはかなり少

ないはずです。ただ、どうしても心配なら、

病院で検査しておくとよいでしょう。

とりあえず、スズメパチ類が恐ろしい

のは事実です。一度でも刺 された方は、

二度と刺されまい、と願うことでしょ

う。人間ですらそのように怖いと思うの

ですから、はるかに体の小さい鳥や小動

物Jたちは、同4柔にあるいはも っとスズメ

パチ類に恐怖心を抱いているはずです。

(自然界にはだからこそ 、スズメパチ類

をモデルにした擬態で満ち溢れている、

図2.オオスズメパチのオス

「なあーんだ、怖くないんだJというとこ

ろまでは理解できるのですが、問題はオス

をどうやって見分けるかです。オスは秋に

なってから見られます。翌年の世代をにな

う新女王と交尾するために現れるのです。

もちろんオスはメスにそっく りですから、

よほどの専門家以外は区別できないで、しょ

高桑正敏 (学芸員)

のは納得がいかない、という声です。しか

し、現実にオスは怖くないのです。それな

のに恐れてしまうのは、怖いメスと区別が

できないからです。無毒のものが有毒のも

のに似ていることで捕食者からの攻撃を

逃れる点は、擬態の本質のひとつ(べーツ

型擬態)なのです。

図3. IUJ中にも見かけるフタモンアシナ

ガパチ(横浜市金沢区)

それに、オスとメスとで91ヲや色彩が多少

とも違う種類はふつうに存在しますし、

まったく異なって別の種頒lこ思えてしまう

昆虫も少なくありません。たとえば、最近に

なって神奈川県に定着するようになった雨

のチ ョウの l種ツマグロヒ ョウモンは、オ

スはふつうのヒ ョウモンチ ョウ型の色彩を

しているのに、メスはカパマダラなど惑を

もっマダラチ ョウ類に似た色彩と飛び方を

しています。このような雌雄の迷いは、チ ョ

ウではけっして少なくありません。

それでもスズメ l'チ~á1lのオスがメスに

擬態している、という考えに納得してくれ

ない方もいることでしょう。それもわから

ないで、はありません。では視点を変えてみ

ることにします。

黄と黒の縞模様は警告信号

私たちがスズメパチの仲間だとすぐに

わかるのは、その黄と黒の模様(と羽音)の

おかげです。神奈川県には狭義のスズメパ

チ(属)は5種が生息していますが、みな

うし、いかに視力に恵まれた鳥といえども 似た黄と赤~黒の縞模様をも っています。

図1.オオスズメパチのメス(瀬能 宏学

芸員提供)

同じでしょう。すばらしい擬態ですね。念の この模様だと、黄色がとても目立ちます。

ため、メスとオスを楳本で図示しておきま もし目立たない模様だと、それが怖Lν、チ

すが、さてどこが違うのでしょう?興味のあ だとは気づかなかったために、たびたび痛

る方はご自分でお探しになってくださLミ。 い思いをするかもしれません。それに、そ

れぞれの種類が勝手な模様をしていると、

昆虫のオスとメス 種類ごとに威l嚇したり刺したりしてエネ

とは言っても異論もあるでしょう。種類 ルギーを消耗することになりかねません

が同じなのだから、オスがメスとそっくり が、同じようであればそれらの行為もおた

で当たり前じゃないか、それを擬態と呼ぶ がいに少なくてすみます。とのため、 議針
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をもっスズメパチにとっても、何種もが目

立つ模様(警告色)、かつ同じ模様で統ー し

ていたほうが有利なのです。このような擬

態をミ ューラー型板態と言いますが、本当

は議を持っていないのに毒があるように

思わせるべーツ型擬態との遣いはおわか

りでしょうか。

アシナガパチ類も同様です。ほとんどの

図4.春の花を訪れたキマダラハナパチ

の l種(横浜市緑区)
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です。一方、同じヒメパチ科に属するオナ 告|を連想させている可能性があります。

ガパチ類は、その名のとおり長い 「尾jを しかし、図鑑で広!I要類を眺めてみると

もっていて、しかも体は黄と黒の縞般紙で (どの図鑑にも少数しか図示されていませ

すから、ふつうには恐ろしく見えます。し んが)、めだっ 「黄と黒の縞模様」の種類は

かしその 「尾」は、朽ち木など木の内部に 多くありませんし、これぞ「刺すハチ」と

生活する幼虫に寄生卵を産みつけるため いうイメージの種類も意外に少ないので

の務官であり、動物を刺すための道具では す。つまり、 毒針を もっていないハチの中

ないのです。どうやって木の中の幼虫を探 にあっても、毒針をもっ種類にそれほど似

り当てるかは不思議ですが、それはさてお ていないものも多数があるのです。そうは

き、この器官は産卵管が特殊化したもので、 言っても、大部分はハチらしく見えるのも

すから、同時に刺すための針を備えること 事実です。このことから、モテ、ルをハチに

はできなかったわけです。 する限りは、正確に針をもっハチにそっく

アメパチ類は東IJす機能をもちながら、黄 りでなくても、つまりなんとなく似ている

と黒と L寸縞模様をしていません。全体が だけでも擬態の効果はあると考えざるを

ほぼ鼓ー飴(アメ)-赤色なのです。逆に、 えません。自然界の中では、とくに本来な

オナガパチ類は車uす機能をも っていない ら強力な捕食者となりうる鳥類では、やは

のに、黄と黒のめだっ縞模様をしているの りハチはとにかく怖いもの、と13われ敬遠

です。同科にありながら、ま ったく異なつ されているのでしょうか。

た生存戦略の道を歩んだ例がこ 乙にも認

められるのです。もちろん後者が「黄と黒 おわりに

の縞模様の怖Lν、チ」に擬態しているとい 前固までに、ハナアブやカミキリムシ

う考え方に異存はないでしょう。 のハチ擬態者の中には、それほど、ハチに

問要はおたがいに似ていて、ミューラー型仮 似ていないけれど、?、と L寸種類が意外

態の関係にあります。そればかりかスズメパ 宏、L4み;ザヂ考会計い冷~~対 に多Lミことを繰り返し述べてきました。

チ類とも似ることで、それともミューラー型

閥単の関係にあり、かつもっと強力なスズメ

パチ類をモデ、ルとした鼠態関係(べーツ型に

近L、)にあるとも考えられるのです。さらに

被~~ftな乙とに、そのアシナガバチ類によく似

たハチもあります。ハナパチ類の多くは体が

ミツバチやマルハナパチ類のように太型で

すが、キマタ。ラハナパチ類は体がスマー卜

で、色彩もアシナガバチそっ くりです。毒針

をも っている点からはミューラー型綴態と

されるのですが、毒はず、っと弱そうですか

ら、もしそうならべーツ型的な綴態の7掌味合

いがさらに強まります。

ただ し、スズメノ fチ~~~ (とアシナガ){チ

類など)聞でミューラー型擬態が成り立つ

のはメスだけです。オスは怖い存在ではな

いのですから。つまりミューラー型擬態の

場合も、擬態関係は種類ではなく、メス個

体1'IJ~だけで成立しているのです。 この点か

らも、擬態は種と種の問だけに限らないこ

とがおわかりいただけると思います。

いずれにしろ、貨と黒の縞模総は 「とっ

ても怖いぞjという自然界からのメ ッセー

ジ(警告)です。そのメッ セージを最大限

に利用して、毒壷|をもっハチ類にあって

も、ミューラー型やべーツ型のさまざまな

腕態関係が成立しているように思えます。

危なそうでも刺さないハチ

夜の明かりには多くの昆虫が集まります

が、その中での困り者の lつがアメパチ類

(前回を参照)です。か弱そうなアメ色の体

をしていながら、いきなりチクッと刺すの

それで、どうして大丈夫なのか、という疑

問は、同様にハチの世界にもありまし

た。この答としては、やはり 「自然界の

中ではハチはとても怖い存在だから、

ちょっとでもハチらしければ効果があ

るためJと言いたくなります。

では、どうして「極致」なまでに似てい

るものもあるのか、と問われそうですね。

捕食・被食者との「食うH食われるJとい

図5.長い産卵管を持つシロフオナガバ う関係の中で、 「食われる」側が 「食う」側

チ(山梨県韮111崎市) によって淘汰され続けてきた結果、たまた

まそこまで行き着いてしま ったと答える

のが一般的でしょう 。でも私には、その答

針をまったくもたないハチたち がすべてではないように思えてなりませ

と乙ろで、ハチは大きく有剣類と広!I安委員 ん。「極致」なまでの擬態を見るにつけ、擬

とに二分されます。有剣類は腹部の付け根 態する側に 「とことん似てやろう」という

の部分が綱くくびれていて、メスは基本的 意志を感じてしまうのです。でもそんなこ

に刺すための告|を備えている一方、広!I契類 とを公言したら、非科学的だと怒られてし

はくびれておらず、刺すための針をもって まいます。結局は、「不思議ですねえ」と言

いないグループです。 ですから広!I~~演は、 葉を濁してしまうしかありません。(完)

たとえ針状の器官をもっていても、またメ

スであっても怖くもなんともあり ません。

つまり乱暴に言ってしまうと、ハチの半分

は刺さない種類なのです。そうすると、 捕食

者から逃れる何らかの手段(生存戦 11硲)が

必嬰となります。

乙の戦11硲の lつとしては、もちろん「黄

と黒の縞4期是」をもつことです。コンボウ

ノ¥){チ類にはスズメパチそっくりな種が

ありますし、キパチ類やほかの)V{チ類に

も黄と黒の縞模様の種が見られます。ま

た、キパチ類は腹部の先に針状の短い「尾j

(産卵管)を備えていますが、これはハチの

3 

図6.黄と黒の模様のハパチの l種(愛

川町尾山)
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ヒマラヤの植物から学んだこと 木場英久(学芸員)

地域によって風俗や習慣などが変わる

ことを「ところ変われば品変わる」とい

いますが、地域によって変わるのは縞物

もまた同じです。ヒマラヤは日本から

3，OOOkm以上も離れています。私はこれま

でヒマラヤの現地調査に参加したり、標本

を見たりする機会がありまして、日本の植

物だけを見ていても、たぶんわからなかっ

たと思うような経験をしました。以下に

は、ヒマラヤの植物から学んだととなどを

ふたつ紹介したいと思います。

コフナグサの突起

秋に花を咲かせるコブナグサという植

物をご存知でしょうか。田んぼのlIi半など

の少し湿った場所に、這うように生える

イネ科植物です。イネ科にしては少し幅

の広い葉の形を魚のフナに見たてて小鮒

草というそ うです(図 l左)。

コブ?ナグサの小穂、の脇には小さい刺のよ

うな先日があります(図1右写真の矢印)。

乙れは隣に着いていた小穂、の柄が退化した

痕跡だと説明されています。たとえば、北

村四郎ほか著 『原色日本植物図鑑 革本編

皿j(保育社)には「小穂は元来対をなすが、

有柄小穂が退化して僅かに短しミ刺だけ残る

ため、 無柄小穏だけ単生するように見え

る」と書いてあります。イネ科の勉強を始

めたばかりのころ、初めてこの説明を読ん

だときには、「どう して 『元来』の形がわか

コブナグサ

、
， ー、

、
， ー、

， 
t 、，-

ススキの花序をルーペで見ると左上のようになっています。車Isの上に「柄のある小穂J
(a)と 「板のなL川、穂J(b)がぺアを作っていて、「柄のある小穂」は左右交互に出てLミ

ます。メリケンカルカヤでは、「柄のある小穂」が退化して、柄だけ (c)になっていま

す。そして、コブナグサでは、乙の柄が短く なって [刺のような突起J(ct)になってい

ると解釈されるのです。乙れらはみなイネ科キビ亜科のヒメアブラススキ連に属する植

物です。(メリケンカルカヤとコブナグサの線画は佐藤恭子商)

図1.日本のコブナグサ
図 2.ヒマラヤのコブナグサ属植物. 左 :比較的長い柄(矢印)

がある コブナグサArthraxonh句idus(インド，シッキム州産)，右:
Artl".axon hispidus 左.全体

(佐藤恭子画).右 目小穂.
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柄のある小穂が退化していないA.lanceolt山町(ネパール産，東京

大学総合研究博物館所蔵) • a:柄のある小穂， b:花序の中軸
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生する Pci川すらli"m(ブータン産).中と右は東京大学総合研究博物館所蔵

るのか。この小さな発起からどうやって退

化した小穂、を思い浮かべることができるの

か」と疑問に思いました。

この突飛とも思われる解釈も、日本で見

られる近縁な植物と比べてみると、なんと

か納得することができます(左記コラム参

照。3種の聞にセイパンモロコシやウシク

サを入れると、さらに途中の段階が見られ

て、理解しやすいことと思います)。

コブナグサという種は広い分布域をもっ

種で、ブータンやシッキムなど、ヒマラヤ

東部にまで分布しています。さらに、コブ

ナグサは種の中にたくさんの変積や品種が

記載されるくらい種内変異の大きい種で、

小穂の大きさや、在の有無などが大きく変

化します。そして、ヒマラヤの方に行くと

日本ではルーぺでは見えないような小さい

「刺のような突起」が長くなる傾向があり、

2mmを越えることもあります(図2左)。

コブナグサ属の植物は日本にはコブナグ

サl種しかありませんが、世界に 10種があ

り、ヒマラヤには、そのほとんどの種が分布

しています。その中には、柄のある小穂が完

全に残っている種もあります(図2右)。コ

ブナグサ属の祖先が他の属との共通祖先か

ら分かれたときには、ススキのように小穏

がぺアを組んでいたと考えられます。

ヒマラヤに祖先の特徴をもったコブナグ

サ属植物が生き残っていたので、コラムに

書いたような胎絞を同属や同種の植物です

ることができ、より相向性がわかりやす

く、「刺のような突起」の由来を知ること

ができたのです。

もしもヒマラヤを歩く機会があったら、

道端のコブナグサをつまんでルーペで見て

みてください。きっと通な楽しみ方ができ

るでしょう。

アマドコ口属の葉序

アマドコロ属(ナルコユリ属)はユリ科の

多年草で、北半球の渦i帯に約40種が分布し

ています。関東の人里で普通に見られる種

としては、ナルコユリ(図3左)やアマドコ

ロなどの種があります。この仲間は斜めに

立った茎に、葉を左右に交互につけにのよ

うな葉のつき方を互生といいます)、葉の服

から柄を出して花を垂らしています。

野草の好きな方にとっては、アマドコロ

とナルコユリを見分けるのは入門中の入門

かもしれませんが、私が植物の名を覚え始

めた大学生のころ、この2種を並べて、よ

く似た1倒勿があるものだと思いました。ア

マドコロの方が茎に殺があり、葉が丸いの

ですが、物覚えが惑い私はナルコユリは茎

がなめらかで、葉の|幅がナロ-(nallow狭

Lミ)なんていう語呂合わせを作って記憶し

ていました。

ところが、この属の多様性の中心である

ヒマラヤの辺りには、対生(茎の同じ高さの

ところに2枚の葉がつく)や、それどころか

輪生(同じく 3枚以上つく)の種があります

(図3中，右)。初めて輪生のアマドコロ属植

物を見たときには、いったいどの属の植物

かすらわかりませんでした。それというの

も、この属の植物は日本には約10種がある

のですが、それらはみな葉を互生していま

す。日本のユリ科全体を見渡しでも互生や

茎が短く根生するものが多く、輸生する も

5 

のもクロユリやクルマユリ、ツクパネソウ、

エンレイソウの仲間にありますが、茎の先

端に花序をつけるものばかりで、葉の脇に

花をつけるものはありません。ユリ不|の楳

本棚の端から}I慎に見て行き、やっとのこと

で名前をつけたときには、「なんて変わった

1制勿だろう」と思いました。

輪生の種はなぜかこの属の分布の中心の

近くに分布しています (1種だけヨーロッ

パに分布しています)。日本まで分布を広

げてたどり着けたのは、アマドコロ属の多

様な変異のうちの互生するものだけだった

わけです。

私は輪生するアマドコロ属の植物Jを見て

「変わっている」と思ってしまったのです

が、より公平な立場から言えば日本のアマ

ドコロ属が偏っていたのです。よほど博識

な人が見慣れないものに出会ったのなら

ば、「変わっている」という妥当な判断がで

きるのかもしれませんが、私はそんな人だ

とは思っていません。自分の知らないこと

に出会ったときに、「変わっているJと思う

ことがいかに尊大な態度であるかを思い知

らされたできごとでした。

このように日本の植物だけを見ていても

わからないことが、海外の植物を見ること

によってわかるような場合があります。広

Lミ視野を持つことは何をするにも大事で

す。それに加えて、日本の植物の下地も必

要です。身近な自然を見て、いろいろなこ

とを考えておくこともまた大切です。そう

しておくと、遠くの固に行ったときによ

り楽しい思いができると思います。
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学芸員の活動報告展

企画展きのこアート展

4 月 24 日(土)~6 月 6 日(日)

特別展示室にて 2本同時開催

入場無料

きのこアート展・・・.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
きのこの菌糸は、枯木や朽木に入り込むとさまざまな模様や色彩を生み出

します。この木を活かしてアクセサリーや置物などを作る「きのこアートj

が、今、静かなブームを呼んでいます。きのこが描く不思議な世界をお楽し

みください。

女 5/1(土)・5/2(日)に工作教室開催(申込不要)

共催 .生命の星 ・地球博物館、日本きのこア トの会

ライブラリー通信 貝の本

遠藤貝類博物館から 『細谷角次郎貝類園絵』という本が寄贈されました。これ

は熱心な貝類のコレクタ一、故細谷角次郎氏が30年間にもわたって収集し描き続け

た員の写生図を、遠藤員類博物館館長の遠藤晴雄氏が昨年出版したものです。146枚

にも及ぶ貝類の絵は、胡粉を塗った上に岩絵の具で描くといった日本画の手法で描

かれ、 写真にはない手書きの温かさが感じられる一冊です。各種ごとの解説は、し

おさい博物館館長の池田等氏によって蓄かれています。

貝類の本といえば、 当博物館ライブラリーの桜井文庫にも40数附の員類の洋書が

あります。たとえば WSOWERBY'SBOOK OF SHEllSj (1990干1])と pう本には、

版画に彩色した美 しい貝の絵がたくさん載っています。『細谷角次郎 貝類圃絵jの

なかに描かれているシュモクガイが(私には物干し竿に干された洗需物が風に吹か

れているような形に見えますが)、向きは反対ですがこちらの本にも描かれていま

す。こうして見てみると本当に様々な色形、柄のおもしろさ。貝にとりつかれ夢中

になってしまうのもわかるような気がしてきました。

木物の貝が見たくなったら 3階の島示室へ。タカラガイやサクラガイなどが美 しく

展示されています。展示を見て自分でも貝の標本を作りたい、と思った人には、 『貝

の図鑑採集と楳木の作り方j(南方新社)がおすすめです。海の貝、陸の貝、 淡水

の貝の、保集の仕方と標本の作り方について、 写真を多く使って解説しています。

(司書 篠崎淑子)

催し物への参加について
参加無料です。また、記載のある場合を除き、事前申込が必要です。

応募多数の場合は抽選と な ります。参加方法や各行事の詳細について

は、下記の連絡先までお問い合わせください。ホームページでも詳細

を見ることができます。

申込 ・問合せ先

県立生命の星 ・地球博物館企商情報部
所在地 〒 250-0031 小田原市入生田 499

電話 0465-21-1515 

電子メール plan@nh.kanagawa-museum.jp 

ホームページ http://www.city.odawara.kanagawa.jp/museum/g.html

6 

ζ催し物のご案内 〉

.野外観察 「身近な自然発見講座J[博物館

周辺]

日J1寺/4月14日・ 5月12日・ 6月9日(，、ず

れも水)にそれぞれ開催 10:00 -15:00 

対象/一般(人数制限なし)

申込不要、 当日博物館集合。雨天中止0

.野外観察と室内実習 「大磯海岸化石ウ

オッチンクJ[大磁湾岸と博物館]

日時/4月17日(土)・ 18日(日)

連続講座 10:00 -15:00 

対象/小学生とその保護者36人

申込締切/4月2日(金) 消印有効

・室内実習 「動物のからだのしくみを知ろう

(1) J [博物館]

日H寺/4月24日(土)・ 25日(日)

述統諭座 10・00-15:00 

対象/小学4年生一高校生10人

申込締切/4月9日(金) 消印有効

.野外観察 「春の地形地質観察会J[大磁丘

陵(大井町~中井町)1

日H寺/4月29日(木祝) 10:00 -15:00 

対象/小学生以上40人

申込締切/4月12日(月) 消印有効

.野外観察 「春の野山で虫と花を見るJ[湯

河原町幕山]

日時/5月8日(土) 10:00 -15:00 

対象/小 中学生とその保護者40人

申込締切/4月23日(金) 消印有効

.野外観察と室内実習 「昆虫採集入門J[憎

物館とその周辺]

日時/5月9日(日)・6月5日(土).6月19日

(土).8月7日(土)'8月28日(土)

連続講座 9:00 -16:00 

対象/小学4年生以上20人

申込締切/4月23日(金) 消印有効

.野外観察 「水辺の動物ウオ ッチンクJ[松

田町川音川]

日時/5月15日(土) 10:00 -15:00 
対象/小学生とその保殺者30人

EI，込締切/4月30日(金) 消印有効

.野外観察 「磯の生きものウオ ッチング」

[真鶴町三ツ石海岸]

日l寺/5月23日(日) 10:00 -15:00 

対象/小学生とその保護者40人

E~込締切/ 5 月 7 日(金) 消印有効

.野外観察 「小鳥のさえずりを楽しもう」

[箱根町仙石原]

日時/5月29日仕二) 10:00 -15:00 

対象/一般20人(大人向き)

申込締切/5月14日(金) 消印有効

.野外観察と室内実習 「大地の生い立ちを

探る (1)J [箱根山と博物館]

日H寺/5月29日(土).30日(日)

連続講座 10:00 -15:00 

対象/小学4年生一中学生20人

申込締切/5月14日(金) 消印有効

.室内実習 「化石発掘体験講座J[情物館]

日時/7月10日(土) 10・00-15:00 
対象/小学生とその保護者 24人

申込締切/6月25日(金) 消印有効



自然科学のとびら 第 10巻第 l号 2004年 3月15日発行

神奈川の自然シリーズ 18 化石の古さ(小柴層のアケホノゾウ) 樽 創 (学芸員)

長沼のアケポノソウ さを比べたいときには、「示準化石」ゃ

横浜市からはゾウの化石がいくつか発 「鍵層」 が用いられることがあります。限

見されています(長谷川 ，1991)。その中 られた時代に広い範囲に生息していた生

の一つに金沢区長浜から発見さ れたアケ 物が化石になると、のちにいろいろな地

ボノゾウ (Stegodo12allrorae)があります。 域の決ま った地層から発見され、それら

この地域には上総層群小柴層(表1)とい を同じ時代として対比できます。このよ

う地用が、柴漁港付近から西方に、 円海山 うな化石は「示準化石Jと呼ばれます。同

付近、柏尾川の東側まで帯状に分布して 様に、各地で観察できる短H寺聞に推積し

います(匡11)。アケボノゾウは1975年頃 た特徴的な地層も、時代の対比に有効で、

に小柴府の中部から発見され、約120万年 す。このような地層は 「鍵用JとH干ばれ、

前の化石と考えられていました。しかし、 火山がl噴火したときにl噴出する火山灰の

その年代が変わる可能性が高いことが最 暦などがよく利用 されます。「示準化石」

近の研究で、明らかになってきました。 や「鍵庖iJをつかつて、各地の地層を対

上じすると同時に、放射性同位体を利用し

化石の古さ て絶対年代を調べると、いろいろな地域

「この化石は00万年前の化石ですよ」と の地層の関係と、そがど、れくらい前にた

L、う話を聞いたことがある人は多いでしよ

う。ではその古さはどのようにして決めら

れるのでしょうか? 実は化石が発見され

たからといって、その化石だけから古さが

わかることはまれです技l。化石は地層の中

から発見されるので、多くの場合、化石の古

さの具体的な年数(絶対年代)は含まれてL、

た地層の古さから判断されています。地用;

の古さは、 地層~I:Iの鉱物の放射性同位体を

使って調べることが多く :口、そこでオ専られ

た年代が化石の古さとされることが多いの

です。また地球の年代には、相対年代という

区分もあります。相対年代は、地j習が生成さ

れたH寺J羽や生物の変化の歴史の相対的な前

後|共l係を表します。相対年代で区分された

地球の歴史は「地J民年代」と呼ばれます(表

2) 。 地質:(f-f~ (相対年代)と絶対年代が対応

することで、初めて 100万年前のxxu寺
代jと表せるようになるのです。

一方、ある地域と別の地域の地層の古

i
n
T↓
l
l
 

R
同
宿
線

大船駅

殺弘

てき込
医習.小柴層

北鎌倉駅 o lkm -

まったものなのかが詳しくわかります。

小柴層の年代

さて、上総層群小柴層はこれまで約200

万年一50万年前にたまった地層と考えられ

ていました(江藤，1987)。アケボノゾウ(図

2)は小柴層の中部から発見されたので、単

純に地層の年代の中間をとると約120万年

前のソウの化石となります。ところが、最

近小劇冒とその下位の大船層について詳し

L ミ研究が進められ、大船層の1:1:1部から小柴

層の下部の年代がこれまでらよりも約50万年

新しくなることがわかりました(藤岡ほか

，2003)。この研究で、は、石灰質ナンノ化石、

浮遊性有孔虫化石という海にすむず従制勿の

化石(微化石と呼ばれます)を詳しく調べ、

その中で示準化石となっているものを探し

出した結果、 小柴層の年代がより新しくな

ることが明らかになったのです。残念なが

ら小柴層の中部の年代は明らかになってい

図1.小柴層の分布.三梨・菊地(1982)を参考に作成.
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表1.横浜・三浦地域の上総層群のl晋序
J~;J予は三梨 ・ 菊地 (1982) に従っ た.

上
浜層

中里層
盆11'1公し、 小柴層

層 大船層

群
野島層

一一
浦郷層

ないので、アケボノゾウが発見された層準

が、これまでより約50万年新しくなるとい

うわけで、はありません。しかし、新しくな

る可能性は高いようです。

化石のtiさを調べる方法は、 一般にはあ

まり剣陥れていないようです。それは「この

化石はこれくらい前に生きていた生物」と

いう情報がすでに示めされていることが多

L、からでしょう。しかし、化石の古さは地層

の古さによることから、そして地層の古さ

は研究が進むと訂ー正される場合があること

から、 化石の古さは小柴層産のアケボノゾ

ウのように訂正されることもあるのです。

なお、アケボノゾウの化石は、神奈川

県内からは金沢区長浜のほかに、 川崎市

や山北町からも発見されています(長谷

川，1991)。アケボノゾウは日本固有の種

で約200万年前から 70万年前の問、本州、|

中部から商の各地に生息していたと考え

られています。もし小柴層のアケボノゾ

ウが産出した!晋準が50万年新しくなると

したら、その時代分布の I:tlでは最後のほ

うと考えられます。

アケホ、ノソウのホントの年代

さて、 小柴層産のアケボノゾウの標本を

例に、 「化石の古さ」について紹介してきま

した。実は化石の古さを決めるH寺には、まだ

注意が必要な場合があります。これまで述

べてきたように、化石の古さは、通常含まれ

ていた地層の古さとされます。ですが、小柴

層産のアケボノゾウを含む一部の化石では

ちょ っとした “スソレ"が見られるのです。

日本に分布する多くの地層は、陸域で浸

食され-111などで運ばれた土砂が海底に堆

秘したものです。それらの一部は再び陸上



自然科学のとびら 第 10巻第 1号 2004年3月15日発行

図3.砂岩が付着していた小柴層産のアケボノゾウ.全体の形が丸い.

図2.横浜市金沢区長浜の小柴層から産出したアケボノゾウの化

石.上.噛み合わせの面から.下.舌側から，パーは 5cm. 

先
力
三ノ
ブ
リ
ーっノ
イ~
一一一一」

Lー(地球の誕生

表2.地質年代表
年代の大きな区分だ
け示した.これらの
年代がさらに細かく

区分されている.

に顔を出し、再び河川などに浸食され海に

運ばれ堆積します。このような現象が、非

常に長い期間をかけて繰り返し行われてい

ます。ほとんどの化石はこの lつのサイク

ルの中で粉々になってしまいますが、まれ

に壊れずに新しい地層に運ばれるものがあ

るのです。つまり、生物が一度化石となっ

た後、再び地層に取り込まれるのです。こ

のような現象を 「再堆積」と呼び、当然で

すが発見された化石の古さは、もともとそ

の生物が生息していた年代とは別の新しい

年代を示すことになります。小柴層のアケ

ボノゾウの化石もどうやら再堆積していた

ようなのです。

小柴層産のアケボノゾウが発見されたと

き、顎の骨には砂岩が付着していて、全体

がラグビーボ-)レをもっとJ:Lくしたような

形でした(図3)。そして付着していた砂岩

は、小柴層とは遣う石のようなのです。つ

まり、このアケボノゾウの化石は一度、付

着していた砂岩の地層で化石となったあと

に、その地層から洗い出され、浸食を受け

て丸くなり、小柴層中に居者として取り込ま

れたようなのです。ですから、このアケボ

ノゾウが化石となった年代は、小柴層の堆

積した年代ではなく、付着していた砂岩が

堆積した年代の可能性が高そうなのです。
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ですが、残念ながら付着していた砂宕の年

代は明らかになっていないので、小柴層産の

アケボノゾウが何万年前に生きていたのか

は、現在までのところわかっていません。
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※ 1:時代が若い化石では、たとえば貝化石

などでは、殻に含まれる炭素同位体の比率

を調べることで年代がわかります。

※2 :年代測定の理論・方法については兼岡

一郎著東京大学出版「年代測定概論jに詳し

く紹介されています。地球の年代について興
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