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たかくわまさとし

高柔正敏 (学芸部長)

ハチ擬態の悔致の1つが 、 ~jlJす針をも

たないハチだと述べたばかりで、す(1自

然科学のとびらJ10巻 l号)。 その中

でもキパチ手|の本種は最高のハチ擬態

なのですが、あいにくと私はこれまで出

会うチャンスがありませんでした。 ところ

がこの夏、 当館友の会会員の加賀さん

がみご、とな写真の撮影に成1羽功J苅Jしし、 それを

送つてくれたので

悔しさ剖)をA怨想巴巴、t像象してくだだ、さしい、。ハチ傑態

に興味をもってからとし、うもの、 実物を見

たくて見たくてしょうがなかったからで、す。

このハチには腹部の先端に針状の突

起(尾節)がありますが刺す器官では

なく、またその下側の長い産卵鞘(産

卵管)も刺すための道具ではないので

す。 しかしそのスズメパチそっくりの色彩

といい、し、かにも刺しそうな尾節や産卵

鞘といい、なんとも恐ろしげです。京Ijす

はずはないと思うのですが、本当に刺さ

なし、かは自信がありません。 なぜなら、

本穏を素手でつかんだことのある人は、

ほとんどいないでしょうから。

(32ページに続く)
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展示シリーズ 13展示室に流れる、見えない水の話

地球の水

地球は7f<.惑星と呼ばれるほど、7f<.がさ

まざまな状態であらゆるところに存在して

います。地球の表面積の 7割を、液体

の水で‘ある海が占めています(図1)。

北極や南極、高山などには水は固体

の氷に姿を変えていますし、大気中にも

気体となって存在しています。 人類をは

じめ生物の多くは、液体の水がなけれ

ば生きてはいけません。 地球と生物に、

7f<.は欠かせないものとなっています。 で

は、水は、 いつ、 どのようにして地球

上に誕生したのでしょうか。今回は、 当

博物館の地球展示室の標本をとりあげな

がら、展示室に流れる、見えない水の

話を紹介します。

図 1 巨大地球儀

水の性質

水つてなあにりと質問されたら、どう

答えますか。簡単に言えば、無色透明

な液体で、 100
0

Cになると蒸発して水蒸

気となり、 OOCになると冷たい氷となる、

と答えると思います。 それを、もう少し

科学的に言い換えてみましょう。水は水
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素と酸素の 2種類の元素からできていま

す。2つの水素原子 (H)と1つの酸

素原子 (0)が結合してできた化合物で、

化学式はト120です。7f<.は温度と圧力の

条例二によって、気体(水蒸気)、 液体

(水)、 国体(氷)の 3つの状態をとりま

す。圧力が l気圧の場合、 OOC以下で

は固体として、 。OCから 100
0Cまでの間で

液体、 100
0

C以上では気体として存在し

ます。圧力や混度の変化により、水は

その状態を変化させます(図 2)。

水の起源

地球の水は、液体、気体、固体と状

態を変えながら、たえず地球表層や内

部を循環しています。地球における水の

分布とその存在度は、海水と氷床を含

む水圏には 1.4X 10
21
旬、地殻中の堆

積岩には 0.073X 1021 旬、火成岩には

0.342 X 10
21 
旬、上部マントルには 0.02

~ 0.2 wt%、下部マントノレには現在の

海洋の 5倍 (7X 10
21 

kg程度)の量が

あるという考えもあります。

では、この地球の水はいつ、どこか

らもたらされたものなのでしょうか。 地球

は慣石や微惑星と呼ばれる小天体の衝

突合体と集積によって形成された、と考

えられています。とすれば地球の水は、

地球を作った材料物質つまり|潰石や微

惑星の中に含まれていた、と考えること

ができます。また、地球の7f<.は地球が

形成された後、 さま星により持ち込まれた

という説や、星間物質の中に氷星間態

(氷微粒子)の存在が確認され、これが

集ってで、きた微惑星が替星核となり、 地

球形成期に衝突して水の起源となった、

としづ説もあります。

ガス相
(超臨界流体)

陽石が語る地球誕生

の歴史

関石は、石質傾石、

鉄|演石、石鉄慣石

の3種類に別けられ

ます。 石質I演石のな

かには始原的傾石と

よばれるものがありま

す。最も始原的な傾

石とし、われる炭素質

コンドライト (Cコンド。Oc 1000C 374. 10C 温度 Cc) ライト)には、 炭素

図271<の状態図. や水、硫黄などの揮
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ひらただいじ

平田大二(学芸員)

図3"7ーチソンl潰石(炭素質コンドライト)
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図4原始太陽系星雲の形成

図5J.京始地球の形成.

発性物質が多く含まれています(図 3)。

特に C1コンドライトは、約 3.5%の炭素、

約20%の水、 6%の硫黄を含んでいます。

始原的関石は、原始太陽系星雲中で誕

生した回天体(微惑星または原始惑星)

に由来すると考えられています。

原始太陽系星雲は、塵と気体が均一

に混合していました。やがて、塵は星雲

内を赤道面に向かって沈降し、塵の層

が形成され、さらに塵の層の分裂によっ

て微惑星が形成されます(図 4)。 この

微惑星の衝突合体で、惑星が形成され

ました。 地球も、この中で誕生しました

(図 5)。 原始地球の重力によって周囲

のガスが捕獲され、太陽と似た水素とヘ

リウムを主成分とする大気が形成されまし

た。このような大気を太陽組成原始大気

と呼びます。



図6最古の磯岩の露頭.

図7最古の磯岩の展示標本

現在の地球の大気や海洋を構成する主

成分は、水 (H20)、炭素 (C)、硫黄 (S)、

窒素 (N) ，犠素 (CI) など、揮発性の

高い物質でできています。このような揮

発性物質に富む地球大気は、固体地球

内部からの脱ガスによって形成された脱

ガス大気であると考えられています。

微惑星が月程度の大きさに成長する

と、その重力によって大気が保持で、き

るようになります。このような大気を原始

水蒸気大気と呼ひなす。水蒸気は強力

な温室効果気体であるため、微惑星衝

突によって地表で、開放されたエネノレギー

は、宇宙空間へ放射されなくなります。

この結果、 地表では暴走的な温度上昇

がおこり、やがて岩石が溶け出して、 地

表はマグマの海(マグマ ・オーシャン)

で襲われることになります。

微惑星集積末期になり、微惑星集積

のエネルギー量が急激に減少して、 7)(
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図8枕:伏溶岩の露頭.

図9 アカスタ片麻岩展示標本

蒸気大気はJ凝結して雨となり、原始海洋

を形成します。

海の誕生

地球で最も古い液体の水の証拠は、

グリーンランド・イスア地方に露出してい

る堆積岩類(図 6，7)や枕状溶岩(図
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8) です。これらは、約 38億年前すで

に海洋があった直接的証拠です。

地球上で知られる最も古い岩石は、

39.6億年前の年代を示すカナダ北西部

アカスタ地方のトーナノレ岩質片麻岩で、す

(図 9)。この岩石の原岩となったトーナ

ノレ岩は、7Kの存在がなし、と形成されませ

ん。約 40億年前には、すでに水が地

球上に存在したことをあらわしてしぜす。

生命の誕生

最古の生命化石は、約 35億年前の

深海底でi栓積したチャートと呼ばれる岩

石の中から発見されています(図 10)。

現在のところ、地質学的な証拠や、生

命化学的な検証から、 地球の生命は深

海底の熱水l噴出孔で誕生したと考えられ

ています。 生命にとって、 水はその誕

生のときから不可欠なものだったので、す。

図10最古の生命化石を含むチャート.
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展示にもうひと昧プラスしたら
ひろたにひろ こ

広谷浩子 (学芸員)

標本を魅力的にみせるには

今、動物園 ・水族館が元気で、す。ユ

ニークな展示法で、人気を集める動物園

や飼育動物のオリジナノレフィギュアを発

売して話題を集めた水族館など、各地

に魅力いっぱいの施設があります。そし

て、実際に訪問すると、動物たちの生

き生きとした姿に圧倒されます。

ひるがえって、博物館の展示物はどう

でしょうか。展示効果とし、う点では、標

本はやはり生体にはかなわないことが多

いと思います。標本をどのように魅力的

にみせるか、博物館スタッフの腕のみせ

どころです。

もちろん、展示では、デザインがかな

りの比重を占めますが、ここで強調した

いのは、展示をつくるプロセスで、はなく、

観覧のプロセスに対して学芸員が腕をふ

るう余地があるのではなし、かとし、うととで

す。すで、にで、きあがっている展示をより

印象深くみてもらうためのヒントと考えてく

ださい。

現在、 当館ではこのプロセスの主要な

部分を展示解説ボランティアに担ってい

ただいています。各ボランティアが、魅

力的でわかりやすい解説、 おもしろく個

性的な解説を行ない、実績をつんで、い

ます。一方学芸員の側はどうでしょうか。

私の経験では、展示構成を考え、資料

を用意して配置したら、ひとまず、 OK

と考えがちです。展示は博物館の表看

板ですから、パックヤード‘の活動と結び

ついて、もっとダイナミックに変化するも

のであっていいはずです。

ということで、私なりに博物館の展示と

向かい合ってみようと思います。展示を

よりおもしろく観覧するためにやるべきこと

を、まとめてみたいと思います。最初は

実践のともなわない空論かもしれません

が、いずれはここで提案したアイデアを

実践し、その結果もレポートできたらい

いなと思います。

展示活用の 3つのヒント

まずは、学芸員が腕をふるえるポイント

として、以下の 3点を考えてみましょう。

l標本により親しむための情報提{共

2現行の展示のハンズ ・オン化

3展示のストーリーや標本同土のつな

がりを活用した教育プログラム作成

それぞれに関し、できそうなことの例を

あげ、実施のしかたについても提案した

いと思います。

【ヒント 1】標本により親しむための情報

を提供する

以前にもふれましたが(i自然科学のと

びらJ9巻 4号)、来館者が展示を観覧

するようすを観察した結果、ある展示品

をめぐって知識を伝えたり、感想、を述べ

あったりして盛りあがる場面が数多く認め

られました。展示品の前に立ち止まるこ

ともなく足早に通過していた人々が、盛

りあがった後で、は、展示品をゆつくりなが

めるようになります。

何かエヒ。ソードが付与されることで、標

本は価値をもったものとして輝きだすので、

す。そして展示づくりに加わった学芸員

こそが、このエピソードを提供できるのだ

と思います。

たとえば、私の関わる「森の開拓者

霊長類」のコーナーで1番新しい標本で

ある、チンパンジー

のエヒ。ソード、は、こ

んな感じ。

「チンパンジーのメス 、"¥\I ~、 ，1， I ， 

の子どもは多摩動物

園で飼育されていまし

たが、 2000年 5月に

生後間もなく死亡し博

物館に引き取られまし

た。チンパンジーは

輸送が大変だと思いま

したが、実際にみて

みたら、予想以上に

小さく軽い (3kg) 赤

ちゃんだったので、びっ

くりしました。検体から

剥製と骨格標本を作り

ました。また、 )J悩の標

本は京都大学の霊長

類研究所に保管され

ています。アリ釣りを

しているチンパンジー

は模型なので、実物

に白い毛が生えているのがチンパンジーの子

どもの特徴です。華l鴎!』にする時、子どもらし

さを表わしたいなと考え、木の枝にぶら下がっ

てアリ釣りをしている模型をみているようなポー

ズを作ってもらいました。」

このようなエピソードの提供方法は、 さ

まざまです。新しい展示品の紹介として

iNEWJマークと共に簡単な情報を展示

する、ホームページ上で紹介する、展

示解説ボランティアへ情報提供をして解

説の時に紹介してもらうなどがとりあえず

考えられる方法です。 要は順次新しい

エピソードを利用可能な形で提供するこ

とです。展示品は生体ではありませんが、

情報は生きたものでありユニークなものだ

と思うからです。学問的価値はあまり高く

ないような雑情報でも、展示品に関心を

もってもらうきっかけとなるのなら、意味

があると思います。

【ヒント 2】展示品をハンズ・オン化する

近年各館で盛んに採用されてしもし、ハ

ンズ ・オン展示の考え方を現在の展示

に導入することについて、検討してみま

標本としては第l号と ノン..~- - --.，¥，，， 
なります。顔のM J i/J dTZ¥LJ¥ I¥lll ¥(Jん¥(， . 

白っぽいのと、お尻 写真 1チンパンジーのまjj製標本(生命展示室)
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写真 2チンパンジーの骨格標本 .

しよう。

ハンズ ・オン展示とは、単に触れる展

示としづ意味ではなく、さまざまなものや

手段を介した展示全体の概念をいいま

す。観覧者の能動的な働きかけを前提

とします。展示をつくる側は、 このような

働きかけを引き出す工夫をつくりあげなけ

ればなりません。経済的な問題やスペー

ス不足から、装置としてつくりあげること

がむずかしくても、展示解説とセットにし

て、効果的なハンズ ・オン展示を展開

することができると思います。 是非とも実

践したい分野です。

たとえば、私の担当する晴乳類の展示

では、ライオンやキリンなどの剥製がス

テージにずらりと並び、それぞれの分類

ク守ループ(目=もく)の特徴が簡単に解

説されています。これらの特徴をよく理

解し、体の作りの多様性に注目してもら

うきっかけとして、ハンズ ・オンの試みが

できればおもしろいと思います。展示品

による解説を補完する資料として、骨格

標本や毛皮標本を活用することもできる

でしよう。

このような考えから、昨年、学芸員実

習の折りに、展示のスポット解説を実習

生にやってもらいました。 I飛べない鳥 ・

ペンギンについてJI擬態についてJI毒

をもっ動物についてJIモグラのすべて」

をテーマに、ミニレクチャーがありました。
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準備段階で意図したことが、実践では

思うようにいかなかったり、解説を聞いた

子どもたちから予想外の反応があったり

して、 とても興味深い結果となりました。

その一部は現在ライブラリーわきのコー

ナーに展示中です。

今度は、展示解説ボランティアのみな

さんにも協力 ・助言をいただきながら、

もっと本格的に取り組み、その結果もレ

ポートしてみたいと思っています。

【ヒント 3】展示のストーリーや標本同士

のつながりを活用した教育プログラム

を作成する

博物館は開館 10周年を迎えますが、

展示ストーリーや展示コーナー全体を活

用した学習プログラムが本格的に実施さ

れたことはないと思います。これは開館

当初からの懸案事項です。

開館から数年間は「博物館探検隊」と

し、う講座が夏休みに行なわれていまし

た。 これは、展示室全体をまわって、

クイズを解き、展示に親しませるとしづ試

みです。クイズや探検としづゲーム的要

素は子どもに好評でしたが、学習とは

ちょっと趣の違うもので、す。もっと学習の

要素の多いプログ、ラムは考えられないで

しようか。

学校の総合学習をサポートする施設と

して、博物館は注目を浴びていますが、
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十分な対応がなされているでしようか。

現在までのところ、当館では個別に要請

があったテーマで、個々の生徒に対応して

いますが、博物館に来て学芸員と話し

たことが活用できているのか、疑問です。

たとえば、日南乳類分野の場合、最も

多い質問は「絶滅動物の種類数、どう

して絶滅が起こるかj です。 私の担当

する学校対応の半数以上がこのテーマ

です。生徒が散発的にやってきて、ヒ。ユ

アにこんな質問をして、答えを持ちかえ

るのですが、これでいいのかとし、つも疑

問に思います。もっと、違うアプローチ

をしたら、おもしろいのにと残念で欲求

不満が残ります。

ここで、学校の姿勢を批判するのは、

簡単ですが、ちょっと待って。学校に

よる博物館の利用を遠足レベノレから学

習にまで引き上げ、学芸員の地位を百

科事典レベノレで、はなく学習内容に助言

を与える専門家にまで向上させるには、

我々の側にもそれ相応の準備が必要だ

と思います。

l学校側の状況について、たとえ

ば、カリキュラムの内容や年間スケ

ジューノレ、人的対応について調べ

る。

2目当館の展示と学校の状況を照らし

合わせて、可能な学習プログラム

を試作する。

3.モデ、/レの実施とフィード、パックを行

なう。

ここまでの準備のもと、学校側からのア

ブローチを受けられたら、現在のような

欲求不満は軽減するかなと、思います。

これまでは、このような準備をしっかりやっ

てこなかったと、個人的には反省してい

ます。 何かアクションをおこすべきだと

思っています。

もちろん、学芸員全員が私のように欲

求不満をかかえ、手をこまねいているの

ではありません。冬の企画展で導入され

た展示インタープリーターの活動や学校

との様々な協調事業など、学芸員のアイ

デアのもと、新しい動きはすでに始まっ

ています。 この動きをさらに拡大し、館

をあげて本格的に取り組まなければなら

ない時期に来ていると思います。展示の

面で、元気な動物園や水族館でSは、学校

との連携という点でも、意欲的な取り組

みがなされ、成功をおさめているのです。

この話はいずれ別の機会に。
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展示シリーズ 14 最小のネズミ「力ヤネズミ」

写真 1 カヤネズミ.

写真 2カヤネズミと球巣.

展示シリーズ 3(r自然科学のとびらJ

6巻 3号)と 6(同 7巻 2号)にかけて、

当館の展示資料のなかで最も大きなH甫

乳類で・あるマツコウクジラ君に自己紹介を

してもらいました。今回は、 当館の展示

資料の中で、最も小さいJI甫乳類のカヤネズ

ミ君に登場していただき自己紹介をお願

し、しました。

ではカヤネズミ君よろしく。

皆さん、こんにちは。 私は、今、 3

|惜の神奈川展示室にし、ます。 r人と自然

の関わり ・水回から林へJのコーナーで、

私の最も苦手なマムシさんとシマヘビ‘さ

んと一緒に小さなガラスケースの中に閉

じ込められております。 自然界では、こ

のような状況におかれれば、私の小さな

体などは、とうの昔にどちらかの蛇のお

腹の中です。幸か、不幸かわかりませ

んが、お互い体を思うように動かすこと

ができず、開館以来このような状態が続

き、 毎日ピクピクしております。

でも、私がここで皆さんに観ていただ

いているのには、やはり訳があるのです。

水田はもっとも人の手の加えられた自

然の一つで、ちょっと手入れをおこたれ

ば、あっとし、う聞に雑草がはびこってし

まいます。 そして、 4~5 年間も放置す

れば、ヨシやオギ、ガマなど、の背の高

い草が生い茂り、水田の面影は消えて

しまいます。やがてイヌコリヤナギやハン

ノキなどの樹木が芽生え、 30年もたてば

ハンノキの林へと移り変ってしまいます。

このコーナーでは人とのかかわりによって

移り変わる生物相の変遷の様子を展示し

ています。その展示構成の中の、水田

を放置してから5年後の環境を表す資料

のーっとして私と蛇さんやウグイスやアオ

ジ、カシラダカなどの鳥さん達といっしょ

に展示されているのです。

観ての通り、体毛は琉E白色を帯びた燈

色で、 柔らかく、 目は黒く、 くりくりして

いて、とても可愛いネズミと思いませんか。

体重は 10g前後、 l円玉 10個分しか

ありません。そこで、私には Micromys

minutus (小さい ・小さいネズミの意味)

とし、う学名がつけられています。

私の仲間は、ヨーロッパ、コーカサ

ス北部、シベリア、東はウスリ、朝鮮、

南は中園、台湾、アッサム、北ピノレマ、

インドシナ北部と広く分布しています。

圏内には本州|の福島県を北限とする太

平洋側と石川県以南の日本海側、四国、

九州|一円と対馬などに分布しています。

カヤネズミとし、う名前の通り、生息地

はカヤ(ススキ)やオギなどイネ科植物

が生い茂った水田放置後の谷戸地や河

原、空き地などです。かつては東京都

区内にも多数生息し、少なくとも関東平

野においては最も広く普通に分布してい

たといわれます。 しかし、現在ではカヤ

場やススキ野原は次々とフeルドーザーに

狙われ、造成地なと1こ代わってしまい私

達の生息環境は極端に狭められていま

す。狭いガラスケース内にいる今の私の

ように、多くの友達も、安住の地を探す

のに大変苦労しているようです。

私達にはいくつかの特技があります。

第ーは巣作りです。一見、鳥の巣では

ないかと間違える人もいるそうですが、

私達の力作なのです。巣材は主にカヤ

などの築と穂を使います。 巣は普通 4

層からなり、外屈は粗く裂いた業で、中

層はさらに創11かく裂いた業で球状につくり

ます。 内層は細い繊維状に裂かれた葉
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やまぐちよしひで

山口佳秀(学芸員)

からなり、最内層には、カヤの穂を小さ

く噛み切ったもので、生まれてくるこど、もの

ための座布団代わりになります。

第二は尾の器用さです。手(前肢)よ

りも巧みな動きがで、きます。尾は体の割

に長く、繊細な短い毛で覆われています

が、先端部には毛がなく、ものに巻きつ

くのに都合がよくなっています。高し、位置

から下に下りる場合は尾の先端は棒に巻

きつくか、またはいつでもしっかり巻きつ

くことができるように軽く俸に絡ませます。

反対に高い所に上る場合は、尾はバラン

スとるという重要な役割があるため物には

巻きつけることはありません。それは私達

にとっては、まさに 5番目の手です。

先ほども言いましたが、私達の住む環

境はだんだん少なくなり、近年では皆さ

ん達の前に姿はもちろん、力作の球巣

などをお見せする機会が少なくなってし

まいました。

でも、神奈川県内でも、わずかに残

る谷戸地や阿川|敷などで細々と生息して

いるようです。一度、可愛い私の仲間、

世界で、最も小さいネズミを探してみては

いかがでしょうか。

写真 3球巣の中のイ子ども.

写真 4神奈川展示室の展示ケース
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f 企画展 +2
0

Cの世界
~縄文時代に見る地球温暖化~

12月 18日(土)--2005年 2月 27日(日)

今から 6000年前の神奈川 は、今よりも海水温が20Cほど、高し、ことが

わかってきました。このとき、海面は今よりも高く、横浜などの低地の

市街地は水没していました。

企画展では、この縄文時代の環境を例に、現在問題となっている

地球温暖化について考えます。

---------------
生命の星地球博物館開館記念日事業 匝問問自陣

ミューズ-フ工スタ 2005
2005年 3月 20日(日・祝)・ 3月 21日(月・休)

当博物館の開館記念日に行うお祭りです。 地震と火山についての

シンポジウムを始め、 大人も子どもも楽しめる催しをたくさん用意して

います。 どうぞお楽しみに。

ライブラリー通信 地震に備える

新潟県中越地震以来、ライブラリーに地震関係の本を見に来る方が多し、ようなの

で少し紹介します。

『地震予知連絡会会報~ (国土地理院)は、 1969年第 l巻から若干の欠号 (51

巻~ 57巻)はあるものの、現在 7η2巻まで

定調査幸報日告書 l目98邸5， 86 年~ (神奈川県)は、建築物、道路 ・橋梁等、火災 ・

危険物等などに分かれて発行されています。

活断層については、『新編日本の活断層 分布図と資料~ (活断層研究会編、

東京大学出版会)が、第 l音1¥日本の活断層一解説、第 2部分布図と資料とし、う

構成になっており、神奈川県は横須賀が載っています。『日本の活断層図一地図

と解説~ (活断層研究会編、東京大学出版会)は 100万分の l日本活断層図 3

枚と 300 万分の l 日本と周辺の活断層 ・地震分布図 l 枚からなっています。 ~25 ， 000

分の l都市圏活断層図V 首都圏南西部地区~ (日本地図センター)は、秦野、

藤沢、横浜、小田原等 8つの地域の活断層図が入っています。 自分が住んでい

る地域がと守うなっているのか、 気になるところですね。

そのほかに『平成 15年度神縄・国府津 松田断層帯に関する調査成果報告書』

(神奈川県)、『活断層 ・古地震研究報告第 l 号~3 号~ (産業技術総合研究所・

地質調査総合センター， つくば市)などがあります。

東海地震に関しては少し古いですが、 1981年に神奈川県教育委員会から発行さ

れた『東海地震ーその対策をどうするか』があります。 また、 ~Newton~ 2002年 6

月号の特集は「すでに臨界点に達してしも東海地震東海 ・南海地震」とし、うこと

で、東海地方にお住まいで読まれた方は多いのではなし、かと思います。 いつかは

来ると言われて外堀から埋められているような気持ちになっているのは私だけではな

いでしょう。 各地で大きな地震が起こるたびに、 とてもひとごととは思えません。 ま

だお読みになっていない方にはぜひ一読されることをお薦めします。

(司書篠崎淑子)
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催し物のご案内

-子ども自然科学ひろば「砂つぶの不

思議J[博物館]
日時/ 12月 18日(土) 10:00 ~ 15:00 

対象/小 ・中学生(大人も参加できま

す。)

申込不要

・室内実習「博物館ボランティア入門」

[博物館]

日時/ 1月 20日(木)~ 29日(土)の
うち 3~4 日間

連続講座 10:00~ 15:00 

※分野により実施日が異なります。
分野/維管東植物 ・菌類 ・異類 ・魚類 -

H甫乳類 ・古生物 ・ライブラリー ・展示

解説の 8分野(申込時に、希望分野

を第 2希望までご記入ください。)

定員/展示解説 10人、 その他の分野
3~5 人

申込締切/1月 7日(金)消印有効

・室内実習「ダイパーのための魚類学

入門J[博物館]

日時/① l月 23日(日)・30日(日)
② 2月 20日(日)・27日(日)

同内容で連続講座 2回開催 9:30~ 
16:00 

%J象/一般各回 10人(大人向き)

101ヨ込締切/① 1月 7日(金)② 2月4

日(金)消印有効
.子ども自然科学ひろば「火山噴火の

大実験J[博物館]
日時/ 1月 29日(土)10:00 ~ 15:00 
対象/小 ・中学生(大人も参加できま

す。)

申込不要

・企画展関連講演会「温暖化に伴う環

境の変遺J[博物館]

日時 /2月 11日(金 ・祝)13:00 ~ 
16:20 

対象/中学生~大人
申込不要

・野外観察と室内実習「大地の生い立
ちを探る(3)J[大磯丘陵(予定)と博

物館]
日時/3月5日(土). 6日(日)

連続講座 10:00~ 15:00 

対象/小学4年生~中学生 20人

申込締切/2月 18日(金)消印有効

参加について

参加賀等記載のないものは参加無料です。

また、記載のある場合を除き、事前申込が必

E主です。応募多数の場合は抽選となります。

参加l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lを見る ζ とができます。

申込・問合せ先

神奈川県立生命の星 ・地球博物館企画情報部

〒 250-0031 小田原市入生即 499

f日J古0465・21・1515

電子メールplan@叶1.kanagawa-museum.jp

ホームページ http://www.city.odawara

kanagawa.jp/museum/g.htrnl 
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表紙の続き

右の写真は、ちょうど幹に産卵中のもの

を側面から撮影したものです。よく見ると、

腹部の前の方から直角に黒い針金状のも

のが出ていることがわかります。じつはこ

れが本当の産卵管で、ふだんは産卵鞘

に収められているのですが、産卵のとき

には鞘から出して硬い樹皮を貫き、材部

に到達してから卵を産むのです。ですか

ら、産卵するにあたっては大変な苦労を

伴うことが予想されます。

キパチ科のハチは、このように樹木の

内部に産卵し、幼虫は材部を食べて育

つのですが、菌類との聞におもしろい関

係があることも知られています。すべての

種ではないのですが、雌は産卵鞘の根

元にある1対の袋にある種の菌を貯蔵して

おり、産卵に際してあらかじめその菌の

胞子を卵に植えつけるとし、うのです。 菌

の働き自体はまだ正確にはわかっていな

いようですが、ふ化した幼虫はこの菌が

定着した木材のみを食物資源とし、成長

すると考えられています(くわしくは「森

林微生物生態学J(朝倉書居、 2000)

中の福田秀志氏執筆分をお読みくださ

し、)。菌の方もハチに運ばれることにより

分布を拡大できるとしづメリットがあります

から、両者は共生関係にあるとしヴ見方

もて守ます。

企画展の “かながわくん"

から考える r+2
0
Cの世界」

から「ーCO2の世界」へ

ただし、写真のキマダラヒラアシキパチ

も菌類を利用しているかどうかはわかりま

せん。キパチ科は針葉樹を寄主とするキ

パチ亜科と、広葉樹を寄主とするヒラアシ

キパチ亜科とに分かれますが、前者では

菌類との関係がくわしく明らかにされてい

る一方で、本種が含まれる後者の亜科の

種については、菌類との関係は一般に

は知られていないようです。 しかし、 写

真の個体に産卵された木は秋になって枯

れてしまったそうで、す。その原因が本種

にあるかどうかもわからないのですが、ふ

展示のねらいをわかりやすく表現するべ
く、企画展 r+2

0

Cの世界~縄文時代に
見る地球視暖化~J のポスターにはいく

つかのパーツを盛り込みました。“かなが
わくん"と呼んでいる地球のデザインは、
「新アジエンタ辛 21かながわ」から得まし
た。 ポスターの 4つの地球をよくみると
それぞれ神奈川の形が違います。これは
それぞれの時代の古地理、つまり混媛湖
で、海面が高かった時期(問氷期)と寒冷
期で海面が低かった時期(氷河j)の海
岸線を表現しています。神奈川の現在の
海面を基準にすると、温暖期の 6000年
前と 12.5万年前は海面が高く陸地が狭ま
り、反対に氷期の 2万年前は海面がずっ
と低く陵地が広がりました。氷期には陵地
の氷が増え、そのぶん海水が少なくなる
のです。このような氷期/間氷期のくり返
しを大局的にみると、ここ数十万年間につ
いては 10万年の変動周期があることがわ
かっています。かながわくんの下にある青
色のギザギザの矢印線はその変動を表現
しています。急激に温暖化し視暖期のピー
クを迎え、 その後、 徐々に寒くなり氷期
のピークとなるサイクノレで、す。
さらに、この気温変化と二酸化炭素濃度

の変化のサイクルが対応していることがわ
かってきました。ここで問題なのは、ずっ
と一定の範囲のレベノレで、変動してきた二

32 

化した幼虫の食害だ、けで、枯れるとはとても

考えられません。そこで、もし菌が卵とと

もに送り込まれ、その菌の作用によって

枯れたとすれば、キパチ亜科の種とはま

た別に菌類とのおもしろい関係が浮上し

てくるのですが-。

にの小文を書くにあたっては、独立行政

法人森林総合研究所の升屋勇人博士と

当館学芸員の出川洋介博士の教示をい

ただきました。また、加賀玲子さんは貴

重な写真をこころよく提供して下さいまし

た。記して感謝を申し上げます。)

酸化炭素濃度が、人類の活動によりすで
にそのレベノレをこえた状態になってしまっ
たことです。この事実は、過去のことを調
べた結果わかってきたことです。
今後、どのように温暖化がすすむので

しようか。もしかすると、新たな連鎖が生
じてリズムの異なった地球温暖化をもたら
すかもしれません。少なくとも“マイナス
CO2の世界"を目指すことが必要でしょ
う。過去の現象をくわしく解明し未来を予
測し、 これからわたしたちはどう生きるか、
真剣に考えてしく時期にあるようで、す。

田口公則(学芸員)
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