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短　　報

西条市及び新居浜市で確認されたベニイトトンボ及びベニトンボについて

大西　剛 *

Abstract： Ceriagrion nipponicum is an insect listed on the Red Data Book of Ehime Prefecture. This is a report that 
this species was discovered to inhabit 2 areas, one area is Pond of Iioka, Saijyo city. And the other area is Pond of 
Hagyu, Niihama city. Trithemis aurora was discovered to inhabit 2 areas, one area is Pond of Iioka, Saijyo city. And 
the other area is two another Ponds of Hagyu, Niihama city. 

キーワード：ベニイトトンボ，ベニトンボ，西条市，新居浜市
Key words： Ceriagrion nipponicum, Trithemis aurora, Saijyo city, Niihama city

はじめに

ベニイトトンボ及びベニトンボは南方系のトンボとし
て知られ，かつては沖縄や九州の一部でしか見られな
かった種類だが，現在は本州にまで分布を広げ，今もな
お分布を拡大している．愛媛県内でもベニイトトンボに
ついては 2000 年に，ベニトンボについては 2007 年に初
めて発見されている（久松・武智，2013）．
筆者は，2015 年より愛媛県総合科学博物館周辺に生
息分布する昆虫をはじめとする動植物について写真撮影
を行い，その成果を 2018 年に企画展「案外すんでる！
身近な生き物」で発表したが，その調査過程で新居浜
市及び西条市においてこの 2種の生息を確認したので
報告する．なお確認場所については，撮影したカメラ
（Nikon1V2+GPN100）から得られた GPS緯度経度情報
を記載している．

ベニイトトンボ

本種は愛媛県では 2000 年に保内町（現八幡浜市）で
初めて発見され，その後瀬戸内海の島を中心に相次いで
見つかっており，分布を広げている．環境省準絶滅危惧
（NT），愛媛県準絶滅危惧（NT）に指定されている．今回，
西条市の池においては交尾のために連結している様子が
観察できたことから，同地に定着し発生しているものと
考えられる．

Habitat of Ceriagrion nipponicum and Trithemis aurora in Saijyo and Niihama City， Ehime Prefecture
OHNISHI Tsuyoshi

 *愛媛県総合科学博物館　学芸課　自然研究グループ
　Curatorial Division, Ehime Prefectural Science Museum 

確認日時及び場所
2017 年 6 月 16 日（写真１），6月 23 日（写真 2・連結）
皇子池（下段）（愛媛県西条市飯岡）北緯 33 度 55 分
03 秒，東経 133 度 14 分 21 秒

写真 1
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写真 2 

2017 年 8 月 31 日（写真 3）
柳池（愛媛県新居浜市萩生）北緯 33 度 54 分 52 秒，
東経 133 度 16 分 92 秒

写真 3 

ベニトンボ

本種は 2000 年以前は九州と琉球列島の一部の島々
に生息するとされ，1954 年に初めて薩摩半島の池田
湖で発見された際は，最も近い生息地である台湾から
1,000kmも離れた隔離分布地として注目されていた（杉
村ほか，1999）．その後分布を広げ，愛媛県では 2007 年
に発見され，2011 年には愛南町で 5月に羽化成虫が発
見されたことから，県内で幼虫越冬していることがほぼ
確実と考えられている（久松・武智，2013）．今回，西
条市飯岡において 2016 年 10 月と翌年の 7月に同じ場所
で♂成虫の発生を確認しており，新居浜市萩生では♂♀
の発生が確認できたため，同地に定着し発生しているも
のと考えられる．

確認日時及び場所
2016 年 10 月 10 日（写真 4），2017 年 7 月 7 日（写真 5）
祖父崎池（愛媛県西条市飯岡）北緯 33 度 55 分 63 秒， 

東経 133 度 14 分 69 秒

写真 4

写真 5

2017 年 8 月 31 日（写真 6）
柳池（愛媛県新居浜市萩生）北緯 33 度 54 分 52 秒， 

東経 133 度 16 分 92 秒

写真 6

2017 年 8 月 31 日（写真 7・♂）（写真 8・♀）
ため池・名称不詳（愛媛県新居浜市萩生）北緯 33 度
55 分 58 秒， 東経 133 度 16 分 22 秒
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写真 7

写真 8

考　　察

今回両種が西条市及び新居浜市に生息していることが
確認できたが，ともに南予地域で初めて発見されてから
十数年で東予地方まで生息域が拡大しており，今後も分
布を拡げていくものと思われる．引き続き生息状況の確
認を行うとともに，従来生息していた種への影響につい
ても調査することとしたい．

参考文献

久松定智・武智礼央，2013：愛媛のトンボ図鑑．特定非
営利活動法人カワウソ復活プロジェクト．

杉村光俊・石田昇三・小島圭三・石田勝義・青木典司，
1999：原色日本トンボ幼虫・成虫大図鑑．北海道大
学図書刊行会．
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資　　料

小川正孝関連資料報告　愛媛県にゆかりのある資料 2点

久松　洋二 *

Abstract： This paper reports two materials related to OGAWA Masataka with the connection to Ehime Prefecture. 
One is a group photo of OGAWA Masataka with haiku poet MASAOKA Shiki. It was taken at a farewell party of 
NISHIHARA Yoshitoh. The previously known photograph was unclear and its shooting time was vague. We introduce 
a clear image that can identify the shooting time as Meiji 20. The other material is the hanging scroll that NAITO 
Meisetsu drew and gave to OGAWA Masataka, In the past, only monochrome images were generally released, and it 
was not known that this material is beautifully colored. We show this material by clear image by color this time. 

キーワード：小川正孝，資料，写真，掛け軸，西原義任，正岡子規，内藤鳴雪，愛媛
Key words： OGAWA Masataka, Materials, Photograph, Hanging Scroll, NISHIHARA Yoshitoh, MASAOKA Shiki, 
NAITO Meisetsu, Ehime

はじめに

小川正孝は明治から昭和初頭まで活躍した愛媛県出
身の化学者である 1, 2）．愛媛県の松山中学を 1881（明治
14）年に輩出．東京に移り住んで，東京帝国大学理科大
学化学科第 1期生となり，1889（明治 22）年に卒業した．
卒業後も化学研究に従事し，1904（明治 37）年にイギ
リス留学の機会を得てノーベル化学者であるウィリア
ム・ラムジの下で新元素を発見．帰国後の 1908（明治
41）年に新元素ニッポニウムとしてその発見を 2編の研
究論文としてイギリスの科学雑誌 3, 4）に発表した．新元
素ニッポニウムは大きな反響があり，小川正孝は第 1回
の日本化学会賞にあたる櫻井褒賞を受賞．理学博士にも
なった．その後，1911（明治 44）年に東北帝国大学理
科大学長として仙台に赴任し，最後には東北帝国大学第
4代総長に就任した．一方，ニッポニウムは他の研究者
の追試を得られず，小川の死後，幻の元素として扱われ
た．ところが最近になって東北大学名誉教授の吉原賢二
が小川の研究論文を解析し，その発見が現在の 75 番元
素レニウムであることを科学的に立証した 5）．その後，
小川の発見の物的証拠も見つかり 6, 7），現在では小川正
孝はアジア人初の元素発見者であり，レニウムの先駆的
発見者であると評価されている．

The Report of Materials Related to OGAWA Masataka – Two Materials with the Connection to Ehime
HISAMATSU Yoji

 *愛媛県総合科学博物館　学芸課　科学・産業研究グループ
　Curatorial Division, Ehime Prefectural Science Museum 

小川正孝に関する愛媛県にゆかりのある資料は現在 2
点の存在が確かめられている 8）．ひとつは学生時代に友
人の西原義任が就職した際の送別会で写した記念写真．
もうひとつは内藤鳴雪が小川に贈った俳画である．とも
に小川の遺族が保管しており，白黒の複写資料しか公開
されていなかった．今回これらの資料を記録，計測する
機会を得られたので，その内容を報告する．

西原義任との記念撮影

西原義任は小川正孝の松山中学時代の同級生であっ
た．当時の松山中学は半年で進級が判定され，小川が
1881（明治 14）年に輩出するまでは，お互い同じ級に
在籍する文字通り同級生 9⊖11）であった．西原はその後，
1883（明治 16）年 2 月に高等四級で松山中学を輩出 12）

する．同じ時に西原より下の級の正岡子規，秋山真之も
輩出した．西原は小川や子規と同じく東京へ遊学し，法
律について勉強する．そして小倉裁判所へ赴任すること
になる．小川正孝や正岡子規らが送別会を催し，その際
に撮影した記念写真が現在資料として残っている．西原
はその後弁護士 13）となり郷里に戻ることになる．
記念写真の実物は縦 226mm，横 275mmの台紙に縦
134mm，横 190mmの写真が貼られている．右下には撮
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影場所である東京神田淡路町，左下には撮影者，三井逸
郎謹製と書かれている．裏面には小川正孝の筆跡で「明
治廿年　友人西原義任氏　赴任西国時写之」と書かれて
いる．これにより，この記念写真の撮影年が 1887（明
治 20）年だと分かった（写真 1，2）．
写真の撮影年に関しては正岡子規の関係書籍 14）に明

治 22 年と記されているので，これまで撮影が明治 22 年
だと考えられていた．小川正孝には明治 22 年の写真が
別に残っており 15）（写真 3），その顔には立派な髭が蓄
えられている．一方，記念写真に写っている小川正孝に
は口髭がなく，顔つきは少し若く見える．2枚の写真の
差異に疑問が持たれていたが，本資料でその疑問に答え
が得られた．

内藤鳴雪の俳画

旧松山藩主である久松家は，1883（明治 16）年に在
京の旧松山藩士子弟を支援するための奨学金制度である
常盤会を設立し，さらに 4年後には寄宿舎も開設した．
小川正孝はその制度による第二号の奨学金給費生であっ
た．奨学金の受給者は定期的に久松家が定めた世話掛と
面談し，修学の状況などを報告する必要があった．内藤
鳴雪はその常盤会の東京世話掛の一人であった．小川も
内藤に常盤会の面談を通じて，慣れない都会での生活を
相談していただろうと想像できる．
内藤鳴雪は，晩年の 1924（大正 13）年，東北帝国大
学総長に就任した小川正孝に俳画を贈った 8, 15, 16）．贈っ
た場所は東京の料亭錦水．内藤鳴雪 77 歳，小川正孝 59
歳のことだった．小川正孝は 1919（大正 8）年，東北帝
国大学第 4代総長に就任する．これまで 3代の中央から
送り込まれた総長と異なり，小川は初の学内公選による
総長だった．
資料の実物は小川正孝の遺族が保存しており，白黒写
真の複写資料のみ公開されていたが，実物の俳画は美し
い色彩を持っている．弁慶は小川の幼少からのあだ名で
あり，内藤は常日頃小川のことをそう呼んでいた．頭巾
や装束には鮮やかな青が使われ，武具は朱，緑，黄で着
色されている．画の左横に「涼しさや　君が眼裏の　千
松島」と，故郷を遠く離れ仙台の地で活躍する小川の凛
とした生き方を松島の美景の強い印象になぞらえ讃えた
俳句が書かれ，右下には「為弁慶さん　七十七鳴雪」と
署名されている．
掛け軸のサイズは幅 457mm，高さ 1667mmで，中央
の俳画部分は幅 395mm，高さ 785mmである．弁慶は
405mm程の大きさで描かれている（写真 4，5）．

謝　　辞

本報告を行うにあたり，山口幸夫氏には小川正孝と愛
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正孝先生追悼號．1930，口絵写真．
16）吉原賢二 “ニッポニウム・小川正孝（明治一四年卒）

をめぐって”．明教 第 37 号．愛媛県立松山東高等
学校同窓会，2007，p.21-25．

写真 1　西原義任の送別会での記念写真．1887（明治 20）年東京神田淡路町にて撮影．
後列右端が小川正孝．左隣が太田正躬．後列左から 3番目が正岡子規．前列中
央右が西原義任．その左隣が柳原極堂．小川は口髭を蓄えていない．

写真 2　写真の裏に書かれた小川の直筆撮影記録．明治 20 年に撮影したことが書かれている．
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写真 3　1889（明治 22）年の小川の写真．立派な口髭が蓄えられている．

写真 4　内藤鳴雪が小川正孝に贈った俳画．掛け軸にして小川の遺族が保管していた．
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写真 5　俳画部分拡大画像．美しい色彩で着色されていた．
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資　　料

愛媛県内の公立学校に収蔵されていたニホンカワウソLutra nippon およびカワウソ属の 1 種Lutra sp. の標本

稲葉　正和 *

Abstract： At public schools in Ehime Prefecture, there are many specimens collected in past surveys. While 
conducting surveys of the specimens, specimens of the Japanese otter Lutra nippon caught in Ehime Prefecture 
are confirmed. The Japanese otter L. nippon has no official comfirmed sightings since 1979, the Ministry of the 
Environment declared the Japanese otter L. nippon extinct in 2012. Some Prefectures of Shikoku Island have not 
declared extinction, but it is difficult to confirm the existence of the Japanese otter L. nippon, Therefore, specimens of 
the Japanese otter L. nippon are very valuable. This paper reports on the Japanese Otter specimens stored from public 
schools in Ehime prefecture to the Ehime Prefectural Science Museum.

キーワード：イタチ科，ニホンカワウソ，カワウソ属の 1種，標本，愛媛県，四国島
Key words： Mustelidae, Lutra nippon, Lutra sp., Specimen, Ehime Prefecture, Shikoku Island

はじめに

ニホンカワウソ Lutra nippon1）はかつての文献記録や
聞き取り調査の結果から，青森県から鹿児島県までの
広い範囲に分布していたことが報告されている（町田，
1997，1998；南部，2002）．ニホンカワウソは防寒性に
優れた毛皮を有していること，肝臓が肺病の治療薬にな
ることなどから，明治時代から大正時代にかけて著しく
乱獲された（愛媛県教育委員会，1964）．国は 1927 年に
ニホンカワウソを保護獣に指定し，1928 年には捕獲禁
止獣に指定した（町田，1998）．しかし，その後も高価
な毛皮などを求めた密猟の影響で，ニホンカワウソの個
体数は大きく減少し，1950 年頃には絶滅したのではな
いかと考えられていた（清水，1975）．
戦後初となるニホンカワウソの標本に基づく記録は，
1954 年 2 月 7 日に愛媛県喜多郡肱川流域の大川村（現
大洲市）で捕獲された個体である（高島，1954；清水，
1955）．ニホンカワウソの再発見を契機に詳細な調査が
行われた結果，四国の西南地域と瀬戸内海中部にニホン
カワウソが生息していることが確認された（愛媛県教育
委員会，1964）．その後，ニホンカワウソは 1964 年に国
の天然記念物と愛媛県の県獣に，1965 年には国の特別
天然記念物に指定され，その保護が推奨された（町田，

Specimens of the Japanese Otter Lutra nippon and the Otter Lutra sp. Stored at Public Schools in Ehime Prefecture
INABA Masakazu
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1998）．しかし，海岸線がコンクリートで護岸されたこ
とによる生息域の消失や分断，ナイロン製の漁具の導入
による事故死，養殖業の発展に伴い発生した赤潮による
生息環境の悪化，養殖魚の被害を恐れた養殖業者による
捕殺，アユの過剰放流による河川の魚類相の貧弱化，河
川の流域環境の荒廃によるエサ不足など複数の要因が影
響し，その個体数は大きく減少した（町田，1997；佐藤・
加藤，2013；宮本，2015）．国内でのニホンカワウソの
最後の生存記録の確認は 1979 年に高知県の新荘川で目
撃されたものとされており（吉川ほか，2017），ニホン
カワウソは 1990 年代に絶滅したとする意見も見られる
（安藤，2008）．環境省はニホンカワウソの最後の生息記
録から 30 年以上経過していることを理由に，2012 年の
第 4次レッドリストでニホンカワウソの絶滅を宣言した
（環境省，2019）．
愛媛県と高知県は，愛媛県の南予地域や高知県の幡多
郡，高岡郡，吾川郡などの地域で，ニホンカワウソの
目撃情報がしばしば報告されていることから，ニホン
カワウソを絶滅危惧Ⅰ類に指定し，調査を継続してい
る（宮本，2014；谷地森・町田，2018；愛媛県，2019a，
2019b）．ただし，四国内のニホンカワウソの潜在生息地
確率は最大で 0.04％であり，ニホンカワウソの生息記録
がある地域における環境 DNA調査でもニホンカワウソ
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の生息の痕跡を確認できていない（佐藤ほか，2017）．
また，ニホンカワウソに関する情報は，情報の提供者
の高齢化や時間の経過に伴い失われつつある（宮本，
2015；上田・安田，2016；吉川ほか，2017）．そのため，
ニホンカワウソの情報の収集に努めるとともに，生息の
記録を裏付けるニホンカワウソの標本の収集にも努める
必要がある．
筆者は，愛媛県内の公立学校に収蔵されている様々な
標本の収蔵状況を調査し，標本の保存状態を確認すると
ともに，発見した標本を可能な限り当館に収蔵する活
動を行っている（稲葉，2017a，2017b，2017c，2017d，
2018；稲葉・岡山，2018a，2018b，2018c）．その過程で，
県内の 4つの学校（今治市立菊間小学校，宇和島市立吉
田中学校，愛媛県立野村高等学校，愛媛県立南宇和高等
学校）でニホンカワウソの標本 3点とニホンカワウソの
可能性があるカワウソ属の 1 種 Lutra sp.の標本 1 点を
確認した．本稿ではこれらの標本の記録について報告す
る． 

方　　法

愛媛県内の公立学校に収蔵されている標本は，筆者が
行った学校収蔵標本のアンケート調査と学校関係者から
の情報提供によって確認された．標本は保存状態を確認
した後，学校長の許可を得て当館に収蔵し，愛媛県総合
科学博物館哺乳類標本（EPSM-MA）として登録，保管
した．その後，標本の写真撮影を行い，標本の全長・頭
胴長・尾長を計測し，頭胴長に対する尾長の比率を算出
するとともに，鼻鏡上部の形状を確認した．

IMAIZUMI and YOSHIYUKI（1989）は，ニホンカワ
ウソの頭胴長に対する尾長の比率は 60％から 70％であ
るとしており，標本から算出した頭胴長に対する尾長
の比率を同定の判定基準とした．なお，標本はその作
製過程で伸長されたり，複雑な形状に加工されたりし
ているため，その計測値は生体時の計測値と比べて多
少の誤差があると考えられる．また，IMAIZUMI and 
YOSHIYUKI（1989）は，ニホンカワウソの鼻鏡上部は
明確なW型を示すことを報告しており，標本の鼻鏡上
部の形状を確認し，同定の判定基準とした．標本が得ら
れた経緯については，標本に付属しているラベルの記載
内容と既報との照合および関係者に対する聞き取り調査
を行い，正確な情報の把握に努めた．

結　　果

今治市立菊間小学校の標本
菊間小学校に保管されていたニホンカワウソの標本に
ついては，今治自然科学教室の砂田真宏氏より情報が寄
せられた．この標本は愛媛県内の学校等に収蔵されてい
るニホンカワウソの標本を紹介した様々な文献で報告さ
れておらず（愛媛県教育委員会，1964；八木，1973；清
水，1975；青木，1997；宮本，2015 など），本稿が初報
告となる．当該標本は理科室で保管されていたが，今後
授業等で利用される予定はなく，より安定した環境で保
管するため，当館へ寄贈された．
当該標本はガラスケース内で保管されていたが，紫
外線の影響で著しく退色しており，害虫の卵が産みつ
けられた形跡があるなど，保存状態は良好ではなかっ
た（写真 1）．標本の全長は 112cm，頭胴長 71cm，尾
長 41cmで頭胴長に対する尾長の比率は 57.7％であり，
IMAIZUMI and YOSHIYUKI（1989）が示したニホンカ
ワウソの頭胴長に対する尾長の比率 60％から 70％の範
囲に近い値を示した．また，当該標本の鼻鏡上部の形状
を確認したところ，IMAIZUMI and YOSHIYUKI（1989）
が示したニホンカワウソの特徴である明確なW型であ
ること（写真 2）から，当該標本はニホンカワウソであ
ると判定した．
菊間小学校で確認されたニホンカワウソの標本には，
採集データが記載されたラベルが添付されておらず，菊
間小学校への標本の寄贈者の氏名（個人情報保護のため，
非公表）が記載された木札のみが添付されていた．その
ため，採集日や採集地などの情報を確認することができ
なかった．
この標本のより詳細な情報を明らかにするため，菊間
小学校への寄贈者に聞き取り調査を行ったところ，寄贈
者の父親（故人）が高知県に勤務していたときにもらっ
たものか，買ったものであるという情報が得られた（砂
田真宏氏私信）．このことから，この標本は高知県内で
入手された可能性があることが示唆された．ただし，ニ
ホンカワウソは 1965 年 5 月 12 日に国の特別天然記念物
に指定され（花井，1995），その保護が推奨されていた．
また，ニホンカワウソの個体数は戦後には大きく減少し
ており，剥製用の標本を入手することは困難であったと
考えられる．そのため，かなり古い時期に作製された剥
製を譲渡されたものと考えられるが，その採集日や採集
地などの情報を確認することはできなかった．標本は，
2017 年 10 月 26 日に愛媛県総合科学博物館哺乳類標本
EPSM-MA-1351 として登録した．
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標本の記録
イタチ科Mustelidae 
ニホンカワウソ Lutra nippon（写真 1）
標本番号：EPSM-MA-1351
採集日・採集地・採集者：不明だが，高知県で採集さ
れた可能性あり

全長 112cm・頭胴長 71cm・尾長 41cm
登録完了日：2017 年 10 月 26 日

宇和島市立吉田中学校の標本
吉田中学校に保管されていたニホンカワウソの標本に
ついては，宮本（2015）で取り上げられているが，筆者
はその所在を確認することができていなかった．この標
本は宇和島市立吉田公民館に展示されていたものである
が，公民館の建て替え工事に伴い，吉田中学校の校長室
に移動されていたようである（西村久仁夫氏私信）．
吉田中学校の西村久仁夫校長は，ニホンカワウソの標
本の取扱いについて宇和島自然科学教室の濵﨑正俊会長
に相談し，濵﨑会長より当館へ標本の情報が照会された．
西村校長は標本をより安定した環境で保管することを希
望されており，当館と宇和島市教育委員会の協議の結果，
標本は当館へ寄託されることとなった．
当該標本は紫外線の影響で退色していたが，展示用の
額に収蔵されていたため虫害を受けておらず，保存状態
は良好であった（写真 3）．標本の全長は 148cm，頭胴
長 93cm，尾長 55cmで標本の頭胴長に対する尾長の比
率は 59.1％であり，IMAIZUMI and YOSHIYUKI（1989）
が示したニホンカワウソの頭胴長に対する尾長の比
率 60％から 70％の範囲に近い値を示した．また，標
本の鼻鏡上部の形状を確認したところ， IMAIZUMI and 
YOSHIYUKI（1989）が示したニホンカワウソの特徴で
ある明確なW型であること（写真 4）から，当該標本
はニホンカワウソであると判定した．
吉田町内におけるニホンカワウソの生息情報について
は，愛媛新聞で詳細に報道されており，当該標本と思わ
れる写真も掲載されている（愛媛新聞，1972a，1972b，
1972c）．愛媛新聞（1972a，1972b）では，地元の住民が
吉田町の通称楯海岸でニホンカワウソの巣やフンなどの
痕跡を確認したこと，地元の住民がニホンカワウソを捕
獲した経験があることなどが報道されている．元愛媛
県立道後動物園長の清水栄盛氏が参加した総合調査で
は，ニホンカワウソのフンが発見され，楯海岸付近に
おけるニホンカワウソの生息が確認された（愛媛新聞，
1972c）．
当館に寄託されたニホンカワウソの標本のキャプショ
ンにも，吉田町内の楯海岸にニホンカワウソが生息して
いることが記述されており（写真 3），この標本は吉田
町の楯海岸付近で採集された可能性がある．なお，吉田

町におけるニホンカワウソのその後の生息記録について
は，清水（1975），吉田町誌編纂委員会（1976），森川（1981）
などのニホンカワウソの分布記録を記した当時の資料
に報告されておらず，その詳細は不明である．標本は
2018 年 3 月 17 日に愛媛県総合科学博物館標本 EPSM-
MA-1363 として登録した．

標本の記録
イタチ科Mustelidae
ニホンカワウソ Lutra nippon（写真 3）
標本番号：EPSM-MA-1363
採集日：不明
採集地：宇和島市吉田町の楯海岸で採集された可能
性あり（環境省標準メッシュコード 49327338，
48，49 のいずれか）
採集者：不明
全長 148cm・頭胴長 93cm・尾長 55cm
登録完了日：2018 年 3 月 17 日

愛媛県立野村高等学校の標本
野村高校に保管されていた標本は，筆者が行っている
学校収蔵標本のアンケート調査によりその所在が確認さ
れた．この標本も愛媛県内の学校等に収蔵されているニ
ホンカワウソの標本を紹介した様々な文献で報告されて
おらず（愛媛県教育委員会，1964；八木，1973；清水，
1975；青木，1997；宮本，2015 など），本稿が初報告と
なる．当該標本は理科室で保管されていたが，今後授業
等で利用される予定はなく，より安定した環境で保管す
るため，当館へ寄贈された．
当該標本は紫外線の影響で退色しているが，虫害など
は確認されず保存状態は良好であった（写真 5）．この
標本の全長は 73cmであり，ニホンカワウソとしては小
さい．体長ではコツメカワウソ Aonyx cinereaに該当す
るが，標本の前肢と後肢を確認したところ，発達したカ
ギ爪が見られたこと（写真 5）から，Lutra属に属する
種であると判定した．その全長からおそらく幼獣である
と考えられる．
ニホンカワウソの幼獣の記録としては，1962 年 9 月
23 日に城辺町（現愛南町）大浜で生け捕りにされたメ
スの記録があげられる（愛媛新聞，1962）．愛媛新聞（1962）
によると，捕獲された幼獣の体長（頭胴長）は約 40cm，
尾長は約 25cmとされており，頭胴長に対する尾長の
比率は約 62.5％である．また，当館に収蔵されている
1965 年 8 月 21 日に津島町（現宇和島市）泥目水で建網
にかかり死亡したメスの剥製（EMZ-035）の計測値は，
頭胴長 50cm，尾長 30cmであり（千葉，2001），頭胴長
に対する尾長の比率は 60％である．これらの数値は，
IMAIZUMI and YOSHIYUKI（1989）が示したニホンカ
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ワウソの頭胴長に対する尾長の比率 60％から 70％の範
囲に該当する．ニホンカワウソの幼獣の計測記録は少な
いため断定はできないが，幼獣の段階でも頭胴長に対す
る尾長の比率は 60％以上あるものと考えられる．なお，
城辺町大浜で捕獲された個体は「松（マツ）」と名付け
られ，道後動物園で飼育されたが，1969 年 4 月 14 日に
死亡し，現在は愛媛県立とべ動物園に剥製として展示さ
れている（高橋ほか，1988；宮本，2015）．
野村高校で確認された標本の全長は 73cm，頭胴
長 50cm，尾長 23cmで，標本の頭胴長に対する尾長
の比率は 46％であった．この数値は，IMAIZUMI and 
YOSHIYUKI（1989）が示したニホンカワウソの頭胴
長に対する尾長の比率 60％から 70％の範囲には該当し
ない．また， 標本の鼻鏡上部の形状を確認したところ， 
IMAIZUMI and YOSHIYUKI（1989）が示したニホンカ
ワウソの特徴である明確なW型ではなかった（写真 6）．
そのため，この標本はユーラシアカワウソ Lutra lutraで
ある可能性もあり，本稿ではカワウソ属の 1種 Lutra sp. 
とした．今後，詳細な調査を行う必要がある．
標本のラベルには「カワウソ　全口に棲めど極めて稀，
潜水して魚族を食し毛皮は高価」と記されており，京都
科学標本株式会社（現在の株式会社京都科学）が作製し
たものであることが明らかになった（写真 7）．ラベル
には全口と記されているが，この標本は日本の学校教育
用教材として作製されたものであることから，全国を示
していると考えられる．また，標本の台座に貼り付け
られていた野村高校の管理ラベルから 1959 年に野村高
校の PTA会費で購入されたものであることも明らかに
なった．ただし，野村高校には当該年度の帳簿は保管さ
れておらず，その購入の経緯は不明である．
京都科学標本株式会社は，戦前にあった島津製作所標
本部を母体として，1948 年に設立された会社である（日
本科学標本協会，1982）．そのため，この標本が作製さ
れたのは 1948 年以降である可能性が高い．しかし，ニ
ホンカワウソは明治時代以降の乱獲によって全国的に著
しく個体数が減少しており，1928 年より捕獲禁止獣に
指定されていた（町田，1998）．そのため，京都科学標
本株式会社が設立された 1948 年以降にニホンカワウソ
の標本を入手することは困難であったと考えられる．
1933 年に発刊された島津製作所の標本目録には，カ
ワウソの剥製が 120 円で販売されていたことが記録され
ている（株式会社島津製作所標本部，1933）．そのため，
野村高校で発見された標本は，島津製作所標本部で作製
された標本が京都科学標本株式会社に引き継がれて販売
された可能性もある．標本の発見をうけて，株式会社京
都科学に聞き取り調査を行ったが，当時の資料は残って
いないため，この標本の情報を明らかにすることはでき
なかった．標本は，2017 年 12 月 7 日に愛媛県総合科学

博物館哺乳類標本 EPSM-MA-1353 として登録した．

標本の記録
イタチ科Mustelidae
カワウソ属の 1種 Lutra sp．（写真 5）
標本番号：EPSM-MA-1353
採集日・採集地・採集者：不明
作製：京都科学標本株式会社　
全長 73cm・頭胴長 50cm・尾長 23cm
登録完了日：2017 年 12 月 7 日

愛媛県立南宇和高等学校の標本
南宇和高校で保管されているニホンカワウソの剥製
については，複数の文献で報告されている（愛媛県教
育委員会，1964；清水，1975；高橋ほか，1988；青木，
1997）．それらの記述によると，1955 年 7 月 3 日もしく
は 6日に南宇和郡西海町（現愛南町）麦ヶ浦にてニホン
カワウソの死体が発見され，南宇和高校に剥製として保
管されていることが報告されている（愛媛県教育委員会，
1964；清水，1975；高橋ほか，1988；青木，1997）．当
該標本は理科室で保管されていたが，今後授業等で利用
される予定はなく，より安定した環境で保管するため，
当館へ寄贈された．
当該標本は紫外線の影響で退色しており，背中側の
上毛の大部分は失われた状態であった（写真 8）．標本
の全長は 111cm，頭胴長 67cm，尾長 44cmで，頭胴長
に対する尾長の比率は 65.7％であり，IMAIZUMI and 
YOSHIYUKI（1989）に示されたニホンカワウソの頭胴
長に対する尾長の比率 60％から 70％に該当した．また，
標本の鼻鏡上部の形状を確認したところ， IMAIZUMI 
and YOSHIYUKI（1989）が示したニホンカワウソの特
徴である明確なW型であった（写真 9）．そのため，当
該標本はニホンカワウソであると判定した．なお，当該
標本の頭部を観察したところ，切歯，犬歯，頬骨弓など
が確認できることから，頭骨が剥製の内部に残されてい
る可能性がある．今後，レントゲン撮影を行い，剥製内
部に残されている頭骨の状態を確認する必要がある．
この標本の記録は，資料によって異なる（愛媛県教
育委員会，1964；清水，1975；高橋ほか，1988；青木，
1997）．ニホンカワウソの記録については，伝聞や資料
の孫引きによる記述もあるため，しばしば資料ごとに記
録の不一致が見られる．そのため，当時の新聞記事や調
査記録，標本のラベルなどの資料を調査する必要がある．
南宇和高校に保管されていたニホンカワウソの剥製のラ
ベルを確認したところ，発見日（7月 3日），発見場所（西
海町麦ヶ浦），発見者氏名（個人情報保護のため，非公
表）が記載されていた．本稿では，ラベルの情報に基づ
き，標本になった死体は 1955 年 7 月 3 日に西海町麦ヶ
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浦で拾得されたものとする．標本は，2019 年 3 月 4 日
に愛媛県総合科学博物館哺乳類標本 EPSM-MA-1388 と
して登録した．

標本の記録
イタチ科Mustelidae
ニホンカワウソ Lutra nippon（写真 8）
標本番号：EPSM-MA-1388
採集日：1955 年（昭和 30 年）7月 3日
採集地：西海町（現愛南町）麦ヶ浦
　（環境省標準メッシュコード 49322491）
採集者：非公表
全長 111cm・頭胴長 67cm・尾長 44cm
登録完了日：2019 年 3 月 4 日

論　　議

学校に収蔵されている標本の価値の検討
本稿では，学校収蔵標本調査で発見された 3点のニホ
ンカワウソの標本と 1点のカワウソ属の 1種の標本の記
録について報告した．これらの標本のうち採集日，採
集地，採集者が明らかになった標本は，南宇和高校で
確認された 1点（EPSM-MA-1388）のみである．自然史
研究の対象となる標本には，採集した標本の性質を客
観的に把握するための採集データが不可欠である（松
浦，2014）．そのため，今回の調査で確認された採集デー
タがわからない 3 点の標本（EPSM-MA-1351，1353，
1363）については自然史標本としての価値を見出すこと
が難しい部分もある．
博物館のコレクションは徐々に拡張しながら独自性と
重要性を高め，将来世代へと確実に引き継がれる必要が
あり，その実現のためには明確な資料収集の指針に基づ
いたコレクションマネージメントが不可欠である（鈴木
ほか，2018）．適切なコレクションマネージメントを実
現するためには，採集データに不備がある標本の受入れ
について，慎重な判断が求められ，場合によっては受入
れ対象から除外する必要もある．しかし，学校に収蔵さ
れている標本の中には，現在，合法的に入手することが
難しい標本も多く確認されており，その価値を検討する
べきとの意見も見られる（説田，2018）．今回発見され
たニホンカワウソの標本も今後入手することが困難であ
ること，DNA分析用の試料として利用できること，頭
骨が内部に残されている可能性があることなどから，そ
の利用方法を検討し，資料価値を引き出していく必要が
ある．
近年，教育課程の改定や教育の ICT化に伴い，剥製

などの標本を用いた授業実践が行われる機会は激減して
いる．そのため，学校の統廃合や耐震化工事の際に不要

となった剥製などの標本が廃棄される事例が散見され
る．しかし，学校に収蔵されている標本の中には，採
集データが明確に記されている自然史標本も多数確認
されている（橋越，2011；稲葉，2017a，2017b，2017c，
2018；稲葉・岡山，2018a，2018b，2018c）．また，学校
に収蔵されている標本を当時の学校教育の教材について
研究するための歴史資料としてとらえた先行研究（説田，
2018）や企画展の展示品として活用した事例も報告され
ている（説田，2018；岐阜県博物館，2018）．このよう
な事例から，学校に収蔵されている標本の価値をより多
角的に検討していく必要があると考えられる．過疎化の
進行に伴い，地方の学校の統廃合が急速に進行する中で，
学校に収蔵されている標本の廃棄や散逸は着実に進行し
ている．地方の博物館は，学校に収蔵されている標本の
価値を検証し，その収蔵や保全に積極的に乗り出すべき
であると考える．

学校等に収蔵されている標本の保存・管理
愛媛県内には，このほかにもニホンカワウソの標本が
いくつかの施設で保管されている（宮本，2015）．それ
らの施設は，学校や公民館などの公共施設であり，標本
の保管場所として適切な環境が維持されているとは言い
難い．
今回報告した吉田中学校がある宇和島市吉田町は，筆
者が標本を博物館へ収蔵した数か月後に，平成 30 年 7
月豪雨で被災し，大きな被害を受けた．吉田町内では多
くの地域で土砂崩れが発生し，公民館が床上浸水して旧
立間村の役場文書が被害を受けた（甲斐，2019）．また，
吉田中学校に近接する宇和島市立簡野道明記念吉田町図
書館は，1階部分が 1m40cmほど床上浸水し，蔵書の 3
割以上にあたる約 2万 7600 冊が水損したほか，同図書
館内のパソコン機材などにも被害がおよんだ（愛媛新聞，
2019）．吉田中学校は最大で 1m15cm浸水し，図書室の
本は災害時に流れ込んだ汚水に伴う湿気によってすべて
廃棄処分となるなど甚大な被害を受けた（西村久仁夫氏
私信）．また，ニホンカワウソの標本を保管していた校
長室も大きな被害を受け，家財道具一式や一部の書類も
廃棄処分となった（西村久仁夫氏私信）．濵﨑氏と西村
氏および宇和島市教育委員会の的確な判断に基づく当館
への標本の寄託が行われていなければ，ニホンカワウソ
の標本（EPSM-MA-1363）は平成 30 年 7 月豪雨の被災
によって滅失していた可能性が非常に高い．
近年の地球環境の変動に伴い，各地で大規模な災害が
起こるリスクが高まっている．突発的な災害の発生に備
えて，地域の学校などに収蔵されている標本の種類や点
数，その保存状況を早急に確認するとともに，可能な限
り収蔵環境が整った博物館等の公的機関に標本を収蔵す
る必要性が高まっていると考える．今後，地方の博物館
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は標本を保持している自治体や施設と連携しながら，標
本の保存・管理の在り方についても協議を進めていく必
要がある．

謝　　辞

ニホンカワウソの標本について情報提供して頂いた今
治自然科学教室の砂田真宏氏，宇和島自然科学教室会長
の濵﨑正俊氏，標本の寄託を許可して頂くとともに，平
成 30 年 7 月豪雨での貴重な経験を御教授頂いた元宇和
島市立吉田中学校長の西村久仁夫氏，吉田中学校に保管
されていたニホンカワウソの標本に関する情報を提供し
て頂いた宮本春樹氏，標本調査に快く御協力頂いた学校
関係者の方々にこの場を借りて，心より厚く御礼申し上
げる．

注

1） ニホンカワウソの分類・学名については，ユーラシ
アカワウソの亜種 Lutra lutra nipponとする見解もある
が，本稿では，川田ほか（2018）に従い，Lutra nippon
とした．
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写真 1　ニホンカワウソ Lutra nipponの剥製（EPSM-MA-1351）

写真 2　ニホンカワウソ Lutra nipponの剥製（EPSM-MA-1351）
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写真 3　ニホンカワウソ Lutra nipponの毛皮（EPSM-MA-1363）

写真 4　ニホンカワウソ Lutra nipponの毛皮（EPSM-MA-1363）
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写真 5　カワウソ属の 1種 Lutra sp.の剥製（EPSM-MA-1353）

写真 6　カワウソ属の 1種 Lutra sp.の剥製（EPSM-MA-1353）

写真 7　カワウソ属の 1種 Lutra sp.の剥製（EPSM-MA-1353）のラベル
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写真 8　ニホンカワウソ Lutra nipponの剥製（EPSM-MA-1388）

写真 9　ニホンカワウソ Lutra nipponの剥製（EPSM-MA-1388）
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技術報告

科学体験展示物の館内制作報告（2017 年）ホロウマスク錯視とブラックホールカーペット

久松　洋二 *

Abstract：This paper reports the technical part of new interactive exhibits built and made at Ehime Prefectural 
Science Museum in 2017. We made hand-on exhibitions to learn visual illusions which are Hollow-Face illusion and 
Black Hole of Anamorphic illusion. We introduce how to make two well-known illusion that are constructed with a 
new presentation as permanent exhibitions. We suggest the way of permanent exhibitions added arrangements to be 
able to enjoy more through photography and video photography.

キーワード：展示物，体験装置，製作方法，ホロウマスク錯視，3Dイラスト，ブラックホールカーペット，
2017，愛媛
Key words：Interactive exhibits, hands-on, how to make, Hollow-Face illusion, Anamorphic Illusion, Black Hole of 
Anamorphic Illusion, 2017, Ehime

はじめに

愛媛県総合科学博物館では，館内で製作した体験展示
物を常設展示で公開している．加えて企画展，特別展の
ために製作し，期間限定で公開した体験展示類も，その
一部は展示終了後に改良を加え，常設展示で再公開して
いる．
2017 年度のサイエンスショー「重力ってじゆう力？
不じゆう力？」（会期：平成 30 年 1 月 19 日から 4 月 8
日まで）のために製作した 2つの実験装置について，そ
の翌年度に改良を行い，常設展示として公開した．体験
装置自身はよく知られている 2つの錯視で，ホロウマス
ク錯視と市松模様をブラックホールに見立てた 3Dイラ
スト（ブラックホールカーペット）である．これらの特
徴は両目で見るより片目で見た方がよく錯覚し，さらに
カメラやビデオで撮ることでさらに強く錯覚する．そこ
で体験装置「顔ダンス」と「こんなところにブラックホー
ル」を製作し，来館者がデジタルカメラやスマートフォ
ンで気軽に撮影しながら楽しめる，撮影と体験がセット
になった展示物として公開した．
本稿では，2017 年に製作し，2018 年に常設展示で公
開した 2つの体験装置の製作について報告する．

The Annual Report of Interactive Exhibits Built at Ehime Prefectural Science Museum （2017）
； The Hollow-Face Illusion and the Black Hole of Anamorphic Illusion

HISAMATSU Yoji

 *愛媛県総合科学博物館　学芸課　科学・産業研究グループ
　Curatorial Division, Ehime Prefectural Science Museum 

展示物の内容と演出
顔ダンス
凹面の物体を片目で見ると凸面に見える錯視は本やク
レーターなど色々よく知られており，特に凹面の顔の錯
視をホロウマスク錯視などと呼ばれる．当館でも平成
10 年度に企画展示「たんけん超ふしぎ館」で公開した
あと，常設展示でも公開している．今回製作，公開した
ものも同じ錯視の展示である（写真 1）．ただ，撮影を
行いやすくする演出を加えたことと，同じ顔を 3つ並べ
た点が異なる．
凹面の顔であっても下から照明を当てることで，まる
で凸面の顔に上から明かりが当たっているかのような影
を作り出すことができる．人間にとって影は物体の下に
できることが自然と感じるらしく，影のおかげで凹面が
凸面に見えるようになる．さらにその顔を見ながら観察
者自身が動くと，その動きに合わせて顔がいつも観察者
の方向を追いかけるように向き続ける．これがホロウマ
スク錯視 1）である（図 1）．当館で実施したサイエンス
ショーでは，上下の感覚は重力に関係しており，その結
果，影の位置から逆に上下を自然に判断する人間の感覚
を説明するためにこの錯覚を使用した．
1つのマスクでは気づかないが，3つ並べるとマスク
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の向く角度がそれぞれ違うことがわかる．3つの並んだ
顔が同じ 1点を見つめるのだからマスクの場所によって
顔の傾きが違うのは当然であるが，これはただ目で見る
だけでは気づきにくい．カメラで撮影した時，特に動画
で撮影した時によく分かる．ホロウマスク錯視はいつも
こっちを向くという点でわかりやすい錯視だが，どのよ
うにしてこっちを見ている気がするのかを説明しようと
すると少し複雑である．その理解を助けるのが，並んだ
顔の角度差であると思われる．少しずつずれて動く顔の
動きが，ダンスしている印象を与えるので「顔ダンス」
という展示名にした．ダンスを踊っているかのように 3
つの顔がリズミカルに動く様子の映像をフォトフレーム
でループ再生して展示の導入にするとともに，同様の撮
影が可能であることを来館者に示した．

こんなところにブラックホール
穴が空いているように見える歪み絵を床に配置する
シートの展示物で，このシートの上でポーズを取りなが
ら撮影すると，穴に落ちる姿や穴から脱出する姿などの
アクションシーンが撮影できる（写真 2）．穴のイラス
トは市松模様の歪みで表現することで，SF物語的なブ
ラックホールのイメージを与えた．サイエンスショーで
使用した時は固定カメラで撮影した映像をスクリーンに
映し出し，体験者にシートの上で色々なポーズをしても
らうことで，映像の影と明暗の情報から重力の方向が推
定できることを確かめる実験に使用した．自分をモデル
に騙し絵を撮影して楽しむ展示として公開した．シート
に向けて固定カメラを設置，撮影し，その映像をモニタ
出力しているので，シートの上に立つと自然に自分の姿
がモニタに出力されるので，これが撮影する展示である
ことが直感的に分かるようになっているとともに，一人
でも装置を楽しめる仕組みにもなっている（写真3～6）．
展示に近づくとシート上のモデル位置と撮影位置の表示
がよく見え，撮影ポーズの例もグラフィックスで表示し
ているので，撮影を勧めていることが分かる構成にした．
　

設計と製作

顔ダンス
木板にねじ込んだフック付きの木ネジに白いマスクを
凹面が手前になるようにぶら下げ，マスク側面に開いて
いるゴム穴を使ってそれぞれのマスクをつなげた．マス
ク同士はその相対位置を変えないように，プラスチック
の Oリングを使って固定した．マスクの背板は L字に
底板と接合し，マスクの下部から明かりが当たるように
蛍光灯を取り付けた．凹んだ面に下から明かりを当てる
と出っ張った面に上から光を当てたかのように影ができ
る．マスクは表情のないものを選んだ．少し恐怖心を煽

る無機質なイメージで構成して展示物に注目が得られる
ようにした．
展示の設置位置が柵内という当館での展示仕様でマス
クも蛍光灯もむき出しで製作した．全体の構成は図 2に
よる．

こんなところにブラックホール
PCで市松模様の楕円形を製作して，床敷き用のシー
トに出力，楕円形にカットして展示室の床に強力両面
テープで貼り付けた．床敷き用のシートは表面に細かな
凹凸があって光沢が消されるため明暗を感じる錯視の出
力としては適している．
今回は穴をブラックホールに見立てているため，半径

rとしたときの 1/rの回転双極面のグリッドを使用した．
撮影ポイントを空間上に 1点決めて，その点と実際に穴
が開いているとした面上の各点とを結んだ直線の床との
交点を順に結ぶように描画すると，穴が開いたように見
える床の絵が描ける．絵の原理はアナモルフォーシスと
してよく知られる 2）．しかし，床の穴が真下に空いてい
るように描くと，実は穴が空いているように見えづらい．
視点に合わせて穴を強調するように全体を手前に回転さ
せた方が錯視効果が高い．当館では，撮影位置が床から
1500mm，穴の中心位置が水平方向に 3000mmと設定し，
回転角を 15°にした．穴と投影角との関係は図 3にまと
めた．
撮影位置には，モニタ置き台と固定カメラ，カメラ
マンの撮影台がセットになった展示台（図 4）を配置し
た．展示台の最上面がちょうど描画の基準点になってい
る．その面に撮影スマートフォンをセットする台を用意
した．

展　  望

展示を公開し実際に運用した結果，狙いどおり体験者
がカメラで撮影も行う展示として機能している．「顔ダ
ンス」は，実際に体験しても自分の方を向いている気が
しない体験者が，カメラで撮影するとマスクがよく動く
ことに気づくことにも使われている．「こんなところに
ブラックホール」は友人同士や親子で記念撮影を楽しん
でいる．特にこの展示はモデルがポーズを変えることで
何枚も撮影が可能であり，滞留時間も長い展示となって
いる．
撮影を誘導する体験展示は現代的で，今後しばらくは
演出アプローチとしては増加することが予想される．今
回は記念撮影的なカメラの使い方と現象の確認としての
撮影の両面を誘導した．ともに，その場で撮影結果を確
認できることが重要で，モデルのポーズの修正や新しい
アイデアの誘導と現象の理解の促進が果たされる．体験
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と撮影の両面で展示物の理解が進むことは望ましいと考
えられる．今後は視覚的な展示だけでなく，動きを楽し
む展示物にも動画によるチェックを進める演出を加えて
いくのも展示の新しい楽しみ方になっていくのではない
かと思われる．もちろん，撮影データが SNS等を経由
して広報になることも期待される．

参考文献
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写真 1　顔ダンス装置
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写真 2　こんなところにブラックホール撮影例

写真 3　こんなところにブラックホール
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写真 4　来館者の動線から見た展示配置

写真 5　自分の姿をモニタする仕掛け

写真 6　撮影ポイントから見た展示物　
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図 1　顔ダンス展示グラフィックス
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図 3　穴の投影と角度との関係
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技術報告

科学体験展示物の館内制作報告（2018 年）ケプラーモーション

久松　洋二 *

Abstract：This paper reports the technical part of new interactive exhibits built and made at Ehime Prefectural 
Science Museum in 2018. We made hand-on exhibitions to learn atomic orbits and dihydrogen moleculer orbitals by 
ball actions in circular sliders. We introduce a simple method of making interactive exhibitis to explain orbits using 
simple slope. With the device combining two slopes made by that method, we can see the movement of the sphere that 
transits many times between the two center points.

キーワード：展示物，体験装置，製作方法，ケプラーモーション，電子軌道，2分子軌道，中心力，2018，
愛媛
Key words：Interactive exhibits, hands-on, how to build, Planetary motion, electron orbital, Dihydrogen molecular 
orbitals, central force, 2018, Ehime

はじめに

愛媛県総合科学博物館では，館内で製作した体験展示
物を常設展示で公開している．加えて企画展，特別展の
ために製作し，期間限定で公開した体験展示類も，その
一部は展示終了後に改良を加えた後に常設展示で再公開
している．
2018 年度は企画展「周期表発見 150 周年元素のマト
リクス～星々から生命への贈り物～」（会期：平成 31 年
2 月 23 日から 4月 7日まで）に展示するため，原子軌道，
2分子軌道をイメージする体験展示を製作した．基本と
なる装置はよく知られている体験装置で，円板の表面を
中心に向かって凹ませた漏斗のような構造の坂道にボー
ルを転がし入れ，ボールが描く楕円軌道を観察する体験
装置で，ボールの入射角や入射速度を変えることで軌道
の形や軌道を描く持続時間の変化を見ることができるも
のである．惑星の軌道を模したことからケプラーモー
ションなどと呼ばれることも多い．今回はその軌道を原
子における電子軌道に見立てて，正電荷を持つ原子核に
負電荷の電子が引き寄せられつつも直接衝突せずに軌道
にそって運動することをイメージする展示とした．また，
2つの正電荷に引き寄せられる電子が 2つの正電荷の間

The Annual Report of Interactive Exhibits Built at Ehime Prefectural Science Museum （2018）
； Atomic Orbits and Dihydrogen Molecular Orbitals

HISAMATSU Yoji

 *愛媛県総合科学博物館　学芸課　科学・産業研究グループ
　Curatorial Division, Ehime Prefectural Science Museum 

を移り変わる軌道を運動する様子から分子軌道をイメー
ジする体験装置も製作した．2つの体験装置は中心力に
よる回転運動という本質的に同じ法則を利用した装置で
あり，製作方法も全く同じ工程で製作される．しかし，
体験者が 2種の装置に見つける楽しさのポイントがまる
で違うために，その製作にかかる注意点や仕上げ工程が
全く異なる．
本稿では，2018 年に製作した 2つの体験装置，原子
の軌道体験装置と分子の軌道体験装置の製作について報
告する．

展示物の内容と演出

ぐるぐる運動
製作した装置は，中心に向かって凹み続ける円形の坂
道に球や円板を投げ入れると，それらは円または楕円軌
道を描きながら坂道を回るように転がり続けることを観
察する体験装置である（写真 1）．運動では凹みの中心
はおおよそ円軌道の中心や楕円軌道の焦点の位置に相当
して，坂道との間の摩擦によって少しずつエネルギーが
奪われるので，球や円板は次第に半径を減らしつつ回転
を続け，その後に凹みの中心へと落ち込んでいく運動を
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する．入射時に凹みの方向（動径方向）に対して垂直な
方向（円周方向）に十分な速度を与えなければ，直接凹
みの中心へ転がり落ちるので，円周方向の速度が落ちず
に円軌道を作るための要素であることや，動径方向にも
速度を与えることで楕円軌道になることも実験で確かめ
ることができる．当館では「ぐるぐる運動」と展示名を
つけたが，ケプラーモーションなどとも呼ばれている．
円軌道や楕円軌道を描く物体の動きを眺めるのがとて
も楽しい体験展示で，本来惑星の軌道や原子における電
子軌道を模したものなら，しばらく同じ軌道で運動して
いるのを観察できる装置を目指すべきだが，当館は逆に
10秒から20秒で1演出が終わることを目標に設計した．
すなわち投げ入れたボールは，10 秒程度の時間で徐々
に軌道半径を減じながら中心まで落ち込む．1回の実験
で軌道の安定性を長時間観察する演出ではなく，軌道の
変化を楽しみながら何度も実験を繰り返したくなること
を目指した．このタイプの装置には楕円軌道を楽しむこ
とと，自分が球に与えた初速のパラメーターに対する軌
道の変化を楽しむ 2種類の要素があると思われる．当館
の製作した装置は後者を集中して楽しむことに特化した
設計に相当する．その結果，頻繁に実験をスタートでき
る，もしくは実験途中にリスタートできる装置となった．
これにより，自分が投げ入れたものが円運動などを描き，
最終的に中心に落ち込んで静止状態となるまで 1演出す
べてを見届けて装置から離れることができ，実験を終了
させた感覚と満足感を与えることができる．
また，今回の装置は，続く 2 箇所に中心を持つ同様
の体験装置「行ったり来たり」（企画展開催時は展示名
「フクロウケプラー」）と同時に公開したため，2つの装
置で入射させるものを球で共通化すると片方の装置に全
ての球が移される事態が生じることが懸念された（実際
は移されることに問題はない．それだけその装置を多人
数同時にもしくは少人数が集中して楽しんだ証拠とも考
えられるため．ただ，当館は展示の状態を常時チェック
する職員を配置していないため，一度片方の装置に球が
移されると元に戻すことができない．その結果，球がな
くなった一方の装置は体験不能となる．この状態を懸念
した．）．そのため，本「ぐるぐる運動」装置は円板を入
射し軌道を描かせるものに選定した．紛失してもすぐ補
充できるようにワッシャーを使用した．ワッシャーを立
てた状態で転がすのはコツが必要であるため，入射用の
補助道具も製作して設置した．実は中心が 1箇所である
場合，一様球や円板以外に偏心した球などでも同様の実
験ができる．コイン販売用の玩具が入っていた小型の空
き球形容器の内部に粘土などを詰めて転がす実験なども
面白い．もちろん無人の体験装置には不向きなので，今
回は円板（ワッシャー）を使用した．たとえ中心位置が
2箇所ある装置でワッシャーを入射させても，一方の中

心に対する回転運動から他方の中心へと遷移する際に円
板はバランスを崩して倒れることがすぐ確かめられるた
め，ワッシャーは装置「ぐるぐる運動」専用の道具であ
ることが体験者に理解できる．

行ったり来たり
2 箇所が中心となって凹んでいる坂道が 2つ合体した
複合的な坂道に入射した球がどのような軌道を描くか実
験，観察した装置である．装置の基本的な内容な上述の
「ぐるぐる運動」と全く変わらない．基本的に繰り返し
て楽しむことを前提としているため，元の「ぐるぐる運
動」を 2つ並べて合体させた形状をとり，1回の演出が
10 から 20 秒を目指した（写真 2）．坂道の形状からこの
装置は一様球を使わなければ楽しい軌道を描かないの
で，19 ミリの金属球を使用した．数人で同時に遊べる
ように，装置には 5から 7個の球をセットした．
基本的な構成は装置「ぐるぐる運動」と同じでも，入
射した球の挙動は大きく違う．複合した坂道によって入
射された球はいつも同じ方向を回るとは限らないのだ．
2つの中心を行き来する軌道を描くことも，ひとつの中
心を何周も回っていたところ，ふいに他方の中心への回
転へと移行するなど，最後まで軌道がどのように変化す
るか予想がつかない場合も多い．この装置は軌道の動的
変化を楽しむ装置である．
8の字を描く軌道の場合，縦に細長い 8の字から円が
連なったように横に広い 8の字へと移行するなど，軌道
の形状変化が著しい．軌道の変化を作っているのは，2
つの中心をつなぐ部分である．その部分を越えることが
できなければ，ひとつの中心のまわりで円または楕円軌
道を描くしかない．しかしその際，楕円の近日点が移動
することで，球に中心をつなぐ部分を越えるチャンスが
与えられる．その山を越えた時の球の速度によって他方
の中心周りを回れるか，一直線に中心へと落ち込むかに
別れる．せっかく属していた中心から球が遷移できたの
に一直線に他方の中心へ落ち込み，軌道を楽しむ間も無
く演出が突然終了することもしばしば発生する．
どのように初速を与えれば何種類も変化する軌道が見
られるか，もしくは長く回転運動をさせられるか，さら
には 2箇所の中心位置を何回往復させられるかなど，実
験の幅が広がることも本装置の特徴である．装置は横長
であるため，体験者の体の位置どりや手を離した場所で
ある球の入射位置も重要な要素となる．入射位置，角度，
速さ（強さ）とパラメーターが増えるので，体験的には
高度な調整を要求するが，そこから得られる軌道の変化
の楽しさ，長生きや遷移回数など注目した現象が見られ
た達成感は大きい．
実際の展示では，8の字に軌道を往復させる回数を提
示して，それより多くの往復を達成した場合は受付へ連
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絡してもらい，最高記録を更新させる演出を行った．果
たして何度か連絡があり，製作者より来館者の方がこの
装置を楽しみ，使いこなしてもらえる結果となった（写
真 3）．

設計と製作

全体の構成
装置の規格は体験者の行動を推定して決定した．頻繁
に実験をスタートできる，もしくは実験途中にリスター
トできるために，軌道のどの場所であっても投げ入れた
ものに手が届くことを条件としながら，より多様な実験
ができるように最大限半径が大きくなるサイズを目指し
た．館内製作で部材の経済寸法も重要であるから，装置
の径は 900 ミリと決めた．ケプラーモーションの体験展
示の多くは，中心に落ち込んだボールが内部の機構を経
由して体験者の手元まで帰ってくる設計を採用している
印象があるが，1演出が終わったボールのリセット時間
も省略したいと考えた．そこで中心の円筒部分には底板
を設置して，ボールなどをそこにストックさせ，体験者
は手を伸ばして入射させるものを取り出すことで実験の
即時再開が可能である設計とした．多人数で同時に体験
できることを考え，ボールなどを多くストックさせるた
めに中心の円筒部分の径を入射させるものより十分大き
く取った．さらに，装置の体験部分を低い位置に設置す
ることで，半径 450 ミリに達する円板の中心まで誰もが
手が届くようにした．これら条件から装置全体の規格を
決めて図 1，2のように設計した．
円形の坂道の形状は，通常，重力ポテンシャルのよう
に半径を rとした時 1/rの回転双極面でつくられること
が多いが，当館では半径 rの直線で製作した．この運動
は中心力ならポテンシャルの形に依存しないため 1），製
作が容易な半径 rの形状を採用した．そのため，1/rポ
テンシャルなら球が落ち込む終盤，坂道の半径が急激に
狭まるので球の回転速度も急激に上がるダイナミックな
運動は rポテンシャルだとほとんど見られない．当館に
限っては，その速度変化は別の体験装置で見られるので，
装置設計上では拘らなかった．さらに，rポテンシャル
の坂の形状は，装置「行ったり来たり」のように坂道を
2個並べたときに球の運動で製作に有利に働く．
坂道の傾斜角は細かなテストで決めたわけではなく，
入手しやすい部材の大きさ，装置の目標とする径，中心
の底まで手を伸ばして届きやすい深さからおおよそ作ら
れる規格からの逆算値である．いくつか代表的な深さを
作って試験を行い，回転が 10 秒程度で終了するものを
採用した．演出時間を長くするには斜面をなだらかにす
る必要があるが，あまりなだらかにすると，装置「行っ
たり来たり」のように坂道を 2個並べたとき，球の速度

が小さいために中間の山を越えられないことも予想され
た．
装置の外観は長期間の運用に耐えうるよう，なるべく
シンプルに構成した．木工による箱に坂道を落とし込む
構成を考えている．球やワッシャー，その他補助器具類
が床に落とされないようにするため，箱の天板位置は側
面より下げて設置することで，装置と天板と側面板で囲
まれた部分を構成し自然に物置として使用するように誘
導した．実験する際に邪魔に感じた物をその物置部分に
置くことができるため，床への物の散乱の防止と踏みつ
け蹴飛ばしによる破損，紛失防止機能を備えている．

部材と製作
坂道の製作は，スチレンボードと 0.5 ミリの塩ビシー
トにより型を作り（写真 4），その上にレジンキャスト
を流しかけて成形した．丸い円錐の型を作るのが大変な
ので 0.5 ミリの塩ビシートを使用したが，キャストの硬
化時の熱で変形する可能性があるので，少しずつ何回に
も分けてキャストを流した．スチレンボードの表面には
養生テープでマスキングして，キャストがボードにしみ
込まないように対策した．また，キャストを流す段階で，
中心のボールだまりを製作した．今回は塩ビパイプを切
断し円錐の型の先端に取り付け，パイプを癒着させるよ
うにキャストを外側から流し込んだ．パイプの底面は最
外面に仮の蓋を張って，その内側からキャストを流し込
んで製作した．
坂道を 2個取り付ける場合も同様に，0.5 ミリの塩ビ
シートで坂道の合体した型を製作した（写真 5）．合体
する坂の型を製作する際，rポテンシャルの形状は大変
簡単である．1/rポテンシャルで作ると，中心間の距離
を十分広く取らなければ相当複雑な過程が必要となる．
2つの 1/rポテンシャルを一度成形して同じ場所で裁断
し接合する方法が一番早いと考えられるが，正確に実行
するには高度な技術が必要だと予想する．一方，rポテ
ンシャルだと簡単な計算で型紙を作り出せるため工程も
短く難易度も低い．
「ぐるぐる運動」のように中心が一つの坂道だと，キャ
ストが固まった後，型を取り外して内側を磨いて完成さ
せる．「行ったり来たり」のように 2個合体した坂道は，
この後に 2つの坂道の間を削りながら軌道の調整作業を
行った．2個の坂を単純に貼り合わせただけでは，2つ
の中心の間にある山を球が越える有利がないためであ
る．球にとって山を越える有利をポテンシャルの形状で
与えないと，2つ合わせた坂を作る意味を失ってしまう
のだ．
元から十分な回転速度がある球が山を越えた場合，回
転方向を無理矢理変えられることで大きくエネルギーを
失って再度その山を越えることが叶わず，他方の中心の
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周りだけをずっと楕円運動することになる．つまり 2中
心間の遷移を繰り返さず，偶然 1回だけ属する中心を変
えるだけの運動になってしまう．また，たまたま山を越
えられる程度の速度を持った球はもっと悲しい結末を迎
える．山を越える際に持っていた速度は，他方の中心に
とっては円周方向より中心向き速度成分が大きく見え，
山を越えたために小さい初速で侵入する結果，回転運動
もできずにほぼ一直線に中心へと落ちてしまう．結局，
同じ中心を回り続けるより山を越えた方がエネルギー的
に得をする形状を与えないと，球は 2つの中心を行き来
しない．
製作的には，球がうまく行き来するまで 2つの中心間
の山をヤスリで削り続ける必要がある．もちろん最初か
ら中心間が低くなるように型を製作できればこの過程は
不要だが，それを今回必要とする大きさで一度に製作す
る方法がないため削り工程により製作した．今回は rポ
テンシャルで製作したため接合部分の尖っている箇所を
なだらかにするイメージで削れば良い．1/rポテンシャ
ルだとすると，かなり中心に近い方まで削らなければ越
えると有利に働くポテンシャルの山を作ることができな
いと予想される．
出来上がった坂道は木製の箱に落とし込むように設置
した（写真 6，7，8）．天板の中心に円形，または 8 の
字型の穴を開けて上から落とし，裏から箱と坂道を固定
した．体験者は無意識に坂道の外周，または坂自体に体
を預ける行動を起こすと予想し，坂道は天板だけで固定
された宙に浮いた構造とならないように，坂道自体も接
地するように坂の中心の底面の高さを調節して，装置の
損耗を軽減する構造で製作した．
円板の射出装置は三角形の坂となるように，木材と透
明塩ビ板で製作した（写真 9）．球の射出装置は木材玩
具の坂を流用した．

展　　望

今回，同じ材質，同じ導入，似たような形状の 2つの
体験装置を製作し企画展示で使用した．原子や分子の電
子軌道をイメージさせる文脈で体験展示を配置したが，
展示室を見たところ，中心になって楽しんでいた幼児，
小学生世代が展示意，2を汲んで電子軌道をイメージし
ながら体験していたようには見えなかった．ただ，面白
い軌道を見る，探す，試すことに関しては注目が得られ
た印象を持った．
「ぐるぐる運動」は円板を転がすことが難しい．導入
が大変だったが，射出装置の使い方がわかると誰でも円
板を転がし入れることができた．一度成功すると，まず，
円板が一定の円軌道や楕円軌道を転がり続けることに驚
きを感じるようだった．円板の軌道が曲がるとは倒れる

手前の動作なので不安定な印象があるようで，それが安
定して転がり続けるのが喜ばれた．そのため，きれいな
円運動が達成された方が楕円軌道より喜ばれているよう
な印象を受けた．これは球による実験とは違った注目点
ではないだろうか．慣れた体験者が射出装置を使わずに
美しい軌道を描くことに挑戦し続けている様子も見るこ
とができた．
「行ったり来たり」は軌道の動的変化が楽しい展示で，
その変化を個人的に楽しみ，挑戦する場合と，複数人で
競技のように楽しむ場合があった．数人で装置を取り囲
み，掛け声とともに一斉に球を射出して，誰が一番長く
回し続けられるかを競っていた．複数の球を同時に入射
させると，それぞれが軌道を球に変化させるので，球同
士が衝突する場合も起こる．それも含めて楽しめる新し
い遊びのようだった．また一方で，少しずつ入射パラメー
ターを変えて自分の理想とする軌道を探し続ける姿も見
られ，この装置で行う実験の楽しさが直感的に伝わって
いる印象を受けた．繰り返し実験の楽しさは，演出時間
を短く設定した結果であり，それが体験者に受け入れら
れたのではないかと考えている．
2 装置の初出の企画展示のテーマが元素と周期表で
あったためか，週末には展示会へ地域の技術者らしき方
が家族で来館されていたようだ．「行ったり来たり」の
科学的な背景，もしくは製作者の意図が伝わったとも感
じられるように，球が「行ったり来たり」する意味を分
子の電子軌道をイメージしながら親が子に説明する姿を
よく見かけた．ケプラーモーションの体験展示が惑星の
軌道に絡めて受け入れ楽しまれる姿は全国の科学館等施
設でみられることと思われる．今後，2中心さらには多
中心間を何度も行き来するボールの運動装置が多くの施
設で運用され，分子の電子軌道のイメージをもって体験
を楽しんでもらえる装置として成長していければと考え
る．
今回の 2つの実験装置は，小型化して巡回展示用の体
験展示として製作することが決まった．機会があれば，
巡回展での運用評価についても報告したいと考える．
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写真 1　ぐるぐる運動装置．ケプラーモーションと呼ばれることが多い．中心力によって，入射した球
や円板が円軌道や楕円軌道を描くことが体験できる．

写真 2　行ったり来たり装置．二箇所の中心を持つ複合坂道を転がる球の軌道は，８の字軌道や，一方
から他方の中心への軌道の急な遷移など，軌道の動的変化を楽しむ体験展示である．

05久松.indd   37 2020/01/31   15:09



科学体験展示物の館内制作報告（2018 年）ケプラーモーション

－ 38 －

写真 3　体験者の報告によって往復回数の更新を伝えた表示

写真 4　ぐるぐる運動装置の型

05久松.indd   38 2020/01/31   15:09



久松　洋二

－ 39 －

写真 5　行ったり来たり装置の型

写真 6　キャストによる成型と木製枠
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写真 7　ぐるぐる運動の木製枠

写真 8　行ったり来たりの木製枠
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写真 9　円板と射出枠
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愛媛県総合科学博物館研究報告　投稿規程
令和 2 年 2 月改訂

愛媛県総合科学博物館研究報告編集委員会

Ⅰ　愛媛県総合科学博物館研究報告の対象分野と原稿の
種別 

1 対象分野
愛媛県総合科学博物館研究報告（以下「研究報告」）

の原稿掲載対象となる分野は，愛媛県の自然史，科学技
術，愛媛県の産業史，博物館事業に関連する分野とする． 
2 原稿の種別

（a）原著論文
オリジナルな研究論文で，未発表のもの．

（b）総　　説
ある研究分野に関して独自の立場から総括・解説・
紹介するもの．

（c）短　　報
研究の予報や中間報告等の短い論文であり速報性を
必要とするもの．

（d）資　　料
調査記録・資料目録が中心となるもの．

（e）事業報告
教育普及活動や博物館活動の報告．ただし報告の対
象は当館主催事業に限る．

（f）技術報告
新たに開発した標本作成方法や展示物などの技術的
な新知見の報告．

これらを以下「論文」と記す．

Ⅱ　原稿の執筆要領
1 標題（和文・英文）

研究内容を具体的かつ的確に表す．標題の中には，原
則として略語・略称は用いない．英文表記は，冠詞・前
置詞を除き単語の第 1 文字を大文字にする．
2 著者名（和文・英文）

姓・名を略さずに記載する．英文表記は，姓の文字の
すべてと名の頭文字を大文字とし，「姓－名」の順とする． 
3 著者の所属機関名（和文・英文）

著者の所属機関は，当該研究の行われた機関名を正式
名称で記載する．著者が複数で所属機関が異なる場合は，
アステリスクを用いそれらを対応させる．博物館の館員
以外は，所属機関の所在地及びホームページの URL 等
を記載する．その際，郵便番号，番地等を省略せずに記
載する． 
4 抄録（英文）

論文の概略を迅速に把握できるよう，主観的な解釈や
批判を加えず，内容を簡潔に記す．一人称は使わず，図・

表の引用は行わない．原著論文・総説については，英文
100 語〜 200 語を標準とする．短報・資料・事業報告・
技術報告については，英文 70 語〜 100 語を標準とする．
文頭に「Abstract：」と表記する．
5 キーワード（和文・英文）

論文内容を適切に表す用語をいくつか記載する．文頭
にそれぞれ「キーワード：」「Key words：」と表記する．
6 本文

（1）論文構成・内容
論文構成は，「はじめに，材料，方法，結果，考察（お

わりに）」で構成することを基本とするが，論文の分野
によってはこの限りでない．この大項目の頭には見出し
番号を付けず，ゴシック体でセンタリング表記する．内
容は，論理的かつ明確な構想に基づいて記述し，研究の
目的，学術上の意義，先行研究との関連性も明示する．
同分野を専門とする研究者が読んで検証可能なように記
述し，結果とそれに対する分析は，明確に区別して記載
することが望ましい．

（2）文体，用字用語，記号，符号，単位等の基準
文体は，口語常態（である体）とし，現代かなづかい・ 

常用漢字を用いるが，固有名詞等はこの限りでない．読
み誤るおそれのある漢字については，その直後に丸括弧
で括ったふりがなを付ける．句読点は全角の「，」と「．」
を用いる．英数字と記号は半角を使用する．学術的名称

（動植物の学名，化合物名等）はイタリック体で記す．
その他の用字用語，記号，符号，単位並びに学術用語及
び学術的名称の表記は，基本的に ISO 等の標準化関連
国際組織及び論文の各分野において慣用されている基準
に従うこととする． 

（3）図・写真・表・図版
図・表・図版は，本文に出てくる順に，それぞれ一連

番号を付ける．また，番号に続けて和文のキャプション
を付ける．写真は原則として図に含めるが，論文の分野
によってはこの限りでなく，「写真 1 ○○○○，写真 2 
○○○○」と一連番号を別に付し図に含めないこととし
てもよい．図・写真のうち，必要なものにはスケールを
入れる．図・写真・表の本文中への挿入は，編集段階で
行う．挿入位置に関して特に希望がある場合は，論文投
稿時に編集委員会に申し出ること．図版は，原稿末尾に
掲載する．

（4）見出しの付け方
（a）第一項目：ゴシック体にして中央に配置．
（b）第二項目：左寄せでゴシック体にする．
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（c）第三項目：番号を付ける．ゴシック体にしない．左
寄せ．

（d）第四項目：括弧付き数字を付ける．ゴシック体に
しない．左寄せ．

7 注
語句や文章の意味を分かりやすく解説するために設け

ることができる．注には通し番号を付け，本文の該当箇
所の右肩に数字を挿入する．編集段階において，脚注の
場合は同一ページ内に，文末注の場合は本文の最後に挿
入する．また，人文社会科学分野等においては，謝辞の
後の文献欄を省略し，注に文献を含めることとしてもよ
い．
8 謝辞

研究の過程で何らかの援助を受けた場合は，「謝辞」
の節を設け，簡潔な謝意を示す．その場合，その援助者
及び機関の名称並びに援助の内容等を記載する．
9 文献

文献は，参考文献・引用文献を指す．文献の適用範囲
は，雑誌・図書・論文集・レポート・学位論文・特許文
献・ウェブサイト等がある．文献と本文との関連付けは，
基本的に自然史分野の論文はハーバード方式，科学技術
分野の論文はバンクーバー方式に倣うが，論文の分野に
よっては，その分野で慣用されている基準に従ってもよ
いこととする．欧文雑誌名と書名は，イタリック体とす
る．

（1）ハーバード方式（著者名アルファベット順方式）
ハーバード方式は，本文での引用箇所に著者名と発行

年を記述する．例えば，本文では「・・・である（山田， 
1999a， 1999b）．」，「・・・に関しては，宮本（1998）が
報告している．」と表記する．著者が 2 名の場合は，「・」

「and」で区切る．著者が 3 名以上の場合は，「〜ほか」「〜
et al.」とする．文献が複数の場合は，「；」で区切る．
文献欄の配列は，著者名のアルファベット順とする．同
著者の場合は年号の順とする．同著者名かつ同年号の場
合は，出版年の後に a，b を付けて掲げる．体裁は以下
の例を参照のこと．

［雑誌中の論文］　著者名，発表年：論文名．雑誌名，巻
号数，ページ数．DOI データ．

八木繁一・日山克明，1954 : 伊予の扶桑木について．地
学研究，6，p.311-314．

NAGAI, K., 1985 : Some geological problems of the 
Ishizuchi Range, Shikoku. Memoirs of the Ehime 

University，section2，3，p.95-108.
PARENT, H., BEJAS, M. and GRECO, A., 2019：Shell 

area-to-volume ratio in ammonoids. Paleontological 
Research. doi:10.2517/2019PR013.

［図書］　著者名，発表年：書名．発行所．　
伊藤立則，1985：砂のすきまの生きものたち．海鳴社．
MOORE, R. C. (ed.), 1961：Treatise on Invertebrate 

Paleontology. Part Q, Arthropoda 3. Geological Society 
of America and University of Kansas Press.

［図書の部分引用］　著者名，発表年：標題．書名．編者
名．発行所．ページ数． 

速水格・植村和彦，1998 : 3．古生物の分類．古生物の科
学 1　古生物学の総説・分類．速水格・森啓編．朝
倉書店．p.38–59．

ELDREDGE, N. and GOULD, S. J., 1972：Punctuated 
equilibria : an alternative to phyletic gradualism．
Models in Paleobiology. In SCHOPF, J. M.(ed.)．
Freeman. p.82–115．

［ウェブサイト上の情報］　著者名，発表年：標題．URL 
（参照年月日）．

環 境 省，2019 : 環 境 省 レ ッ ド リ ス ト 2019．https://
www.env.go.jp/press/files/jp/110615.pdf（2019.10.1
参照）．

（2）バンクーバー方式（引用順方式）
バンクーバー方式は，本文での引用箇所右肩に文献の

連番（引用順）を振る．例えば，本文では「〜国内で開
発された当時世界最高輝度の白色発光ダイオード 3）は
〜」と表記する．文献欄は，引用順に番号とその文献を
挙げ，同じ文献が出てくる場合は，「5）前掲 3 に同じ」
と略記してもよい．体裁は以下の例を参照のこと．

［雑誌中の論文］　著者名　論文名．雑誌名．発表年，巻
数，号数，ページ数．DOI データ．

柳井昭二，石谷孝佑，小城年久　糸状菌の生育におよぼ
す酸素濃度の影響について．日本食品工業学会誌．
1980，vol.27，no.1，p.20-23．

YOSHIHARA, H. K. Nippponium, the Element 
Ascribable to Rhenium from the Modern Chemical 
Viewpoint. Radiochimica Acta. 1997, vol.77, no.9, p.9-
13．

MABON, S. A., MISTELI, T. Differential recruitment of 
pre-mRNA splicing factors to alternatively spliced 
transcripts in vivo. PLoSBiol. 2005, vol.3, no.11, e374, 
doi:10.1371/journal.pbio.0030374.

［図書］　編著者名　書名．版表示，出版社，発表年．
日本化学会編　日本の化学百年史－化学と化学工業の歩

み－．東京化学同人，1978．
FRENKEL, D., SMIT, B. Understanding Molecular 

Simulation: From Algorithms to Applications. 2nd ed., 

（例）
愛媛の自然

地質
1　領家帯

（1）領家帯の変成岩類
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Academic Press, 2002.
［図書の部分引用］　著者名 “論文名”．書名．編者名．

出版者，発表年，ページ数．
西源次郎 “Ⅲ博物館活動のプログラムの構成　2 企画検

討事項”．生涯学習と博物館活動．加藤他編．雄山
閣出版，1999，p.68-77．

ITO, Kenji “The geist in the institute: The production 
of quantum physicists in 1930s Japan”. Pedagogy 
and the Practice of Science. KAISER, D., ed. MIT 
Press, 2005, p.151-184.

［ウェブサイト上の情報］　著者名“標題”．発表年．
URL（参照年月日）．

日本海洋データセンター “J-DOSS, JODC オンライン
データ提供システム（潮汐データ）”．2018． 

　　https://www.jodc.go.jp/jodcweb/index_j.html
（2018.11.1 参照）．

Ⅲ　論文投稿から発行までの流れ
1 投稿資格

論文を投稿することができる者は，原則として愛媛県
総合科学博物館の館員及び館員と共同で研究を行った者
とする．ただし，外部の者のみの投稿も受け付けること
があるが，この場合，事前に編集委員会に連絡をとって
論文の概要（新規性・実用性等）を説明し，投稿の許可
を得る必要がある．なお，投稿者の所属が大学・試験研
究機関・博物館等の場合，当館の収蔵資料を研究対象と
した論文を優先する．
2 論文の投稿

上記「II 原稿の執筆要領」に従い執筆した原稿を，
A4 版の用紙に 1 ページあたり 45 字× 35 行（文字サイ
ズ9ポイント）で2部印刷する．投稿原稿整理カード1部，
原稿（図・表・図版も全て含む）2 部を編集委員会へ提
出する．  
提出先　〒 792-0060　愛媛県新居浜市大生院 2133-2

　　愛媛県総合科学博物館 研究報告編集委員会
　　TEL. 0897-40-4100　Fax. 0897-40-4101

3 論文の審査と採択
原稿は，執筆要領に従って書かれた場合に限り受け付

ける．その受け付けた日を原稿受付日とする．論文は，
編集委員会が選定した査読者により，投稿原稿の査読を
受ける．館外の研究者による査読を希望する場合は，事
前に編集委員会へ申し出ること．編集委員会は，査読結
果に基づき原稿を審査し，掲載可・要修正・掲載不可を
判断する．要修正の場合は，著者へ修正・再提出を求める．
提出された最終原稿が，編集委員会により掲載可と判断
された日をもって原稿受理日とする．掲載可の連絡を受
けた著者は，速やかに電子データを提出すること．掲載
不可の場合は，その理由を明らかにした上で原稿を著者 

へ返却する．
4 論文の校正

校正は，初校のみを著者校正とする．再校以降は基本
的に編集委員会が行う．
5 研究報告の配布

発行された研究報告は，全国の主な博物館，県内の図
書館・高校・大学等へ配布される．発行後，著者には研
究報告 1 部を贈呈する．また，希望する著者には別刷
30 部を贈呈する．著者が連名の場合には，筆頭著者に
贈呈する．30 部以上の別刷を希望する場合は，編集委
員会に相談すること．  

Ⅳ　論文の著作権について
研究報告に掲載されるすべての論文の著作権は，電子

媒体を含め愛媛県総合科学博物館に帰属する．ただし，
著者自身が複製，翻訳などで利用することは差し支えな
いが編集委員会に申し出た上で，本誌からの出典を明記
し言及すること．他誌から研究報告に投稿する場合は，
その出版社の了承を得てその旨を謝辞の項目で必ず記載
すること．そのほか，著作権に関する諸事が生じた場合
は，著者に直接協力を依頼する場合がある．

Ⅴ　ＷＥＢ公開について
研究報告は，発行された後に当館のホームページ上に

おいても公開する．よって論文に使用する資料を他から
借用して掲載する場合，借用先にその旨伝え，論文投稿
前に承諾を得ておくこと．また，知的財産所有権・著作
権・肖像権等が発生する内容及び個人情報を含む内容を
掲載する場合についても，論文投稿前に著者において処
理をしておくこと． 

Ⅵ　投稿規程の改訂について
改訂の必要が生じた場合は，編集委員会の審議を経て

改訂を行う．
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愛媛県総合科学博物館研究報告　投稿原稿整理カード

発送年月日 　　　　年　　　　月　　　　日

種別
（該当するものを○で囲む）

原著論文　　総説　　短報　　資料　　事業報告　　技術報告

和文表題

和文著者名
（ふりがな）

英文表題

英文著者名

連絡先
（校正刷り・別刷送付先）

〒　　　－

　　　　　Tel．
　　　　　Fax．
　　　　　E-mail．

提出原稿
本　　　文 ：　　　　枚　　　　　    図　　　版 ：　　　　枚
図　　　表 ：　　　　枚　　　　　　　　　　（カラー　　   枚）
　　　  （カラー　　   枚）　　　　　　図・表の説明 ：　　　枚

別刷希望部数 　　　　　　　　　部

備　考

編集委員会記入欄
　受付年月日　　　年　　　月　　　日　　受理番号 No.
　受理年月日　　　年　　　月　　　日　　受理番号 No.
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