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中高生向けの哺乳動物の解剖

楢111奇修一郎・原田啓一

群馬県立自然史博物館学芸課

』
日要

群馬県立自然史博物館では， 自然史に関する教育普及活動の一環として中学・高校生向けのサ

マー・キャソプを例年実施している‘ 2泊3日で各種のコースをこの期間で一通り学ぶことで， 自

然史の理解の一助とすることを目的としている． 1999年度は， 8月4日から6日まで行われ，人類

学・動物学コースにおいてはl'ili乳動物の解剖を行った． ブタの胎児と成獣ヒヒを用いた解剖から，

このコースは同じ哺乳類に属するヒトの体構造を理解させる試みでもある． ここでは，中高生の

反応と今後の方針についての考察をおこなった．

キーワード：比較解剖，ブタの胎児， ヒヒ，中高生
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人類学動物学コース［ブタの胎児とヒヒの解剖：生徒5名］

の4コースを実施した．

ここでは， 1999年度に実施した人類学・動物学コースに

ついて報告する．

はじめに

群馬県立自然史博物館（以下，当館）は， 1996年10月に

開館したが，以来， 自然史の教育普及活動を精力的に行っ

てきている．それら教育普及活動には，識演を主体とする

自然史誰座（井田， 1997；楢崎, 1997aう須永, 1997;伊

勢川， 1997；綿貫， 1998；大森， 1999)，実験や実習を主

体とする自然教室（楢崎, 1997bう樺澤, 1997ac；晦村，

1997；楢崎・溝口・樺澤， 1999う楢崎・樺澤， 2000)，野

外での観察を主体とするファミリー自然観察会（里見， 1997；

楢崎, 1997c),天体ドームを使用する天体観望会（萩原，

1998abc;角田, 1999),群馬県内の小・中学校や養護学

校や公民館に出張展示をする移動博物館（樺澤， 1998；樺

澤・本井， 1999；田村， 1999)，博物館の展示室で一泊す

る博物館探検隊（本井， 1999）などがある． また， 1997年

から実施されているサマー・キャソプ（.嘩澤, 1997bj楢

崎・萩原， 1999）は，中学・高校生を対象とした短時間で

はできない内容を実地体験できる実習などを2泊3日で行う

もので，同博物館の教育普及活動のメイソとなるものであ

る．

1999年8月4日から6日までのサマー・キャソプの期間に

は，岩石学コース［蛍光X線装置による岩石の分析：生徒

5名］・植物学コース［植物の同定と植物標本の作製：生徒

5名］・菌類学コース［菌類の観察法と培養法：生徒5名］．

材料と機器

(材料）

・ブタの胎児[S"sscmitzvar."”es"czfsL.] (生徒1

人に1体） ：アメリカの教材会社であるカロライナ・

バイオロジカル・サプライ社製ものを使用した． これ

は，教材として開発されたもので，あらかじめホルマ

写真1 ブタ胎児

受付：2000年1月13日，受理：2000年2月25日
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リソli!il定した後でアルコールli!il定したもので，衛生的

にも淡粂である． また，助脈には赤色のラテックスを，

I静脈にはI牙色のラテックスを注入してあるので，解剖

の際に見分けやすくなっている．

ブタの成休の|眼球（生徒・人に・つ） ： |眼球の解剖の

|簾，胎児の眼球では小さすぎて解剖観察には適さない

ため，成体の|恨球を精肉店よりﾙIf人して， ホルマリソ

|!!il定したもの．

実群数材は、 …般にアメリカで川いられている人手111･能

な教材会社の標本から選定した． l'lli乳顛では, f/-}ナギ・ネ

コ・ネズミ ・ ミンク及びブタの胎児などがある． これらの

中で，ペ･ソトなどシミ!ツクを受ける可能性があるものを除

外し， ~人で解剖できる適度な体の人きさであること，な

おかつ解剖を行う｜もで参考となる詳細なlxlなどがあること

から， ブタの胎児を使用することとしたちなみに， アメ

リカの入学での比I陵解剖学。‐ ‐スでは， ブ．タの胎児の使用

が・般的であり，そのための解剖のf引き!1I:も多数III版さ

れている(CH'AssoN・ODLAuG･RADKE, 1997;ODLAuG,

1984iRoGER,1985; SMITH&ScHENK,1998) .解剖を進

めるにあたって手引き習:の盟蝋なことは指導する上で必要

不1I｣.欠である．

ブタの胎児を・辿り解剖した後に，今l'jlは動物帷lから寄

1贈された成獣ヒヒの解剖を行った． 人体柵造を知るにはど

うしてもヒトの体に似た霊長類の解剖がｲくIり．欠である． ブ

タそしてヒヒの解剖をｲjい，比1陵解剖学的に形態の系統発

JL|ﾐ的な理解と意味を考えることは必要であろう

この･り･マーー・キャンプでは，解剖以外にIII1々の器'|:|'の組

織ｲﾙ造の知識も必婆と砦え＃ 1'1能な限り取り入れた．

ブタの胎児のプラ

スティネーショソ

[|ﾉ11!厳が観察でき

る状態］ （1つ） ：

解剖を行う前に内

臓の説Iﾘlに使肘．

カロライナ・バイ

ォロジカル･サプ

ライ社製のものを

使川

ネズミのプラスティ

ネーショソ［内臓

が観察できる状態］

(1つ） ：ブタの胎

児との内臓の比較

に使用． カロライ
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日程（表1参照）

1 . 'ji:liil準備(1999年7月）

学ﾉ|皇 一人にブタの胎児・体を解剖させることにした．

標本が胎児である'11:を知るために， ′|ｻの未だ成度, I哺乳

蚊における術環器系の州産前後の速いなどを即解させる

ために解剖前にi炊X線で撮影し，そのl'i'i像を縛ることと

した. X線フィルムおよび白蝶画像は，各参加者に記念

〃,として持ち帰らせた．

７
■
巴

ナ・バイオロジカ写真2 ブタ胎児のプラスティネー
ション標本

ル・サプライ,ﾄ|製

のものを使用．

・カエルのプラスティネーショソ［|ﾉ11職が観察できる状

態］ （1つ） ：ブタの胎児との内I淡の比il礎に使用． カロ

ライナ・バイオロジカル・ ・iナプライ~ﾄ|製のものを使用．

・ヒヒ成体(1#) :群,鴨県立|き'然史|#物館所蔵でホル

マリソ固定してあるもの．

(機器）

・ソフテックスPRO-150: IFf'!!;県立自然史博物館所蔵

のI|ﾘ<X線装置で，ブタの胎児のX線搬影に使朋．

･KEYENCE社製のデジタルハイビジョソマイクロス

コープVQ-7000:群馬県立自然史|#物館所蔵の顕微

鏡拡大映像提示装世で，組織切片観察に使用．

ユ
91F ・

師

言』

L I

℃Fｰ．‐

…▼

Id

隆
ー

､【

慰
笂

尾
ﾛ

ﾑ

' @』 1

，鵬蔓剛剛珊鵬I
方 法

1997年に， 当館にて今回報告する内容とli 1じ試みをして

いる．前回ではカエルとヒトの体制に近いニホソザルの解

剖を行ったが，蝦初にカエルを解剖し，次にニホソザルを

解剖したのであるが，ニホソザルの解剖をする段に生徒は

急に拒絶反応を示した． この経験を踏まえ， ・り･ル以外の'哺

乳類を解剖し，次にサルの解剖を行えば，拒絶反応を取り

除けるのではないかと考えて試みた．

写真3 ブタ胎児のX線写真

X線の搬影は，当館所蔵のソフテックス株式会社製

「SOFTEXPRO-TEST150型」を使川'し, X線フィ

ルムには謝土フィルムの「Industl･ialX-RAYFILM

FR」を使用した．軟X線搬影の際に，条件設定を検証

した結果, 50kv,3mAで120秒という条件が｡-･瀞よいこ

とがわかった．



中高生向けの哺乳動物の解音1 111

表1 ．サマーキャンプ人類学・動物学コース予定表（1999年） ネーショソ標本を使用した． プラスティネーション標本

は， ドイヅのハイデルベルク大学のグソター・フォン・

ハーケンス|＃｜ルこより1977年に開発された新しい技術で

あり， アセトソを使って標本から水分を除去し，その後，

シリコン樹脂やエポキシ樹脂等で置換することにより生

体を半永久''1勺に保存でき， しかも，手に取って観察する

ことができるという利点がある． 1995年に国立fl学博物

館で行われた， 「人体の世界」展（馬場・坂比1995)

や1997年から1998年に巡回展として行われた， 「人体の

不思議」腱（織旧・森, 1997)でその有用性が座く普及

されたことは記'|点に新しい．実際カエル・ネズミ ・ブ

タの胎児のプラスティ不一ショソ標本は，液漫標本や生

の標本，樅Jli!惇とｿ4なり，無臭で腐敗もせず, ]zで触れ

ることができる実物であるという点で， このサマーキャ

ンプで実際に川いて教育用に優れていることがわかった．

解剖のliiiに， ブタの外部形態として, |ｿ|"1推定，体重

測定，体長・体高・尾長の計測， タピ亡年齢の碓定，乳頭

の数の観察とスケッチをさせた． タピ亡年齢は，すでにあ

る体長のデータから推定させた． さらに， 内部形態とし

て， あらかじめ用意しておいたX線フィルムで， ブタの

頸椎・I剛椛･ II典帷・尾椎・肋骨の数を数えさせた．

その後，解ifll室において， ブタのllfi児の解剖を行わせ

た．解剖を行わせる前には，動物佃祉と倫III!IIWから解}¥l1

体に礼儀を欠かさぬよう指導し，解剖の前後に， 必ず黙

祷を行わせるよう指導した． この効果は， 参加者の一人

でI|'学2年生の感想文に現れているので，一部紹介する．

「･ ･ ･…（略）……始めに， ブタの胎児の解剖をした．

最初は， オモチャのようにも見えたブタだったが，黙祷

× 8／6 （金）8／5 （木）8／'4 （水）
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朝食・移動 朝食・移動

実習Ⅱ （9200-12:帥）

［第1収蔵庫］

1 ．サルの骨の名称

2．サルの筋の名称

3．サルの内腱の名称

実習Ⅳ（900-12:00）

［第2研究室］

1 ．サルとヒトの組織観察

2．参加者の歯型の採取

3．歯型の比較

開講式・ｵﾘｴ万一ｼｮﾝ

昼食・休憩（12:00 13:00）昼食・休憩（12:0013:00） 昼食・休憩（12:0013;00）

実習I （13:00-17:30）

［第1収蔵庫・第2収蔵庫

解剖室］

1 . ブタの骨の名称

2. ブタの内蔵の名称

3. ブタの胎児の解剖

実習Ⅲ （1300－17:30）

［解剖室〕

1．サルの解剖

（1 ）内臓

（2）筋

研修のまとめ

閉講式・解散

ﾀ食・休憩 夕食・休憩

.』

2．実習第1日目 （1999年8月4日）

実習5 ：導入として， ブタの胎児と成体の骨の名称及

び内臓の名称を教えた．その際， 以卜の文|秋を参考とし

た(CH'AssoN･ODLAuG・RADKE, 1997;ODLAuG, 1984;

RoGER, 1985; SMITH&ScHENK,1998). また，比較

のために， アメリカのカロライナ・バイオロジカル・サ

プライ社製のカエル・ネズミ ・ブタの胎児のプラスティ

肩甲骨

椎

図1 ブタ胎児の骨の名称
写真4 ブタ胎児（外部形態）



楢崎修一郎・原田啓一112

写真6 解剖したブタ胎児

図2 ブタ胎児の解剖前の腹側面観（参加者の生徒による）

をすると，解剖のために命を落としたブタへの， かわい

そうな気持ち，感謝の気持ちなどがこみあげ，緊張も高

まって， とても本格的だと思った． ……（略）……」

．＝〆 〆
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写真5解剖実習風景

3．実習第2日目 （1999年8月5日）

実習6：午前中は， ブタの胎児の脳の解剖と脊髄の解

剖を行った． ブタ胎児では解剖が困難なため， ブタの成

体の眼球の解剖を行わせた． ブタ胎児では内臓を剖出し、

現位置にある状態でスケッチをさせ，その後，内臓を個々

に取り出し，その重量の計測を行わせた．その結果を表

2に示した．

実習7 ：午後は， 10％ホルマリン液で約2年間固定し

図3 ブタ胎児の解剖後の腹側面観
（参加者の生徒による）
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2． X線観察ブ瞳夕月台』尾径見雲垂て涙言十浜I】表

個
一
個

|” ｜･霞…|"…｡ ’観察年月日 1999年8月 日NC 5’▽ 個 （2）胸椎の数番号 氏名 （1 ）頸椎の数

（3）肋骨の数 個

個

５

２

１

１

(4)腰椎の数: b1 ．外部形態

－7｜
/<」
づ
八

一

（1 ）性別 理由 （5）尾椎の数

(2)指の数： 前肢右4本.前肢左4本後肢右4-本後肢左4本
~l

~’ ~I ~’
(6) X線の図を貼ってみよう

(3)乳頭の数： 右7個壷6個聡数|3個

670;一 6
イ員、

(5)体長:ノ
ム

（4）体重
Cm

1~膀一

(6)体高: IOcm (7)尾長：ワrl~ハー,ハ1

(8)死亡年齢: /05日 運由

*参考資料(体長) : 1 cm(20日） ･2cm（35~40日） ･ 3cm（49～50日) ･4cm(56日)

20cm（75日） ・25cm （100日） ・30cm（112～115日） 3． 内部計測

(' )肺： 右 '5・ ~左 ’4． ＄(2)心臓（9）鼻紋（鼻紋をとったものをここに貼ろう） ｇ

ｇ

９

ノノ

ノー＋ ワム
ニ~（

（4）肝臓（3）胃 9

雌 22(5)腎臓： 右4‘左斗‘

／／

I〃（7）脳： 9

(6)腸

表2．ブタの胎児の計測表及び観察表

＞＜ 範囲平均No－5No 4No．2 No．3No 1

＞＜~＞>＜一旱性 月 1 伊 夕3 夕

6109 （N=5） 4809 8209体重 53594809 1 5259 6909 8209

236.8mm （N=5） 220mm－280mm体長 234mm 230mm280mm220mm 220mm

, ,0mm_!50m"132mm （N=5）体高 1 10mm130mm 150mm 140mm130mm

50mm 70mm56mm （N＝5）尾長 50mm70mm 60mm50mm 50mm

91 ．9日（N=5） 85日 105日死亡年齢 92日105日 92．5 目85 呂85日

7個7個(N=4）右： 7個 右： 7個右 7個 右： 7個

乳頭

6個－7個6 25個（N=4）左： 6個左9 7個 左； 6個左： 6個
~

7個7個7個 7個頸椎の数 7個 7【1国7個

15個-16個15，6個16個 16個5個 15個胸椎の数 16個

6個 7個6．2個6個 6個6個腰椎の数 7個 6個

呼
譲

9個－13個1 1．8個13個12個尾椎の数 13個9個

'5個－1 6個'5 6個6個15個肋骨の数 1 6個 16個 15個

149－169159(N=3）脳 149l6Ebg
虻

右: 109 159右： 1 1 ．75(N=4）右: 159 右:､ 109右： 109 石: 129

肺

左； 1 19 149左： 13 25(N=4）左: 149左: 1 19 左: 149左； 14

7． 19 (N=5） 49 10989心臓 5‘59 89 og4口
、

29 1 195‘49 （N=5）29
国
日 49 1 19叱

一
陸

4贋

199－32926 49 （N＝5）肝臓 329 259249329

写真7 ブタ胎児の内臓 右: 29－59右： 3．75(N=4）右： 49 右； 29右： 49右 59

腎臓

左： 3 75(N=4） 左: 29－59左: 29９５

９
４１

左

左: 49 左; 49

” ｜ 脚‘腸 ’ '49 2297 29 （N＝5）229 1 14922914貝
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ておいた，雌のヒヒの解剖を行わせた． ここでは，腹部

内臓と体肢の筋に主眼をおいて解剖を実施した．

1 ．実習第3日目 （1999年8月6日）

実習8 ：中高生各自の歯型をとらせ， さらにサルの歯

型と比較をさせた．歯型を採取する方法は， 楢崎・溝口・

樺澤（1999）に従った．その際，歯について，哺乳類の

歯が二生歯性であり，異形歯性であることや，歯の種類

（切歯・犬歯・小'三|歯・大臼歯)，歯の数がニホソザル

やゴリラ・チンパンジー・オランウータンと同じである

こと等についての講義も同時に行った．

その後， 当館所蔵のあらかじめプレパラート固定され

ているヒトの組織切片を観察させた． ここでは， ヒトの

支持組織としてのil吹骨・骨，筋組織としての骨格筋・心

筋・平滑筋， 消化器系としての胃・小腸・大I易・肝臓・

膵臓，及び泌尿器として腎臓などの組織標本11種類を検

鏡させる試みを行った通常は，一人に一台ずつ顕微鏡

を与えて観察させるのだが，今回は， 当館所蔵のKEYE

NCE社製のデジタルハイビジョソマイクロスコーブvQ

-7000を使用し，拡大画像を提示して解説した．

1956 ;FEzEKAs&KosA,1978 ;GILBER'1, , 1980 ;

後藤・大泰司, 1986 ;八谷・大泰司, 1994 ;HILL-

soN, 1986 ;加藤, 1993 ;楢崎, 1994 ;ODLAuG,

1984 ;OLsEN, 1973 ;大泰司, 1993 ． 1998 ;

RoGER, 1985 ; ローマー＆パーソソズ, 1983 ;

ScHMID, 1972 ;SMITH&ScI正NK, 1998 ;樽野，

1986

．霊長類の解剖

ANKLE SIMoNs,1983 ;牧田, 1992 ;SwINDLER&

WooD,1982

．人体

馬場・坂井, 1995 ;別|II}宝島, 1998;江川, 1994;

江口, 1995abc ; フォルナーリ, 1997 ; フォルナリ

＆パーカー, 1993;学習研究社, 1994;濱島, 1991;

平田, 1994;保志, 1993;井尻, 1992;井尻・小寺，

1994;河合, 1994;小泉・宮原・村松, 1991 ;黒田，

1990･1994abcde ;松森, 1996 ;McMINN&HuTcH-

INGs, 1985;三木, 1997 ;森, 1996; 日本解剖学会，

1996 ;織田・森, 1997 ;奥田, 1994ab･1997 ;大

利， 1997 ；大島, 1994 ;坂井, 1989･ 1995． 1996

abcd･1997abc･1998. 1999abcdef ;竹内, 1999 ;

坪田・保志， 1992；上野， 1994；養老, 1993･1995;

山鳥・梅谷， 1991

.組織学

ガートナー・ジェームズ， 1997；ホィーター・バー

キット ・ラソカスター． 1988

まとめと反省

今回， 中高生にブタの胎児を解剖させたが， ブタ胎児の

体の大きさは生徒にとって解剖しやすく，熱心に解剖を進

めたことから体構造を知る教育効果もあると判断した． し

かしながら， ヒヒの解剖を行うにあたり， ホルマリソ酬大

きさもちょうど良く， 教育も効果的にできることがわかっ

た． ただ， ヒヒの解剖を行うにあたり， ホルマリン嗅がき

ついこと， ヒトの体制に似ていることから， ほとんどの生

徒が抵抗を示した．次回，霊長類を解剖するなら， サマー・

キャンプ実施1週間く･らい前から， 水につけ， ホルマリン

嗅をできるだけ消去する作業の必要性を痛感した． また，

できるなら， ホルマリソ固定標本をアルコール固定に置換

できることから， これらを工夫する必要がある． また， ヒ

ヒなど霊長類は， ヒトの体制に似ていることの理由から生

徒が抵抗を示したことは，霊長類の解剖は， このサマー・

キャンプでの対象者以上の興味ある者に実施することが最

善であるのかもしれない． 中高生を対象とするなら， ブタ

胎児を用いて，時間をかけた解剖を行い，同時にプラスティ

ネーショソ標本を利用した各種動物の体制についての系統

発生的な知識を得るための教育の方が良いのかもしれない．

註：今回使用したカロライナ・バイオロジカル・サプライ

社(CarolinaBiologicalSupplyCompany)製の標

本の1999年時の価格（＄）は以下の通りである．

・ウシガエルのプラスティネーショソ (BullfrogDiS-

section) :$108.50

・ネズミのプラスティネーショソ(RatDissection) :

＄113.00

・ブタの胎児のプラスティネーショソ(PigEmbryo

Dissection) : $185.50

・ブタの胎児［動脈と静脈にラテックス注入] (Pig

Embryo) :体長12.5cm～20cm･$7.70 (1個体あた

り） ［1～11個体］ ， ＄6.45 （1個体あたり) [12個

体以上］ ；体長22.5cm～27.5cm・$11.20 (1個体あ

たり） ［1～11個体］ ， ＄9.35 （1個体あたり） ［12

個体以上］

今回のサマー・キャンプを行うにあたり，以下の文献を参

考にした．

・解剖の方法

寺田・藤田, 1962． 1968

・ブタの骨学

CHIAssoN･ODLAuG・RADKE,1997 ;CoRNwALL,

謝 辞

本実習を実施するにあたり，博物館実習生としてサマー

キャソプの手伝いをしていただいた群馬大学教育学部の武
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す．

さらに，実習で使用したヒヒの成体の死体を寄贈してい

ただいた，桐生市立岡動物園の皆様に感謝いたします．特

に， 大門正美様には入手の便宜をはかっていただきました．

1998b 9月の天体観望会から：夏の大三角， デメテール：群馬

県立自然史博物館だより， (7) :5．
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馬県立自然史博物館だより， (8) :7．
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Abstract

MuseumCourseofMammalAnatomyfor

Junior&SeniorHighSchoolStudent

ShuichiroNARAsAKI｣&KeiichiHARADA2
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Wepresent theAnthropology&Zoologycourses

offered inthe summel- of l999 inthis paper. This

coursewasdesignedtoteachtheanatomyofmammal

body through disecction of fetus of thepigand

adultbaboon.

The studentswho took this course learned that

bothfetal pigandbaboonshares similarcharacters

of the structural planof animal body including

human.

GunmaMuseumofNaturalHistoryhadopenedon

October22,1996.Sincethen,Museumoffers sever-

al courses of natural history to students ar'd the

public.

Amongthosecourses, asummercampisoneof

themaincourses inGMNH.Thiscourse isdesigned

as a3days (2nights) course forJunior&Senior

highschool students tolearnAnthropology,Botany,

Palaeontology, andZoology.
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