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フクロウのペリットを使用したネズミの骨学

|酋崎修一郎！ ・樺澤 誠’

1群馬県立自然史博物館学芸課

2群馬県立自然史博物館教育普及課

ご
日要

群馬県立自然史博物館で，教育普及活動の一環として行われている自然教室の--例を報

告する． この自然教室は，小中高生や一般を対象として， 2時間のコースで自然史分野の

実験や実習を行うものである． ここでは， 1999年5月23日に「ネズミの骨を探そう」と題し

て行われたコースについて報告する． フクロウは， ネズミやモグラ等のエサを丸飲みした

後，消化できない毛や骨をペリッ|､として1ｺから吐き出すことが知られている． このペリ

ッ|､の中身を調べると， フクロウの食事内容が判定できる． この自然教室では， アメリカ

で小学生を対象に開発されたペリットを教材として使用し， エサとなったハタネズミ類の

骨の同定方法を教え，ペリッ|､に含まれている個体数を調べた．

キーワード：フクロウ、ペリッ |､、ハタネズミ類、骨学
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材料と器材はじめに

群馬県立自然史博物館は， 1996年10月に開館して以来，

自然史分野の教育普及活動の‐環として，講瀧を主体とす

る自然史講座（井田, 1997i楢崎, 1997ai須永, 1997 ;

伊勢川， 1997；綿貫， 1998；大森， 1999)，野外での観察

を主体とするフ7．ミリ－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, 1998a,

b,ci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； |薙澤・

本井， 1999；田村， 1999)，博物館の展示室で一泊して博

物館の裏側を見学する博物館探検隊（本井， 1999)，中簡

生を対象として短い時間ではできない高度な実習を2泊3

日で行うサマー・キヤソプ（椛澤, 1997b;楢崎・萩原，

1999)，実験や実習を主体とする自然教室（楢崎, 1997b;

樺澤, 1997a,c;野村, 1997;楢崎・群にI ・陣澤, 1999)

等を実施している．

ここでは， 1999年5月23日の14:00から16:00にかけ

て「ネズミの骨を探そう」と題し，小学生を対象として行

われた自然教室について報告する．

この自然教室では， フクロウが消化できずに口から吐き出

したネズミの毛や骨のかたまりであるペリットから，ネズミの

骨を取り出し，その骨を同定し，何個体あるかを推定させた．

日本産フクロウの剥製[S/"xz"〃"fsis]

フクロウの身体の説明をするため，群馬I

物館所蔵標本を使用した．
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写真1 フクロウの剥製
(群鴇県立自然史|導物館所蔵標本）

受付：2000年1月13日，受理 20()0年2月15日
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α〃α］にハタネズミ頬[Vole:Arvicolidae]だけを

与えてペリットを採集し，約120℃の熱で30分加熱

殺菌したものを個々にアルミホイルで包んだもので，

衛生的にも淡全である． ハタネズミ類の種名は明らか

にされていないが，恐らく，北アメリカ産のものであろう．

･木製の棒（ ‐人に二つ） ：ペリットからネズミの骨を

取り出すのに使用．割り箸ではなく，先が尖っている

ものが良い

｡歯科用ピソセット （ ≦人に一つ） ：取り出したネズミ

の骨をつまむために使用

･歯ブラシ（一人に・つ） ：ペリットから取り出したネ

ズミの骨をクリーニソグするために使用

･実体顕微鏡（二人に一台） ：細かいネズミの骨を拡大

して観察するために使ﾊリ

･A3版の白い紙( -人に･{k) :ペリットから取り出

したネズミの骨を部位毎に分けるために使用

・フィルムケース（一人に一つ） ：取り出したネズミの

骨を希望者に持ち端ってもらう|蝶に使用

日本雄ハタネズミの糸ll製["αり/"sノ"0""6""] (1

つ） ：フクロウの食べ物の説Iﾘlをするため，群馬県立

自然史博物館所戯標本を使用した．
一一一ニワ弓一画▼ ‐ I’

1

砿

~笥澱I識~笥澱I識

写真2 ハタネズミの剥製
(群馬喋立自然史|#物館所j版標本)［スケールはcm]

|言1本旗ハタネズミの交通椅'略［ﾊ"cﾉり"Is"'0""l)2"/]

(一人に・つ） ：ネズミの骨絡同定に使用するため，

群馬県立自然史|導物館所蔵標本を使用した

方 法

実習は，途中に休憩（10分）を入れて，残りの110分

を5つのパートに分けて行った．

1． フクロウの生態についてのビデオー上映(10分）

市販のビデオを使用し， フクロウの生態とペリットに

ついて説Iﾘlした．具体的には， フクロウが夜に行動する

夜行姓の鳥類であること，食べ物は， ネズミ ・モグラ・

トガリネズミ等を食べ肉食であること，消化できない動

物の毛や骨を塊にしたペリットを口から吐き出すこと等

を説Iﾘlした（阿部, 1994a,b;日商, 1997;水谷, 1992;

宮崎1977；ペリソズ＆ミドル|､ソ， 1986)． ビデオは，

アスク誰談社制作（].993）の「どうぶつ図鑑5 ：ふくろ

う・わしたか_lを使用した．
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写真3 ハタネズミの交連骨格
(群‘鴨曝立自然史陣物館所蔵標本)[スケールはcm]

ヒトの全身交連骨絡（1つ） ：ネズミの骨の名称や形

を説lﾘIするため，群馬県立自然史博物館所蔵標本を使

用した．

フクロウのペリットのアクリル樹脂封入標本（1つ） ：

ペリットの中身を説明するために使用
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遮厘 1 .暁でネズミの耐をくわえる 2.ネズミが食逝をとおる 3‘ネズミが胃に入る

擬勢
写真4 フクロウのペリットのアクリル

樹脂封入標本

fペリツ

､

フクロウのペリット （一人に一個） ：ペリットは， ア

メリカの教材会社であるカロライナ・バイオロジカル．

サプライ社製のものを使用した． これは，教材として

開発されたもので， メソフクロウ[Bar,,Owl : r)40

1.ネズミが問で淌化される 5ネズミの毛と骨が塊になる 6.ペリツトを口から吐き出す

図1 ぺり､ソトのできかた(KEY, 1996より）
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次に， ネズミの骨格図とハタネズミの交連骨格を使用

して，骨格の名称と形について説明した． このハタネズ

ミの標本は，群馬県立自然史博物館所蔵の日本産ハタネ

ズミ [A""0izzs加切""e"i]の交連骨格を使用した．

2． フクロウとペリットについての説明(10分）

フクロウの剥製を使用し， フクロウの目は光を多く取

り入れるために大きいこと，立体視を行い獲物までの距

離をはかりやすくするために目が横ではなく前について

いること，獲物を捕まえやすいように足の指には爪が発

達していること等を説明した（阿部, 1994a,b; 日高，

1997 ；水谷， 1992 ；ペリソズ＆ミドル|､ソ, 1986)． 日

本国内にはメソフクロウは生息しておらず， しかも，群

馬県立自然史博物館にはメソフクロウの標本が収蔵され

ていないため， ここでは， ｜］本産のフクロウ[S加妬

z"〃ewsis]を使用した． フクロウの食べ物の説明として，

群馬県立H然史博物館所蔵の日本産ハタネズミ ［A伽γ0畑s

"107"262/"］の糸|製を使川した．

また， カロライナ・バイオロジカル・サプライ社製の

フクロウのペリットのアクリル封入樹脂標本を使用し，

ペリットの中身は動物の毛と骨であることを説明した．

ハタネズミ

↓せなかのほれ

図2 ハタネズミの全身骨格チャート (KEY, 1996より）

骨の名称は，小学生が対象であることを考慮し， あた

まのほれ（頭骨） ・あごのほれ（下顎骨） ・せなかのぼれ

（脊椎骨） ．むねのほれ（胸骨と肋骨） ．かたのほれ（肩

甲骨） ．うえのうでのほれ（上腕骨） ・したのうでのほれ

（尺骨と僥骨） ．てのほれ（手指骨） ・こしのほれ（寛骨)・

ふともものほれ（大腿骨） ．すねのほれ（脛骨と腓骨） ・

あしのほれ（足指骨）の12ヶ所に分けて教えた．

4． ペリットの中から， ネズミの骨を取り出し，個体数を

調べる(70分）

個人の能力やペリットの大きさに多少のばらつきがあ

るため，個人により差が認められたが，約40分ぐらい

でペリットから骨と毛を分別できた・ マニュアルでは，

頭骨・下顎骨．脊椎骨・肋骨・肩甲骨・前肢・寛骨．後

肢の8つの部位に分けるようになっていたが，本実習で

は，前出のように12ヶ所の内， てのほれとあしのほれ

とは同定しにくいので一緒にし，合計’1ヶ所の部位に

分けて，紙の上に骨を置かせた．

個体数は，頭骨と下顎骨から判定させた．

一一

フクロウのペリット ［スケールはcm]

フクロウのペリットのX線像

[群馬県立自然史博物館所蔵のソフテッ
クス社製SOFTEXPRO-TEST150型
jikX線撮影装置で撮影。撮影条件は、 40
KV･1mA・60sec]

左：写真5

右：写真6

3． ネズミの骨絡についての説|ﾘ1 (10分）

まず，全身骨絡の名称を等身大の人体模型を使用して

説|ﾘlした． ヒトの全身骨格を使川した理由は，小さいネ

ズミの骨では見にくいことと，大きさは違うもののヒト

とネズミも同じ哺乳類で基本的な形は変わらないからで

ある．

琴一一瘤唾“

写真8 ぺり ‘ソトの中身（毛） ［スケールはcm]写真7 実習風景1
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堂塊|'含今 自然教室で， フクロウのペリットからハタネズミの骨を

取り出し，その骨を同定させ，主に頭骨と下顎骨から個体

数を推定させた．

今回の自然教室には， 小学校1年生から5年生までの

20名が参加したが， 内容が小学生，特に低学年には難し

く，かつ2II寺間という長時間にわたるため，本実習は，対

象年齢を上げるか保護者同伴とした方が効果的であると考

えられる． 同様に，小学校低学年には，実体顕微鏡の操作

は難しいので， ルーペを使用させた方が良いかもしれない．

また，今回は，時間が足りず実施できなかったが，早く

仕上げた生徒にはハタネズミの骨を水性ポンドで骨のチャー

ト図に貼り付けさせる作業を行わせても良いかもしれない．

今回は使用しなかったが， ペリットからネズミの骨を取

り出す際に， ネズミの細かい毛が雅び散るので， マスクを

つけさせた方が無難かもしれない．特に，動物の毛にアレ

ルギー症状が出る生徒は参加できないことに注意すべきで

あろう．
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写真9 ぺり､ソトの中身(ハタネズミの骨：5個体分）

［スケールはcm]

5． まとめ(10分）

まとめでは，全員に何個体分あったかを順番に発表さ

せ，最後に， 希望者にネズミの骨をフィルム・ケースに

入れてお土産として持ち帰らせた．

註：今回使用したカロライナ・バイオロジカル・サプライ

社(CarolinaBiological SupplyCompany)製の標本

及び器材の1999年時点の価格は以下の通りである．

・フクロウのペリット ・キット (OwlPelletStudyKit) :

個人用［ペリットが3個含まれる］・$19.50, クラス

ルーム用［ペリットが16個含まれる］・$47.40

・フクロウのペリット (OwlPellet) : 1-11個の注文・

＄3.20［1個あたり] , 12個以上の注文・$2.75[1

個あたり］

・フクロウのペリットのアクリル樹脂封入標本(Owl

PelletPlastmount) :$32.00

・マニュアル限esourceManualforOwlPelletLabs) :

$17.95

・フクロウの食物連鎖のポスター(OwlFoodChain

Poster) : $9.95

・メンフクロウのビデオ(TheBarnOwl:Anlntrod

uctiontoOwlPelletLabsVideo) :$49.95

・クラスルーム用セット (ClassroomOwlPelletStu

dySet) : $84.95[ペリットが161IM, メソフクロウ

のビデオ， フクロウの食物連鎖のポスター］

写真10実習風景2

＊士
小口 果

今回参〃| した小学生20人の中で，最後まで到達して同

定できた16人のペリットの個体数をまとめると，範併lは

2個体から4個体となり， 2個体が8人， 3個体が4人， 4

個体が4人という結果となり，平均は2．75個体であった．

アメリカでのある研究によると， メソフクロウのペリット

200個から454個体の哺乳類が発見されたとの記録があり，

これは，平均2．27個となるので今回の結果と矛盾が無い．

ちなみに， この時の454個体の内訳は， ハタネズミが225

個体［49.6%］ ・ハツカネズミが179個体［39.4%］・クマネ

ズミが2011 'il#[4.4%]・ トガリネズミが20個体[4.4%]

であったという (KEY, 1996).
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Abstract

MuseumCourseofOsteologicalStudiesonVole

BonesfromOwlPellets
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GunmaMuseumofNaturalHistorvhas offered

various educational courses ofnatural history to

students andthepublic since its openingonOcto-

ber22nd,1996.

Among those courses, the nature laboratory

course aims to teach natural history concerning

anthropology, botany, palaeontology and zoology

throughexperimentsandhands-onpractice.

In this paper,we present one of the zoology

coursesheldonMay23rd, 1999.This coursewas

designedasatwohourcourseforelementaryschool

students to teach the behaviour of owls,and to

studytheosteologyand identificationmethods' of

volebonesfromowlpellets・Thecoursewasdivided

intothefollowingfiveparts: 1.Watchingthevideo

programabout owl behaviour, 2． Learning the

characteristics ofowls andtheirpellets usingowl

andvole specimens andpellets, 3.Learning the

osteologyofvolesusingarticulatedvole skeletons,

4. Separatingbonesandhairsofvolesfrompellets,

5. Estimatingthe individual numbersofvoles con-

tainedinthepellets.

The individual numberofvoles fOr eachpellet

wasestimatedbythe students tovaryfrom2to4

withanaverageof2.75.
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