クマムシってどんなムシ？
みなとひろき

今年３月﹁第２回つくば生物研究コンテスト﹂が筑波大学生物学類で開催され︑菅平

体 長 は 大きい も の で１ミ
の低温 ︑１ ０００ 気圧 の高

の高温 ︑マ イナス ２０ ０度

シ相と垂直分布﹂です︒そこで今回はクマムシについて︑いったいどんな生き物なのか

ご紹介します︒

リ︑小 さい ものは ０・ ５ミ
圧︑真 空︑ そして ヒト の致
死量の 千倍 以上に あた る放

リぐら い︒ 世界で ７５ ０種

以上いると言われていま
射線に 耐え たとい う実 験結

マツムシソウは８月〜
月にかけて山地や高原

の日当 たり のよい とこ ろに
咲く淡 い紫 色の花 で︑ さわ

果があ りま す︒さ らに 驚く やかな 秋の 高原に 彩り をも
ことに︑乾燥した﹁樽﹂は︑ たらす花と言えます︒マツ

す︒住 む場 所は種 類に よっ

ろでは 道端 のコケ ︑森 の土
湿らせ ると 数分で 元に 戻り

物門に属します︒︶緩歩とは

魚︑鳥 など ととも に脊 索動
からも見つかっています︒

から高 山︑ さらに 温泉 の中

から南 極︑ また︑ 超深 海底

て様々 です が︑身 近な とこ

ク マ ムシとは︑緩 歩動 物
壌︑池 ︑海 などに いま す︒

ゆっくり歩くという意味
と こ ろ で︑淡 水 や 海水に

てみては？

す︒そ こで 私はこ こ数 年︑

ってき てい るよう に感 じま

その数 もめ っきり 少な くな

とが多 いの ですが ︑最 近は

あと に残 る部分 が﹁ 松虫
﹁クマムシ﹂
︒皆さんも探し た
しょう
︵山中︶ 鉦﹂に似ているという説が
ありま す︒ 群生し て咲 くこ

まつむし

いる説 と︑ 花が咲 き終 わっ

虫の鳴 くこ ろに花 が咲 いて

ムシソ ウの 名前の 語源 は松

門に属 する 生き物 の総 称で

で︑４ 対８ 脚の短 い肢 を使
棲むも のは 別とし て︑ 多く

こ ん な に変わ っ た 生き物

動きだします︒

っての ろの ろと歩 く姿 がク
のクマ ムシ は乾燥 して くる

せきさく

マのように見えることか
と︑体を収縮し︑
﹁樽型﹂に

皮は水を通さず保温性が高い

ら︑ク マム シと呼 ばれ てい

マツム シソ ウの種 を取 り︑

✔

変身し ます ︒そし て４ 年か

耳や鼻は良いが、眼は悪い。上の歯は無い。

ます︒ また ︑後述 する よう

苗を育 て︑ その数 を増 やす

✔

ら７年 もの 間︑仮 死状 態に

基本的には単独行動で、ナワバリを持ちます。

に︑非 常に 強い耐 久性 を持

✔

なって 乾燥 に耐え ます ︒こ

参加料：無料（申込不要）

努力をしています︒︵井出︶

角や体、顔などでオス・メスの見分けは困難。

参考
﹁クマムシ 小さな怪物﹂岩波書
店︑
﹁動物系統分類学６﹂中山書店

✔

つこと から チョウ メイ ムシ

東京四ツ谷ではアミガサタケ

酒樽。そっくり!?

場所：筑波大学菅平高原実験センター

の﹁樽 ﹂の 耐久性 は凄 まじ

のと思っておられるのではな
のことを

間です。

︵長命 虫︶ と呼ば れた こと

いだろうか︒ゴールデンウィ
呼んだという︒語源がさっぱ

亜科に属し、シカを名乗っていながらウシの仲
いただきました。通常は非公開にしてい

?!

の気持ちを込めて、公開日を設けさせて

いことで知られ︑１５０度

ーク明けに︑当センターの玄
り分からぬと牧野富太郎が記

はり︑菅平には高原ならでは

ぐうてい

もあります︒

関脇の芝生でアミガサタケと
している︒標高の高いところ

地方があるらしい︒明治の頃︑

いうキノコを見つけた︒よう
にはヒロメノトガリアミガサ

学されていた当センターの田

のアミガサタケの仲間も住ん

に指定されました。（金井）

皆さんは︑キノコは秋のも

やく︑雪がとけた頃だ︒この
タケという別種が生えること

中さんは︑向こうで食べてい

でいるようだ︒よく探せばキ

たため国の特別天然記念物

と

キノコ︑平野部では︑春︑早
が知られている︒菅平に通常
のアミガサタケ
が発生するのは
意外な気がした

たそうで︑大喜びだった︒大

ノコは年中発生している︒当

ので腰当てには最適らしい。

カナメゾツネ

ければ３月頃から庭先などの
地面に生える︒
欧米では︑モリ
ーユ︑モレルな

学院生の福井さんが︑早速タ

センターでは︑今後︑菅平の

1955 年、3000 頭まで減少し
✔

が︑７月上旬︑
全く形の異なる
アミガサタケ属

マネギと一緒にスープにして

キノコについても調査を進め

角は生えかわらないし、枝分かれもしません。
日時：10 月 4 日（日）午前 10 時〜4 時

どと称し大変珍
重され︑春のキ
ノコ狩りも定番

の別種が樹木園

振舞ってくれた︒味も良く︑

ていく予定だ︒おかしなキノ

に発生した︒や

歯ごたえがあり食感の良いキ

コを発見されたら︑ぜひ︑ご
︵出川︶

ている生物学上の種）。
休日ガイドを行う予定です。お気軽にぜ

オスもメスも角があります。シカじゃないから
✔
ひお越しください！

でボーッとしていたり、畑の中にいたり…。実は当セ

「樽型」になったクマム
シはこんな感じ。
（背面）

日本の固有種（日本だけで生息、育成、繁殖し
✔
る大明神の滝までのツアーや、樹木園の

正式和名はニホンカモシカ。偶蹄目ウシ科ヤギ
✔
見守ってくださった地元の方々に感謝

カモシカですが…
75 周年を迎えます。当センターの発展を

ンターの敷地内にもカモシカが住んでいます。そんな
当センターは、本年 10 月 12 日に創立

皆様も何度か見かけたことがあると思います。道端

創立 75 周年記念
菅平高原実験センター 一般公開

の行事になって

＜マツムシソウ＞

す︒︵ちなみにヒトはホヤ︑ 分布域はとても広く︑熱帯

かんぽ

クマムシの一種
（撮影：湊廣輝君）

ノコだ︒外見がちょっと薄気

いる︒英国に留
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この花、探してます
― 万能選手 ミヤマハタザオ ―

を向け てみ ましょ う︒ 道ば

道 端 か ら森の 中 の 方に目
るミヤ マハ タザオ です ︒ミ

るのが ︑私 達が研 究し てい

す︒そ の極 めつけ とも いえ

田中 健太

たの明 るい ところ には クサ
ヤマハ タザ オはキ ャベ ツや

筑波大学 助教

フジが 咲い ていま すし ︑木

す︒今 度は 山のふ もと から

得意な 環境 で暮ら して いま

めまし た︒ 生き物 は自 分が

ツリフ ネが つぼみ をつ け始

ます︒ 私達 人間も ︑熱 帯の

てかわ いい 花を咲 かせ てい

近い白 馬岳 でも風 雪に 耐え

と思え ば︑ 標高３ ００ ０ｍ

の富山 空港 に生え てい るか

ｍ

頂に向 かっ ていく と︑ ふも
森から 砂漠 や北極 にま で生

ってい ます ︒一方 ︑ミ ヤマ
ハタザ オは 自分の 力で ︑高
山で子 孫を 残しま す︒ その
意味で は︑ 標高に 対す る万
能性は ︑ミ ヤマハ タザ オに
軍配が上がるでしょう︒
ミ ヤ マ ハタザ オ が ︑低い

て以前とは様変わりし
てしまった場所もあり

ます︒また︑崖崩れの

跡には次第に自然に柔

らかい土が積もり︑多

くの植物が生えてきま

す︒そうなると︑ミヤ

また︑地球が温暖

につながります︒

進化の謎を解き明かすこと

に進出 して きたの かと いう

物がどうやって様々な環境

す︒こ うし た研究 は︑ 生き

せてき たの かを調 べて いま

質︑ど んな 遺伝子 を進 化さ

打ち克 つた めに︑ どん な性

きてい るの か︑そ の困 難に

が︑ど んな 困難と 闘っ て生

高に棲むミヤマハタザオ

義彦さ んと 私は︑ 様々 な標

ょうか ︒当 センタ ーの 恩田

暮らせ るの はなぜ なの でし

役立ち ます ︒とこ ろが ︑ミ

な植物 標本 の採集 地情 報が

採り貯 めて くださ った 貴重

る︑多 くの 方がこ れま でに

各地の 博物 館や植 物園 にあ

した植 物を 見つけ るに は︑

ろに生 息し ていま す︒ そう

いよう なご く限ら れた とこ

跡など ︑他 の植物 が生 えな

ん︒岩 の隙 間や︑ 崖崩 れの

でもい るわ けでは あり ませ

い所ま でい ますが ︑ど こに

マハタ ザオ は低い 所か ら高

いハー ドル なんで す︒ ミヤ

植物探 しが もう︑ かな り高

とこ ろが ︑一番 はじ めの

下さい︒︵写真

けたら ︑ぜ ひ私達 に教 えて

ハタザ オに 似た植 物を 見つ

しれま せん ︒もし もミ ヤマ

な暮ら しを してい るの かも

転々と 変え る渡り 鳥の よう

目で見ると︑住む場所を

す︒ミ ヤマ ハタザ オは 長い

マハタザオは姿を消しま

化する時に生き
ヤマハ タザ オが過 去に 採集

できるかもしれません︒

物がどうなるのか
された場所に行ってみて

ところ でも 高いと ころ でも

を予測し︑対策を
も︑も う見 つから ない こと

恩田義彦︶

考えるヒントを︑
が多いのです︒開発によっ

﹁菅平生き物通信﹂

見つけることが

係長

です︒そんな細胞生物学者

子レベルで解明すること

胞分裂のメカニズムを分

増殖する上で不可欠な細

私の専門分野は細胞が

私のモットーは大きな

沼田 治

教授

二分に生かし︑菅平高原実

素晴らしい立地条件を十

備できました︒今後はこの

員が加わり人的基盤は準

センターも３名の若手教

ます︒一方︑菅平高原実験

に全力を尽くすことです︒ なり︑順調に発展しており

夢を描き︑その実現のため

験センターを山岳フィー

力で全国共同利用施設と

聘した稲葉一男教授の尽

ーは︑私が東北大学から招

幸い下田臨海実験センタ

属病院の医事課外来・入院

らは︑学内の異動で大学附

波大学に異動となってか

務を担当してきました︒筑

昭和

し︑教育大学の閉学となる

ある東京教育大学に就職

同時に筑波大学の前身で

です︒私は︑高校を卒業と

じ県内の南佐久郡川上村

係長の井出です︒出身は同

平高原実験センター事務

初めまして︑筑波大学菅

のだと思います︒我々は生

とが現在の危機を招いた

若無人に行動しているこ

動物であることを忘れ︑傍

ょう？私が思うに人類が

ろいません︒なぜなのでし

ますが︑各国の足並みはそ

急な対策が求められてい

す︒地球温暖化に対する早

の絶滅が危惧されていま

激変により貴重な動植物

地球温暖化による環境の

が︑我々の身の回りでは︑

ろしくお願致します︒

ことに致しました︒何卒よ

この広報新聞を発行する

と思います︒そのために︑

ご協力していただきたい

究目標をご理解いただき︑

皆さまに本センターの研

で最高の環境です︒地元の

れらの研究を進めるうえ

にすることです︒菅平はこ

合っているか？﹂を明らか

と環境がどのように係り

れたのか？﹂そして﹁生物

物進化によって生物多様

がなぜ菅平高原実験セン

ルドの研究拠点にしなけ

などで患者さんとの対応

ご意見︑ご感想お待ちし

性がいかにして生み出さ

ター長になったのか︑不思

ればなりません︒そのため

物であり︑環境に依存する

ています︒投稿も大歓迎で

島国日本にとって高原と

ています︒私は山地が多い

験センターであると思っ

験センターと下田臨海実

できる施設は菅平高原実

てまいりました︒ぜひ実現

はこれらのことに努力し

は不可欠です︒赴任以来私

学︑筑波大学の３大学連携

ドにする岐阜大学︑信州大

中部山岳を研究フィール

方々と触れ合えたことは︑

ものでした︒地元菅平の

の生活は本当に充実した

年︑自然豊かなこの菅平で

任したのは

年４月でした︒この

10
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かかわり合いを理解する

生物多様性︑生物と環境の

の現代ですが︑種の進化︑

タートした

議に思われるかもしれま

にも地元自治体との協力︑ 等 を し て い た こ と も あ り

存在であることを忘れて

す︒身近な自然に関する素

年まで主に経理事

せん︒私は筑波大学の生物

ます︒菅平に人事異動で赴

しまっているのです︒己自

山岳そして海洋は生物学

して本センターを世界の

私にとっては大事な大事

10

発行予定です。

︵沼田︶

学類が世界に誇ることが

年前の平成

朴な疑問や︑調べてほしい

研究のまたとない研究フ

菅平高原実験センターに

11

な宝物です︒

月ごろ

身を知り︑我々を育んだ大

ィールドであると確信し

したいと思います︒

11

53

ております︒菅平高原実験

次号は

ことなど︑なんでも当セン

生物学の時代としてス

ターの研究のテーマは﹁生

波大学菅平高原実験セン

ことがとても重要です︒筑

上部につく葉はギザギザでない

ナズナの仲間で︑標高

とから 順に ウダイ カン バ︑
活圏を 広げ てきた ︑万 能選

センターと下田臨海実験

３. 地際の葉はギザギザだが、茎の

世紀です

発行にあたって

た果実が斜め上に伸びる

自然を理解するためには

井出 和夫

2. 細長い３cmほどのスラッとし

陰の薄 暗い ところ では ︑キ

シラカ バ︑ ダケカ ンバ が見
手の最 たる もので す︒ ３０
らして いま す︒し かし その

られま す︒ 生き物 には ︑得
し か し中には︑ど んな 標
暮らし は︑ 下界か ら物 資や

００ｍ の山 小屋に も人 は暮

高でも 暮ら してい ける 万能
食糧を上げることで成り立

意な標高があるのです︒

選手のような植物がいま

スタッフ紹介
センターの活性化と発展

1. 白い花弁が４枚

ターにご相談ください︒

は私の悲願でありました︒

自然の岩場で咲く。

見分けるポイント

生物学を勉強することが

白い花にはハエやアブがや
ってくる。

30

大切です︒分子生物学全盛

センター長

道路脇に生えていることも。

