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はじめに 

自然系博物館において生物多様性をテーマとした展示制作や教材化を行うにあたり，生物の形態的

特徴をトピックに取り上げる場合が多い（例．葉っぱ展~個性豊かな葉っぱとその恵み~．茨城県自然

博物館 2015 https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/exhibits/special/1249，2022.3.10確認）．分布域内におい

てその生物が有する形態の変異は，生物と環境の関係や，その生物学的意義の理解に有効な教育材料

の一つである．日本の冷温帯の代表的樹種ブナ（Fagus crenata Blume）は，分布域内において明瞭な

葉面積の地理的クラインを有し（萩原 1977），北方ほど，日本海側ほど葉面積が大きくなる形態変異

がよく知られている．この地理的変異は，ブナ林が分布する地域の自然系博物館の展示として紹介さ

れることが多いが，分布する全ての都道府県（45県）を網羅する資料収集を元に展示する館はこれま

で皆無であった．ブナは十日町市の木に指定されており地域の重要な観光資源の一つにもなっている

ことから，当館「十日町市立里山科学館 越後松之山「森の学校」キョロロ」においてブナに関する企

画展の実施や常設展内での紹介は，学習利用や観光客への教育普及対応を含め来館者ニーズが高いコ

ンテンツである．本報告では，ブナの分布する全ての都道府県を網羅する葉のサンプリングの実施と，

その資料を元にした展示制作や教材化の実施例を報告し，その実現に学芸員の研究ネットワークの活

用や展示制作との連動を試みた例を紹介する． 

 

企画展概要 

2010年10月2日から2011年7月3日にかけて，企画展「雪里のブナ展」を開催した．多雪地の里山に
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分布するブナ林をテーマに，「ブナの生活史」，「ブナ林の生き物たち」，「ブナ林ジオラマ」，

「ブナの環境保全機能」，「雪とブナ林」，「美人林と人の歴史」，「日本全国のブナ林」，「ブ

ナ林のこれから」，「十日町市ブナ林写真コンテスト」の各パートを，展示パネルおよび生物標

本，民俗的資料，写真資料，ハンズオン展示物を用いて紹介した（図1）． 

 

ブナの葉面積の地理的変異の展示制作におけるサンプル収集 

ブナの葉面積の地理的変異の展示は，上記の「日本全国のブナ林」を紹介するパートにおける展示

物として制作した（図1）．ブナの葉のサンプルは，ブナの分布する全県を網羅する45都道府県49ヶ所

から収集した．サンプル採集については，各地域の標準的なブナ林に研究活動等で関わりがある各都

道府県の大学の森林研究者（22），自然系博物館（13），自然関連団体（5），森林管理署（4），お

よび当館学芸スタッフ（5）に採集を依頼した（カッコ内は採集地点数）． 

本取り組みを実施するにあたり，各依頼先へ展示協力に関して事前許諾を得た後（2010年5月～6月），

予め用意した返信用封筒（EXPACK500）を送付し，各採集者からブナの葉を採集していただき当館

へ返送いただいた．依頼先へは，各採集場所において，①その地域の平均的な葉面積のブナの葉を枝

から2～3枚，②ブナの落葉を20～30枚の採集を依頼し，③その地域の典型的なブナ林の写真の送付も

合わせて依頼した．①は押し葉にした後にラミネート加工し展示用へ，②は複数の個体から葉が供給

 

図 1．企画展「雪里のブナ展」．a）企画展ポスター．b）ブナの生活史を紹介するパート．実生の

生残過程をパチンコゲームで表現．c）ブナ林の生物多様性を紹介するパートの 1 例．ブナ林内で

ライトトラップを行って採集した昆虫類を，ライトトラップを模して展示．d）美人林と人の歴史

を紹介するパート．ブナ材を使った鍬の柄や雪を堀る道具といった民俗的資料を展示．e）ブナ林

写真コンテスト．美人林部門，十日町市のブナ林部門を設け応募作品 90 点を展示． 
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されているため葉面積の平均値を算出するために，③は展示用の写真資料として用いた．①②に関し

ては，ほとんどの採集地点において依頼数を超える数を採集していただいた． 

 

 

図2．ブナの葉面積の地理的変異．ブナが分布する45都道府県全県を網羅するサンプリングから作

成．●は採集地点を表す． 
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ブナの葉面積と地理的要因の関係 

サンプル②はスキャナーを用いて画像データ化を行い，画像解析ソフトImageJ 1.53（URL: https://

imagej.nih.gov/ij/download.html, 2022.3.10確認）を用いて個葉単位で葉面積を測定し，採集地のブナ

の葉の平均値を算出した．ブナの平均葉面積と地理的要因との関係については，統計ソフトR 4.1.3

（URL: https://cran.ism.ac.jp/, 2022.3.1

0確認）を用い，glm関数を用いた一

般化線形モデルを構築し，stepAIC関

数でモデル選択を行った（Symonds 

& Moussalli 2011）．目的変数は各採

集地点の平均葉面積とし，説明変数

を各採集地点の緯度，経度，WI（暖

かさの指数, 吉良 1949），CI（寒さ

の指数, 吉良 1949），年間降水量，

最大積雪深とした．説明変数は正規

分布に従うとした．なお，これらの

環境要因はメッシュ気候値2000（気

象庁 2002）から導出した．その結

果，緯度と最大積雪深の2変数による

モデルが最も説明力が高くなった

（赤池情報量基準AIC＝220.4）（表

1，2）．平均葉面積と緯度，最大積

 

図3．ブナの葉面積と地理的要因との関係．a）ブナの葉面積と緯度との関係．b）ブナの葉面積と

最大積雪深との関係． 

表 1．平均葉面積を説明する一般化線形モデルの変数の

組み合わせと AIC．N：緯度，E：経度，WI：暖かさの指

数，CI：寒さの指数，Ta：平均気温，Pa：年間降水量，

Ms：最大積雪深 

モデル 変数     AIC 

モデル 1 Ms + N     220.4 

モデル 2 Ms + WI + N  221.9 

モデル 3 Ms + WI + Ta + N  223.3 

モデル 4 Ms + WI + CI + Ta + N 225.1 

モデル 5 Ms + WI + CI + Pa + Ta + N 227.0 

モデル 6 Ms + WI + CI + Pa + Ta + N + E 228.9 

 

表 2．最大積雪深と緯度を変数としたモデルの推定値と

標準誤差． 

モデル名   推定値   標準誤差 

モデル 1 切片 -56.52 *** -4.49 

 Ms 0.04 *** 3.67 

  N 2.06 *** 5.64 

*** p ＜ 0.001    
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雪深の間にはそれぞれ正の相関がみられ（図3），これは，北ほど，日本海側（多雪地）ほど葉面積

が大きいという従来の知見を支持した． 

 

ブナ林の森林植生の地理的変異に関する写真資料 

ブナは葉面積以外にも分布域内において樹形（日浦 1996）や種皮厚（Maruta et al. 1997），森林

植生構造（福嶋ら 1995）が主に日本海側と太平洋側で異なることが報告されている．各地の採集者か

らは，ブナの葉の採集と同時に各地域のブナ林植生に関する写真資料を送付いただいた．これらは写

真資料として企画展開催期間中にデジタルフォトフレームを用いて紹介した．写真資料からは，主に

各地のブナの樹形や森林植生の様子の違いについて展示紹介することができた（図4）． 

 

ブナの葉面積の地理的変異に関する教材化と活用例 

サンプル①は押し葉標本にした後，スキャナーにて画像データ化を行うとともに，各採集地点の平

均値を参考にラミネート加工を行い，展示物および標本資料を作成した（図5，図6）．当館では他県

からの観光客や教育団体利用者へ対してブナ林ガイドをする機会が多い．その際にラミネート加工し

た各県のブナの葉を紹介することで，地域間のブナの違いから生物多様性の理解を深めるための教材

として活用した．また，45都道府県のサンプルを地図上に展開した展示物の作成にとどまらず，館発

図4．日本各地のブナ林．a）北海道のブナ林（場所：黒松内歌才．撮影者：斎藤均氏）．b）新潟

県のブナ林（場所：十日町市松之山．撮影者：筆頭筆者）．c）栃木県のブナ林（場所：高原山．

撮影者：逢沢峰昭氏）．d）静岡県のブナ林（場所：阿部峠．撮影者：小出大氏）．e）愛媛県のブ

ナ林（場所：三本杭．撮影者：野口麻穂子氏）．f）福岡県のブナ林（場所：背振山．撮影者：奥

村繁氏）． 
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行の書籍やパンフレットでの紹介（図7, 小林ら 2011），インストラクション時のアイテム（図8），

出張展示（図9），他館へのデータ提供，講演時の使用，自然史情報誌での紹介など様々なシーンでの

幅広い活用を行った． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5．ブナの葉面積の地理的変異の展示の

様子（企画展「雪里のブナ展」） 

図6．各都道府県のブナの葉面積の標本資料 

図8．野外インストラクション時の活用 

図9．出張展示の例（第130回日本森林学会大会） 

図7．書籍の中での紹介 
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おわりに 

本報告では，日本の冷温帯の代表的樹種ブナをテーマに生物多様性に関する展示制作を展開するに

あたり，研究および教育普及の両側面を担保するための工夫（研究ネットワークの活用や展示制作と

の連動）の有効性や活用例について報告した．研究ネットワークを活用することで全国規模のサンプ

リングを展開することができ，分布域内を網羅した中でブナの葉面積の地理的変異を把握することが

できた．また，自然史資料化とともに教材化を進め積極的に活用を行ったことにより，多様な機会に

多様な対象者に対して，捉えづらい生物多様性を視覚的に伝えることができた．これは，小規模博物

館であっても，自然史資料の収集手法の工夫や，教育普及活動との連動を想定して実施することで，

生物多様性に関するデータの質や量の担保や，多様な教育普及活動が展開できることを強く示唆して

いる．小規模博物館が実施する生物多様性データの収集において，本報告で紹介した手法は，生物多

様性に関するオリジナリティの高いデータセットの収集や多様な教育普及活動展開の一つとして期

待できるだろう． 
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