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特集

博物ふぇすてぃばる！・レポート
Report of "Hakubutsu Festival", the event for all science-lovers

熊澤辰徳 *
Tatsunori KUMAZAWA*

　2014 年 8 月 9，10 日、科学技術館で、博物学
を愛する人たちのためのイベント「第 1回博物ふぇ
すてぃばる！」（以下博物ふぇす）が開かれた。生
物学をはじめ、鉱物や化学、物理、数学、考古学など、
幅広い分野の愛好家や研究者が集い、それらをテー
マにした創作物の販売や展示、研究発表などが行わ
れた。両日で 115 のブースが出展し、来場者は土
日合わせて 3814 人（両日来場を含むと延べ 4000
人以上）に達した。

　両日とも開場前から長蛇の列ができ、一時入場制
限がかかるほどの来場者が訪れた。土曜日は初日と
いうこともあり、時間帯によっては入場までに一時
間以上並んだという人もいた（なお土曜日だけで
2300 人以上の来場者を記録）。日曜日は台風 11 号
が関東地方にも上陸したが、午後から子供の入場が
無料ということもあり、会場には常に多くの来場者
が押しかけていた。扱われた題材はブースによって
多様で、生き物だけでも哺乳類や爬虫類などの脊椎

動物、昆虫や棘皮動物などの無脊椎動物、植物、菌類、
微生物、古生物、空想生物まで、ありとあらゆる生
物が様々な形のグッズや展示として扱われていた。
もちろん生物学だけでなく、鉱石、金属結晶、電子
部品、化学実験器具、計算機、医療器具、石版など
博物学に関連したあらゆるグッズや展示が並び、果
ては土偶のパントマイムや「物理学研究者」そのも
のの展示など、様々なアプローチで博物学の多様な
分野の魅力に触れられる場となっていた。

　この博物ふぇすは、2013 年に開催された生物系
創作イベント「生きものまーけっと」（以下なまけっ
と）の流れを汲んで開催された。そのため、生物系
のブースが比較的多く、なまけっとと博物ふぇすに
両方出展しているブースも少なくなかった。しかし、
なまけっとが展示販売を中心としていたのに対し、
博物ふぇすはより学問的な部分を前面に押し出して
いる。その好例が「ガクモンからエンタメ」という
試みで、物販を行うブースでは、学問や研究から影
響を受けた作品や、学問・研究を紹介する作品をブー

* 大阪市立自然史博物館

開場前から入場待ちの長い列ができた。

一時入場規制がかかるほど大盛況だった会場
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ス内に展示するという企画である。ほかにも、研究
者などによるワークショップや、出展者から一押し
の博物を募り、その中から次回のイメージ博物を決
める「博物総選挙」といった企画もあり、ただの展
示即売会ではなく、「一期一会の博物館＆ミュージ
アムショップ」（公式サイトより）となっていた。
　
　本誌『ニッチェ・ライフ』は、博物ふぇすの公認
取材班として、両日ともブースを出展した（ブース
No.66）。そこでは、各ブースの出展者や来場者の
皆様に取材を行うとともに、ブース内に出張編集室
を設けて、随時紙面の編集を行う試みを行った（会
場を回って取材をしている時間が多く、編集の様子
をあまり公開できなかったのが残念だったが…）。
　本誌ブースに御来場いただいた方に話を聞くと、

「特に目的のブースがあったわけではないが、博物
学全般に関心があり、自分でもグッズづくりをする
ので来たかった。すでにたくさんのグッズを買った」

「こういうイベントはなかなかないから面白い」と
いった方が多く、博物学全般に広く関心を持った人
が多いような印象を受けた。中には「次の博物ふぇ
すに出たいと思って見に来た」という方も。さらに
は「『ニッチェ・ライフ』を読んで、DIY Biology に
関心を持ち、知り合いにも記事を広めた」という嬉
しいお話も頂いた（DIY Biology については第 1 号
の記事を参照）。

　次回は「2015 年 8 月 8, 9 日に科学技術館での
開催を予定」（主催者）とのことで、学問とエンター
テインメントがさらに混ざり合った、他に類のない
定期イベントに成長していくことを期待している。

　今回の特集号刊行に当たって、公認取材班として
便宜を図って頂いた小毬かのん様（パイライトスマ
イル）ならびに菅原紫穂様（カンブリ屋）、取材・
撮影を快諾頂いた各ブースの出展者の皆様、本誌
ブースにて取材・撮影・アンケートにご協力いただ
いた皆様、本誌ブースに御来場いただいた皆様、提
携ブースとしてブース運営・取材にご協力いただい
た「ミクロ・ライフ」（ブース No.67）、「スマホ顕
微鏡が見つけるあなたの微小宇宙―Life is Small プ
ロジェクト―」（ブース No.109）の皆様に、この
場を借りて心より御礼申し上げます。

参考 URL

博物ふぇすてぃばる！　公式サイト
http://hakubutufes.com/
博物ふぇすてぃばる！のススメ（小委員会ブログ）
http://ameblo.jp/hakubutufes-sub/
博物ふぇすてぃばる！　公式ツイッター
https://twitter.com/hakubutufes
博物ふぇすてぃばる！　小委員会ツイッター
https://twitter.com/hakubutufes_sub

ニッチェ・ライフブース。左の画面で編集風景を公開し、

第 1 号の見本を展示した。画面に写っているのは、博

物総選挙で推薦したキラメキアシナガバエ。

隣のミクロ・ライフブースとは共同出展。前号で掲載

したミクロ生物を、実際に顕微鏡で覗けるコーナー。
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■いきもの基地
　今回の博物ふぇすてぃばるの公式イメージキャラク

ターには、絶滅鳥類のドードー Raphus cucullatus が選

ばれた。その公式イラストを担当されたのが、「いきも

の基地」のずけやまさん。会場に入ってすぐのブース

には、公式サイトやパンフレットなどで目にした、あ

の「博物ふぇすドードー」の姿があった。

　主催者の方から依頼を受けて、鳥復元図に初めて挑

んだのは、博物ふぇす小委員会の委員長でもあるずけ

やまさん。骨格標本や近縁な鳥の姿などから、ドードー

の復元図を作画する苦闘ぶりは、公式ブログ（http://

ameblo.jp/hakubutufes-sub/theme-10077315809.

html）でも詳細に伝えられたが、本ブースのパネル展

示でもその様子がまとめられ、正確な姿の知られてい

ない鳥の復元図を描く大変さが伝わって来た。

　今回はずけやまさんを含め、3 人の作家による作品

が「いきもの基地」のブースに並んだ。イラスト絵葉

書やステッカー、ピンバッジ、ビーズアクセサリーな

ど、主に動物をモチーフにした多彩なグッズが扱われ

ていた。「自分が描いた絵を使ったグッズを作りたい」

というずけやまさんは、製作活動に当たって、動物園

をよく訪れ、作品のモチーフを見つけているという。

どの作品も、動物や鳥類の丁寧な観察を元に制作され

たことがうかが

える作品ぞろい

で、中にはフェ

ルメールの名画

とゴリラなどを

ミックスしたユ

ニークな作品も

あり、動物への

愛情が伝わって

きた。

　小委員会を通

して博物ふぇす

の 盛 り 上 げ に

関わったずけや

まさんらのブー

ス、第 2 回以降

も博物ふぇすの

中心的存在とし

て活躍されるこ

とだろう。3 人の作家さんによる作品が並べられたブース。参加作家はイベントごとに入れ替わるという。

壁面パネルには、ドードーのイラストが完成するまで

の試行錯誤が紹介されている。

ブース No.003
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■折り紙工房せびりや

　古生物からきのこまで、多様なモチーフを折り紙で

製作している「折り紙工房せびりや」。

　今回はなまけっと以来の出展ということで、新作を

中心に「復元今昔物語」と題された、古生物の復元図

の移り変わりを折り紙で表現するという特集展示が行

われていた。出展者の Don Basilio さんが「今回は展示

にストーリー性をもたせた」という通り、折り紙で出

来た巻物の上に、新旧の復元図を基に折られた恐竜な

どが並べられ、古生物の復元図が辿って来た変遷を感

じられる展示となっていた。

　また、「ガクモンからエンタメ」として、宮

澤賢治の世界観を演出した「イーハトーブの

旅」という展示も実施された（写真右上）。こ

ちらは布の中に宮澤賢治の作品世界を表現し

た展示で、ちいさな箱をのぞき込むと、星明り

のようなほのかな光の中に、童話の世界が凝縮

されていた。

　作品の制作時には、一枚の正方形の折り紙

を、全く切らずに折って作るということにこ

だわっており、複雑な造形の作品でもそのポ

リシーが貫かれている。挑戦するモチーフは、

造形の面白さに惹かれた古生物などが多いが、

中には試行錯誤の中で偶然生まれた作品もあ

るという。その一つがアジサイ（右写真の左

上）で、ハプト藻 Haptophyceae を折ろうと

したものの上手くいかず、アジサイ Hydrangea 

macrophylla に作り替えることにしたという。

　なお本ブースはカンパ制となっていた。「一

点ものなので売るのが難しい」などの理由から

とのことであったが、一定額以上のカンパを頂

いた方には、今回の展示作品が紹介された冊子

が配布され、抽選で折り紙作品がプレゼントさ

れた。抽選発表時には多くの方がブースに集ま

り、注目度の高さがうかがえた。

　今後は古生物の展覧会をモチーフにした展

示に挑戦したいということで、一枚の折り紙か

ら創り上げられる世界は、まだまだ奥行きを増

していきそうだ。

ブース No.007

「復元今昔物語」の展示。左上の方に、三色のアジサイも並んでいる。

「イーハトーブの旅」の展示は、「銀河鉄道の夜」など、

7 つの賢治の童話がモチーフにされている。
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■ AntRoom

　博物ふぇすでは、少数ながら生体の展示販売を行う

ブースも出展された（原則、植物と微小な生物のみし

か許可されていない）。その中でも、生きたアリとその

飼育キットを主に扱う「AntRoom」では、蟻塚を丸ご

と展示し、会場で目を引く存在となっていた（写真下）。

　AntRoom 代表の島田拓さんは、もともと生き物を飼

育して観察するのが好きだったという。ある日、家で

飼っていた女王アリが、自分の子を世話する様子を見

て衝撃を受け、アリの魅力に取りつかれた。

「知識として知っていていても、実際に見ないとわから

ないことが多い」という島田さんは、そのアリの魅力

を広めようと、15 年ほど前からアリの販売を始め、現

在では約 20 種のアリを取り扱っている。ちなみに、カ

ブトムシなどメジャーな昆虫には昔からあまり興味が

なく、それよりもナメクジやムカデ、ヒルなどの方が

好きということで、ブースの一角にはヨロイオオムカ

デや巨大なチスイビルも置かれていた。

　アフリカ以外は世界中ほとんど訪れてアリを採集

しているという島田さん、お気に入りのアリはクロ

オ オ ア リ Camponotus japonicus と ム ネ ア カ オ オ ア リ

Camponotus obscuripes で、特に後者は初めて飼ったア

リで、思い入れがあるという。どちらも比較的身近に

いるアリで、飼

いやすいアリだ

という。島田さ

んが開発した「ア

リマシーン」で

飼育すれば、巣

での生態を簡単

に観察できる。

　ちなみに島田

さんは、アリの飼育や観察を続けるうち、アリの研究

者らとも繋がりができ、共同で『アリの巣の生き物図鑑』

（東海大学出版社）を出版している。アリと関係する種々

の生物（好蟻性生物）については、まだまだ研究が進

んでおらず、島田さんの採集や観察が新発見につながっ

た例もある。しかし島田さんは、研究を目的として観

察や飼育をしているわけではないという。

　科学的な発見をしようと思って観察するのではなく、

純粋に好きという気持ちで生き物を見て、育てる。だ

からこそ見えてくる生き物の姿がある。これはある意

味「科学の原点」とでもいえるだろう。アリの飼育の

楽しさが多くの人に広まるのと同時に、そうした「好き」

を大事にする心も広まっていくことを期待している。

ブース No.018

エゾアカヤマアリ  Formica yessensis

アリと飼育キットを販売する島田さん。アリを見よう

と目を凝らす来場客が多く訪れていた。

ガラスケース内に展示されたエゾアカヤマアリの蟻塚。

島田さんが執筆に参加した図鑑も置かれている。
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■ ZUCKER
　「ZUCKER」は、ハルキゲニア Hallucigenia をはじめ、

古代生物をモチーフにした作品を発表している谷村諒

さん（Twitter: ryouwawawa）らによるブース。NHK

の自然番組などで、変な形の古代生物に関心を持った

という谷村さん。展示販売は 2013 年のなまけっとが

初めてということで、その際にはハルキゲニアが不思

議な世界を旅する書籍「ハルキネイション」を中心に

扱っていたが、今回は古生物手ぬぐいなどを新たに製

作して販売。

　美術系の大学院で、テキスタイルやシルクスクリー

ンの技術を学んでいた谷村さん。そうした技術を応用

して創作活動をしたいという思いがあり、好きな古生

物をモチーフにした作品制作に取り掛かったという。

プテラノドン Pteranodon など有名どころもいるが、マー

レラ Marrella などあまり知られていない古生物も多数

フィーチャーされている。イラストはシンプルな線な

がら、それぞれの特徴がわかりやすく表現されており、

生き物好きでなくても親しみやすいことだろう。

　大学院時代から、ハルキゲニアなどの古生物をモチー

フにした作品を扱っている谷村さん。ハルキゲニアは、

その奇妙な復元想像図から「幻覚、夢想」などを意味

する単語が元になった名前であるが、その幻想的な魅

力を広める旅は始まったばかりだ。

ブース No.024

新作の手拭いなどが並んだブース。ヴィレッジバンガードのネットショップでも取り扱われた。

イラスト付きでマイナーな古生物の紹介展示も。
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■マニアック生物アート
　サークル「生物部」　

　会場に入ってすぐのところに、「系統樹から見る生物

の移動方法」と題した展示があった。「歩く」「泳ぐ」「飛

ぶ」など、様々な移動方法ごとに特徴ある種を選んで、

立体的な作品と解説パネルで生き物の多様性や面白さ

を伝えた。

　この展示を行っていたのは、2009 年から活動を始め

ている、マニアック生物アートサークル「生物部」。普

段は各メンバーが個別にブースを出すなどして活動し

ているそうだが、今回は初の試みとして、9 名の作家

が集まって全体のテーマを決め、誰が何の展示を作る

か相談して、1 つのブースを作り上げたという。

　作品のモチーフや表現方法はメンバーごとに様々で

あったが、有名な生き物だけではなく、サザナミフグ、

ミズタマカビ、ショウジョウバエの変異体など、まさ

に「マニアック」な生き物が多数並んでいるのが特徴だ。

　生物部メンバーの一人「地球の玉手箱」さんに、作

品のこだわりを聞くと「全て自分の手で作り、業者発

注などはしない」という。そうしたこだわりもあり、

今回の展示は準備に何と９ヶ月かかったそうだ。

　また、「漠然とした名前の生き物（○○の仲間、など）

や空想の生き物は作らないと決めており、あくまで実

在する種をモチーフにしている」のだという。

　あまり知られていないな生き物にも力を入れている

のは、「マニアックな生き物を一般の方にもっと知って

もらいたい」「マニアックな生き物の研究者の方にも喜

んでもらえるグッズを作りたい」という理由があるそ

うだ。一般の方と研究者の間に立つことを目指してい

るため、学術的な正確さを大切にしながら、親しみや

すいグッズを作ることに心を砕いているという。なお、

メンバーの中には菌類の研究を進める傍ら創作に取り

組んでいるという方もいる。もちろん作品は菌類をモ

チーフにしたものが中心だ。

　生物部は、貝類学会や動物学会など、研究者が集ま

る学会にも作品を出展しており、研究者の方にも好意

的に受け止められているという。そこでマニアックな

生物を研究している専門家から助言をもらい、さらに

造形を洗練させるといったこともある。逆に研究者か

らのリクエストにこたえ、これまでにグッズが無いよ

うな生き物の作品作りにとりかかることもある。

　作品の中には非売品のものも多いが、作り込まれた

作品一つ一つからは「マニアックな生き物を多くの方

に広めたい」という意気込みが伝わってきた。実際に、

多くの方が足を止め、長い間展示を興味深く見ている

人も多かった。「地球の玉手箱」さんによると、学問的

な正確さを重視しつつ、親しみやすくデフォルメする

というさじ加減が難しいそうだ。

　今後も「系統樹」をテーマにした展示を進めたいと

いう。次はどんな知られざる生き物のグッズが生まれ

るか、今後の活動がさらに期待される。

ブース No.029

ブースの展示。学問的な正確さが重視された解説パネ

ルを、マニアックな生き物のグッズが彩る。

所狭しと並べられたグッズ。フラスコやサンプル管の

中に詰められた作品なども多数。
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■量子ブラックホールカフェ
　会場のちょうど真ん中で、壁一面のホワイトボード

に、計算式を書いている男性がいた。それ以外に目立っ

た展示は見当たらない。ここは何のブースかと問うと、

「物理学研究者を展示しているブース」だという。

　この男性は、京都大学基礎物理学研究所の横倉祐貴

さん。この方が、ブース No.52「量子ブラックホール
カフェ」の「展示」である。横倉さんは、謎の多いブラッ

クホールを、量子論の視点から理解しようと研究を進

めている現役の研究者（理学博士）である。

　横倉さんによると、従来ブラックホールは一般相対

性理論で説明され、その中身はからっぽだと思われて

いた。しかし 1990 年代にホーキング博士が量子論の

考え方を導入し、ブラックホールに内部構造があるの

ではないかといわれるようになったそうだ。横倉さん

は、その内部がどういう構造を持っているかについて

新しい理論を発表し、更にその理論を発展させるべく、

ブラックホールに物を投げ込んだらどうなるか、など

を今後の研究テーマにしている。

　この説明では何のことやらと思われた方も多いと思 うが、このブースで横倉さんは、できるだけ数式や難

しい言葉を使わずに、来場者の方に量子ブラックホー

ルの説明を行っていた。絵を描いて説明したり、たと

えを用いて抽象的な概念を説明することで、わかりや

すく伝えることを心掛けているという。

　このブースは、主に動物のイラストを手掛けるイラ

ストレーターの内藤惠さんが、生物系以外のブースを

企画したいという思いで、このような「展示」を横倉

さんに依頼したという。横倉さんは「わかりやすく伝

えることは研究を進める上でも重要」ということで、

交流の場として活用したいと引き受けたというが、「興

味をもって足を止めてくれる人も多く、反応があって

うれしい」と語ってくれた。

　ブースの来場者とのやり取りの中で、研究の進展に

つながるようなアイデアが生まれ……ということはさ

すがになかったようだが、この展示を目にして、今後

研究してみたいと思う人が出てくるかもしれない。そ

うした可能性を秘めたブースであった。

　自然科学全般を扱った博物ふぇすの中でも、物理学

のブースは少数派だ。作品の展示や販売にとどまらず、

このブースのような、自然科学の魅力を伝える意欲的

な試みができるのが、博物ふぇすの懐の深さだといえ

るだろう。

ブース No.052

ホワイトボードの前に立つ横倉さん。計算式についての

専門的な質問はさすがに来なかったという。

ブースの仕掛け人である内藤さん。机の隅には、さりげ

なく内藤さんの作品も展示されていた。
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■かものはし亭（土曜のみ）
　土曜日曜と連続で開催された博物ふぇすてぃばるの

うち、どちらかの日だけ出展するブースもいくつか存

在した。そのうちの一つ「かものはし亭」は、土曜の

み出展していたブースで、カモノハシ Ornithorhynchus 

anatinus  1 種に特化した展示を行っていた。

　カモノハシは、卵を産む、くちばしを持つなど、哺

乳類らしからぬ特徴を持つ「生きた化石」と呼ばれる

生き物で、ハリモグラと同じ単孔目というグループに

属する。オーストラリアの固有種で、国外への移出が

厳しく制限されているため、オーストラリアでしか生

きた姿を 見ることが出来ないということだ。

　出展者のみんさんに話を聞くと、とにかくカモノハ

シが好きという気持ちが強く、今回そのカモノハシの

魅力を伝えたいとブースを出展されたという。説明パ

ネルや写真、オリジナル手ぬぐい、それに自作のカモ

ノハシぬいぐるみなど、どれもカモノハシ愛が感じら

れる作品でブースが埋め尽くされていた。来場者に配

布された手作りのパンフレットには、「うしろから見た

らコッペパンみたい」（パンフレットより）というカモ

ノハシの特徴や魅力が凝縮されていた。

　特に自作のカモノハシぬいぐるみ（オス）は、後足

の付け根にある毒のあるケヅメまで再現されており、

ブースを訪れた来場者らが次々と触っていった。写真

や骨格標本をもとに再現したということで、かわいら

しいだけでなく正確なつくりのぬいぐるみになってい

た。

　テレビの生物番組がきっかけでカモノハシを好きに

なったとのことで、その独特な姿

や生態に惹かれたという。カモノ

ハシに限らず、自由な生き物が好

きだということで、ゴリラなどの

大型類人猿、ネコなども好きな生

き物として挙げていただいた。

　この「かものはし亭」は博物ふぇ

すに出展するために始めたという

が、今後の活動予定は未定という。

好きだから多くの人にその魅力を

知ってほしい、という純粋な思い

から生まれた本ブース。今後の博

物ふぇすでも、子のブースのよう

に、とにかく好きだから表現した

い、という人がもっと出展してほ

しいと思っている。

ブース No.058

「たぶんこの会場で一番かわいくない手拭」と謙遜されたカモノハシ手ぬぐい。

カモノハシぬいぐるみと展示パネル。ぬいぐるみは、特に子

供に人気だった。
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■コウモリ屋（土曜のみ）

　コウモリと聞いて何

を思い浮かべるだろう

か。怖い、不気味、吸

血鬼……？　本ブース

では、ややもするとそ

んなイメージを持たれ

ることもあるコウモリ

のイメージアップを図

ろうと、コウモリにつ

いての展示が行われて

いた。

　「 コ ウ モ リ 屋 」 は、

奈良県にあるこうもり

博物館の奥村一枝さん

らによるブースで、６

-7 年前から研究活動の

間にコウモリグッズの

制作をはじめた。普段

は博物館内で販売して

いるグッズを、前回の

なまけっとで初めて出

展し、今回も引き続き

参加したという。

　グッズ制作は「趣味

が高じて」始めたとい

うが、ストラップやピ

ンバッジ、トートバッ

グなど本格的なものば

か り だ。 中 で も ス ト

ラップは、今回のガク

モ ン か ら エ ン タ メ を

きっかけに制作したと

いう。

　またブースには、実

物のコウモリ標本が展

示され、日本に 37 種

いるというコウモリの

多様な生態が紹介され

た。ちなみに多くのコ

ウモリは果実や虫などを餌にしており、吸血性のコウ

モリは少数派だという。また、コウモリ探知機（バッ

トディテクター）の音をコウモリの耳で聞けるコーナー

も設けられ、人間の

耳には聞こえない超

音波を、コウモリが

どのように聞いてい

るかを体験すること

が出来た。

　人家近くなど、実

は身近にもいるコウ

モリであるが、「（標

本を見て）実際に見

たのは初めてという

人も多く、来場者の

反応はいい」とのこ

とだった。

　次回以降も参加し

た い と い う こ と で、

次はどんな展示をし

たいか聞いてみると、

「実際のコウモリの声

を録音して聞いても

らえるコーナー」や、

「かわいいコウモリ手

ぬぐい」などの答え

が返って来た。

　こうもり博物館の

よ う に、 各 地 の 博

物館などでは、学芸

員や研究員などによ

るオリジナルグッズ

が扱われることもあ

る。調査研究活動が

グッズ作りに活かさ

れ、グッズを通して

コウモリをよく知っ

てもらうという活動

は、博物ふぇすの「ガ

ク モ ン か ら エ ン タ

メ」を普段から行っ

ているようなものだ

ろう。

ブース No.063

コウモリのはく製標本と展示パネル。隣には、コウモリの気分で

超音波を聞ける自作のコウモリ耳も。

コウモリグッズの数々。「デフォルメされたコウモリグッズはある

けど、かわいいグッズは少ない」という思いで作ったという。
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■ミクロ・ライフ

　※「ミクロ・ライフ」ブースは、「ニッチェ・ライフ」ブー

スとの共同出展として出展しましたので、インタビュー

ではなく、出展者による紹介という形で掲載します。

　アメーバ、ゾウリムシ、ミドリムシ……普段、暮ら

しているだけでは、目にする事のできない小さな生き

物たち。

　「ミクロ・ライフ」ブースでは、そんな小さな生き物

たちの魅力を、もっと多くの方々に、もっと身近に感

じて貰いたいという主旨で出展させていただきました。

　生き物の世界の多様性は、現在さまざまな分野でホッ

トな話題ですが、「微生物」、あるいは、「ミクロ生物」

の世界については、まだまだ知る人の少ないというの

が現状です。微生物と言われても、多くの人は、なん

となく “ 丸っこいのがにょろにょろした ” ような、そん

な曖昧なイメージを思い浮かべる事が多いと思います。

　ですが、顕微鏡を覗いて、実際に生きた微生物を見

てみると、そのイメージは大きく覆されます。1 mm

にも達しない、小さな小さな存在の微生物ですが、彼

らは、その小さな身体で巧みに動き回ったり、美しく

精巧な姿をしていたり、とにかく見ていて飽きない存

在です。

　そして何よりも、とてつもなく多様な種類がいます。

その多様性は、私たちが日ごろ知っている動物や植物

の多様性を遙かに上回るものかもしれません。そんな

魅力的で奥深い世界を、もっと身近に感じて貰う為に、

顕微鏡を置いて、実際に生きた微生物の観察をしても

らったり、さまざまな微生物が登場する「プロチスト

ランプ（岩国市立ミクロ生物館）」や、お手持ちのスマー

トフォンを手軽に顕微鏡にする事ができる「スマホ顕

微鏡 Leye（テラベース株式会社）」の販売を行わせて

いただきました。

　普通に人生を暮らしていると、実際の微生物の観察

する機会というのは、小中高の理科の授業などくらい

しかないと思います。それ以降は、もしかしたら、一生、

微生物を見る機会はないかもしれません。それで特に

困るという事はないでしょうが（笑）、やはり博物の魅

力というのは、人生に直接関わらないとしても、楽し

さや面白さを感じられる所にあると思います。そんな、

ちょっとした楽しさや面白さの１つとして、本ブース

で微生物を見せる事ができていましたら嬉しく思って

います。

（文責：早川昌志）

ブース No.067

プロチストランプを広げたブース。用意したトランプの多

くが来場者様の手に渡りました。ありがとうございました。

ブースには顕微鏡を用意し、ミドリゾウリムシなどトラ

ンプに使われたミクロ生物を観察できるようにしました。
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■カンブリ屋
　カンブリア紀は、今からおよそ 5 億 4200 万年前か

ら 5 億 3000 万年前の時期で、この短い期間にさまざ

まな動物が進化し、今地球にいる動物の祖先が一通り

出そろったともいわれる。アノマロカリス Anomalocaris 

をはじめ、非常に奇妙な姿形の生物が多数おり、その「キ

モカワ」ともいえる生き物に魅了される人は少なくな

い。「カンブリ屋」の菅原紫穂さんも、その一人だ。

　菅原さんはアノマロカリスぬいぐるみをはじめ、カ

ンブリア紀の古生物をモチーフにした作品を制作して

いる。中でも今回の目玉は、クラウドファンディング

を活用して制作した「カンブリア紀古生物花札」だ。

　クラウドファンディングとは、インターネット上で

プロジェクトを進めるための出資を不特定多数の人か

ら募り、その成果物などを出資者に見返りとして提供

する仕組みだ。菅原さんは、古生物を絵柄に組み込ん

だ花札を作りたいと出資を募り、70 人以上から支援を

得て見事完成にこぎつけた。アノマロカリスや三葉虫

が花札の絵柄に違和感なくとけこんでおり、大変好評

だという。ちなみに当初は、東海道五十三次を古生物

で表現する案もあったが、絵柄が複雑でということも

あり、実現しなかったという。次に期待したいところだ。

　さて、カンブリ屋は特にアノマロカリスグッズに力

を入れており、今回は新柄のぬいぐるみやリアルぬい

ぐるみも登場した。「子どもにも喜んでもらえるものを

作って、カンブリア紀のファンを増やしたい」という

思いで、デフォルメした作品が中心であったが、今回

は本物に近いぬいぐるみもあえて用意した。「実物を見

たときにギョッとする人もいる。今回はリアル版とデ

フォルメ版とのギャップを感じてもらいたい」とのこ

とだった。

　カンブリ屋をはじめておよそ 4 年になるという菅原

さん。今後制作したいものを聞くと、「マイナーなカン

ブリア紀の生物はもちろん、オルドビス紀など別の時

期の生物のグッズにも挑戦したい」という。カンブリ

ア紀以外にも作品の幅が広がっていきそうだ。次に出

展する時には、屋号も変わっているかもしれない。

ブース No.069, 70

花札や、新柄のアノマロカリスぬいぐるみが並ぶブース。

リアル版ぬいぐるみと古生物花札を持つ菅原さん。
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■ツノゼミ屋
　ツノゼミという虫がいる。世界に3000種以上がいる、

数ミリから数センチの小さい虫だが、複雑で奇妙な形

をした種、色鮮やかな種が多数いることで知られる。

　そんなツノゼミが縁で集まった 4 人が、博物ふぇす

に「ツノゼミ屋」を開店した。ツノゼミや他の昆虫の本、

グッズ、標本など、それぞれの持ち寄ったものがひし

めく賑やかなブースだ。

　このブースを企画したのは、九州大学で昆虫の研究

を進める丸山宗利先生。アリと関係して生きている昆

虫（好蟻性昆虫）が専門で、多数の新種も発表している。

丸山先生は、アリの巣の調査のかたわら、調査地で見

られるツノゼミの多様さに魅了されて採集するように

なり、『ツノゼミ　ありえない虫』（幻冬舎）という本

も出版している。今回「博物ふぇすに出展者として参

加したかった」ということで、一番推したかったとい

うツノゼミを屋号に掲げて参加を決めた。ちなみに一

番好きなツノゼミは、地味ながら「顔がかわいい」と

いうマルツノゼミ Gargara genistae だそうだ。

　丸山先生がツノゼミに取り組み始めてから知り合っ

たのが、本ブースで陶芸作品や手ぬぐいを出品してい

た奥村巴奈さん。ツノゼミなどをモチーフにした作品

を制作しており、灯籠を背負ったツノゼミの陶器が特

に注目を集めていた。細部まで精密に表現された作品

は、専門家との協力あってこそのクオリティだろう。

また、革小物などを手がけるひよこノワールさんは、

ツノゼミの革財布などを出品しており、こちらもツノ

ゼミの形を上手く活かした作品となっていた。

　そしてもう一

人、 バ ン ド「 た

ま 」 の 元 メ ン

バ ー で、「 パ ス

カルズ」という

バンドでも活躍

する、音楽家の

知久寿焼さんも

参加した。知久

さ ん は、1990

年頃に日本で雑

誌の撮影中にト

ビイロツノゼミ 

Machaero typus 

sibiricus を 見 か

け て 関 心 を 持

ち、東南アジア

などで採集するようになったそうだ。その後友人の紹

介で丸山先生と知り合い、現在は音楽活動の傍ら、共

同でツノゼミの研究を進めている。知久さんにとって

ツノゼミと関わる時間は「音楽活動の合間の喜び」だ

という。ちなみに一番好きなツノゼミは、東南アジア

のチビズキンツノゼミ Sipylus spp. の仲間で、自身の手

で新種として発表する予定だという。

　ブース出展や本の出版などを通して「いろんな人に

生物多様性のことを伝えたい」という丸山先生をはじ

め、出展者それぞれの思いをもって、多彩なアプロー

チでツノゼミへの愛情が表現されていた。数ミリ程度

の大きさしかないツノゼミが、それだけ奥深い魅力を

持っているということが伝わってくるブースであった。

ブース No.074

東南アジアや南米のツノゼミの標本。右下はさすがに

実在しない「ピーナッツツノゼミ」。

標本をはじめ、手ぬぐい、財布、焼き物、ポストカー

ドなど、多種多様なグッズが所狭しと並んだ。

自著を積んだ丸山先生。ブースには

絶えず来場者が訪れていた。
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■淡水微生物図館
　ミカヅキモ、タイヨウチュウ、イカダモ、ボルボッ

クス……理科の教科書で見たような微生物たちの細胞

一つ一つが、もし人間のような姿をしていたら……？

　ブース No.76「淡水微生物図館」は、淡水に生きる

微生物の擬人化イラストを集めた「図鑑」を中心に、

淡いタッチで描かれた作品が並べられた（ちなみにブー

ス名は「図鑑」ではなく「図館」）。

　このブースの館長は、イラストレーターの shino さん。

もともと生物に関心があり、高校の生物部に所属して

いたころは、水生生物を採集したりホルマリン漬けに

していたという。微生物に関心を持ってからは、微生

物のことを知ってもらうために「細胞を人間に例えた

らわかりやすい」と考え、細胞を人の姿に置き換えた

イラストを制作することに。

　最近は様々なモチーフを擬人化された作品があるが、

この「淡水微生物図鑑」は、ただの擬人化イ

ラスト集ではなく、学術的な部分を大事にし

た作品という印象だ。各イラストページには、

元となった微生物の分類学的な名前、線画、

特徴、生態などが添えられ、「図鑑」の名に

恥じないようなつくりになっている。

　今回「図鑑」の第 1 弾として取り上げた微

生物は、「親しみのある微生物」を中心にし

たといい、今後認知度を広げていく中で、第

2 弾、第 3 弾では、知名度を上げたいマイナー

な微生物を対象にしたいという。

　特に微生物の研究をしているわけではない

とのことで、実際の微生物を目にする機会は

少なかったという shino さん。今回の博物ふぇ

すで、ニッチェ・ライフの提携ブース、ミク

ロ・ライフ（ブース No.67）で、生きたボルボッ

クスやミドリゾウリムシなどを顕微鏡で見て

感動したそうだ。博物ふぇすという場で生ま

れた交流から、創作の幅がさらに広がりそう

な場面を目の当たりにすることとなった。

　淡水微生物という小さな生き物たちの世界

が、次の作品でどのように表現されているか、

今から楽しみだ。

ブース No.076

「淡水微生物図鑑」が中央に展示されたブース。試験管

やフラスコなどもあり、理科実験室のような雰囲気だ。

水彩などで描かれたポストカード。左下にあるのは、こち

らは本物の微生物写真が豊富な「淡水微生物図鑑」。
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■とりのたまご
　卵からまさに産まれ出る瞬間を、

そのままはく製にしたような作品が

並ぶ。ブース名は、その名もずばり

の「とりのたまご」。出展者の浜口と

りさんに話を伺うと、「本当はこんな

ありえないポーズでは産まれてこな

い」とのこと。実際にはかなり無理

のある姿のようだが、丁寧に仕上げ

られた作品を見ていると、理屈抜き

で心惹かれるものがある。

　もともとは爬虫類のエサにするた

め、養鶏場から分けてもらっていた

というが、卵そのものに対する興味

が高じ、全国の様々な鶏の卵を収集

しはじめたという。2013 年から収集

を始め、最初の 4 か月で約 40 種類

の卵を集めた。手作りの「たまご新

聞」では、これまで集めた卵の一覧

も紹介されており、東北から九州ま

で、全国各地の養鶏場からコツコツ

と集めた様子がうかがえた。

　卵はおいしくいただいた後に、殻

を標本にしていたというが、今回は

初の試みとして、中にヒナのはく製

を入れて作品にした。もともと、博

物館に収蔵するための仮はく製を製作していたといい、 その技術を活かしてヒナにダイナミックなポーズをと

らせている。

　ものづくりが好きで、ニワトリが好きで、しかし飼

育は下手だったという浜口さんにとって、はく製作り

は「自然な流れ」だったという。初めははく製を作る

のが怖かったそうだが、今では「ご飯のことを考えな

がらでも、平気で扱えるようになった」そうだ。

　今後の目標は、全国に 2810 戸（2012 年現在）ある

という養鶏場の卵を、全種類集めることだという。卵

がかわいいから集めているという理由が一番大きいが、

集めることで何かが見つかるのでは、という思いもあっ

て、地道に収集を続けているそうだ。

　博物学はそもそも、集めて整理するところから始まっ

た学問といえる。同じように見える卵も、集めて比べ

るうちに見えてくるものがきっとあるだろう。

ブース No.078

作品の一つ。卵一つ一つの由来もこまめに記録していると

いい、殻に印字された文字が見えるように配置されている。

ブース一面に展示された作品。一日目にインタビューを行ったが、すでに半

分程度が売約済みとなっていた。
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■ Hey's Factory
　会場の柱近くで、無心に編み物を

している方がいた。手元を見ると、

恐竜の頭がデザインされた編み物作

品を縫っている。その後ろのパネル

には、トリケラトプスやアンモナイ

トがあしらわれた作品が展示されて

いた。

　 こ こ で 編 み 物 を し て い た の は、

「Hey's Factory」のひらなかこずえ

さん。博物ふぇすてぃばるをきっか

けに、好きな編み物で好きな古生物

を表現しようと、オリジナルで図面

を作成して編み始めたという。

　編んでいたのは、タルボサウルス

Tarbosaurus の骨格。国立科学博物館

で開催されていた「大恐竜展」で全

身骨格を見たことがきっかけで、編

み物用に図面化して制作を開始。2 ヶ

月かけてようやく全体の 4 分の 1 ほ

どができあがったという。順調にい

けば、2015 年夏に開催予定の第 2

回博物ふぇすで、全身が完成した作

品がお目見えするかもしれない。

　編み物歴 10 数年というひらなかさ

ん、これまでは友人のリクエストに

応えた作品などを作っていたという

が、恐竜などの古生物モチーフの作

品を作るのははじめてということだ。

今後も、誰かの要望に応えて作品を

作っていきたいといい、ニットウェ

アなどに挑戦したいそうだ。

　会場で新作の制作風景が見られる

ブースは、生物ペーパークラフトの

実演を行っていた「ハサミック・ワー

ルド」（No.15）や、ブース内で古生

物の原画制作を行っていた「Studio 

d'arte corvo」（No.49）など少数だっ

た。それと並んで、作家の制作現場

を肌で感じられる貴重なブースの一

つだった。

ブース No.084

タルボサウルスをデザインした編み物作品を作っているひらなかさん。後ろ

のパネルには、これまでに手がけた作品が展示されている。

床に広げられていた、タルボサウルスを縫い上げるための図面。何枚もつな

げられた方眼紙に、一マス一マス緻密に書き込まれている。
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■ Wolf Creations. ( 土曜のみ )

　オオカミ （ハイイロオオカミ）Canis lupus は、ギリ
シャ神話の時代から人間とのかかわりが深い動物
だ。人間は狼（おおかみ）を恐れ、時に崇め、世
界中で狼にまつわる伝承が残されている。「Wolf 
Creations.」は、そんな狼をテーマにした作品を制
作している、真神優希さんのブースだ。
　今回の博物ふぇすでは、「Wolves&Me」（No.17）、

「狼祭 in 博物ふぇすてぃばる！」（No.59）と、本ブー
スの他にもオオカミを中心テーマにしたブースが出
展されていた。それぞれ切り口の違う作品や展示を
行っていたが、その中でもこのブースの特徴は、狼
がもつ民俗学的・分類学的な側面に重きをおいて制
作をしているところだといえる。

「モチーフとしてのかっこよさではなく、狼と人間との

関わりに興味がある」という真神さんの作品の中には、

狼を「オンルプシカムイ（狩りをする神）」と呼ぶアイ

ヌ民族のモチーフなど、学問的な関心に根差した作品

が見られる。ただし、民俗学といっても堅苦しいもの

ばかりではなく、「MAN WITH A MISSION（MWAM）」

という狼の被り物をした日本のロックバンドをモチー

フにした作品もあり、古今東西の狼文化を広く扱いた

いという思いがうかがえた。

　ところで、オオカミの分類には諸説あるが、生息

地や特徴によって 15 ほどの亜種 ( 種より細かい分
類 ) に分けられるとされ、ニホンオオカミ、ヨーロッ
パオオカミ、ホッキョクオオカミなどと名前が付け
られている。真神さんは、自身で撮影した写真を
もとにイラスト作品等を描いているというが、その

時には亜種ごとの違いを作品に反映させているという。

ちなみに一番好きな亜種は、北米にいるシンリンオオ

カミだそうだ。

　生き物をモチーフに創作活動をするクリエーターは

多いが、民俗学的な視点を前面に打ち立てて活動する

方は多くはない。人間との関わりに重点を置いた独自

の作品群は、学問とエンターテインメントの融合の場

でもある博物ふぇすと相性がいいように感じられた。

ブース No.090

ぬいぐるみを手にブースの前に立つ真神さん。ビーズ、

羊毛フェルト、レザー、色鉛筆画など表現方法は多様だ。

ポストカード等が並ぶブース。地域亜種ごとの特徴の違いがわかるように描き分けているという。
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■役に立たないきのこの小部屋
　最近きのこへの注目が高まっているようだ。形や色

の多様さに静かな人気が集まり、図鑑や写真集も相次

いで出版されている。特に若い女性にもきのこ好きが

増えているようで、「きのこ女子」という言葉も聞かれ

るようになった。

　そんなきのこに 10 年ほど前から注目して、観察や

制作を行っているのが「役に立たないきのこの小部屋」

の三橋さん夫妻。2 人とも大のきのこ好きで、東京の

自宅近くなどで一緒にきのこの観察に出かけていると

いう。ご主人の憲行さんが写真撮影、奥様のこずえさ

んが編みぐるみ制作を手掛けており、これまでにも二

人展を開いている。今回は写真と編みぐるみ作品を使っ

て、形や色に特徴のある、「役に立たない」きのこの紹

介を行った。

　三橋さん夫妻は、きのこの魅力を伝える活動を「奉

仕活動」ならぬ「胞子活動」と呼んでいる。きのこが

胞子を飛ばして菌糸を伸ばし、そこにまたきのこが生

えてくるように、きのこの魅力を発信してきのこ好き

の輪を広げている。

　きのこは研究がまだ不確定なところもあり、身近に

見られる種でも、近年の DNA 解析などによって新た

に判明したこともある。今回のブースでは、そのよう

な専門的な内容も含めてパネルで解説が行われていた。

そこでは憲行さんの写真はもちろん、編みぐるみが活

躍していた。色や形が変わってしまう乾燥標本に比べ、

編みぐるみでは立体的で鮮やかに見せることができる

ため、よりその魅力を伝えやすいという。

　ちなみにこずえさんは、憲行さん手作りのきのこ帽

子をかぶり、ブースに立っていた。今後の「胞子活動」

できのこ好きが増えれば、三橋さん夫妻のような仲睦

まじい「きのこ夫妻」がさらに生まれるかもしれない。

ブース No.092

パネル下に展示された様々なきのこのあみぐるみ。すべて手作りの一点もののため、販売はしていない。今回はこの

ほかに、蓄光糸で制作した「光るきのこ」の展示もあった。

写真と編みぐるみによる展示。きのこの分類や、毒を持つ

のはなぜかなど、身近な疑問について解説されている。
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■明星堂
　タンポポの綿毛が電球に入っている。「綿毛電球」は

そんなシンプルな説明で表現できる。工業製品と植物、

なぜその組み合わせなのかと感じるかもしれないが、

下の写真を見ると、その相性の良さがすぐわかる。電

球のフィラメントの代わりに置かれた綿毛が、光の放

射のようにふわふわとしている。

　「明星堂」では、看板作品であるこの綿毛電球のほか、

箱入り綿毛、蝶や鉱物のしおりなど、自然の造形を活

かした雑貨が扱われていた。動植物から鉱物を幅広く

素材として取り入れ、創作に使うことで、趣のある作

品となっている。

　ところでこの綿毛電球、どうやって中に綿毛を入れ

ているのか。作者のハルさんによると、何と「タンポ

ポのつぼみをとってきて綿毛の中に入れ、開花させて

綿毛になるまで育てる」という。制作途中で曲がった

り綿毛が中で壊れてしまうなど、生き物ならではの苦

労も多い。それでも、綿毛を見ていると「壊れそう」

と心配になり、箱や電球の中に入れることにしたとい

う。中の綿毛はドライフラワーとしているとのことで、

2，3 年はこの状態で楽しめるそうだ。

　ちなみに、雑貨の横には、出展者が関心を持ってい

るという鉱物や岩塩の展示スペースが設けられていた。

貝化石と一緒にしか産出されないというアナパイト 

Anapite や、ハライト Halite ともいう岩塩の結晶など

が並べられ、構造色や味など各鉱物の特徴についての

解説がなされていた。

　植物、昆虫、鉱物、工業製品など、幅広いものへの

関心から生まれた本ブースの作品や展示には、多様な

対象を扱う博物学の面白さが凝縮されているように感

じられた。

ブース No.096

綿毛電球（左）は人気が高く、1 日目の午後に取材した際には、箱入りタイプのものを残して、すでに完売していた（右）。

塩の展示。口に入れられる岩塩も用意され、ブースに

来た人が味を確かめていた。
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■ビーカーくんと　そのなかまたち
　昨今、ゆるキャラブームに象徴されるように、様々

なものをかわいらしいキャラクター化する試みが盛ん

になっていると感じる。博物ふぇすてぃばるでも、今

までキャラクター化されたことのなさそうなモチーフ

を扱っているブースがいくつか見られた。その中でも

特に目立っていたのが、ビーカーやフラスコ、アルコー

ルランプなど、理科実験などでおなじみの器具をキャ

ラクター化したグッズが並ぶ「ビーカーくんと　その
なかまたち」だ。

　出展者のげるおさんは、奥様と一緒に「うえたに夫婦」

として創作活動をしている。ちなみに奥様の雑草魂さ

んは、羊毛フェルト作品などを手掛けているというが、

今回はビーカーくん単独でのブース出展だ。

　絵が好きで、身近にあった実験器具のイラストを描

き始めたのがきっかけで、ビーカーくんなどのキャラ

クターが誕生したという。描き始めて 1 年ほどで、40

種を超える器具を愛らしいキャラクターにした。中に

はブフナー漏斗など、あまり聞きなれないマニアック

な器具のキャラクターもいる。

　それぞれのキャラたちの表情はとても個性的で、ガ

ラス製の少しづつ違った表情をしている。曰く「器具

の見た目や雰囲気でキャラクターの性格をつけている」

といい、実験器具好きのげるおさんには、一見無機質

にも見える器具にいろいろな表情が見えているのだろ

う。

　キャラづくりの上では、シンプルさを追求して、理

系であってもそうでなくても楽しめるキャラクター作

りを目指しているといい、NHK 教育テレビの番組で使

われてもおかしくない親しみやすさだ。ちなみに一番

好きなキャラはやはり、ブース名にもなっているビー

カーくんだという。

　今後の活動について伺うと、「ビーカーくんたちのマ

ンガ化に挑戦している」との答えが返って来た。ビー

カーくんとなかまたちが活躍するマンガ、想像するだ

けでも面白い作品になりそうな予感がする。今後の博

物ふぇすなどで登場するのが楽しみだ。

　このグッズは、東急ハンズ店舗などでも一部扱われ

るようになったそうだ。化学をもっと親しみやすいも

のにするためのキャラクターとして、ビーカーくんら

がいろんな場面に登場する日も近いかもしれない。

ブース No.105

ステッカー、ブローチ等が多数並べられたブース。多彩な

表情をした実験機器のキャラクターについ目がいく。

プラ板キーホルダーやトートバックが並ぶ。キャラクター

が多種多様で、全種類揃えるのも楽しそうだ。

展示パネル上に飾られていたビーカーくんたち。2014 年、

ビーカーくんの LINE スタンプもリリースされた。
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■教育掛図の世界
　古い書物にはロマンがある。書庫の隅や古書店から

思わぬ貴重な資料が発見され、学問的な新知見が見出

されることも少なくない。近年は、ネット環境の整備

などによって、著作権が切れた古書籍が電子化されて

広く公開され、活用が進みつつある。

　例えば、古い図鑑や図譜など、博物学に関連した資

料をひもとくと、当時の自然観や博物学的な理解の水

準、教育への活用法などがうかがえる。しかし、そう

した博物学的な資料の中には研究が進んでいないもの

も少なくない。

　教育掛図は、明治時代に学校教育で黒板等に掲げて

使用されていた教材だ。しかし原画が不明なものなど

もあり、研究が十分進んでいるとは言いがたい資料だ。

　「教育掛図の世界」は、そんな教育掛図の紹介を行う

と共に、掛図資料を有効活用するための方法を探るべ

く出展されたブースだ。

　出展者の上田啓未さんは、金沢大学資料館に所属す

る博物資料などの研究者だ。同資料館に所蔵されてい

る水野治三郎作の掛図の調査を通して、当時の教育に

ついての研究を行うとともに、掛図の絵をグッズ化す

るなど様々な活用法を検討している。

　上田さんは「掛図資料などを広く活用する仕組みが

大学になく、有効利用する可能性を広く探りたい」と

いい、どんなグッズが欲しいかなどについて、ブース

でアンケート調査を行っていた。緻密に描かれた掛図

の画像を使用したグッズのサンプルなどがあったが、

知的で古風な趣がある作品に仕上がっており、掛図活

用の可能性が感じられた。

　また、この展示やアンケート等を通して、明治時代

の博物学研究を進展させるきっかけ作りにも取り組ん

でいた。教育掛図は、当時の図譜などと共通する絵が

使用されているものもあるが、出自不明の絵画なども

あり、不明な点が多く残されている。博物ふぇすでこ

うした出展を行うことで、各分野の専門家・愛好家と

交流が生じたり、新たな関心を呼び起こすことで、資

料の謎の解明に結びつくことも期待できるだろう。

　古い資料を様々なアプローチで活用し、資料自体の

価値も高め、研究にも還元していく。今回の博物ふぇ

すの中で、最も直接的に学問とエンタメを結び付けよ

うとしていたブースの一つといえるだろう。

ブース No.108

教育掛図の解説（左）。掛図の活用法などについてのアンケートに回答すると、マグネットなどのオリジナルグッズが

もらえた。トートバッグや T シャツなどの掛図グッズ（右）もあり、今後さらに掛図を活用する方法を検討している。
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■スマホ顕微鏡が見つけるあなたの  

　 微小宇宙 - Life is Small プロジェクト
　小さなガラス玉を眼に近づけてのぞき込み、微小な

世界を見たレーウェンフックが、自作の顕微鏡を作っ

て 350 年。時は流れ、ロバート・フックが開発した複

式顕微鏡が主流になり、レーウェンフック型は廃れた。

しかし 21 世紀に入り、再びその古典的な顕微鏡に光が

当たる時が来た。スマホ顕微鏡の登場だ。

　「スマホ顕微鏡が見つけるあなたの微小宇宙 - Life is 
Small プロジェクト」は、スマートフォンやタブレット

で手軽に使えるスマホ顕微鏡の紹介ブースだ。直径約

2mm のガラス玉を板にはめ込んだスマホ顕微鏡の本

体を、スマホやタブレットのフロントカメラ部に置き、

そこに試料を乗せることで見たいものが手軽に観察で

きるという。

　スマホ顕微鏡を開発したのは、科学技術振興機構

(JST) 科学コミュニケーションセンターの永山國昭先

生。観察しやすさで卓上顕微鏡に劣るレーウェンフッ

ク型顕微鏡を改良し、小さい世界を手軽に観察できる

道具にするべく試行錯誤を重ねた末に、スマホに載せ

て使える形のものを完成させた。昨年商品化して販売

を始め、徐々にスマホ顕微鏡の輪が広がっているとい

う。

　ブース担当者の一人、JST の科学コミュニケーターで

ある三村麻子さんによると「学校などですでにネット

ワークが出来ているほか、Facebook などでも一般に広

まっている」という。タブレット端末などが教育現場

に導入される事例も出始めており、理科の授業などで

スマホ顕微鏡が活用できる機会も増えつつあるようだ。

　ちなみにブース名の「Life is Small（生物は小さい）」

プロジェクトは、スマホ顕微鏡などを活用した教育や

コミュニケーションを通して、小さな生き物の観察を

より身近なものにするための取り組みだ。これまでに

も出前講座やワークショップなどが行われており、そ

こからユーザー同士の交流の場ができるなど、すでに

新しい動きが出てきているそうだ。スマホ顕微鏡を更

に活用するアプリの開発グループなど、今後様々な取

り組みが広がることが期待されている。

　今後の活用や展望については、「花粉調査など、各地

で得られたデータを活用する方法を模索している」と

いう。全国のスマホ顕微鏡ユーザーから寄せられたデー

タを集約して利用すれば、全国規模の環境調査や電子

図鑑プロジェクトなど大きな動きにつながることだろ

う。また「発展途上国など、海外にも広まっていって

ほしい」とのことで、分析機器などが不足する現場で

活用される日もそう遠くないかもしれない。

　スマホに載せて観察し、写真や動画もすぐに撮れる

スマホ顕微鏡。その輪がどんどん広がることで、肉眼

では見えない「微小宇宙」の観察や探究が、これまで

以上に身近なものになるだろう。

ブース No.109

スマホ顕微鏡の体験コーナー。手持ちのスマートフォン

等で、ミクロの世界を手軽にのぞくことが出来た。

来場者にスマホ顕微鏡の解説をするスタッフ。微生物や

植物の葉など、様々なものを拡大して見せていた。



ニッチェ・ライフ Vol.  2 (Dec. 2014)

- 24 -

■取材・撮影にご協力頂いたブース 

　（敬称略）

No.003  いきもの基地
No.007  折り紙工房せびりや
No.010  いぞらど
No.011  たがや
No.012  マンボウなんでも博物館
No.013  ツクツク帽子
No.015  ハサミック・ワールド
No.016  ペンギン製造所
No.018  AntRoom
No.019  イワシ金属化
No.023  ぐろうえっぐ＋羊毛動物  
No.024  ZUCKER
No.025  ( 日曜のみ )p.com（ピードットコム）
No.029  マニアック生物アートサークル「生物部」
No.031  医療系雑貨生みたて卵屋
No.035  あとりえ・おすとら
No.036  オルドビス
No.042,3 ひこばえ団
No.047  ロボット工房 のらとりえ
No.051  石華工匠
No.052  量子ブラックホールカフェ
No.055  Atelier Φ ( アトリエ ファイ )  
No.056  ファブリカ・ディ・ビータ
No.057  ( 日曜のみ )Fish Gallery おさかな屋
No.058  ( 土曜のみ ) かものはし亭
No.063  ( 土曜のみ ) こうもり屋
No.064  いたちっち。
No.065  しかく
No.067  ミクロ・ライフ
No.068  ぐるぐるソンブレロ
No.069,70 カンブリ屋
No.073  もんたなのポッケ
No.074  ツノゼミ屋
No.075  瀞鮪物産店
No.076  淡水微生物図館
No.078  とりのたまご
No.084  Hey's Factory
No.090  ( 土曜のみ )Wolf Creations.  
No.092  役に立たないきのこの小部屋 
No.096  明星堂

No.100  ねじネジ屋  
No.102  vivo
No.105  ビーカーくんと そのなかまたち
No.108  教育掛図の世界
No.109  スマホ顕微鏡が見つけるあなたの微小宇宙 
 ―Life is Small プロジェクト―
No.112  FLATFLOOR
No.113  ピッチブレンド
No.115,6 パイライトスマイル

太字：取材・インタビュー記事掲載
細字：写真撮影・資料提供

　上記各ブースの出展者様には、取材・撮影に当たっ

て多大なるご協力をいただきました。この場を借りて

お礼申し上げます。

扉使用画像：いきもの基地（No.003）、たがや（No.011）、

ハ サ ミ ッ ク・ ワ ー ル ド（No.015）、 イ ワ シ 金 属 化

（No.019）、ねじネジ屋（No.100）

インタビュー記事執筆：熊澤辰徳・早川昌志（No.067

のみ）
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写真集ミニ
大盛況のうちに終了した第 1回博物ふぇす、
会場や各ブースの写真をまとめました。　
（写真中のNo. はブース番号）

No.31 No.100

No.25

No.115, 6

No.112

No.13

No.102

No.75

No.42,3

No.23

No.23

No.56

No.19

No.73
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No.10

No.11

No.68

No.57
No.47

No.55

No.35

No.113

No.12

No.65

No.15

No.51

No.65

撮影にご協力いただいたブースの
出展者の皆様、誠にありがとうご
ざいました。
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『ニッチェ・ライフ』アンケート @ 第 1 回博物ふぇすてぃばる！

6.9% 

93.1% 

はい 

いいえ 

43% 

43% 

14% 公式サイト 

Twitter

友人・知人 
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　2014年8月9-10日にかけて、博物ふぇすてぃばる! 内ブース（No.67）にて、『ニッチェ・ライフ』誌や博物ふぇすに関するアンケートを実施し、

87 名の方にご回答をいただきました。アンケート結果は以下にまとめた通りです。今後、頂いた意見等をもとに、誌面の質の向上に努めます。

ご協力頂いた皆様には、この場を借りて感謝の意を表します。

Q. 『ニッチェ・ライフ』をご存知でしたか？

42% 
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Q. 好きな『博物』は何ですか？

Q. 『ニッチェ・ライフ』で読みたい記事は？

Q. あなたについて教えてください。
　（性別・年代・職業）

（「はい」の方へ）
Q. どこで知りましたか？

　まだまだ無名の本誌に対して、約 7% の方が「知っていた」と回答。

公式ページやツイッターでの紹介がきっかけの中心になっている

ようだが、今後「友人・知人からの紹介」を少しづつでも増やせ

るようにする取り組みが重要になりそうだ。なお、これまで知ら

なかったが、博物ふぇすをきっかけに知った、という回答も少な

からず頂いた。

　複数回答可の項目だが、最も支持を集めたのは「知られざる生き物

の生態」。知名度が低くても面白い生き物の記事が本誌に求められて

いる、と改めて感じた。具体的にこの生き物の記事を！という意見も

多く寄せられていた。次いでレビューや採集・飼育方法、図鑑などが

並んだ。英語の文献などで扱われた内容を、わかりやすい日本語記事

で紹介してほしいという意見もあり、専門家と一般の方の間をつなぐ

役割を担うという方向性をさらに推し進めていきたいところだ。

　複数回答可。生物に関心のある人が大多数だが、本ブースを

含む多くのブースが生物系であったことが要因だろう。各分野

の自由記入欄には、プランクトン、古生物、哺乳類、鳥類、爬

虫類、魚類、昆虫、植物、菌類、細菌、生態学、炎色反応、鉱物、

量子論、力学、宇宙、有機化合物、実験器具などの回答があり、

関心の対象は極めて多様であった。

　任意回答欄。やや女性が多く、20-30 代

の参加者が多いことがうかがえた。職業別

で見ると、学生の割合の高さが目立つ。

「その他」の中には博物館関係者・飼育員・

お笑い芸人など多彩な職業の方が含まれ、

来場者の多様性の高さを象徴していた。
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投稿規定　
　ニッチェ・ライフでは、皆様からの記事・コラムなどの投稿を募集しています。投稿資格は特にありません。
原稿は、生き物、生物学に関連するものであれば特に制限は設けません。生物の多様性やその魅力、自らの
調査・研究成果を様々な人に知ってもらいたい、という方からの投稿をお待ちしております。
　原稿の内容は「調査・研究報告」「分類群の紹介（特集）」「書評・論文解説（レビュー）」「短報」「資料」「コ
ラム」などとします。本文は基本的に日本語としますが、英語でも構いません。投稿料、掲載料は無料です。
　掲載を希望する著者は、「表題（タイトル）」「氏名」「所属（住所）」「連絡先のメールアドレス」「本文」
を明記した原稿、ならびに図表（必要であれば）を、下記連絡先に送付してください。
　原稿は、一般的な文書ファイル（txt, doc など）で入稿して頂くようお願いします。図や表は別ファイル（jpg, 
png, tif, doc など）として準備してください。各原稿は、編集委員会でチェックの上、掲載します。内容に
疑義がある場合は書き直しを求めることがあります。別刷は作成しませんが、PDF ファイルをお渡しします。
　原著論文またはレビューに相当する原稿の場合、「抄録」（Abstract）、「参考文献」（References）を明記し、
また英語タイトルを併記してください。著者が必要と認めた場合、英文抄録（Abstract）を付けることもで
きます。
　各記事の著作権は、当該の著者に帰属します。ただし各記事はオープンアクセスとして公開され、著者や
本会の許諾なしに自由に引用されるものとします。図版や表に関しては、執筆者が著作権を有する、あるい
は著作権所有者から許諾を得ているものをご準備ください。分類群の紹介記事などで、著者自身で写真や図
を用意できない場合、編集部にご相談ください。編集委員会で提供できる図版などがある場合、提供させて
頂きます。

　原稿の締切は、毎年 2 月末日、8 月末日とします。発行は年 1 回以上、原稿が集まり次第随時とします。
　原稿の投稿、ならびに投稿規定や編集に関するお問い合わせは、info@niche-life.com までお願いいたします。
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編集後記　今回は、博物学と創作活動などの橋渡しとなる博物ふぇすを紹介する特別号となりました。時間の都合でご縁のあったブースのみの

紹介となりましたが、全てのブースを取材したいと思えるほど多彩な展示がなされ、会場の熱気に圧倒されました。取材に当たり、出展者・来

場者の皆様に本当にお世話になりました。この場を借りて改めて感謝の意を表します。（K）。


