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瀬戸臨海実験所年報，第9巻， 1996 

瀬戸臨海実験所水族館に設置した特集展示用の

ウオールケース

山本泰司・太田 満・田名瀬英朋・荒賀忠一

A waIl case for temporary exhibition newly equipped at the Seto 

Marine Biological Laboratory Aquarium 

TAIJI Y AMAMOTO， MITSURU OHTA， HIDETOMO TANASE and CHUICHI ARAGA 

瀬戸臨海実験所水族館では，これまで何回

かの増改築を行なってきたが，最近では 1992

年 10 月 ~1993 年 6 月に，ほぽ全館的な改修・

新築工事を施工し， 1993年 8月に再開館し

た。この工事に先立ち，当水族館の基本理念

について，当時の実験所全教官が改めて議論

し，その結果を受けて，全教官と水族館担当

技官が展示方針と具体的な展示計画を練っ

た。この中で，生きている水生生物はもとよ

り，標本を主体とした展示の重要性が再認識

され，展示ケースを設置して標本を活用する

場を復活させる計画が立てられた。その工事

では，これは予算の都合で割愛され，ケース

の設置予定場所は空きスペースとして残され

ていたが， 1995年 1月にようやく設置される

に至った。

かつての標本陳列室(床面積 94m2， 

1935 年~ 1969年)に設置していた展示ケー

スは，すべて可動式のテープノレケースやセン

ターケースであったが，今回，当館にとって

は初めての壁付け固定式ケースを計画した。

ここでは，標本展示を主眼として設置した，

特集展示用の簡便なウオールケースについ

て，その概要を報告する。

1. 設置理由

当館の展示の基本方針は，できるだけ多く

の高次分類群にわたる海洋生物(とくに無脊

椎動物)とそれらの分類学，系統学，形態学，

生態学，動物地理学，行動学などに関する基

本的な，ならびに最新の情報を，臨海実習受

講学生や一般来館者に提示することである。

この方針に沿って，より効果的な展示を実

現するためには， i生きている」水生生物だ

けに頼るのではなく，以下のような通常の水

槽では盛り込めない側面も提示する必要が

ある。

i )体の内部輔董やクローズアップした矧犬。

ii)収集・飼育が困難な大型生物と水槽で

直接観察するには小さすぎる生物や埋

在生物。

iii)ふだん水槽ではめったに見られない，

あるいは見落とすことの多いトピック

ス的な行動。

これらを補うためには，標本や写真，スラ

イド，映像などの資料を用いたり，あるいは

拡大装置を用いて見せたりすること(平井，

1962 ;大宮， 1975;鳥海・伊藤， 1975;山田，

1980 ;鈴木， 1992参照)が効果的である。と

くに標本や写真，解説パネルを中心とする展

示を恒常的に行なうためには，あるテーマの

下に特集的に陳列することができ，一定の大

きさをもち，維持管理に簡便なウオールケー

スを利用するのがもっとも都合が良いという

結論を得た。

2. 設計上の留意点

設計にあたって，経費節減に努めるために，
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複雑な仕様や高価な材料にこだわらないこと

を条件とし，以下の 8点についてとくに留意

した。

i )来館者が展示資料をできるだけ接近し

て観察できるように，ケースの奥行き

を過大にとらない。

ii)標本の観察と解説ノTネルの読みやすさ

のために，照度が十分であると共に，

光源からの光が直接目に入らない。

iii)塵挨の侵入を防ぐ。

iv)設置後のメンテナンスが，

かからない。

できるだけ

v)後方の壁にはどの部分にでも欄やパネ

ルが取り付けられ，ガラス棚と支持金

具にはいくつかの液漫標本を載せても

十分な強度がある。

vi)来館者を第2水槽室からスムーズに誘

導でき，動線の妨げにならない形状と

する。

viI)通路床とステージとの聞の空間は，映

像展示に際して機器類などを収容する

ことのできる格納庫とする。

viii)観覧通路壁から内側に張り出して設置

し，開館時間中に施工することを条件

とするため，来館者の通行を妨げない

よう，迅速で場所を取らない工事が行

なえる。

水生生物の展示用標本は，植物を除くと，

保存容器に入った液浸標本，イシサンゴ，貝

殻，エピ・カニなどの乾燥(骨格)標本，細

胞や組織のプレパラート標本などがある。こ

れらの標本は，よほど貴重なものや一部の乾

燥標本を除いて，展示ケース内の温度・湿度

変化にとくに配慮を要しないものと思われ

る。したがって，ケースそのものの構造はエ

アタイトケース(佐々木， 1990)のような特

殊なものにする必要はないと判断した。

半津(1984)は，防災上の理由と展示作業

上の危険感から，展示ケース内にガラス棚を

設けることを避けるべきであると主張した。

蛍光灯

ライ ン
コンセントl亙制定三|

¥格納庫

スリット金具

。，'"
巳

ガラス

図1

格納庫 スリッ ト金具

ウオールケースの概略図
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しかし，ここでは以下の理由により敢えてガ

ラス棚を使用することにした。

a) ガラス棚は，空間を利用した立体的な

陳列を可能にし，光を通すため，棚の

下方にも資料を置くことができる。同

時に，影ができにくく，全体として明

るく見やすい雰囲気を作りだせる。

b) そもそも大地震の際には，たとえガラ

ス棚を使用しなくても，同様の結果を

招くものと考えられる。ただし，小規

模の揺れで，ガラス棚から標本瓶が滑

り落ちないような対策は必要であると

思われる。

3. おもな仕様

このケースの大きさは，長さ 5.8m，高さ

やN

10皿

入口

2.7m，奥行き1.0mで(図 1)，第 3水槽室の

観覧通路西側壁沿いに設置した(図 2)。

1) 本体

2の泊i)の制約があるため，ケース本体は

施工・組み立ての容易な木造とし，補強木枠

に，外側はポリ化粧合板貼り，内側はコンパ

ネ，クロス貼りとした。また iii)より.前面

のガラスははめ殺しとし，資料の出し入れを

側面に設けたドアから，人が中に立ち入るこ

とによって行なうことにした。ケース内部は

密閉状態になるため，とくに夏季に照明によ

るかなりの温度上昇が考えられるが， iv)と

展示用標本についての上記の理由より，温

度・湿度調整装置の設置については，当面は

見送り，展示後の様子を見ることにした。

ケースの奥行きについて佐々木(1990)は，

ウオールケース

図 2 ウオールケースの設置場所
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ケースの側面から資料を出し入れする場合に

は1.8m内外を確保すべきであると記してい

るが，壁面に取り付けるガラス棚の幅

(35 cm)を考慮し，ケース内で資料を配置し

たり，取り換えたりする作業ができて， i)よ

りできるだけ奥行きをなくすことと，観覧通

路幅を十分に確保するように検討した結果，

1mとした。

このケースは第3水槽室の入口からすぐの

所に位置し(図 2)，第2水糟室から第 3，4水

槽室へと来館者を誘導し，中継する役割を

負っている。このため， vi)より，南側側面は

45・にカットした形状にし，その部分にもガラ

スを入れて，第 2水槽室から進んで来る来館

者が.遠くからでも内部の展示資料に気づく

ようにした。

本体外側のポリ化粧合板の色は，通路壁面

と同系色で，より濃いこげ茶色，また内側の

クロスは，なるべく明るさを保つために淡い

ページュ色を選んだ。

2) ガラス

iii)より，正面部分に 2枚，斜め側面部分に

l枚，計3枚のフロートガラス (8mm厚)を

木枠に収め，接合部分と木枠周辺をシリコン

コーキングした。

3) 壁

v)より，壁面はコンパネの上に厚めのク

ロスを貼り，どの部分にもピンが打てるよう

にした。また，両端部を除いて，ガラス棚支

持金具やパネルを固定するためのスリット

金具 (2.5cm間隔で棚を上下できる)10本を

45cm間関で埋め込んだ。ガラ ス棚は幅

35cm，長さ 100cmのものと 50cmのもの

の2種類(いずれも 5mm厚)を用意した。

4) ステージ

人が立ち入っても十分な強度を得るため

に，ステージの床組には垂木を 30cm間隔で

渡し， その上にコンパネ， さらにメラミ ン樹

脂化粧合板を貼った。展示に際しては，ここ

に標本を載せるための資料台(木製;クロス

貼り:高さ 6cm，奥行き 75cm，1 mおよび

角に置く三角形の 3種類を用意)を敷くこと

にした。

5) 絡納庫

vii)より，通路床とステージとの空間(高さ

約 40cm)を，映像機器や予備のガラス棚，支

持金具，資料台などの展示道具類，標本など

を収納するための 5部屋に分かれた格納庫と

した。また，中央の部匡には映像機器の設置

に備えて，コ ンセントをつけた。観覧通路に

面した各部屋の開閉部は，単純ではあるが，

仕組みを知っていないと開けにくい，けんど

ん式扉とした。

6) 照明

ii)より，一般によく用いられているルー

パは照度が落ちることを懸念してここでは採

用せず，垂れ壁の裏側上方に 40w3本， 20w 

2本の蛍光灯をー列に配置した。また，スポッ

ト照明を上方と下方から行なうために，ライ

ンコンセントを垂れ壁の裏側下方と，ステー

ジの手前端に沿って敷設し，調光装置を取り

付けた。 これによって，必要な種類と数だけ

のスポットライトをラインコンセントに装着

することができるし，上下別々に明るさの調

節が可能である。なお，スポットライトには，

標本に接近して照射した際に，保存液の温度

上昇を極力抑えるため，ダイクロイ ック式低

熱線タイプのダウンライトを選んだ。

4. 設置後の状況

1995年 6月から，このケースを用いた最初

の特集展示， ["刺胞動物Jを始めた。ほぽl年

が経過するが. ケースそのものにはまったく

問題が起きていないし，維持管理上の支障を

来していない。ただ，壁画に止めているパネ

ル(発泡スチロール板で裏打ち)が反ってき

たために，ピンがはずれて 2，3度落下した程

度である。
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