
アンモナイトを
もっと知らないと！
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はじめまして！

私はアンモナイトが大好きな「アンモナイト博士」。

みなさんは、本物の「化石」を見たことはあるかな？

川口市立科学館にはいくつか興味深い化石が展示されているんだよ。

化石というものはじっくりしっかり見てみると、色々なことがわかるんだ。

今回は化石の中でも私の一番好きな「アンモナイト」について、

たくさんの魅力を伝えたい！ そしてみなさんにも

アンモナイトに興味を持ってもらいたいんだ！
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アンモナイトは○○の仲間？
化石の話をする前に、「アンモナイト」という生き物について

知っておこう。そこでまずはクイズに挑戦してもらうよ！

アンモナイトの仲間はつぎのうちどれかな？
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正解は…？

③イカがアンモナイトの仲間なんだ！

アンモナイトはイカやタコなど“頭足類”の仲間。

グルグルと渦を巻いている殻は

カタツムリや巻き貝の殻によく似ているけれど、

違う種類の生き物なんだよ。
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イカやタコの仲間
なかま

オウムガイ類
るい

アンモナイト類
るい

エレスメロセラス類
るい

るい

バクトリテス類

オルソセラス類
るい

アンモナイトとオウムガイは祖先が共通！

アンモナイトは“オウムガイ”の仲間から分かれて進化した生き物なんだよ。

同じように分かれた生き物としてイカやタコがいるよ。
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※イメージのイラスト
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アンモナイトの進化の最後…

アンモナイトはどんどん進化をとげて、

ナルトのようなコンパクトな渦巻きだった殻が

だんだんと不思議な形に変わっていったんだ。

このことを「異常巻きアンモナイト」と呼んだりするよ。

そして、この進化の後 白亜紀末に恐竜と共に

アンモナイトは絶滅してしまったんだ。
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オウムガイは生きている！
しかし、アンモナイトと祖先が同じオウムガイは

絶滅することなく今も生存しているんだよ！

科学館に本物のオウムガイの殻が展示して

あるので、ぜひじっくり見てみてね。

なんだか穴があいているけれど

これはなんの穴だろう？

(この穴の正体は次のページでわかるよ！)
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アンモナイトの体のつくり

次はアンモナイトの殻の中をのぞいてみよう！

イカのような足”触手”は獲物をつかんだりするよ。

次に”ろうと”からは水を吹き出し「移動」していたんだ。

体の奥には仕切られた部屋がたくさんあり、

浮き沈みを調節するためのガスと液体が入っている。

ガスを交換するために“体管”という管が

殻の中を通っているよ！

オウムガイの殻にもこの管が通る穴があるんだ。

次はこの部屋の仕切りに注目してみよう！
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殻の中の部屋の仕切りは、

カーテンの“ひだ”のように波打っていて、

外側の殻がはがれたところから見ると

ひだの模様が見えるんだよ。

この模様のことを“縫合線”というんだ！

次は縫合線の種類を紹介するよ！

仕切りに注目してみよう！
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カンブリア紀 オルドビス紀 シルル紀 デボン紀 石炭紀 ペルム紀 三畳紀 ジュラ紀 白亜紀 第三紀 第四紀

古生代 中生代 新生代

ゴニアタイト類

デボン紀～ペルム紀に

現れた小型のグループ

シンプルな縫合線。

セラタイト類

ペルム紀末～三畳紀に繁栄。

ゴニアタイト類に比べ

縫合線が細かくなる。

アンモナイト類

三畳紀末～ジュラ紀・白亜紀に繁栄。

菊の葉っぱに似た

特に複雑な縫合線を持つ。
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では、科学館に展示してある化石をよく見てみよう。

どの時代に繁栄していたグループの縫合線かわかるかな？

葉っぱのような綺麗な模様が見られるので、

これはジュラ紀～白亜紀のアンモナイト類ということがわかるね。

こんなふうに化石を調べることで、いつの時代にどんな生き物が生きていたかわかるんだ！
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これは地下鉄の駅の柱で見つけた化石だよ。

身近なところでも見つけることができるんだね。

他にもデパートやホテルの石でできた壁などに

色んな化石が隠れているかもしれないね！
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三越前駅(東京メトロ)の柱

こんなところでも化石を発見！
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さて、アンモナイトの魅力をたくさん紹介してきたけれど

アンモナイトに、そして化石に興味を持ってもらえたかな？

科学館に入館したら展示されているものを見てみよう！
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