
かいぼう

イカを解剖してからたのつくりを調べよう
おおむかし

～イカは大昔アンモナイトだった！？～

どうぷつ お籾じかし うみ なか せいかつ

動物は大昔は海の中でしか生活できませんでした。
おおむかしうみ おお からせお

大昔の海にすんでいたアンモナイトは大きな殻を背負っ
せいかつ そせん おな

て生活していました。イカの祖先はアンモナイトと同じ
とうそくるい なかま にんげん ちがせ

頭足類という仲間だったのです。イカは人閻とは違い背
ぼね しかしせお からへんか

骨をもっていません。ですが昔に背負っていた殻が変化
せぼね なんこつ も

した背骨のような軟骨を持っています。
にん11/u せ I甜a どうぶつ らが からだ しく

人閻のように背骨をもったセキツイ動物と違った1本の仕組
かいぼう なんたいどうぶつからだ しら

みのイカを解剖して軟体動物の体のつくりを調べましょう。

I I直ち かいぼう かんさつ しよくじ とき おな かんしゃ きも

Oイカの命を「いただいて」解剖や観察をします。食事の時と同じに感謝の気持ちをもちましょう。ふざ
はんぶん かいぼう

け半分に解剖してはいけません。
かいぼう かいばう て きず

O解剖ばさみや解剖メスで手を傷つけないようにしましょう。
かいぼう かいこゞようてぶくら おこな かんさつ お かなら て あら

O解剖は介護用手袋をして行いますが、観察が終わったら必ず手を洗いましょう。

【材料】

スルメイカ

かいぼう

O解剖ばさみ
しんぶんし

O新聞紙

0トレー

Oピンセット
ゅ

Oしょう油

【道具l
かいぼう

O解剖メス
ようし

〇コピー用紙
かいごようてぶくろ

O介護用手袋

0スポイト

ほうこう からだぜんたい かんさつ

【ステップ1]いろいろな方向から体全体を観察しよう
しんぶんし うえ ようし ひろ みず

新聞紙の上にコピー用紙を広げて水でぬらす。
さいこ• かたづ らく うえ ひろ

（最後の片付けが楽になる。）その上にイカを広
からだぜんたい かんさつ

げて体全体を観察する。
だ

Oろうと→スミ、ふんなどをここからはき出す。
みギいさb だ まえ すす

ここから水を勢いよくはき出して前に進む。
めん はらがわ

「ろうと」がある面が腹側になる。
うで しよくわん ぼん うで なか そとがわ なが ほん

O腕と触腕→10本ある腕の中で外側の長い 2本
しi〈わん さりうばん

が触腕である。タコの吸盤にはない「とげ」が
かくにん さいな

あることを確認する。この「とげ」で魚など

をつかまえる。

ないぞう かんさつ

【ステップ2】内臓を観察しよう〔図幻
はらがわうえ うぇがい

①腹側を上にして「ろうと」のすぐ上の外とう
まく した かいぽう からだらがしん き ひら

膜の下から解剖ばさみで体の中心を切り開く。
まる ほう した

（はさみの丸い方を下にする）
がい まく ないぞう ぶぶん

②外とう膜を内臓の部分につなぎ止めるボタン
じょう し く かくにん

状の仕組みを確認する。
かんさつ

く観察のポイント＞
かんぞう えし•ようぶん

O肝臓→栄養分のタンク。

〔図 1〕

いちばんおお きかん

一番大きな器官であ

図 1

ー

る。
けつかん も あ とうめいけっかん

O血管→ピンセットで持ち上げて透明な血管を
かんさつ

観察する。
しんぞう さゆう さき

Oえら心臓→左右のえらの先に 1つずつある。
はや けつえき おく やくだ

らに早く血液を送るのに役立っている。

＼蘊胃のう
＼／ 

え 図2
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しんぞう べつ ばしょ

心臓は 1つだけ別の場所にある。
ぼくじ●う ぎんいろひか ほそなが ふくろ ゃぷ で

O愚汁のう→銀色に光った細長い袋。破るとイカスミが出てくる。
ちi〈ちょう ぼくじ9う うえ とうめい くだ ちょくらょう

O直腸→墨汁のうの上にある透明な腎が直腸である。

いう かかん かんさつ

（ステップ3]消化管のつながりを観察しよう
ないぞi~ ヽ ・ よく IJ'ゃ・>ぶ さ りな な9ヽぞう 9らがわ い(~·) ,. じょうたい

①内冊と外とうm炭の結合部を切り離し 1人」臓の裏側にある食道を見える状態にする。
よ—, . ttど 1ir < t, ., すゅ

②2枚の鋭いくちばしを夕しんl」から邸めたしょう 1いをスボイ トを紐って符閃する。ピンセットなどを闘
くも ひら jJ ( 

いて口をIJI.Jくなどして、奥までスボイトを人れること り（写真 I)

Oしょうi贔戌且ふ豆箭贔していくのがf嵐蘇てきる。［写真2〕
ゆみ いおお

O胃にしょう油が満たされて胃が大きくふくらむ。
ゆ ちょくらょう とお こうもん なが で

Oさらにしょう油は直腸を通り肛門から流れ出る。〔写真3〕

写真1 写真2 写真3

こうきゅう がんきゅう なんこつ かんさつ

【ステップ4】口球、眼球と軟骨を観察しよう
こうさ9う と だ かんさつ まい tもと

①口球を取り出して観察する。 2枚の鋭いくちばしがカラストンビであ

る。〔写真4〕
とうぶ き ひら が ん さ9う と だ

②頭部を切り開き眼球を取り出す。
ぜんたいかんさつ にんげん おな め

O全体を観察する。人間などと同じカメラ眼である。
すいt1りたい とだ しんぶん うえの もじおお

〇水昴体（レンズ）を取り出して新聞などの上に乗せると文字が大きく
；｝ 

見える。
口がんさoう くろえきたい とち き つ

注意 眼球内には黒い液体があり、飛び散るので気を付ける。
がい まくらOうしん なんこつ ひぼだ かんさつ

③外とう膜の中心にある軟骨をピンセットで引っ張り出して観察する。

写真4

おおむかしから

イカは大昔殻をもっていた？
なかま せぼね も し どうぶつ なかなんたいピうぷつ

イカやタコの仲間は背骨を持たない無セキツイ動物の中の軟体動物である。これらは、アンモナイトと
おな とうそくるいなかま しんか とち9う から な かAf たいないなんこつから なさり

同じ頭足類の仲間であり、進化の途中で殻が無くなったと 埓えられている。イカの体内の軟骨が殻の名残
なんたいどうぶつ め しんけいけい きんにく はったつ うんどうのう9バ

である。イカは、軟体動物の中でも、 目や神経系、筋肉が発達していて、連動能力にすぐれている。
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