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茨城県自然博物館研究報告　��������	
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はじめに

　茨城県久慈郡�大��子�町�栃��原�地域（図�）には第三系火
だい ご とち ばら

山岩類が分布するが，これまで詳細な調査研究は行わ

れていない　��本研究ではこれら火山岩類の野外調査な

らびに顕微鏡観察・化学分析・年代測定などをとおし

て，その分布・産状・噴出源・年代・化学的性質など

を明らかにすることを目的とする　��

大子町地域の地質概説

　大子町地域には中生代八溝層群堆積岩類，白亜紀貫

入花崗岩類，第三系の�北��田��気�層・浅川層・男体山火山
きた た げ

角礫岩層が広く分布する（図�）　��中生代八溝層群は

砂岩・砂岩優勢砂岩頁岩互層，頁岩・頁岩優勢砂岩頁

岩互層，一部珪質頁岩を含むチャートからなる（斎藤

ほか，����）　��第三系の層序は下位より北田気層・浅川

層・男体山火山角礫岩層で，上小川地区では全体とし

て北西－南東走向で北東に傾斜し，一連の地層とされ

茨城県大子町栃原地域の第三系栃原流紋岩類の産状，
岩相と����年代

田切美智雄�＊・青井亜紀子�＊＊

（����年�月�日受理）

�����������	
���
������
���
����
������������	�
���
��	�����
��

�������	
������	������������
���������������	
�������������������

�������������＊��������������＊＊

（�������������������������）
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� 茨城大学理学部地球生命環境科学科　〒��������　茨城県水戸市文京�����（��������	�
��
	����	��	���
����	�����
�������	
�	�������	������	����������������	
�����������������������������	
	�）��
茨城県自然博物館の調査研究の助言者および総合調査の調査員�　�

� 茨城大学大学院理工学研究科　〒��������　茨城県水戸市文京�����（��������	
���	�	
������	���	�������������	
�
��������	
���������������������������������	
���
��������）�　�

＊＊＊
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� 田切美智雄・青井亜紀子

ている　��北田気層は礫岩を主体とし，火山礫凝灰岩・

砂岩・シルト岩などを挟在する�　�第三系と中生代八溝

層群堆積岩類は不整合又は断層関係である（天野ほ

か，����）　��

　大子地域の火山岩類の年代は，�大��沢��口�凝灰岩中のジ
おお さわ ぐち

ルコンのフィッショントラック年代が������（天野ほ

か，����），男体山火山角礫岩層の����年代は�����

±���，����±�����（天野，未発表データ）である��

　本研究の調査地域は大子町南部の栃原地区で，第三

系火山岩類は中生代八溝層群の中に孤立して分布して

いる　��

栃原地域の地質および地質構造

　調査地域の地質図を図�に示す　��本地域には広く八

溝層群の堆積岩類が分布し，その分布域中に孤立して

流紋岩類が�カ所に露出する　��流紋岩類の周囲には後

述するように流紋岩礫を含む礫岩が分布する　��

　�切��ノ��草�に露出する最も規模の大きい流紋岩岩脈は，
きり の くさ

切ノ草対岸の標高����の山を中心に円形に分布する��

流理構造の走向は東西または南北で，傾斜は南または

西に��°～��°で急傾斜する　��山体北壁側では岩脈は

流紋岩質火山角礫岩と接していて，その境界面の走

向・傾斜は���°�，��°�（図版��）である　��西南壁

側では流紋岩礫が多い礫岩と接しており，その境界の

走向・傾斜は���°�，��°�である　��西側一帯には流

紋岩礫が少ない礫岩が広がり，その走向・傾斜は

���°�，��°�である　��切ノ草の最も規模の大きい流

紋岩岩脈の北側と西側にある二つの小規模の岩脈は，

流紋岩礫が少ない礫岩と接し，北側の岩脈は流紋岩質

火山角礫岩とも接している　��

　�栃��原��本��田�の西側の小規模な流紋岩岩脈は，厚さ数�
とち ばら ほん でん

十��の礫岩を伴い，八溝層群の堆積岩類に貫入して

いる（図版��）　��この流紋岩岩脈と八溝層群の堆積岩

図��　大子町南部上小川の位置図　��
����������������	�
�������
��������	�������������	
���	��	����	�����



�　茨城県大子町栃原地域の第三系栃原流紋岩類の産状，岩相と����年代

類の境界面の走向・傾斜は���°�，��°�である　��

　�張��山�の流紋岩岩脈は流紋岩質火山角礫岩と八溝層群
はり やま

の堆積岩類の両方と接している　��

　塩沢上流の流紋岩岩脈は上記の岩脈の産状とは異な

り，流紋岩と八溝層群堆積岩類との境界面は複雑に湾

曲し，平面的でない（図版��）　��周囲に礫岩の分布も

図����大子町南部上小川地区の地質概略図（斎藤ほか，����）�
����������������	
����������
����������
����������	
���
���
���	��
�������
����������	�
��

図����栃原地域の地質図　��
����������������	
���
����������	���
�
�
����



� 田切美智雄・青井亜紀子

なく，直接八溝層群堆積岩類に接している　��

　番所の流紋岩溶岩の周囲には礫岩類の分布が見られ

ず，直接八溝層群堆積岩類と接している（図版��）　��

流理構造の走向・傾斜は場所によって異なっているが，

垂直な柱状節理が発達し（図版��），地表に噴出した

溶岩と考えられる　��

　流紋岩礫が多い礫岩は，切ノ草の流紋岩岩脈と接し

てその南側と大沢川の河床に分布する　��流紋岩礫が少

ない礫岩は切ノ草から栃原にかけて広く分布する　��一

般走向は北西－南東で西傾斜であるが，西側ほど緩傾

斜となる　��

　番所には花崗岩，塩沢上流には花崗斑岩が分布して

いる　��

　地質図には線�－�，�－�に沿った断面を示した

（図�）　��流紋岩岩脈と八溝層群堆積岩類の境界線は，

露頭で確認した境界面の走向・傾斜および流紋岩の流

理構造の走向・傾斜から推定した　��

　断面�－�は�本の流紋岩岩脈を通り　��流紋岩岩脈

と八溝層群堆積岩類，流紋岩岩脈と流紋岩礫が多い礫

岩，流紋岩礫が多い礫岩と流紋岩礫が少ない礫岩の上

下関係が示されている　��流紋岩礫が多い礫岩は流紋岩

が少ない礫岩の下位である　��

　断面�－�は流紋岩岩脈と流紋岩質火山角礫岩・流

紋岩礫が多い礫岩との関係を示す　��流紋岩岩脈と流紋

岩質火山角礫岩との境界，流紋岩質火山角礫岩と流紋

岩礫が少ない礫岩との境界面は両者とも急傾斜で，流

紋岩質火山角礫岩の分布は岩脈に沿って直立した狭い

範囲に限られる　��したがって，流紋岩質火山角礫岩は

流紋岩岩脈の貫入と同時に形成されたと考えられる　��

　�－�および�－�の断面から，流紋岩岩脈は円

柱状の形状であると結論される　��断面図からも流紋岩

礫が多い礫岩と流紋岩礫が少ない礫岩は流紋岩岩脈・

流紋岩質火山角礫岩が貫入した後にそれらの崩壊と礫

の供給によって，八溝層群堆積岩類の上に順次堆積し

たと結論される　��

栃原地域の基盤岩類について

　栃原地域の第三系堆積岩類の基盤岩類は，花崗岩

類，花崗斑岩類，八溝層群堆積岩類からなる　��

　花崗岩類は八溝層群堆積岩類に貫入し，熱変成作用

を与えている　��花崗岩類は変質が進んだ緑色等粒状の

岩石となっている　��構成鉱物は粗粒であるが変質が進

み，初生鉱物はわずかしか残っていない　��花崗斑岩類

は小規模の岩脈で，変質が進み茶色となっており，粗

粒な斑晶が目立つ　��

図����栃原地域の地質断面図�
����������������	
��	�������	��������������������	��
��
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　八溝層群の砂岩類は灰色～黒色の緻密な岩石で，粒

度は細粒～粗粒である　��砂岩は露頭では烈袈が発達

し，層理面の識別は困難である　��また黒色細粒砂岩は

剥離性に富む　��

栃原流紋岩類の産状と岩相について

　本地域には流理構造の発達した黄白色の流紋岩が�

カ所に分布し，それらを栃原流紋岩類と命名する　��主

な分布地は切ノ草・栃原本田と番所の�カ所である��切

ノ草・栃原本田の流紋岩は流紋岩岩脈，番所にみられ

る流紋岩は流紋岩溶岩と考えられる　��また，岩脈には

少量の火山角礫岩を伴う　��

　流紋岩岩脈の代表的な露頭を図版��に示す　��この

流紋岩岩脈の特徴は細粒緻密な岩石で，発泡組織は認

められない　��この流紋岩には数��間隔の細かい流理

構造から形成される面構造が発達し，流理構造の傾斜

は一般に��～��°で急傾斜である　��また，この岩脈の

山頂部の露頭では，緩傾斜に波曲した流理構造も見ら

れる（図版��）　��

　流紋岩溶岩の代表的な露頭として図版��を示す���流

紋岩溶岩にも流理構造がみられるが面構造の発達は弱

い　��流理構造の傾斜は��～��°で比較的緩傾斜であ

る　��流理構造とは無関係に垂直方向の柱状節理が発達

する��岩石の表面は発泡によって多孔質になっている��

　切ノ草・栃原本田の流紋岩岩脈の周囲には，������

（����）の分類に基づく流紋岩質火山角礫岩が分布す

る　��流紋岩質火山角礫岩の代表的な露頭を示す（図�

版��）　��この露頭の流紋岩質火山角礫岩中には長径

�����を超える角礫も含むが，ほとんどが長径数��～

十数��の角礫で構成される　��礫の分級は不良で層理

も見られない　��礫種は前述の流紋岩岩脈の岩片を主と

する　��流紋岩の礫は全体の��％，八溝層群の砂岩礫は

���％を占め，組織は礫支持である　��基質は主に流紋岩

岩脈の破砕した岩石細片と結晶片である　��

礫岩類の岩相について

　切ノ草の流紋岩岩脈の周囲には礫岩が分布する　��礫

岩は主に流紋岩岩脈の岩片と八溝層群の砂岩片の礫か

らなり，ごくまれに石英斑岩礫を含む　��露頭で礫の

モード測定を行い，礫岩を�種に分類した　��流紋岩の

礫が全体の��％以上含まれるものを流紋岩質火山角

礫岩とし，これは火山岩類とする　��流紋岩の礫をほと

んど含まないものを流紋岩礫が少ない礫岩，数％～

��％未満含むものを流紋岩礫が多い礫岩とした　��ま

た，礫の量が少なく基質支持で，礫のモード測定がで

きなかった礫岩は，流紋岩礫の少ない礫岩とした　��

　流紋岩礫が多い礫岩の代表的な露頭を図版��に示

す　��流紋岩礫が多い礫岩には長径�����を超えるよう

な巨礫も含まれるが，その大部分は長径数��～十�

数��の亜円礫～角礫で構成されている　��礫の分級は

不良で層理も見られない　��礫種は流紋岩岩脈の岩片と

八溝層群の砂岩である　��平均的には，流紋岩の礫は全

体の��％，八溝層群の砂岩は����％を占め，礫支持で

ある　��基質は上述した礫の破砕した多量の岩石片と結

晶片である　��他の露頭では流紋岩や砂岩の礫のほかに

石英斑岩の礫が全体の���％含まれていた　��また，幅

����の酸化変質岩脈が流紋岩礫が多い礫岩中にほぼ

垂直に貫入している（図版��）　��この酸化変質岩脈を

構成しているのは，長径数��～����程度の赤色に酸

化した流紋岩岩片と少量の八溝層群の砂岩の角礫で，

その間を流紋岩の破砕した岩石片と結晶片が埋めてい

る　��岩脈の成因は不明であるが，産出が�カ所のみで

少量なため礫岩に含めた　��流紋岩礫が多い礫岩の礫と

比べて細粒である　��流紋岩礫が多い礫岩との境界面の

走向・傾斜は���°�，��°�である　��

　流紋岩礫が少ない礫岩の露頭を図版��に示す　��こ

の露頭では流紋岩質火山角礫岩の上位に流紋岩礫が少

ない礫岩が堆積している　��両者の境界は整合関係で，

その走向・傾斜は���°�，��°�である　��流紋岩礫が

少ない礫岩は長径数��～数十��の亜円礫～角礫から

構成されている　��流紋岩の礫は極少量（��％以下）し

か含まれず，砂岩の礫が全体の約��％を占め，礫支持

で，層理は稀にしか見られない　��基質は約��％を占

め，八溝層群砂岩の細岩片と結晶片で構成される　��流

紋岩礫が少ない礫岩は流紋岩岩脈から離れるほど礫径

は小さくなり，礫支持から基質支持に変化する　��

栃原流紋岩類の岩石記載

1.　流紋岩類

　表�に流紋岩類��枚の記載表を示す　��本地域の流

紋岩類は斑晶が少なく，かつ細粒である　��いずれの岩

石も斑晶として斜長石，黒雲母，石英を含むが，その

量比は変化する　��斜長石は自形で双晶と弱い累帯構造
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を示し，一部でミルメカイト組織をもつ　��ミルメカイ

ト中にカリ長石が含まれる　��長径����～������程度

の自形黒雲母が極少量含まれる　��石英は融食形で極少

量含まれる　��石基の組織はガラス質と隠微晶質の�種

類あり，それらが交互に重なることで面構造を作って

いる（図版��と�）　��直径約�������のスフェルライ

トも見られる　��石基鉱物として斜長石・黒雲母・石英

が含まれる��不透明鉱物や砂岩岩片も含まれている��

　試料��������（切ノ草で最も規模の大きい岩脈の試

料，露頭直下の転石）と��������（栃原本田の最も西

側の岩脈の試料，図版��と�）はほかの試料に比べて

黒雲母斑晶の量が多く，年代測定用黒雲母の分離を行

う試料とした　��

2.　大沢口凝灰岩

　栃原の流紋岩類と比較対照のため，大沢口凝灰岩の

模式地で試料を採取した　��この凝灰岩は多量の斑晶を

有し，石基はガラス質である　��斑晶鉱物は斜長石・角

閃石・黒雲母であるが，いずれも変質が進んでいる　��

また，砂岩岩片・火山岩岩片などの異質岩片も多量に

含んでいる　��斑晶鉱物組合せは栃原流紋岩類と異なっ

ており，同一の噴出物とは考えられない　��

K-Ar 年代測定について

1.　年代測定用黒雲母の分離

　����法年代測定の試料として試料��������と

��������から黒雲母斑晶を分離した　��

＜方法＞

　重さ約����の試料をハンマーで����角程度に砕き，

ジョークラッシャーで����角程度のチップにする　��

さらに，チップにした岩石を横型フラウン粉砕機で�

表����栃原流紋岩類の顕微鏡記載�
�����������������	
�����������	�	�����������

その他斜長石斑晶の
最大粒径（��）石基の鉱物斑晶鉱物組合せスフェルライト石基の

組織
流理
構造岩 石 名サンプル番号

ミルメカイト���斜長石＋黒雲母＋石英斜長石＋石英＋カリ長石＋（黒雲母）多量ガラス質顕著流紋岩岩脈����������転石
���斜長石＋黒雲母＋石英斜長石＋黒雲母＋石英多量ガラス質顕著流紋岩岩脈��������

���斜長石＋黒雲母＋石英斜長石＋黒雲母＋石英多量隠微晶質顕著流紋岩岩脈��������

砂岩岩片���斜長石＋黒雲母＋石英斜長石＋黒雲母＋石英少量隠微晶質なし流紋岩岩脈��������

���斜長石＋黒雲母斜長石多量ガラス質顕著流紋岩岩脈��������転石
���斜長石＋黒雲母＋石英斜長石＋黒雲母＋石英少量隠微晶質なし流紋岩岩脈��������転石＊
���斜長石＋黒雲母＋石英斜長石＋黒雲母＋石英多量隠微晶質顕著流紋岩岩脈��������

砂岩岩片���斜長石＋黒雲母＋石英斜長石＋黒雲母＋石英少量ガラス質顕著流紋岩岩脈���������

���斜長石＋黒雲母＋石英斜長石＋黒雲母＋石英少量隠微晶質弱い流紋岩岩脈��������＊
���斜長石＋黒雲母＋石英斜長石＋黒雲母＋石英多量隠微晶質顕著流紋岩岩脈���������

���斜長石＋黒雲母＋石英斜長石＋黒雲母＋石英多量ガラス質顕著流紋岩岩脈���������

���斜長石＋黒雲母斜長石＋黒雲母少量ガラス質弱い流紋岩岩脈���������

���斜長石＋黒雲母斜長石＋黒雲母少量隠微晶質なし流紋岩岩脈��������

���斜長石＋黒雲母＋石英斜長石＋黒雲母少量ガラス質なし流紋岩岩脈���������

���斜長石＋黒雲母＋石英斜長石＋黒雲母＋石英多量ガラス質顕著流紋岩岩脈��������

���斜長石＋黒雲母＋石英斜長石＋黒雲母＋石英多量ガラス質顕著流紋岩岩脈��������

���斜長石＋黒雲母＋石英斜長石＋黒雲母＋石英多量ガラス質顕著流紋岩岩脈���������

���斜長石＋黒雲母＋石英斜長石＋黒雲母＋石英多量ガラス質なし流紋岩岩脈���������

���斜長石＋黒雲母＋石英斜長石＋黒雲母＋石英多量ガラス質顕著流紋岩岩脈��������

���斜長石＋黒雲母＋石英斜長石＋黒雲母＋石英多量ガラス質顕著流紋岩岩脈��������

���斜長石＋黒雲母＋石英斜長石＋黒雲母＋石英少量隠微晶質弱い流紋岩質溶岩��������

���斜長石＋黒雲母＋石英斜長石＋黒雲母＋石英少量隠微晶質なし流紋岩質溶岩��������

���斜長石＋黒雲母＋石英斜長石＋黒雲母＋石英少量隠微晶質顕著流紋岩質溶岩���������

���斜長石＋黒雲母＋石英斜長石＋黒雲母＋石英少量隠微晶質なし流紋岩質溶岩���������

���斜長石＋黒雲母＋石英斜長石＋黒雲母＋石英多量隠微晶質なし流紋岩質溶岩��������

���斜長石＋黒雲母＋石英斜長石＋黒雲母＋石英多量隠微晶質なし流紋岩質溶岩��������

���斜長石＋黒雲母＋石英斜長石＋黒雲母＋石英多量隠微晶質なし流紋岩質溶岩��������

���斜長石＋黒雲母＋石英斜長石＋黒雲母＋石英多量隠微晶質顕著流紋岩質溶岩���������

���斜長石＋黒雲母＋石英斜長石＋黒雲母＋石英少量隠微晶質弱い流紋岩質溶岩���������

���斜長石＋黒雲母＋石英斜長石＋黒雲母＋石英多量隠微晶質なし流紋岩質溶岩��������

���斜長石＋黒雲母＋石英斜長石＋黒雲母＋石英多量隠微晶質弱い流紋岩質溶岩���������

＊�　黒雲母を多く含むサンプル，（　　）�　微斑晶
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段階に分けて粉末にする　��岩石の粉末を���メッシュ

と���メッシュのふるいを使用し，���メッシュ以下

で���メッシュ以上の粉末を用いた　��乾燥させた粉末

から磁力選別機を使用して黒雲母を分離した　��

　以上の方法で黒雲母を分離し，試料��������から

は�����，試料��������からは�����の黒雲母を得た　��

ジオスペースサイエンス株式会社に�試料の年代測定

を依頼した　��

2.　K-Ar年代測定結果

　測定結果を表�に示す　��試料��������の����年代

は����±�����，試料��������の����年代は����±

�����が得られた　��

表��������年代測定結果�
������������������	
����������������

��������（����）�����（����）
（������×��）年代（��）分析

試料
サンプル
番号

����
����

����
����

�����
�����

����±���流紋岩��������
転石

����
����

����
����

�����
�����

����±���流紋岩��������

ジオスペース・サイエンス株式会社による��

男体山アイス
ランダイト
平 均 組 成

03032919B03032919A03032917030329110303290903030405A02083107020831050208310402083101B試料番号

65.16
0.69
16.11
6.02
0.02
0.83
5.09
3.65
2.43
0.00

74.25
0.11
15.38
1.24
0.02
0.47
2.08
3.35
3.04
0.06

75.24
0.10
14.80
1.10
0.02
0.52
1.81
2.95
3.41
0.05

75.32
0.10
15.00
1.09
0.03
0.61
1.64
2.84
3.30
0.07

74.93
0.10
15.10
1.10
0.02
0.32
2.09
3.47
2.81
0.06

74.99
0.10
14.96
1.00
0.01
0.31
2.12
3.43
3.02
0.06

71.58
0.09
16.78
1.32
0.04
0.45
2.38
4.04
3.25
0.07

76.37
0.08
14.01
1.00
0.03
0.28
2.04
3.57
2.56
0.06

75.07
0.09
14.36
1.13
0.02
0.39
2.03
3.25
3.60
0.06

74.26
0.10
14.87
1.07
0.02
0.48
2.30
3.73
3.11
0.06

74.12
0.10
14.85
1.38
0.01
0.42
2.37
3.79
2.90
0.06

SiO2
TiO2
Al2O3
FeO*
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5

100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00total
Norm

0.21
0.13
17.99
28.34
9.97
2.92
0.67
1.17
1.00
37.60

0.20
0.13
20.16
24.97
8.62
3.08
0.60
1.30
0.87
40.07

0.20
0.13
19.50
24.03
7.74
3.91
0.58
1.52
0.87
41.51

0.20
0.13
16.54
29.39
10.02
2.67
0.60
0.79
0.87
38.78

0.20
0.13
17.87
29.01
10.16
2.32
0.53
0.77
0.77
38.23

0.17
0.17
19.22
34.11
11.33
2.47
0.72
1.12
1.13
29.56

0.15
0.13
15.15
30.23
9.77
1.76
0.53
0.69
0.84
40.75

0.17
0.13
21.28
27.45
9.66
1.58
0.60
0.97
0.92
37.23

0.20
0.13
18.37
31.48
11.05
1.33
0.58
1.20
0.84
34.81

0.20
0.13
17.16
32.01
11.36
1.32
0.74
1.04
1.11
34.92

il
ap
or
ab
an
C
mt
hy（en）
hy（fs）
Q

100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00total

5.1
68.0
15.0
191.5
96.5
522.4
1.7
－
1.1
0.1
35.1
1.4
15.6
－
－

12.77

4.8
65.0
14.9
175.0
90.7
507.8
1.9
－
6.6
2.1
30.6
0.8
14.5
－
－

11.74

5.0
65.4
14.7
153.7
93.4
481.1
1.5
－
0.3
0.8
30.4
1.0
14.2
－
－

10.46

4.7
65.5
14.1
191.4
84.4
449.7
2.0
－
6.0
1.0
33.4
0.8
15.0
－
－

13.57

4.8
66.3
14.0
196.9
83.1
420.3
2.1
－
2.2
2.7
37.1
0.4
14.9
－
－

14.06

5.8
72.5
20.0
220.2
85.0
510.4
2.7
－
1.0
0.3
37.9
1.7
16.9
－
－

11.01

5.4
63.6
14.5
188.5
80.5
441.0
5.4
－
－
－
30.5
0.7
13.5
－
－

13.00

4.9
62.8
14.2
181.5
86.5
421.6
2.6
－
0.3
0.7
29.3
1.3
14.2
－
－

12.78

5.1
65.0
14.9
205.9
92.7
443.0
1.6
－
0.9
4.0
33.1
0.9
14.9
－
－

13.82

5.1
64.7
14.5
208.8
83.4
429.9
2.7
－
4.5
3.4
34.9
2.0
15.2
－
－

14.40

Nb
Zr
Y
Sr
Rb
Ba
Ni
Cr
V
Sc
Ce
Co
Ga
Pb
Th
Sr/Y 

表����全岩主成分化学組成分析値（����）とノルム計算値および全岩微量成分分析値（���）�
�����������������	
������
����������������������	
����
�����
�����
������	���������	
�
��	��
�������������
����������

��������	�

���



� 田切美智雄・青井亜紀子

流紋岩類の化学組成と分類

1.　全岩主化学組成

　ビード法により茨城大学機器分析センターの蛍光�

線分析装置［理学電気工業社製　����型］を使用し

て分析した　��分析を行った元素は��，��，��，��，��，

��，��，��，�，�の��元素である　��

　分析した試料は，栃原本田の西側の流紋岩岩脈（�

試料），切ノ草の最も規模の大きい流紋岩岩脈（�試

料）と流紋岩質火山角礫岩中の流紋岩岩片（�試料），

番所の流紋岩溶岩（�試料）である　��分析結果とノル

ム値を表�に示す　��各元素の分析値は合計が�������％

になるように再計算してあり，��は���������％として

分析されているため，全鉄（���＊）として計算して

ある　��

　本地域の流紋岩類の����は��～��������％である　��

��������図では����（����）の�����～������の領域

に入る（図�）　��都城図［���＊���������図］ではカ

ルクアルカリ系列の化学的特徴を示す　��男体山火山角

礫岩層中の男体山アイスランダイト（高橋ほか，

����）は��������図上で�����の領域に入り，都城図

［���＊���������図］ではソレアイト系列に属する　��

本調査地域の流紋岩と男体山アイスランダイトのマグ

マは系列が異なる　��

2.　花崗岩類の主化学組成による分類に基づく流紋岩

類の特徴

　花崗岩類の主化学組成による分類では，���������

���������	

�	��（������）�������（������������）���が

用いられる　��������が���を超えるものは�������	
���

な花崗岩，���より小さいものは��������	
��な花崗

岩とされている（�����，����）　��この分類を本地域の

流紋岩で行うと，全ての分析値が���を超えており，

�������	
���な流紋岩である（図�）　��

　花崗岩類ではさらにいくつかの化学的指標や鉱物学

的特徴によって������・������・������・������の������

に分類される　��������のうち������は������＜���と

いう特徴をもつため本地域の流紋岩には当てはまらな

い　��残りの������での分類を行ったところ，本地域の

流紋岩は������に属する（図�）　��

3.　全岩微量化学組成に基づく流紋岩類の特徴

　粉末試料����を�������：�����＝�：�の割合で混

合した融剤でガラスビードを作成し，茨城大学機器分

析センターの蛍光�線分析装置［理学電気工業社製　

����型］を使用し，外狩（������）の方法に従って

分析を行った　��分析を行った元素は��，��，�，��，

��，��，��，��，�，��，��，��，��，��，��の��

元素である　��分析結果を表�に示す　��分析した��元

素のうち��，��，��の濃度は得られなかった　��分析結

果を用いて�������������（����）に従って花崗岩のテク

トニクス場の分類を，��������	
��	���
�	（����）に

基づいてアダカイト質の判定を行った　��

　��������������（����）によるテクトニクス場の分類で

は，�������	（��������	
	������	���）�����（��������	

���������	
）�����（��������	
����
�����）�����（������

���������	�
��）の�つに分類できる　��本地域の流紋岩

図����栃原流紋岩類の主成分化学組成の特徴�　���������
����図，��������	
�������図，��������	��
������������
���������図�　�

���������������	
���	�	�������������	�������������	�
	��

���������	�
������������������������������������，����
��������	
�����������，��������	��
�����������������
��������	
���

（�）

（�）

（�）



�　茨城県大子町栃原地域の第三系栃原流紋岩類の産状，岩相と����年代

は����図，���（����）図（図��と�）か ら���の

領域に入り，島弧型の流紋岩の化学的特徴を有する　��

　アダカイトは沈み込んだ海洋地殻が直接部分溶融し

て形成されたと考えられる安山岩～流紋岩質火成岩で

あり，�����に富み（�����％以上），ノルム��������

が算出されること，重希土類や�に乏しい（��～���

���以下）という特徴を有する　��特に����比が高い

（��以上）点で一般のカルクアルカリ系列の岩石とは

区別されている　��本地域の流紋岩は�����が��～���

����％（表�），ノルム��������が�～������％（表�），

�が��～������，�����～�������，����比が��～

���（表�）でアダカイトの特徴と類似する点があり，

アダカイトかどうかの判定を行った　��アダカイト質か

どうかの判定は������図（��������	
��	���
�，

����）に従った　��������図（図��）ではアダカイト

の領域には入らず，沈み込み帯の安山岩～流紋岩

（�������	��
���
���
）の領域に入った　��本地域の流紋

岩はアダカイト質ではない　��

（�）

（�）

図����������，������，������の判別図�　� ���������	
����
���������図，�������������������������図，���������
����図��

�����������������	
���	��
��
���������	�������，�������	
��
�������	���������	
�������������������，�����������
�����������������������，���������������������	

（�）

図����微量成分によるテクトニクス場の判別図とアダカ
イト判別図�　��������	図，���������	
��図，�����アダカ
イト判別図�　��������	
���������������������，�������	

���������������	
，�������	
�����	�������	��，�������	
��
���������	�
����

�����������������	
���	��
��
�����������	��������	�
�����������

��������	�
�����
���������	�
�����，���������	
������
����，��������	�
�����������	�
���	���������

（�）

（�）

（�）
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まとめ

　本地域の�カ所に流紋岩類が分布し，産状から調査

地域内の栃原本田，切ノ草，張山，塩沢の上流周辺�

カ所を岩脈，番所周辺�カ所を溶岩とした　��

　切ノ草周辺の三つの流紋岩岩脈は，分布が狭い範囲

に集中し，岩石の肉眼的特徴や顕微鏡下の特徴が一致

することから，そのマグマが上昇する途中で分岐した

ものと考えられる　��このため，それぞれの岩脈の形成

時期はほぼ同時期と考えられる　��

　切ノ草で最も規模の大きい岩脈は厚さ数����の流

紋岩質火山角礫岩を伴う　��これは流紋岩岩脈・流紋岩

礫が少ない礫岩それぞれとの接触関係から，流紋岩質

マグマが上昇した時，壁岩である八溝層群堆積岩類と

の境界で流紋岩質火山角礫岩が形成されたと推定でき

る　��また，岩脈の形状は円柱状をなし噴出口の形態を

有しているので岩頚である（図版��）　��流紋岩礫が多

い礫岩・流紋岩礫が少ない礫岩は，流紋岩岩脈が貫入

後，流紋岩岩脈の周辺で堆積作用によって形成された�

また，番所周辺の流紋岩溶岩は発泡していること，柱

状節理が認められることから，火口の位置は不明だ

が，溶岩として噴出したものと推定される　��

　流紋岩岩脈中の黒雲母の����年代は，切ノ草の最

も規模の大きい岩脈では����±������，栃原本田の

最も西側の岩脈では����±������であった　��切ノ草

の最も規模の大きい岩脈は，本調査地域より東側に広

く分布する大沢口凝灰岩の火山活動の時期（�������）

とほぼ同じである　��ただし，本流紋岩類の岩相と斑晶

鉱物組合せは大沢口凝灰岩とは異なるので，大沢口凝

灰岩は本地域の流紋岩類の活動によるものではない　��

また，栃原本田の最も西側の岩脈は大沢口凝灰岩より

も古い年代のものである　��

　化学組成の特徴は主化学組成では，�����～������

のカルクアルカリ系列の特徴を有し，�������	
���流

紋岩である　��花崗岩類のタイプ分けでは������に属す

る　��また，微量成分分析では，�������������（����）に

よる���（��������		�
�		�
�����）の領域に入り，�����

�図よりアダカイト質ではない　��以上の特徴から本地

域の流紋岩類は，島弧性のカルクアルカリ流紋岩マグ

マの特徴を有する　��男体山アイスランダイトとも化学

的特徴は異なっている　��

謝　　辞

　本研究を行うにあたり，藤縄明彦助教授と松影香子

博士には研究全般にわたり終始適切なご指導を頂いた��

また茨城大学大学院生である若菜友美氏，谷本一樹

氏，栗田浩二氏には多くの助言を頂いた　��以上の方々

に対し心から御礼申し上げる　��本研究は����年度か

らのミュージアムパーク茨城県自然博物館による第�

次総合調査のための学術調査研究業務に基づいて行わ
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��　茨城県大子町栃原地域の第三系栃原流紋岩類の産状，岩相と����年代

（キーワード）:　流紋岩，岩脈，����年代，第三系，化学組成，大子町栃原��

（要　旨）

　田切美智雄・青井亜紀子．茨城県大子町栃原地域の第三系栃原流紋岩類の産状，岩相とK-

Ar 年代．茨城県自然博物館研究報告　第 8号（2005）pp.1-11，pls. 1-4.

　茨城県大子町栃原に露出する第三系流紋岩類の地質調査と産状の記載，化学分析，����年

代測定を行った　��栃原流紋岩類のなかで最も分布の広い切ノ草の流紋岩類は岩脈である　��そ

の急傾斜の流理構造や形状から，流紋岩マグマの火道であったと推定される　��番所に露出す

る流紋岩類は発泡が認められること，流理構造が比較的緩傾斜であること，直立した柱状節

理が認められることなどから，噴出した溶岩であると推定される　��栃原流紋岩類の斑晶鉱物

組合せは黒雲母＋斜長石＋石英と共通しており，一連のマグマ活動による産物と思われる　��

しかし，大沢口凝灰岩とは異なる活動である　��黒雲母の����年代値は����±�����と����

±������を得た．化学組成はカルクアルカリ岩系列で，�������	
���な組成を有し，������花

崗岩や火山島弧型花崗岩の特徴をもつ　��





図版と説明

（�図版）
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図版����������

���流紋岩岩脈と流紋岩質火山角礫岩との境界（切ノ草）�
��������	
���������������	����������������	
������
�������������������������	
�

���年代測定を行った流紋岩岩脈（栃原本田西）�
�������	
���
�������������
����������������	�
��������������

���塩沢上流の流紋岩岩脈�
�������	
���
�������������������������������	
	�

���番所の流紋岩溶岩と八溝層群砂岩との境界�
��������	
���������������	����������������������	��
���	���������������������	
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a b

c d

▼
流紋岩岩脈

▼
流紋岩質火山角礫岩

▼
流紋岩溶岩

▼
八溝層群砂岩



図版����������

���流紋岩岩脈の流理構造（切ノ草）�
��������	
��
�������������
����������������	
��

���流紋岩岩脈頂部にみられる褶曲様の流理構造　� 
�������	��
����������	����	������������	
���	��

���流紋岩溶岩に発達する柱状節理（番所）　� 
�������	
�����
���������������������������	

���流紋岩質火山角礫岩の産状（切ノ草）�
���������	
�	������������������
�����������	
����������
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図版����������

���流紋岩礫の多い礫岩中に見られる酸化変質岩脈（切ノ草の採石場跡）��
��������	
�����

�����
����������
�������	
����������	������������		�����������	
���

���流紋岩礫が多い礫岩の産状（栃原本田）�
���������	
�	����������	������������������	
��	��������
�����	���

���流紋岩礫が少ない礫岩の産状（栃原本田）�
����������	���
����
������������

���������	
��	��������
�����	���

���流紋岩岩頚からなる山体（切ノ草）�
�������	
���������
�
�������
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▼
層理面

▼
酸化変質岩脈
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茨城県自然博物館研究報告　��������	
	��　�������	����������	�����

�� ��　

はじめに

　イラガ��������	
��������������（イラガ科�������	

�����）の幼虫は，カキ，サクラ，ウメなどを食し，ま

た毒腺のある刺をもつ危険害虫である　��イラガに寄生

する昆虫にはイラガセイボウ��������	
������
����

��������（�����）（セイボウ科�������	�	
�）とイラムシ

ヤドリバエ���������	
����������
��
���（�������）（ヤ

ドリバエ科��������	�
）が知られている　��イラガセイ

ボウは，大屋（����）により九州で初めて記録された

外来種である　��本種はその後，関東地方のほか，富山

県（奥野，����），福島県（寺山，����）でも報告され

ている　��関東地方では埼玉県（南部，����，����），茨

城県（小川，������　渡辺・桜井，����）などで報告さ

れている　��イラガセイボウの生態については，岩田

（����，����），塚本（����），松沢ほか（����），新保・

関東におけるイラガセイボウ（ハチ目����セイボウ科）の
寄生率といくつかの新知見＊

米田洋斗�＊＊・久松正樹�＊＊＊

（����年�月�日受理）
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松田（����），鍛冶（����，����，����）らが，生活史，

寄生状況，天敵としての習性などについて報告してい

る　��また，山田（����）は，捕食寄生者と寄主の関係

にあるイラガセイボウとイラガの個体群動態について

報告している　��著者の一人，米田は千葉県と茨城県で

採集したイラガの繭を模様別に分類して，繭の模様と

イラガセイボウの寄生率の関係について報告した（米

田，������，������）　��しかし，イラガセイボウの雌雄

を明確に分け，性によって寄生するイラガの繭の大き

さが異なるかどうかを調べた報告はまだない　��本研究

ではイラガセイボウのイラガに対する寄生率やイラガ

セイボウの性とイラガの繭のサイズの関係および雌雄

別の羽化日などを調べた　��

調査方法

1.　採集

　イラガセイボウの寄生を調べるために，千葉県我孫

子市，茨城県取手市，つくば市で，����年�月�日か

ら�月�日にかけてイラガの繭を見つけ取りにより採

集した（図�）　��我孫子市は，千葉県の北西部に位置

し，北は利根川，南は手賀沼に面している　��取手市は，

茨城県の南部に位置し，利根川を挟んで我孫子市の北

に隣接する　��つくば市は，同じく茨城県の南部に位置

する　��我孫子市根戸新田（以後，手賀沼西と呼ぶ），我

孫子市日の出，取手市野々井ではソメイヨシノなどの

街路樹についている繭を，我孫子市高野山新田の西側

（以後，手賀沼中央と呼ぶ）と我孫子市高野山新田の

東側（以後，手賀沼東と呼ぶ）では，遊歩道のソメイヨ

シノなどの並木についている繭を，つくば市内では畑

のカキの木についている繭を採集した　��同一の箇所で

��個以上を目安に繭を採集した　��また，つくば市以外

の繭には番号をつけ，長短径をノギスで測定し，繭の

模様，繭が木についている位置などと共に記録した　��

2.　飼育

　繭は，中が見えるように蓋を加工したフィルムケー

スに移し，室温で保管した　��イラガセイボウがイラガ

の繭から脱出した日を羽化日とし，羽化個体を標本に

して雌雄を確認した　��

3.　性の識別

　イラガは腹の先の鱗毛をピンセットで剥がし，双眼

実体顕微鏡で交尾器の形態を観察し性を識別した　��イ

ラガセイボウは，産卵管のあるものをメスとした　��

4.　統計処理

　イラガセイボウのメスとオスが羽化したイラガの繭

の大きさに違いがあるかどうかを統計的に検定するた

めに，統計ソフト���������を用いて��検定を行った　��

結果および考察

1.　イラガセイボウの寄生率

（1）繭の採集地と寄生率

　イラガの繭は合計���個採集された（表�）　��採集

図��　イラガの繭の採集地．
���������������	
���������������������������	
��������

�����������	�
�

採集個体数採　集　地

���

���

���

���

���

���

���

���

千葉県我孫子市　根戸新田　　　　　　　　（手賀沼西）
千葉県我孫子市　高野山新田　西部　（手賀沼中央）
千葉県我孫子市　高野山新田　東部　（手賀沼東）
千葉県我孫子市　日の出
千葉県我孫子市　青山台
千葉県我孫子市　湖北台
茨城県取手市　　　野々井
茨城県つくば市　花室，金田，古来

���計

表���イラガの繭の採集地と採集数．
����������������	�
���
�
�����
�	������
�
�����������	
��

�������	
��	�		���	
��������	
�����������������	
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場所によるイラガとイラガセイボウの羽化数とイラガ

セイボウの寄生率を表�にまとめた　��イラガもイラガ

セイボウも羽化しなかった繭��個を除いて寄生率を

計算すると，イラガへのイラガセイボウの寄生率は全

体で����％であった　��寄生率が一番高い場所は取手市

野々井の���％，次に高いのは手賀沼西の����％で

あった　��日の出は一番低くて����％であった　��同じ我

孫子市内でも手賀沼は高く，日の出は低かった　��鍛冶

（����）は，金沢においてイラガセイボウは水辺に

沿って分布を広げると述べている　��今回の結果も，寄

生率が高い取手市野々井，手賀沼西，手賀沼中央はす

べて水辺に近く，寄生率が低い日の出は水辺から遠

かった　��

（2）樹種別の寄生率

　イラガの繭がついていた樹種はソメイヨシノ��������

�����������������	�，カキ����������	
�
����������　エノ

キ����������	�	�����������	������������（�������）���������　ケ

ヤキ��������	
�������������	，マルバヤナギ��������	�
�

���������	�������，スズカケノキ���������	
��������	

����　シダレヤナギ����������	�
���������　ヤナギの�種�

�����������　そしてホソバイヌビワ��������	��
�����������

�����������の合計�種で，ソメイヨシノから最多の

���個体（����％）が採集された　��ソメイヨシノのほ

とんどは街路樹であった　��表�に樹種別のイラガセイ

ボウの寄生率を示した　��なお，寄生率はイラガとイラ

ガセイボウの羽化数の合計に対するイラガセイボウの

羽化数の割合である　���例しかないホソバイヌビワを

除くと，ケヤキが����％と最も寄生率が高く，続いて

シダレヤナギ����％，エノキ����％であった　��反対

に，もっとも低い樹種は，マルバヤナギで����％だっ

た　��ソメイヨシノ（����％）以外は採集個体が少な

く，さらに例数を増やす必要がある　��

2.　イラガセイボウの羽化日

　イラガセイボウの羽化は，つくば市で採集された�

個体を除く���個体について観察した　��イラガセイボ

ウは，����年�月�日から�月��日にかけて羽化し

たイラガより約�カ月遅れて，�月�日から�月��日

の��日間にメス��個体，オス��個体が羽化した

（図�）　��イラガセイボウの羽化日は，イラガと違い約

�週間の短期間に集中しており，オスは�月�日から

��日にかけて羽化し，そのピークは�月��日，メス

は�月��日から��日にかけて羽化し，ピークは�月

��日であった　��オスはメスよりも先に羽化し，両者の

羽化時期はほとんど重ならなかった　��多くの昆虫で，

オスがメスより早く羽化することは雄性先熟として知

られているが，イラガセイボウにおいてもこのことが

確認された　��

　石井（����）によればイラガの成虫の寿命は約��

日で，この間に交尾し，産卵する　��卵は約��日で孵化

関東におけるイラガセイボウ（ハチ目���セイボウ科）の寄生率といくつかの新知見

表����イラガセイボウのイラガへの寄生率．
������������������	�
������	�	��
���������	
������������������	
������
���
��������

合計
つくば市
花室など

取手市
野々井

我孫子市

湖北台青山台日の出手賀沼東手賀沼中央手賀沼西

���

��

���

����

��

�

�

����

��

�

��

�����

�

�

�

����

�

�

�

�����

��

��

��

����

��

��

��

����

��

��

��

����

��

��

��

����

採集したイラガの繭の数
羽化したイラガの数（�）
羽化したイラガセイボウの数（�）
寄生率％����������	
×���

表����イラガが繭を作った樹種とイラガセイボウの寄生率��
�������	������������	�
���������
��
�
��������������

��������	����������	
��	
���������������������������

�������	
�	�
�����������	
������
���
��������

寄生率％
���　　　
�����

×����

羽化状況

採集数木の種類 イラガセイボウ
���

イラガ
���

羽化なし

����

����

����

����

����

����

����

����

�����

���

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

���

��

��

��

��

�

�

�

�

ソメイヨシノ
カキ
エノキ
ケヤキ
マルバヤナギ
スズカケノキ
シダレヤナギ
ヤナギの�種
ホソバイヌビワ



�� 米田洋斗・久松正樹

し，幼虫は約��～��日で繭を作るとされるので，イ

ラガのメスの羽化から約��～��日で繭が作られるこ

とになる　��本調査ではイラガのメスは�月��日から

�月��日に羽化しているので，繭になるのは�月上旬

から�月中旬と思われる　��一方，イラガセイボウのメ

スの寿命は，�カ月以上に及ぶとされる（岩田，　

����）　��イラガセイボウのメスは�月��日から��日

に羽化していたので，交尾の後に産卵するのは�月上

旬から�月上旬ということになり，イラガの新しい繭

ができている時期に当てはまる　��ただし，産卵時期は

特定できなかった�イラガセイボウをイラガの生物的

防除に活用することも可能であると思われる　��

3.　イラガセイボウの性比

　越冬したイラガの繭から出現したイラガセイボウの

オスの割合は，♂／（♂�＋�♀）�����（�������）であった���

�������（����）によると，イラガセイボウは宇治市で

年�回発生し，�世代目の一部の個体は羽化せず前蛹

のまま越冬して翌年に出現するという　��今回記録した

個体が，�世代目の個体であるか�世代目の個体であ

るかの区別はつかず，産卵時期の違いによる性比は特

定はできなかった　��

4.　過寄生

　イラガセイボウは，イラガの繭の一点を大顎でかじ

り小孔をあけると，産卵管を突き刺して産卵する　��産

卵をおえると繭の表面や木の枝からかじり取った材料

を唾でこねて小孔を埋める（岩田，����）　��この練り

物が乾いて褐色の斑点となったものが，イラガセイボ

ウの産卵孔の跡である　��今回羽化の記録を得た���個

体について，イラガセイボウの羽化後にイラガの繭を

調べると，複数の産卵孔をもつ繭（過寄生された繭）

は��個あり，そのうち産卵孔が�個の繭は��個，�

個の繭は�個であった　��岩田（����）は，複数のイラ

ガセイボウが同じイラガの繭に産卵する様子を容易に

観察している　��本調査では，����％の過寄生が記録さ

れたことになる　��この他にイラガセイボウの脱出口に

産卵孔があるため，イラガセイボウの羽化後に産卵孔

を確認できなかった繭が，少なくとも�個あった　��な

お，産卵孔が複数あるイラガの繭から，複数のイラガ

セイボウが羽化することはなかった　��

　産卵孔が複数ある繭から羽化したイラガセイボウ

は，オス��個体とメス��個体の合計��個体であっ

た　��過寄生されたイラガの繭から羽化した個体の性比

に関しては，生活史とあわせてさらに調査する必要が

あろう　��

5.　イラガの繭のサイズによるイラガセイボウの雌雄

の産み分け

　イラガセイボウがイラガの繭の大きさによって雌雄

を産み分けているかどうか調べた　��イラガの繭は，回

転楕円体で時に側扁したり，枝間に作られ変形したり

し，正確な大きさを測ることが困難である　��そこで今

回は，繭を正面に見て楕円の長径と短径の積（���）

を，繭の大きさとした　��繭の大きさとイラガセイボウ

の性別の羽化数の関係を図�に示す　��イラガセイボウ

図��　�イラガセイボウとイラガの雌雄別羽化数の変化（����年�月～�月）��
���������������	�
������������
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が羽化した繭の大きさは，オスが平均���������，メ

スが平均���������で，オスよりメスの方が大きな繭

から羽化していた（���検定，��＜����）　��単寄生バチ類

では一般に寄主のサイズに依存した性比調節が行われ

ることが古くから知られており，たとえばコクゾウコ

バチ���������	
�������	
��
��（��������）（コガネコバ

チ科�������	
��	�）の親は，宿主の体の大きさによっ

て子の性を産み分ける（長谷川，����）　��越冬繭の中

には，第�世代繭と第�世代繭が含まれている可能性

があり，世代間の寄主サイズの差の検証が必要である

が，少なくとも越冬個体群において，イラガセイボウ

のメスはオスより大きい繭に産卵されていた　��大きい

イラガの繭には大きいイラガの幼虫が入っていると考

えられるので，これを食べた個体は小さいイラガの繭

に寄生した個体より体が大きくなると思われる　��今

後，イラガセイボウの雌雄で体の大きさに違いがある

かどうか調べてみたい　��
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ご教示いただきお礼申し上げる　��
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山田佳廣　������　��寡産寄生者と寄主の個体群動態　��久野
英二（編）　��昆虫個体群生態学の展開　�����　�������，
京都大学学術出版会　��

（要　旨）

　米田洋斗 ・久松正樹.　 関東におけるイラガセイボウ（ハチ目 :  セイボウ科）の寄生率とい

くつかの新知見.　 茨城県自然博物館研究報告　第 8号（2005）pp. 23-28.

　����年の冬に我孫子市，取手市およびつくば市で採集した合計���個のイラガの繭のう

ち，イラガセイボウが寄生した繭が���個あった　��一方，これらの繭から，イラガセイボウ

のオスは�月�日から��日にかけて羽化し，ピークは�月��日であった　��メスは�月��

日から��日にかけて羽化し，ピークは�月��日であった　��イラガセイボウのオスはメスよ

り早く羽化した　��イラガの繭から羽化したイラガセイボウのメスとオスの性比は，�����

（�����）であった　��イラガセイボウのメスが羽化した繭のサイズは，オスの羽化した繭より

も有意に大きかった　��

（キーワード）:　ハチ目，セイボウ科，イラガセイボウ，イラガ，羽化日，寄生率，性比，繭の大きさ��
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　筆者らは，����年に小学生が茨城県の県西地域でア

メリカカブトエビを相次いで発見したのをきっかけ

に，市民の協力を得ながら，県西・県南地域の大型鰓

脚類の生息調査を実施してきた（池澤・早瀬，����，

����）�　��その結果，県西地域の広い範囲にホウネンエ

ビを主とする大型鰓脚類（���������	
�����）が生息

していることが明らかになった　��しかし，これまでの

調査は県西地域に重点が置かれたため，県南地域から

は十分な情報を得ることができなかった　��そこで，今

回は，小学校やミュージアムパーク茨城県自然博物館

の来館者の協力を得て，県南を中心とした地域の大型

鰓脚類の生息調査を実施したので，その結果を報告す

る　��

　まず，����年�月中旬，県南地域の�市��町�村，

県西�市�町�村，県央地域�市�町�村（市町村数

は調査当時のもので示す　��以下同様）の合計���の小

学校に各校の�，�年生を対象として�学級分の調査

用紙��枚を配布した（表�）�　��今回の調査地の中心と

なった県南では，すでに����年に調査を実施した小

学校��校を除く全ての小学校���校を選定した　��ま

た，県西では未調査の小学校中心に全市町村から合計

��校を，県央では主に県西または県南に隣接する地域

から合計��校をそれぞれ選定した　��さらに，それと

並行して，�月��日から�月��日まで，ミュージア

ムパーク茨城県自然博物館の受付，企画展示室前およ

びディスカバリープレイスの観察コーナーの�カ所に

調査用紙を置き，来館者に県内の大型鰓脚類の生息情

報の収集を呼びかけた　��なお，ディスカバリープレイ

スでは大型鰓脚類の拡大模型やいくつかの生体などの

展示・観察コーナーを設け，来館者の関心を惹きつけ

た　．�また，電話，ファックス，������，または館内で

直接，情報を提供した人の中で，採集に協力できる人

（以下，調査ボランティアと呼ぶ）に，「調査の手引き」

と「採集記録票」のほか，「地図」，「保存液入り標本瓶」，

「チャック付きビニール袋」，「クッション袋付き返信

用封筒」を配り，採集した標本を��％エタノールで保

存し，採集記録票および採集地点をプロットした地図

とともに返送してもらった　��

　調査の結果，��地点から��例の大型鰓脚類の生息

データと標本が収集された（表�）�　��その内訳はホウネ

ンエビ��������	

��	����	����	�����（��������	
���），

アメリカカブトエビ�������	�
���������（��������	

����），タマカイエビ�������	
�������（��������	
���）

の大型鰓脚類�種とアゴトゲヨコエビ���������	
��

市民参加による茨城県産大型鰓脚類の生息調査Ⅱ＊

池澤広美�＊＊

（����年�月��日受理）
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�� 池澤広美

（���������	
�）����������	�の未成熟個体であった　��

　表�と図�にこれまでの調査データに基づく県西・

県南地域の大型鰓脚類の生息状況を示す　��ホウネンエ

ビは，これまで県西地域�市�町，県南地域�町の約

��カ所以上で報告されているが（池澤・早瀬，����，

����），今回の調査で，新たに��カ所の生息地（表�

の番号�と��を除く）が確認され，取手市，守谷市，

伊奈町で初めての記録となった　��アメリカカブトエビ

は，これまで県西地域�市�町の��カ所で報告され

ているが（池澤・早瀬，����，����），今回，下妻市が

初めて生息地として加わった　��県南では，これまでの

調査で江戸崎町（現　稲敷市）から目撃情報を得てい

たが（池澤・早瀬，����），今回は全く情報が得られな

かった　��タマカイエビは，これまで五霞町の�カ所の

みで報告されていたが，新たに県西の下妻市のほか，

県南の伊奈町と谷和原村でも初めて生息が確認され�

た　��なお，谷和原村で採取された甲殻であるが，ほぼ

円形で膨れた形状をしており，殻面に同心状の成長線

を欠いていることから，扁平で殻面に成長線を有する

カイエビ類（��������	
	������）とは区別され，タマ

カイエビと同定された．ヒメカイエビは，県西の�カ

所で報告されているが，今回は確認できなかった　��

　本調査では，県西・県南のほか，県央まで調査対象

地域を拡大したが，県央からの報告はなかった　��ま

た，県南では，これまでの調査も合わせ，全小学校を

対象に調査を実施してきたが，大型鰓脚類の生息が確

認された地域はわずかで，いずれも県西寄りの地域で

あった　��隣接する埼玉県では広い範囲に渡ってアメリ

カカブトエビが生息し（井口，������������		
），県内

で初めて確認された境町上小橋のアメリカカブトエビ

は，乾燥卵が客土した土壌に混じって埼玉県から運ば

れた可能性が高いことはすでに報告済みである（池澤・

早瀬，����）�　��また，これまでの現地調査からアメリカ

カブトエビの生息地にはホウネンエビが同所的に生息

しているケースが多いことも分かっている（池澤・早

瀬，����，����）�　��以上のことを考慮すると，茨城県の

大型鰓脚類は，埼玉県から県西，県南へ分布が拡大し

ている可能性もあるが，はっきりしたことは，今後，

生息環境も含めた県内全域およびその周辺域の詳細な

調査を待たなければならない　��

表����茨城県産大型鰓脚類の生息情報を収集するため
に調査用紙を配布した小学校の数．
�������	�����������	�
���������	�����

������������

��������	
������������������������������	�
���	��	����

���������	�
	����	
���������	����������������	
�����

����������	

調査用紙を配布した
小学校数

市町村名地域名

���

����

���

���

����

���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

���

����

����

����

����

����

����

土浦市
石岡市
龍ヶ崎市
取手市
牛久市
つくば市
守谷市
江戸崎町（現�稲敷市）
美浦村
阿見町
新利根町（現�稲敷市）
河内町
桜川村（現�稲敷市）
東町（現�稲敷市）
霞ヶ浦町（現�かすみがうら市）
玉里村
八郷町
千代田町（現�かすみがうら市）
新治村
伊奈町
谷和原村
藤代町（現�取手市）
利根町

県南地域

���小　計

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

古河市
下館市（現�筑西市）
結城市
下妻市
水海道市
岩井市（現�坂東市）
明野町（現�筑西市）
真壁町
大和村
協和町（現�筑西市）
八千代町
石下町
総和町
三和町
猿島町（現�坂東市）
境町

県西地域

���小　計

����

����

����

����

����

笠間市
美野里町
岩間町
七会村（現�城里町）
岩瀬町

県央地域

���小　計

���合　計
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表����茨城県の県西・県南地域の大型鰓脚類の市町村別分布状況．
�������	����������	���
����������������
��
��������	��
������������
��������������������	
�����
����
�������������

��������	
��	
�������
�

生息地域（市町村）
種　類

県南地域県西地域

取手市，守谷市，伊奈町�八郷町
古河市，下館市，結城市，下妻市，水海道市，岩井市，明野町，
八千代町，総和町，五霞町，三和町，猿島町，境町

ホウネンエビ

下館市，結城市，協和町，総和町，猿島町，境町，下妻市アメリカカブトエビ

伊奈町，谷和原村下妻市，五霞町タマカイエビ

総和町，五霞町ヒメカイエビ

※�������年の調査で新たに生息が確認された市町村には下線が引かれている　�����
※���岩井市と猿島町は現在，「坂東市」に，下館市，明野町，協和町は「筑西市」にそれぞれ改名されたが，ここでは調査当時の

市町村名を使用している　��

表����調査ボランティアによって収集された標本リスト．
�������	�����������	
���
������
��
�������
���������	
�������

備��考採集者採集地採集日個体数種��類番号

篠塚彩夏古河市下山町�����������ホウネンエビ��

古澤　究下館市（現�筑西市）旭ヶ丘�������������

日向野節下館市（現�筑西市）下山中�������������

古幡下館市（現�筑西市）野殿�������������

飯塚美希下妻市袋畑�������������

桜井瑞貴・小松崎琢・佐藤尚也・
松崎大輝・杉山達也・笠島　翔

下妻市高道祖�������������

渡辺悠太真壁郡明野町（現�筑西市）古内�������������

鳥羽小学校�年�組全員真壁郡明野町（現�筑西市）鷺島�������������

落合由羽・落合　楓猿島郡総和町上辺見�������������

青木美佳・稲村ちはる猿島郡総和町下大野�������������

山中美樹猿島郡三和町下方田�������������

鈴木久美子猿島郡三和町東諸川��������������

坂本静香猿島郡境町上小橋�������������

上原研人猿島郡境町桐ヶ作�������������

林　百子取手市市之代�������������

弥本夏海・弥本夏香守谷市向坪�������������

神田里音・神田史門・神田花音守谷市高野�������������

大久保孝哉筑波郡伊奈町新戸�������������

桜井瑞貴・小松崎琢・佐藤尚也・
松崎大輝・杉山達也・笠島　翔

下妻市高道祖�����������アメリカカブトエビ��

桜井瑞貴・小松崎琢・佐藤尚也・
松崎大輝・杉山達也・笠島　翔

下妻市高道祖�����������タマカイエビ��

中田将人筑波郡伊奈町青木�������������

甲殻のみ宮本耕平筑波郡谷和原村上長沼������������

長妻憲矢水海道市坂手町�����������アゴトゲヨコエビ��



�� 池澤広美

謝　　辞

　大型鰓脚類の標本およびデータをご提供いただいた

県西・県南地域の小学校の先生，児童の皆様とミュー

ジアムパーク茨城県自然博物館の来館者の皆様，そし

てヨコエビ類の同定をして下さった茨城大学理学部の

森野　浩教授に深謝の意を表する　��また，茨城県自然

博物館の展示解説員には，来館者への調査を遂行する

に当たって，多大なご協力をいただいた　��この場を借

りて心より感謝申し上げる　��

引用文献

井口　巌　��������　��カブトエビ－神出鬼没な草取り虫　
その�－　��自然史だより（埼玉県立自然史博物館），
（��）������
井口　巌　��������　��カブトエビ－神出鬼没な草取り虫　
その�－　��自然史だより（埼玉県立自然史博物館），
（��）�����　��
井口　巌　�� �����　��埼玉県に生息するカブトエビ類の分
布　��埼玉県立自然史博物館研究報告，（��，��）���������	

池澤広美・早瀬長利　�������　��茨城県内で発見されたアメ
リカカブトエビ　��茨城県自然博物館研究報告，（�）����
��������

池澤広美・早瀬長利　�������　��市民参加による茨城県産大
型鰓脚類の生息調査Ⅰ　��茨城県自然博物館研究報告，
（�）����������

（キーワード）:　市民参加，茨城県，大型鰓脚類，ホウネンエビ，アメリカカブトエビ，タマカイエビ．

図����これまでの調査データに基づく県西・県南地域の
大型鰓脚類の生息分布図．市町村区は調査時．
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�����
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茨城県自然博物館研究報告　��������	
	��　�������	������������	��
��	� ��　

　����年秋，茨城県坂東市（旧岩井市）岩井にある茨

城県立農業大学校園芸部の吉田稔之，松本　守両先生

から，同大学校地に隣接する民有林のガマズミ（スイ

カズラ科），��������	
�������（��������������	��
���）

の異常な実について調査を依頼された　��それは，普通

のガマズミの実は長径が約������なのに比べ，約���

��に肥大していて，実の一端に小さな孔が開いてい

るものであった　��この肥大した実の原因を調べた　��

　����年��月��日，上記の林で，肥大した実のつい

た枝（図�）を採集して，�個の実を切開したところ，

内部にハエ目の終齢幼虫と思われるものが入っていた

（図�）�　��ほかの実も切ったが�果に�個体ずつ入って

いた．これらの写真や標本を，上條一昭博士と巣瀬　

司博士，湯川淳一博士に送って同定をお願いした　��ま

た，茨城県内の各地においてガマズミを観察し，肥大

果の有無を調査した　��

　その結果，この幼虫はハエ目タマバエ科（�������

�������	���
�）のガマズミミケフシタマバエ，������

�������	
��������������������であり，肥大した実は

この幼虫により形成されたガマズミミケフシという虫

えい（虫こぶ）であることが判明した．以後この虫え

いを虫えい果とする　��

　本種は，������（����）により記載されたもので，日

本では本州，佐渡，九州に分布し，年一世代で成虫は�

月上旬に出現し，虫えい果は�月下旬になると白色の

微毛をもつので，正常果と区別できるとある（������，

��������湯川・桝田，����）�　��ガマズミミケフシタマバ

エの名前は，実，毛に由来する　��本州においては，岩

手（進士，����），福島，和歌山（������，����），千

葉（佐藤，����），新潟（湯川・巣瀬，����），宮城

（��������	��
�����，����）の�県から報告されている�

著者の知る限り茨城県からの報告はないが，県内では

ガマズミの虫えい果は次の�市で発見されており，そ

れらはガマズミミケフシタマバエによるものと考えら

れる　��以前から，ガマズミの異常果の原因が昆虫の寄

生によるものと推測されていたが，調査はされなかっ

た　��巣瀬　司博士によると，ガマズミミケフシタマバ

エはガマズミの実だけに寄生する特異性があるという��

ここに過去の虫えい果の目撃記録を入れて本種の分布

を明らかにし，茨城県におけるガマズミミケフシタマ

バエの記録を報告する　��なお，坂東市における����

年��月��日以外の記録は，�虫えい果のみの記録である��

茨城県におけるガマズミミケフシタマバエ
（ハエ目����タマバエ科）の記録

金井節博�＊

（����年�月�日受理）
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�自宅　〒��������　茨城県結城市結城��������（����������	
����	
�������
�����������������）��　�
茨城県自然博物館のボランティア�　�

＊



�� 金井節博

�����牛久市

�）久野にある観音寺の境内，����年�月頃，

土浦市　須田直之氏　���）結束町，牛久自然観察

の森，����年�月頃，牛久市職員　榎本友好氏

�����坂東市（旧岩井市）　

�）岩井，茨城県立農業大学園芸部隣接地の雑木

林，����年��月頃，吉田稔之氏，松本　守氏　��

�）����年��月��日，金井節博　���）茨城県自

然博物館　構内，どんぐりの森，����年��月

�日，越谷市　茨城県自然博物館ボランティア

中井ミヤ子氏　���）茨城県自然博物館　トンボ

の池，南周回路側の斜面林，����年�月��日，

金井節博　��

�����つくば市

重郷の民家，����年��月�日，須田直之氏　��

�����笠間市　

飯田ダムの東岸の斜面林，����年�月��日，

金井節博　��

�����筑西市（旧真壁郡関城町）

上野，五郎助山　����年�月��日，��月��日

��月��日，金井節博　��

　なお，幼虫，蛹（図�），成虫（図�）の標本は著者

が保存しており，昨年秋，坂東市の茨城県自然博物館

で採集した虫えい果を自宅の庭で保存して，成虫の羽

化を待っている　��

［本種の学名について］

　ガマズミミケフシタマバエの学名は，後の引用文献

��������	
���には，��������	
�������
��	�������と

して，門前弘多先生により初めて記載されている　��そ

の後，���������	
�
と�を加えた学名が��������	


（����），や湯川・巣瀬（����）に使われている　��これに

ついて，アメリカのワシントン�����のワシントン昆

虫学会から����年に発行された世界のタマバエ科の

一覧表には，���������	
�
は綴りの誤りであると書か

れている（�������	
���）　��あくまでも原著者の門前

先生が発表された学名を使うことを示していると思わ

れる　��

図����ガマズミミケフシタマバエの蛹（左）と切開した虫
えい果（右）��

����������������	
���
���������	
�������
��	���������������

���������	
����
�����
��
���	���������������	��
��

図����ガマズミの虫えい果から得られたガマズミミケフ
シタマバエの終齢幼虫　��前胸腹面に見えるヘラ状の褐
色を呈す構造（矢印）は，タマバエ科の終齢幼虫の特
徴である胸骨　��（下の実線は����を示す��）
����������������	�
���������������	
�������
��	��������

���������	��
�����	������������	
�������

図����ガマズミの正常果とガマズミミケフシタマバエに
よって形成された虫えい果�　�（正常果は赤色で表面は
滑らか����虫えい果は正常果に比べて大きく，表面に白
色の微毛を有する�）�　�
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て御指導を賜った巣瀬　司博士（浦和学院高校），成虫

の写真や資料の提供と本稿作成の上で適切な助言と御
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�������	
�	���	�	�������	�����	
������������	
������	�
	

�������	��
����������������������	
�������
��	��������

��������	
����������
����

���������������������		
	���

��������	
����
�������������������	����������		�
����������

��������	
���

�������������	��
������������������������

������
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湯川淳一・巣瀬　司　������　��新潟県のタマバエゴ－ル（双
翅目����タマバエ科）�　��越佐昆虫同好会々報，（��）�������
���
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ス�　�
�����������������	�
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茨城県自然博物館研究報告　��������	
	��　�������	����������	����
���� ��　

　セイヨウオオマルハナバチ�������	
��
�	��������

�����は，温室で栽培されるトマトの授粉昆虫として，

原産地のオランダやノルウエーから導入されたマルハ

ナバチである　� ����年に本格的な輸入が始まって以

来，野生化による生態系への影響が危惧されてきたが

（鷲谷・松村，��������鷲谷ほか，����），����年の秋に

は初めて北海道で自然巣が見つかり，その後��都道

府県で野外での目撃・採集情報が寄せられている（横

山，����）�　� セイヨウオオマルハナバチの目撃情報に

ついては，保全生態学研究会もインターネットを用い

て広く収集している（保全生態学研究会，�����������	�

�

�������������	
�����������
�	�
���������	
�）�　� それに

よると茨城県では����年�月��日に笠間市のつつじ

公園で，さらに����年�月�日にはつくば市高野台

でそれぞれワーカー�個体が記録されている　� 

　今回，茨城県南西部において捕獲したセイヨウオオ

マルハナバチ�個体について以下に報告する　� 採集者

名が記してない個体はいずれも著者が採集した　� 

　���������������♂����真壁町羽鳥　筑波山中腹����ヤマ

ネコヤナギに訪花，������������	女王����新治村東城寺

　東城寺境内脇����ハリエンジュに訪花，�������������	

働きバチ����坂東市大崎　ミュージアムパーク茨城県自

然博物館野外施設内����ウツギに訪花，���������	�
��女

王����坂東市辺田����池澤広美����教職員住宅の玄関先で死

んだ個体　� 

　����年は�例の記録があり，茨城県内でも急速に野

生化の進んでいることが懸念される　� これらの地域の

在来種であるトラマルハナバチ�������	
�
�����	
�
�

�����やコマルハナバチ�������	
�����	
������との，競

合は観察されていないが，在来のマルハナバチ類が導

入種との競争によってさらに衰退するようなことが起

これば，野生生物の保全上，問題になる　� 

　セイヨウオオマルハナバチが訪花した植物はいずれ

も木本で，花部は比較的大きく目立っていた　� 筑波山

中腹では多くのモミジイチゴ��������	
������������

��������	の開花があったが，それらへの訪花は認め

られなかった　� 東城寺境内脇ではハリエンジュ����

��������	
�����������ミュージアムパーク茨城県自然博

物館野外施設ではウツギ�������	
����������������	
��

以外に目立つ開花木本植物はなかった　� 

　本報告にあたり，セイヨウオオマルハナバチの標本

を提供されたミュージアムパーク茨城県自然博物館の

池澤広美氏に厚くお礼申し上げる　� 

茨城県における外来昆虫，セイヨウオオマルハナバチ
�（ハチ目����ミツバチ科）の野外での採集記録＊

久松正樹�＊＊

（����年�月�日受理）
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� 本研究の一部は文部科学省「平成��年度科学研究費補助金（奨励研究）����課題番号��������」によって実施された��
� ミュージアムパーク茨城県自然博物館　〒��������　茨城県坂東市大崎���（��������	�
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文　　献

保全生態学研究会�　 �����　 �������������	
��	�����	��	���
����������	�
������

鷲谷いづみ・松村千鶴�　 �����　 セイヨウオオマルハナバ
チ�　 日本生態学会（編）�　 外来種ハンドブック�　 �������，
地人書館�　 

（キーワード）:　茨城県，マルハナバチ，セイヨウオオマルハナバチ，外来種，訪花性��

鷲谷いづみ・鈴木和雄・加藤　真・小野正人�　 �����　 マ
ルハナバチ・ハンドブック�　 ���������文一総合出版�　 
横山　潤�　 �����　 セイヨウオオマルハナバチの輸入とそ
の在来生物に与える影響�　 日本昆虫学会・信越支部
（編）��　 日本昆虫学会第��回大会（����）講演要旨集��
������，日本昆虫学会�　 



茨城県自然博物館研究報告　��������	
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　アシナガバチヤドリヒメバチ（��������	
����������

（������））は，アシナガバチ属（��������）の幼虫に寄

生するヒメバチの�種である　� 茨城県内における本種

の産地として，結城市，岩瀬町，土浦市が，また，寄

主としてはコアシナガバチ（��������	�
����
���������	

����）とキボシアシナガバチ（���������	�
�
������）が

報告されている（金井ほか，����　� 金井，����）　� 

　今回，著者らは北茨城市で本種を確認したので，本

県における分布記録の追加として報告する　� 著者の一

人佐山は，����～����年に北茨城市の小川と定波に

おいて，アシナガバチ類を調査した際に，コアシナガ

バチとキボシアシナガバチの巣からアシナガバチヤド

リヒメバチの繭を確認した（表�）　� 両寄主種の巣�

で，春型が羽化する硬殻繭（�������	
����）と夏型

茨城県北部におけるアシナガバチヤドリヒメバチ
（ハチ目����ヒメバチ科）の記録

佐山勝彦�＊・金井節博�＊＊

（����年�月�日受理）
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表���北茨城市におけるアシナガバチヤドリヒメバチの寄生記録．
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�� 佐山勝彦・金井節博

が羽化する軟殻繭（��������	
������）がみられた　� ま

た，����年�月��日に北茨城市定波で採集したコア

シナガバチの�巣を室内で保管していたところ，採集

後�週間以内にそれぞれの巣から，�個体（�♂）と�

個体（�♂�♀）の成虫が羽化した　� これらはすべて，

採集時に寄主巣の育室内に形成されていた軟殻繭から

羽化した個体（夏型）であった　� 

　寄主の営繭数に占めるアシナガバチヤドリヒメバチ

の繭数の割合は，コアシナガバチで����～����％（�

巣），キボシアシナガバチで����～����％（�巣）で

あった　� コアシナガバチの巣番号����では，初期の

ワーカーとなる個体の大部分が寄生されていたので，

アシナガバチヤドリヒメバチの寄生頻度が高い場合に

は，廃巣の一因となる可能性が示唆される　� 

謝　　辞

　アシナガバチ類の調査にご協力いただいた井上大成

氏にお礼申し上げる　� 
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（キーワード）:　茨城県，寄生蜂，ヒメバチ科，アシナガバチヤドリヒメバチ，コアシナガバチ，キ

ボシアシナガバチ�

金井節博　� ����　� アシナガバチヤドリヒメバチの新産地�
茨城県自然博物館研究報告，（�）������������
金井節博・山根爽一・櫛下町鉦敏　� ����　� アシナガバチ
ヤドリヒメバチ（新称），��������	
����������（���������
������������	
����）の寄主の新記録　� 茨城県自然博物
館研究報告，（�）�����������



茨城県自然博物館研究報告　��������	
	��　�������	����������	�
������ ��　

　茨城県で記録されたハチ目昆虫については，現在の

ところ��科���種がリストにまとめられている（久

松，����）　� このリストには未掲載で，茨城県未記録と

考えられるハチノスヤドリコバチ��������	�
������

�������，ジンムヨコバイカリ（ジンムプセン）������

������������	，およびハエトリバチ��������	
�������	

���������������	
�の�種が，著者の一人佐山の所有し

ている標本の中に確認された　� また，著者の一人寺山

は，最近，鹿嶋市で採集された標本の中に，カントウ

ナナフシバチ���������	
��
��������������を確認し

た　� これは本種の�例目の記録であるとともに茨城県

からの初記録となる　� 今回，これらと記録の少ない�

種を合わせた計�種の採集記録を以下に報告する　� 

カギバラバチ科　�������	�
��

キスジセアカカギバラバチ

����������	�
���
�����������	


������　土浦市乙戸，��������������♀，土浦市乙戸，

���������，以上，佐藤隆士採集

守谷町自然調査会（����）に�例報告があるのみで

ある　� 最近，���������	
���属から����������	�
属

に変更された（����������	�
����������）　� 

ヤセバチ科　���������

ゴキブリヤセバチ

����������	�
����	���������	

�♀，つくば市松の里，���������，佐山勝彦採集

小川（����，����）に種名が記録されているのみで

ある　� 

ノミコバチ科　��������	

ハチノスヤドリコバチ

��������	�
������������	

�♂��♀，北茨城市定波，���������，佐山勝彦採集

キボシアシナガバチ（��������	
����
�
���）の古巣か

ら得られた　� 久松（����）に記録がなく，茨城県初

茨城県で採集されたハチ類�種の記録

佐山勝彦＊・久松正樹＊＊・寺山　守＊＊＊

（����年�月��日受理）
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�� 佐山勝彦・久松正樹・寺山　守

記録種である　� 寄主としては，コアシナガバチ（���

��������），セグロアシナガバチ（�������	�
��），ト

ガリフタモンアシナガバチ（���������	
）が知られて

いる（牧野，����）　� 

セイボウ科　���������	


カントウナナフシバチ（カントウナナフシセイボウ）　

���������	
��
��������������

������　鹿嶋市鹿島神宮，������������，山崎悠宇採集

���������	
属は日本に�種，中国に�種の合計�

種から構成される小さな属で，短く退化した翅をも

つ　� ナナフシの卵に寄生するものと思われる　� 本種

は������（����）によって記載されたが，これまでの

ところ，埼玉県寄居町（基産地）と神奈川県鎌倉市

の�カ所からの記録しかなく，本記録は本種の�例

目の記録であるとともに茨城県からの初記録となる�

アナバチ科　�������	�

アメリカジガバチ

�������	
��������	�����������

�♂，つくば市松の里，�����������，佐山勝彦採集

ヤブガラシ花上で採集された　� 茨城県内では，北浦

村（山根・井上，������　ミュージアムパーク茨城県

自然博物館，����）と水海道市（南部，����）で記

録がある　� 

アリマキバチ科　��������	
����

ジンムヨコバイカリ（ジンムプセン）

�������	

�������	

�♀，真壁町加波山，������������，佐山勝彦採集

久松（����）に記録がなく，茨城県初記録種である．

ハエトリバチ科　����������

ハエトリバチ

��������	
�������	��������������	
�

�♀，真壁町筑波山，�����������		
�����♀，真壁町筑

波山，�������������	

���　�♀，真壁町筑波山，����

���������　�♀，真壁町筑波山，�������	��

�，以上，

佐山勝彦採集

標高���～�����の地点に設置したベイトトラップ

で採集された　� 久松（����）に記録がなく，茨城県

初記録種である　� 

ハキリバチ科　�������	�
��

ハラアカヤドリハキリバチ（ハラアカハキリバチヤドリ）

��������	���
���������	
�

�♀，千代田町上志筑，����������，佐山勝彦採集

竹筒トラップを設置した東屋の軒下で採集された　� 

茨城県内では，水府村（井上，����）とつくば市

（久松・西野，����）で記録がある　� 

謝　　辞

　標本を提供して頂いた佐藤隆士氏と山崎悠宇氏，標

本を同定して頂いた羽田義任氏に謝意を表する　� 
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��　茨城県で採集されたハチ類�種の記録
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茨城県自然博物館研究報告　��������	
	��　�������	����������	�
������� ��　

　タガメ��������	
���������（��������	
）は，����年�

　�月に環境省が公表したレッドリスト（環境省，����）

の絶滅危惧��類に分類され，茨城県の「茨城における

絶滅のおそれのある野生生物〈動物編〉」（茨城県生活

環境部環境政策課，����）の希少種にあげられる大型

の水生昆虫である�生息地の破壊や水質の悪化など

で，近年生息数がかなり少なくなっている種であり，

茨城県においても記録は多くない（久松・榎本，�������

久松・早瀬，����）�����年夏に，茨城県東茨城郡城里

町下古内において，本種の成虫を採集したので報告す

る�

　タガメは，城里町立古内小学校�年生の飯田茜さ

ん，大坪完匡君，加藤英理さん，小瀧香菜さん，田口

有希さん，高野歩美さん，中島晴香さんなどによって，

�月��日と，�月�日に各�個体が採集されたほか

に，採集日は不明だが�月中旬から�月下旬まで合計

��個体採集された�採集地は城里町下古内の城里町立

古内小学校（��°��′�，���°��′�）で，いずれの個体

も体育館と校舎に挟まれた通路のそばの側溝内であ�

る�敷地内には通路を照らす水銀灯の常夜灯が設置さ

れており，採集個体はこれを目指して近辺から飛来し

たと考えられる�本種は“���������	
�”と呼ばれるほど

趨光性が強く，そのため近年増加した水銀灯に誘引さ

れるのも減少の一因とされる（環境省，����）�採集箇

所は児童が登下校の際に必ず通る所で，児童たちは夏

季休業などの休日を除き，毎日タガメの有無を確認で

きた�なお，�回の採集で採れたのは，ほとんどが�ま

たは�個体で，�個体以上が採れることはなかった��

　���シーズンに��個体を超えるタガメが飛来した学

校がある城里町古内地区は，タガメの生息に適した場

所であるといえよう�城里町は茨城県の北西部に位置

し，西部から北部にかけて標高���～�����の小高い

山が連なり，東端には那珂川が流れている�稲作を中

心に茶や園芸作物が栽培され，和牛の放牧も行われて

いる純農村地域である�古内地区は，城里町の北西部

に位置し，町の西部から東部を横断する藤井川沿いの

地区で，山の斜面を利用した茶畑が点在し，一部の水

田ではアイガモ農法によって有機米が栽培されている�

古内小学校は，大型車が多く往来する県道��号線と

��号線に面しているが，県道沿いの水田や茶畑の間を

東茨城郡城里町におけるタガメ
（カメムシ目����コオイムシ科）の採集記録

渡邊晶子�＊・久松正樹�＊＊

（����年�月�日受理）
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��

流れる小川にはホタル類も生息し，自然度の高い地域

である�

　本報告にあたり，多くの協力を頂いた城里町立古内

小学校の後藤朝章校長をはじめ，職員の皆様に感謝の

意を表する�
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ムシ目�　コオイムシ科）の分布�茨城県自然博物館研究
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メムシ目����コオイムシ科）の採集記録�茨城県自然博物

館研究報告，（�）������

茨城県生活環境部環境政策課�　 �����　 茨城における絶

滅のおそれのある野生生物〈動物編〉茨城県版－レッ

トデータブック�　 ��������　茨城県生活環境部環境政策

課�　 

環境省�　 �����������		


�����������	���	����������

渡邊晶子・久松正樹

（キーワード）:　茨城県，城里町，カメムシ目，コオイムシ科，タガメ，絶滅危惧��類，希少種（茨

城県）．



茨城県自然博物館研究報告　��������	
	��　�������	����������	�
������ ��　

　クマゼミ����������	
	��	�	����（������）は，神奈川

県逗子市あたりから西方の平地には広く分布する（加

藤，����）が，近年その生息地が北進しつつあると言

われている（環境庁，����）�　� 茨城県の最近の記録で

は，����年以降に鳴き声の報告が相次ぎ（成田・小�

林，��������植村，��������清水，��������大久保，�������

�井上，��������久松，����），����年と����年には県南

の土浦市およびつくば市でクマゼミの死体や生体が採

集されている（久松，����，����）�　� また，近県では千

葉県で定着の可能性が示唆され（山崎，����），����

年に群馬県館林市でクマゼミの抜け殻が採集された

（金杉・新井　． �����）�　� また，栃木県（長谷川，����な

ど），埼玉県（長畑，��������碓井，����など）でも，

目撃や鳴き声の情報が多数報告されている　� 本報告で

は，����年に牛久市で採集したクマゼミの成虫の記録

と，県内の各地で観察した鳴き声の記録を報告する　� 

　����年�月��日に，筆者のひとり高野　勉が牛久

市柏田で鳴き声を確認し，その後同地で井上大成が�

♂�♀を，久松正樹が�♂�♀を採集した　� 平井剛夫

は����年�月��日に，牛久市中央で�♂を採集し�

た　� 牛久市での採集および観察の記録に，筆者らが確

認したクマゼミの鳴き声の記録を併せて表�に示す　� 

����年に茨城県では牛久市の�カ所を筆頭に，つくば

市�カ所，明野町�カ所，八郷町�カ所，そして常陸

太田市�カ所の��カ所でクマゼミを確認した　� 本地

域さらに茨城県におけるクマゼミの定着については，

同じ場所において多年にわたり成虫が観察されたり，

抜け殻が採集されたりするといった一過性ではない観

察記録が求められよう　� 今回の記録からは，まだ茨城

県においてクマゼミが定着したとは言えない　� 近県の

情報を積極的に収集すると共にさらに継続的な調査が

望まれる　� 

　宅地内のクマゼミの採集を快諾頂いた柴崎卓也氏

と，クマゼミの鳴き声の情報をいただいた磯野昌弘

氏，押野　浩氏，川路則友氏，佐々木泰弘氏，島津光

明氏，廣瀬　誠氏，深谷　緑氏，そして近県のクマゼ

ミの情報を頂いた平井一男氏，中村和夫氏，南部敏明

氏に感謝の意を表する　� 

茨城県における����年夏のクマゼミ
（カメムシ目����セミ科）の記録

久松正樹�＊・高野　勉�＊＊・井上大成�＊＊・平井剛夫�＊＊＊

（����年�月�日受理）
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� ミュージアムパーク茨城県自然博物館　〒��������　茨城県坂東市大崎���（��������	�
����������������������
�������	
��������������������）�　� 

� 独立行政法人森林総合研究所　〒��������　茨城県つくば市松の里�（��������	
��	������	�������	����
���������	
���������	�
���
	����
����	����	�	��������	�
�����）�　� 

� 独立行政法人農業生物資源研究所　〒��������　茨城県つくば市大わし���（��������	
�������	��	�������������������
��������	
���������������������������������	
�����）�　� 

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊



�� 久松正樹・高野　勉・井上大成・平井剛夫

備　　　　　　考確認者確認方法時間帯採集日・観察日場　　　所

井上が聞き取り島津　光明鳴き声を確認��時頃���������
つくば市竹園
（エポカルと竹園西小の間）

森林総研では以前にも鳴き声が確認されている
（井上，����）�　� 

井上が聞き取り川路　則友鳴き声朝方���������
つくば市松の里
（森林総合研究所構内）

つくば市並木では����～����年にかけて鳴き声
が確認されている（井上，����）�　� 今回の確認地点
もこれとかなり近い場所であった�　� 

井上が聞き取り磯野　昌弘鳴き声明け方��������つくば市並木二丁目

茨城県牛久市柏田町�������　� この場所と非常に
近い場所（地籍名は同じ牛久市柏田町で，国道�
号線と���号線の交差点付近）では，����年にも
鳴き声が確認されている（井上，����）�　� 

高野　　勉鳴き声����頃���������牛久市柏田町

柴崎卓也宅の庭に植えられた�本のケヤキの大木
に，多くのアブラゼミとともに，クマゼミが集
まっていた　� 地上から見える範囲のケヤキの枝葉
や，周囲に植えられた他の草木を調査したが，抜
け殻は発見できなかった　� この庭には最近移植さ
れた木はないということで，また周囲は市街地
で，高い木はこのケヤキ以外なかった　� 採集個体
の殆どは翅端などに欠損があった　� 標本は森林総
合研究所に保管　� 

井上　大成
�♂�♀採集，�
♂死体拾得，目
視，鳴き声

������

�����頃
���������

高野　　勉鳴き声����頃����������	�

標本は茨城県自然博物館に保管　� 久松　正樹
�♂�♀採集，
目視，鳴き声

�����頃���������

井上　大成鳴き声����頃��������

高野　　勉鳴き声�����頃��������

高野　　勉鳴き声����頃���������	


井上　大成鳴き声����頃���������

高野　　勉鳴き声�����頃���������

高野　　勉鳴き声����頃����������〃�（プロミス付近）

高野　　勉鳴き声����頃����������〃�（プロミス付近）

高野　　勉鳴き声����頃���������

牛久市猪子町（こばと
幼稚園北側，国道�号
線と���号線交差点付
近）

高野　　勉
�♂鳴き声，�
♂目視

������

�����頃
��������

同地では，����年７月下旬から鳴き声が聞こえて
いた　� 

平井が聞き取り深谷　　緑鳴き声��������
牛久市神谷三丁目
（栄町保育所周辺）

��レコーダーで鳴き声を録音　� ダビングされた
ものを平井が保管　� 

平井が聞き取り深谷　　緑鳴き声����頃���������
牛久市中央一丁目
（すべり台公園）

抜け殻は確認できず　� 標本は森林総合研究所に保
管��

高野　　勉
�♀採集，�♂
鳴き声

�����頃���������

面積１００��×７５��，サクラ，コナラ，ケヤキ，ク
ヌギ，シラカシ，サルスベリ，イチョウ，スダジ
イが植栽されている公園　� �月��日は，東京で
連続４０日続いた真夏日が終了した翌日で，微風が
吹いていて半袖では涼しいくらい　� ７����４０，公園
に到着　� ８����３５��アブラゼミが鳴き出す　� ８����４０��
クヌギの木からクマゼミが鳴き出す　� １～２声，
そして３声　� クヌギから１０�ｍも離れていないケ
ヤキの枝先にクマゼミを確認　� ８����５５��ケヤキか
らクヌギへと飛んで移った　� その後数回鳴き声を
確認　� ９����１５��再び鳴き声を確認　� 鳴き声から，
この公園に複数個体はいることは確かである　� １
♂採集し，平井が保管　� 

平井　剛夫
�♂採集，目視，
鳴き声

����頃　
����頃

���������

久松が聞き取り押野　　浩複数の鳴き声����頃��������
明野町桑山下館
ゴルフクラブ

久松が聞き取り佐々木泰弘�♂鳴き声�����頃��������
常陸太田市稲木町
佐竹高等学校

久松が聞き取り廣瀬　　誠�♂鳴き声�����頃��������八郷町菖蒲沢

表����茨城県における����年夏のクマゼミの記録　� 
����������������	��
�����������	
	��	�	�����������	�

����������������������������



��　茨城県における����年夏のクマゼミの記録

（キーワード）:　茨城県，カメムシ目，セミ，クマゼミ，地理的分布　� 

長谷川順一　� �����　� 宇都宮市でクマゼミの声をきく　� イ
ンセクト，���������．

久松正樹　� ����　� 茨城県におけるクマゼミ（���������	
����������	�
）の記録　� 茨城県自然博物館研究報告，�
（�）����������　� 
久松正樹　� �����　� クマゼミの記録　� おとしぶみ，（��）����
���　� 
久松正樹　� �����　� 茨城県における����年夏のクマゼミ
（����������	
	��	�	���）（��������	
���	���	�）の鳴き
声の記録　� 茨城県自然博物館研究報告，（�）����������
井上大成　� �����　� 茨城県南部におけるクマゼミの鳴き
声の確認記録　� るりぼし，（��）����������　� 
金杉隆雄・荒井堅一　� �����　� 群馬県館林市におけるクマ
ゼミのぬけがらの採集記録　� 群馬県立自然史博物館研
究報告，（�）����������　� 
環境庁　� �����　� ���身近な生き物調査－調査結果速報�

文　　献 版　� ����������環境庁　� 
加藤正世　� �����　� 蝉の生物学　� �����������岩崎書店　� 
長畑直和　� �����　� 上尾市内でクマゼミ確認　� 寄せ蛾記，
（���）�������　� 
成田行弘・小林利明　� �����　� 水戸市のクマゼミの記録　� 
るりぼし，（��）����������　� 
大久保誠　� �����　� 守谷町でクマゼミを目撃　� おとしぶ
み，（��）��������　� 

清水富夫　� �����　� 茨城県日立市でクマゼミの鳴き声を
聞く　� るりぼし，（��）�������　� 
植村好延　� �����　� つくば市のクマゼミの記録　� おとしぶ
み，（��）�������　� 
碓井　徹　� �����　� 上尾市内でクマゼミの鳴き声�例　� 寄
せ蛾記，（���）�������　� 
山崎秀雄　� �����　� クマゼミ　� 千葉県史料研究財団（編）�
千葉県の自然誌　本編�　千葉県の動物�　陸と淡水
の動物　県史シリーズ　� �������������	���，三菱電機ド
キュメンテクス　� 





茨城県自然博物館研究報告　��������	
	��　�������	����������	�
��
���� ��　

　ホソオチョウ��������	
������（�������������	）�は，

韓国より人為的に持ち込まれたと推定される外来種

（松香，����）である　������年に東京都で初めて発生

が確認され，その後，山梨県や神奈川県，栃木県，埼

玉県などの関東各地に分布を広げたが，����年になっ

て京都府でも発見され，さらに兵庫県や滋賀県，奈良

県，大阪府のほか，岐阜県や山口県，岡山県，福岡県

でも記録された（藤井，����）　��また，近年では宮城県

における記録がある（阿部，����）　��茨城県下における

ホソオチョウの発生の記録はこれまでにはない（塩

田，��������井上，��������水戸市立博物館，����など）

が，����年に茨城県初記録と思われる個体を真壁町に

て採集したので，これを報告する　��また，����年にも

同所にて本種が採集されたため，侵入後の定着の可能

性を示す記録として，併せて報告する��　

　ホソオチョウが確認されたのは，茨城県真壁郡真壁

町酒寄の桜川堤防付近である　��著者の一人深澤は

����年�月��日にオス�個体とメス�個体の成虫，

さらにウマノスズクサ��������	
�������������������	
���

に約��個の卵を確認した　��堤防上にはウマノスズク

サが自生しており，成虫はその周辺にのみ見られた��

卵はこの植物の地上から�����付近の茎をリング状に

とり巻くように産みつけられ卵塊を形成していた　��

����年は，秋山昌範氏が�月�日に幼虫の成育を確認

し（図�），オス，メス各�個体を，さらに�月�日に

真壁町の桜川堤防における
ホソオチョウ（チョウ目����アゲハチョウ科）の採集記録

深澤圭太＊・久松正樹�＊＊

（����年�月�日受理）
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� 筑波大学第二学群生物資源学類　〒��������　茨城県つくば市天王台�����（�����������	�
����������������
��������
�������	
��	�����������������	�������������	��
��������������）�

� ミュージアムパーク茨城県自然博物館　〒��������　茨城県坂東市大崎����（��������	�
����������������������
�������	
��������������������）�

＊＊
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図����ウマノスズクサの葉上で確認されたホソオチョウ
の幼虫．
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�� 深澤圭太・久松正樹

は久松がオス�個体を採集した（図�）�

　ホソオチョウの近隣の記録に，宇都宮市の鬼怒川河

川敷におけるものがあるが（青木，����），桜川と鬼怒

川の間に位置する小貝川水系においては本種の記録は

ない　��ホソオチョウは飛翔力が弱く移動性もほとんど

ないと考えられ（藤井，����），真壁町に自然に分布を

拡大したとは考えにくい　��今回のホソオチョウの記録

は，他の発生地からの分布拡大ではなく，当地におけ

る人為的な放蝶によるものである可能性が高い　��今後

は当地におけるホソオチョウの生息状況を，食草を同

じくするジャコウアゲハ���������	
��������の影響と

いう観点も含めてモニタリングしていく必要があると

考える　��

　本報告にあたり，ホソオチョウの採集記録を提供し

ていただいた秋山昌範氏，また，ホソオチョウ発見の

手がかりとなる情報を与えていただいた筑波大学野生

動物研究会の堀田耕平氏には，厚くお礼申し上げる　��
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水戸昆虫研究会　�������　茨城県の昆虫　������������水戸市
立博物館��
塩田正寛　������　��茨城県蝶類誌（�）　������������茨城県蝶
類調査会��　

図����真壁町の桜川堤防で採集されたホソオチョウ．
�����������������	
������������������	��
����	�����
��������

���������	
�
�������
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　ホトケドジョウ属（�����，�����）の魚類は日本か

ら，エゾホトケドジョウ�������	

��	���������	
�����

������，ホトケドジョウ��������	
��
���������	
�����

������，ナガレホトケドジョウ���������の�種が知ら

れている�　��種とも，湧水や河川の伏流水など地下水

が供給される湿地や水田とその周辺の水路などに生息

している�　��種のうち茨城県に生息するのはホトケド

ジョウのみであるが，これは青森県をのぞく東北地方

から三重県，京都府，兵庫県の本州各地に生息する日

本固有種である�　�斑紋，腹鰭の位置，脊椎骨数などに

地理的変異があることも知られている�　�本種は，環境

省レッドリスト（環境省，����）では絶滅危惧種��類

に指定されている�　�茨城県内でも，土地開発やそれに

伴う地下水脈の変化などによって生息地が失われ，生

息数が減少している�　�そのため，「茨城県における絶

滅のおそれのある野生生物＜動物編＞」（茨城県生活環

境部環境政策課，����）でも希少種とされている�　�茨

城県内における近年の記録は多くない（川野辺，��������

稲葉ほか，��������稲葉，����）��

　筆者は，����年��月から����年��月までの間，

茨城県内の��市町村（����年��月現在）のうち，��

市町村を対象に生息調査を実施した�　�調査地点は，国

土地理院発行の�万�千分の�地形図や茨城県内の各

市町村が制作する都市計画図または市町村全図をもと

に選定し，おもに湿地，谷津田，河川の上流部の細流，

農業用水路，湧水池を調べた�　�湿地や谷津田，農業用

水路では目合い����の玉網を用い，河川の本流やそ

の支流，貯水池では，目合い����玉網と，目合い��

��の押し網を用いて採集した�　�その結果，確認され

たいくつかの生息地を報告する�　�

　付表�は，選定した調査地点のなかで，調査に適し

た場所があり，実際に調査を行った���地点の地域で

ある�　�付表�は，付表�の調査地点の中で，本種を確

認した��カ所の採集地と採集日を示す�　�また，付表�

の採集地を図�の地図上に示した�　�

　ホトケドジョウが生息するには湧水が必要であり，

その繁殖には，産卵以外の主な生活場所である湧水の

流れる水路と産卵場所となる水田や休耕田との行き来

ができる環境も必要である�　�今回確認されたホトケド

ジョウの生息地の多くは，地下水のしみ出す水田や湧

水の流れる水路，休耕田であった�　�河川本流や支流で

捕獲されることもあったが，その場合，河川と農業用

茨城県におけるホトケドジョウ��������	
��
�
（硬骨魚綱����ドジョウ科）の採集記録

中嶌政明�＊

（����年�月��日受理）

�������	�
	�����	������	��������	
��
���������	�	
��������������

��������	�
�������������

����������������＊

（����������	
�������������）
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��������

�ミュージアムパーク茨城県自然博物館　〒��������　茨城県坂東市大崎���（��������	�
����������������������
�������	
��������������������）�　��

＊
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人工水路の合流地点周辺から多く捕獲されることや，

農業用水路の上流部に生息地があったことから，これ

らの多くの個体は，水田や休耕田などの生息地から流

下してきたものであると考えられる�　�また，コンク

リート化した人工水路で採集されたホトケドジョウ

は，全長�����以上の個体がほとんどで，当歳魚と思

われる小さな個体が同時に採集されることはなかっ�

た�　�同様のことは，河川内で見つかるホトケドジョウ

についても言える�　�このような場所では，正常な仔稚

魚の成育が行われていない可能性が高い�　�今後は，こ

れらの点を考慮し調査を進めていきたい�　�

謝　　辞

　調査に協力いただいた三森典彰氏，茅根重夫氏，ホ

トケドジョウの生息地に関する情報をいただいた独立

行政法人土木研究所水環境研究グループ河川生態グ

ループ山下慎吾氏にお礼を申し上げる�　�

図����茨城県におけるホトケドジョウ採集地点��
������������������	�
	�������	�����	��	��������������	
����

����������	��
���������������������

（キーワード）:　硬骨魚綱，ドジョウ科，ホトケドジョウ，茨城県，絶滅危惧��類　��

茨城県生活環境部環境政策課　�������　��茨城県における
絶滅のおそれのある野生生物＜動物編＞茨城県版－
レッドデータブック　�������������茨城県生活環境部環境
政策課�
稲葉　修　��������　��茨城県北部沿岸水系の魚類　��茨城生
物，（��）���������
稲葉　修・桐原幸一・中村　栄・宮崎淳一　�������　��茨城
の淡水魚相　��茨城生物，（��）���������　��
環境省　�������　�������������	
��
���������	���	�������
川野辺洋　��������　��淡水魚　��田村浩志（監）�　��高萩の動物���
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��　茨城県におけるホトケドジョウ��������	
��
�（硬骨魚綱���ドジョウ科）の採集記録

付表����調査を行った地域��
��������	
���������	�
���
�
�����
����
�
����
�

調　査　地合併後市町名市町村名

上之島，下須田，橋向稲敷市東町
行方，小高，井貝，麻生，富田行方市麻生町
実穀，上長，上長裏谷津，吉原，小池，福田，竹来，塙，飯倉，大形阿見町阿見町
辻，築地，延方，水原，釜谷潮来市潮来市
大谷口，大崎，小山，長谷，猫実，幸田，坂東市岩井市
結束町，女化町，遠山町，新地町，小坂町，正直町，久野町，桂町，井ノ岡町，奥原町，福田町，
岡見町

牛久市牛久市

上君山，下君山，羽賀，村田，高田，桑山稲敷市江戸崎町
下小瀬，那賀常陸大宮市緒川村
稲田，福原笠間市笠間市
戸崎，加茂，深谷，牛渡，田伏，上軽部，下軽部，かすみがうら市霞ヶ浦町
高久，北方城里町桂村
高柿，箕，下宮河内，上宮河内常陸太田市金砂郷町
生板，源清田，長竿，金江津河内町河内町
中郷町上桜井，中郷町石岡，中郷町松井，中郷橋場内，華川町小豆畑，華川町上小津田北茨城市北茨城市
繁昌，中根，南高岡，北高岡，小幡，小貫行方市北浦町
桧山，下伊勢畑，金井，長倉，秋田，野田，大沢前，小久保橋常陸大宮市御前山村
古渡，飯出，三次，上馬渡，下馬渡，浮島，稲敷市桜川村
沓掛，生子新田，菅谷菅北坂東市猿島町
上入野，下古内，樫当，樫当新田，上古内竹の内，上古内小畔，増井，小坂溜池城里町常北町
下根本三ツ家，伊佐津稲敷市新利根町
福原，桃源，秋山，横川，小山，下君田川平，下君田柳沢，上君田井戸沢，上君田ノ草，上君田久川高萩市高萩市
手賀，西蓮寺行方市玉造町
下玉里，川中子小美玉市玉里村
下佐谷，上佐谷，雪入かすみがうら市千代田町
小茎，庄兵衛新田，高崎，若栗，舘野，中内，東丸山，高須賀，北条，平沢つくば市つくば市
乙戸，中村西根，中，右籾，大岩田，手野町，田村町，沖宿町土浦市土浦市
上曽根，下井，横須賀，立木，大房利根町利根町
小文間，桑原，下高井取手市取手市
塩子城里町七会村
東城寺，小野，小高土浦市新治村
入四間町，下深荻町，東川内町日立市日立市
高須，押切，平野取手市藤代町
野友，烟田，白塚，飯名，秋山，大戸，塔ヶ崎鉾田市鉾田町
上小幡，下小幡，長岡，白井，桜井，山尾，田，羽鳥，東山田桜川市真壁町
豊岡町，坂手町，菅生町，内守谷町，大生郷町常総市水海道市
藤井町，木葉下町水戸市水戸市
大山，土浦，根火，茂呂，木原，布佐，舟子美浦村美浦村
鷲子，小田野，高部，三ツ木常陸大宮市美和村
板戸井，大木，野木崎，大柏，高野，同地，赤法花，守谷守谷市守谷市
小幡，吉生，上曽，小屋，鯨岡，下青柳，川又，片野，根小屋，山崎，真家，仏生寺，小野越，
菖蒲沢，辻，青田，弓弦，瓦谷，太田，大増，大塚，狢内，月岡，小桜

石岡市八郷町

本木，大曽根，青木桜川市大和村
川崎，鬼長，下小目，上平柳，南太田つくばみらい市谷和原村
板橋町，大塚町，貝原塚町，泉町，若柴町，別所町，川原代町，南中島町龍ヶ崎市龍ヶ崎市



�� 中嶌政明

付表����茨城県におけるホトケドジョウの採集地と採集日��
��������	
���������	
�������	�����������������������	�
�����������������

図１に示された番号採　集　日採　集　地合併後市町名市町村名

���������中郷橋場内（水田）北茨城市北茨城市

���������桃源（水田，花貫川支流）高萩市高萩市
����������上君田（大北川支流）
����������小山（大北川本流）

����������三ツ木（水田）常陸大宮市美和村

����������入四間町（入四間川）日立市日立市

���������高久（水田，用水路）城里町桂村

����������秋田（休耕田）常陸大宮市御前山村
����������大沢前（沢水の流れる細流）
�����������小久保橋（相川支流）

�����������上古内（沢水の流れる細流）城里町常北町
�����������樫当新田（藤井川支流）

�����������塩子（谷津田）城里町七会村

�����������上長裏谷津（休耕田の水路）阿見町阿見町

�����������小桜（谷津田，小桜川）石岡市八郷町
������������大増（大覚寺付近の農業用水路）
������������月岡（水田）

�����������雪入（雪入川）かすみがうら市千代田町

�����������野友（水田）鉾田市鉾田町
�����������塔ヶ崎（谷越神社付近の水田水路）
�����������秋山（農業用水路）
�����������烟田（谷津田の水路）
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はじめに

　茨城県西に位置する菅生沼は，県の自然環境保全地

域に指定されている�　�また，菅生沼流域は農業の盛ん

な地域であり，そこを流れる河川は流下に伴い市街地

を多く通過するが，近年，富栄養化などによる水質の

悪化が懸念されており，その実態把握のために年間を

通じた水質の定点調査が必要である（ミュージアム

パーク茨城県自然博物館，����）�　�また，菅生沼流域で

は「飯沼川周辺環境学習プログラム開発事業」（文部科

学省：科学系博物館教育機能活用推進事業）が実施さ

れており，その一環として児童らによる水質調査が行

われている�　�そのため，児童らのデータと比較検討で

きる，年間を通じた菅生沼流域の水質データの収集は

大きな意義がある�　�

　そこで，筆者らは，菅生沼流域の年間を通じた水質

の定点調査を行ったので，その結果を報告する�　�

調査地の概要と試料の採取

1.　流入河川

　調査対象地域には飯沼川，東仁連川，西仁連川およ

び江川の四つの河川がある�　�このうち最長の河川は西

仁連川で，栃木県南部に源流をもち，茨城県三和町で

菅生沼流域における水質の定点調査＊

� 本調査の一部は，文部科学省委託事業平成��年度科学系博物館教育機能活用推進事業によって実施された��
� 筑波大学大学院生命環境科学研究科　〒��������　茨城県つくば市天王台�����（��������	
���	�	�������	�
������

�������	
���
�����������������������������	�����
����	����������������）��
� ミュージアムパーク茨城県自然博物館　〒��������　茨城県坂東市大崎���（��������	�
����������������������

�������	
��������������������）��

　　＊

　＊＊

＊＊＊

河上強志�＊＊・宮崎淳司�＊＊＊・田村憲司�＊＊・東　照雄�＊＊

（����年�月��日受理）
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�����������������＊＊����������������＊＊＊��������������＊＊�������	
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東仁連川が分流している�　�また，西仁連川と東仁連川

が分流する付近に飯沼川の源流が発する�　�三つの河川

は南流し，西仁連川は坂東市で飯沼川と合流し，東仁

連川は菅生沼で合流する（図�）�　�そして，飯沼川は菅

生沼を経て利根川に合流する�　�菅生沼には，このほか

に江川が流入している（図�）�　�調査地域は，地勢勾配

が非常に緩慢であり，場所によっては河川水の停滞や

逆流なども認められる�　�現在，菅生沼ではふるさとの

川整備事業（国土交通省）が進められている�　�

2.　菅生沼

　菅生沼は，飯沼川の最下流部に位置しており（図�），

南北に約����，東西に最大������と南北に細長いの

が特徴である�　�その面積は約������，沼水面の海抜高

度は���で（ミュージアムパーク茨城県自然博物館，

����），北側から飯沼川と江川，東側から東仁連川が流

入する�　�菅生沼の流出口には逆流防止水門である法師

戸閘門があり，そこから飯沼川が流出し，約����下流

で利根川に合流する�　�近年，沼は開水面が減少し，大

部分はヨシやマコモが優占する湿地である�　�菅生沼に

は多数のコハクチョウやカモ類が飛来し，絶滅危急種

に指定された植物（例えば，タチスミレ��������		
���

やタコノアシ�������	
��������など）の生育地として

も知られる（ミュージアムパーク茨城県自然博物館，

����）�　�菅生沼は，首都圏に残された貴重な自然もし

くは緑地として，����年に首都圏近郊緑地保全地域に

指定され，����年には茨城県自然環境保全地域にも指

定されている�　�県指定の自然環境保全地域としては最

大規模の面積を誇る（����年現在）．そして，����年

には，沼西岸の台地の一角に，ミュージアムパーク茨

城県自然博物館が開館し，菅生沼の貴重な自然を研

究・保全するとともに，県民による環境学習の場とし

て活用されている�　�

3.　調査地点

（1）流入河川

　江川に�地点（弁天橋����������，坂東市生子付近��������

��），西仁連川に�地点（旧猿島町役場付近����������），

飯沼川に�地点（幸田橋����������	反町閘門跡付近��������

��），東仁連川に�地点（船戸橋����������，駒込橋��������

��）の合計�地点を設けた（図�）�　�

（2）菅生沼

　上沼と下沼の境界（������），ふれあい橋（������），

沼の中央付近（������），沼の流出口付近（������）の

合計�地点を設けた（図�）�　�

4.　調査日

　調査は����年�月��日から����年�月��日ま

で，計��回行った�　�水田農作業に伴う水質の変動が

予想される�月中旬から�月下旬までは，毎週�回の

頻度で調べた�　�その後は�月，�月と�月は月�回，�

月と�月は月�回調査を行った�　�なお，反町閘門跡付

近と駒込橋の�地点では，�月��日から調査を行った��

また，沼の中央付近は，�月より調査現場で工事が始

まったため，それに伴う撹乱の影響を考慮し，�月以

降調査を行わなかった�　�なお本研究では，村山ほか

（����）と同様に毎回の各地点での採水をほぼ一定の時

刻に行っており，データ解析および考察においては日

変化を考慮していない�　�
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5.　水試料の採取方法

　分析に供する水試料は，沼の中央付近と沼の流出口

付近では柄の長さ約���のひしゃくを用いて採取し，

残りの�地点ではナイロン紐のついた��ビーカーで

採取した�　�その際，表層の粗大な浮遊物が混入しない

ように注意した�　�試料水は������のポリ容器に保存

し，実験室に持ち帰った�　�

水試料の分析項目および分析方法

1.　pH

　��は東亜電波工業製ポータブル��計（������）

を用い，現場で測定した�　�なお，測定結果で示す数値

は温度補正値（��℃）である。　

2.　電気伝導度（導電率）（以下 EC）

　��は，東亜電波工業製ポータブル伝導度計（���

���）を用い，現場で測定した�　�なお，測定結果で示

す数値は温度補正値（��℃）である�　�

3.　溶存有機炭素濃度（以下 DOC）

　試料水を孔径�����μ�の����������	��
	
������	���

������（��������	
����������）に通した後，ろ液

の溶存有機炭素濃度を島津製作所製��������で測定

した�　�

 

4.　イオン濃度

　試料水を孔径�����μ�の����������	��
	
������	���

������（��������	�
��
�����）に通した後，陽イ

オンは，カリウムイオン（��），アンモニウムイオン

（����），ナトリウムイオン（���），マグネシウムイオ

ン（����），カルシウムイオン（����）を，陰イオンは，

フッ素イオン（��），塩素イオン（���），亜硝酸イオン

（����），硝酸イオン（����），リン酸イオン（�����），

硫酸イオン（�����）を������製イオンクロマトグラ

フ（������）で測定した�　�なお，亜硝酸イオン（����），

硝酸イオン（����）の検出には，島津製作所製紫外検

出器（�������	�）を用いた�　�

5.　全リン濃度

　全リン濃度は���法に基づき，ぺルオキソ二硫酸カ

リウム分解法および�（�）－アスコルビン酸－モリブ

デンブルー比色法によって分析した�　�比色定量には，

日立������形自記分光光度計を用いた�　�試料水はろ

過をせずに分析に供した�　�

結果および考察

1.　pH

　��値は����～����の範囲で推移したが，そのほと

んどが����～����の範囲であった（表�，図�）�　�最も

低い値で推移したのは坂東市生子付近（������）で，

��値のほとんどは����～����の範囲であった（図��

菅生沼流域における水質の定点調査

表����各調査地点における��値（����年�月��日～����年�月��日）��
������������������	
�����������	���	��
�����������	
�����
�����������������
���������	

��

�����������������������������������������������������������������調査地点

�������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������―������

�������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������―������

�������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

――――――――���������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

�―�未調査��
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�）�　�旧猿島町役場付近（������）と沼の中央部付近（����

��）では��の変動が大きかったが，ふれあい橋（����

��）と弁天橋（������）では変動は小さく非常に安定

していた�　�また，��の変動は春から夏にかけて大き

く，秋から冬にかけては小さい傾向を示した（図���，

�）�　���が春から夏にかけて変動し，時に高い値を示

す理由として，この時期に植物プランクトンが光合成

活動を盛んに行い，水中に溶存している二酸化炭素を

大量に消費している影響が考えられる（西條・三田村，

����）�

2.　EC

　��は�����～���������	��の範囲で推移した（表�）�

最も低い値で推移したのは坂東市生子付近（������）で，

�月�日を除くすべての調査日で������������を下

回った�　�反対に高い値は駒込橋（������）で得られた�　�

また，秋から冬にかけて��が上昇する傾向を示した��

この理由として，��が高い値を示す集落から排水の

流入や水量の低下が影響していると考えられた（村山

ほか，����）�　�

3.　DOC

　���濃度は����～���������	��の範囲で推移した

（表�）�　�最も低い値で推移したのは坂東市生子付近

（�����）であった．全調査地点で�月の上旬に濃度が

上昇し，その後濃度が低下する傾向が認められたが，

河上強志�・宮崎淳司�・田村憲司�・東　照雄�

表����各調査地点における��値（����年�月��日～����年�月��日）��
����������������	���
����	�	������������������������	�
�����������	
�����������������		��
���������������		���

�����������������������������������������������������������������調査地点
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単位　������，�―�は未調査��

a b

図����各調査地点における��値の季節的変動（�：流入河川，�：菅生沼）��
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��月�日の駒込橋（������），�月��日の反町閘門跡付

近（������）および�月��日のふれあい橋（������）

では高い濃度が得られた�　�このことは，��などと同

様に集落排水では���濃度が高いことが報告されて

いる（村山ほか，����）ことから，水量の低下する冬

期に高い���濃度の集落からの排水が流入したため

と考えられた�　�また，ふれあい橋では全リン濃度の項

で詳しく述べるが，渡り鳥の影響もあるものと考えら

れた�　�

4.　イオン濃度

　表�－�に，各調査地点におけるイオン濃度を示し

た�　�陽イオンでは���と����が，陰イオンでは���，

����（図�）および�����がほかのイオンと比較して相

対的に高い濃度を示した�　�また，陽イオンでは����

が，陰イオンでは��と����がほかと比較して相対的

に低い濃度を示した�　������は，ほとんどの試料で検

出されなかった�　����，����，����および�����が相対

的に高い濃度を示した理由として，農業活動の影響が

考えられた（村山ほか，����）�　�リンは懸濁物質に吸着

されやすく（近藤ほか，��������村山ほか，����），そ

のため�����は検出されにくかったものと考えられる��

　本調査地では，���濃度が比較的高い濃度で推移し

ていた�　�茨城県内の農業用水の調査結果でも，���濃

度が地域によって大きく異なることが報告されている

（平山，����）�　����濃度が高くなる要因として，肥料，

集落排水および海塩由来の���が考えられる（松尾，

��������村山ほか，����）�　�また，菅生沼流域では���濃

度の高い霞ヶ浦用水が導水され，この用水を導水した

河川では���濃度が上昇することが報告されている（村

山ほか，����）�　�そのため，霞ヶ浦用水による灌漑が行

われる水田農作業時期には，肥料，集落排水および海

塩由来の���以外に，霞ヶ浦用水の影響もあるのでは

ないかと考えられた�　�

　����は，春先から水田農作業の時期にかけて濃度低

下が認められ，その後徐々に上昇し，秋から冬にかけ

て濃度が上昇するという特徴的な挙動を示した（図�）�

この傾向は，霞ヶ浦流域の小河川における水質調査結

果（鈴木・田淵，��������村山ほか，����）と同様で

あった�　�霞ヶ浦用水は����濃度が低く，この用水が

入っている流域では，田植え前後は上流域から下流域

まで濃度の低下が認められる（村山ほか，����）�　�従っ

て，霞ヶ浦用水が水田農作業時期の����濃度低下要因

の一つであると考えられた�　�また，����濃度の上昇に

ついては，水量の低下や周辺の農地からの����濃度の

高い水の流入の影響（鈴木・田淵，����）が考えられ

た�　�

　前日に多量の降雨があった�月��日の各イオン濃

度値の大部分が，全調査地点で下がる傾向を示してい

たが（表�－�），ほかの分析項目も同様の傾向を示し

ており（例えば��，表�），冬季には水位が低下する

ため，菅生沼流域の水質が降雨による影響を受けてい

るという可能性が示唆された�　�

　

菅生沼流域における水質の定点調査

表����各調査地点における溶存有機炭素（���）濃度（����年�月��日～����年�月��日）��
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�������������������������������������������������������������������������������������������
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5.　全リン濃度

　全リン濃度は，����～��������	��の範囲で推移し（表

�，図���，�），弁天橋（������）と坂東市生子付近（����

��）では変動が小さい傾向を示した（図���）�　�また，

�月��日にふれあい橋（������）で極端に高い値を示

した（図���）�　�この時期は，菅生沼に渡り鳥が多く飛

来して鳥類の個体数が年間で最も多くなり，ふれあい

橋（������）周辺にも数多くの渡り鳥が生息している

（柳沢ほか，����）�　�そして，冬期の水田に渡り鳥が飛

来し越冬することにより，全リン濃度や����および

����が増加することが報告されている（大畑・山本，

����）��

�月��日のふれあい橋（������）でも，全リン量のみ

ならず����および����も同様に高い値を示すことか

ら（図���および表�－�），全リン濃度の増加には渡

り鳥の影響もあると思われた�　�

6.　各分析項目間の相関関係

　各分析項目間の単相関マトリックスを表�に示した���

��と陽イオンとの関係では，��，���，����，����が，

陰イオンでは���との相関が高く，これらのイオン種

の濃度が��の値を決定付ける要因であると考えられ

る�　�また，���は��や���と相関が高く，このことから

���が肥料の���および海塩や集落排水などの����由

河上強志�・宮崎淳司�・田村憲司�・東　照雄�

表����各調査地点における全リン濃度（����年�月��日～����年�月��日）��
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来（松尾，��������村山ほか，����）であることが推測

された�　�特に肥料については，����年度には茨城県内

の水田の約��％でコシヒカリが栽培されており（茨城

県，����），コシヒカリ栽培専用肥料には���が配合さ

れているため（村山ほか，����），その影響を受けてい

るものと考えられた�　�

まとめ

　菅生沼およびその流域における水質は，調査地点や

採水時期によって変動しており，調査地周辺からの農

業排水および集落排水の流入の影響や調査地点の水文

条件を反映していると考えられた�　�各調査地点では，

水田農作業の盛んな�月から�月にかけて，塩類濃度

や��値は上昇するが，対照的に����など，富栄養化

の原因となる物質の濃度は低下し，秋から冬にかけて

水量の低下などの影響を受けて，����や����濃度な

どが上昇する傾向が認められた�　�そして，冬季の水位

が低下する時期には，菅生沼流域の水質が降雨による

影響を受けている可能性が示唆された�　�また，霞ヶ浦

菅生沼流域における水質の定点調査

a b

図����各調査地点における全リン濃度の季節的変動（�：流入河川，�：菅生沼）��
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用水の影響と思われる水質の変動が認められ，同用水

が菅生沼流域の水環境に影響を与えていることが示唆

された�　�
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（要　旨）

　河上強志 ・宮崎淳司 ・田村憲司 ・東　照雄.　 菅生沼流域における水質の定点調査.　 茨城

県自然博物館研究報告　第 8号（2005）pp. 57-66.

　茨城県西に位置する菅生沼流域の��の観測定点において，����年�月から����年�月ま

で計��回水質調査を行った�　�各調査地点では，�月から�月にかけて，塩類濃度や��値が

上昇し，����濃度などは低下し，秋から冬にかけて����および���＋などが上昇する傾向が

認められた�　�そして，冬季の低水位期には，調査地点の水質が降雨による影響を受けている

可能性が示唆された�　�このように，水質は調査地点や採水時期によって変動しており，調査

地周辺からの農業排水および集落排水の流入の影響や調査地点の水文条件を反映していると

考えられた�　�また，霞ヶ浦用水の影響と思われる水質変動が確認され，同用水が菅生沼流域

の水環境に影響を与えていることが示唆された�　�
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はじめに

　ミュージアムパーク茨城県自然博物館（以下「当

館」という）は，本館内での展示だけではなく，自然

観察もできる広い野外施設をもっている　� 当館野外施

設は面積が�������あり，季節によってさまざまな動

植物を観察することができる　� 

　当館がある茨城県西南部の山林は，ほとんどが薪炭

材を得るためにクヌギ・コナラを植えた雑木林に由来

する　� 当館野外施設に見られる林も，これらの雑木林

をそのまま利用しているため，クヌギ・コナラ林が中

心である　� 当館では開館以来，観察のために多種類の

木を植樹している　� すなわち，どんぐりの森にはイロ

ハモミジ，イタヤカエデ，メグスリノキ，ハナノキの

カエデ科の樹木を，花木の広場にはイヌザクラ，ウメ，

ウワミズザクラ，エドヒガン，オオシマザクラ，オオ

ヤマザクラ，カスミザクラ，カンヒザクラのサクラ属

の樹木を植栽している　� このように，当館野外施設は

植物の観察に適した野外施設となっている　� 

　当館野外施設の植物相については，����～����年

に調査が行われ，報告されている（ミュージアムパー

ク茨城県自然博物館，����）　� また，����～����年に

は，当館野外施設に生育する木本��種，草本��種を

対象に開花の調査がなされ，“花ごよみ”が報告され

た（五木田ほか，����）　� 今回の調査は，����年に報

告されて以来�年経過しており，当館野外施設の植物

相がどのように変化したかを明らかにすることを目的

として実施された　� 

ミュージアムパーク茨城県自然博物館野外施設の植物相について

太田俊彦�＊
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調査対象，調査期間および調査地

　調査は����年の�月から����年�月にわたって，

週�回程度行われた　� 調査地は，当館野外施設を図�

に示したとおり，��の調査区に分けられた　� 

　調査対象は，維管束植物（シダ植物，種子植物）と

し，調査地に生育する植物の確認と記録を行った　� 

結　　果

　確認目録を付表�に示した　� なお，同表に示した確

認種は���種である　� 

1.  調査地の概要

（1）昆虫の森調査区

　昆虫の森は，高木層にクヌギが優占する林である��

高木層の構成種は，アカメガシワ，エノキ，ケヤキ，

コナラ，コブシである　� クヌギは，胸高直径約�����，

樹高約����のものが多い　� 亜高木層には，ヒノキ，ス

ギ，サワラなどがわずかに見られる　� 林の一部には，

数年前に�本のクヌギを伐採したゾーンがあり，その

うちの�本が萌芽更新しているのを観察できるように

なっている　� 

　低木層には，エゴノキ，ガマズミ，カマツカ，シュ

ロ，シラカシ，ヒサカキなどが見られる　� 林内は暗く，

図����調査区域図�ミュージアムパーク茨城県自然博物館の「しぜんかんさつマッ
プ」を一部改変�
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林床に見られる植物も豊富ではない　� 草本層は，アズ

マネザサが優占し，ほかにジャノヒゲ，チャノキ，テ

イカカズラ，ノイバラ，フユノハナワラビなどが見ら

れる程度である�

（2）どんぐりの森調査区

　どんぐりの森は，当館野外施設の中で最も広い樹林

域である　� 高木層はコナラが優占し，クヌギ，イヌシ

デ，ウワミズザクラ，イヌザクラ，ヤマザクラ，アカ

メガシワなどの樹種が見られる　� また，一画にはハナ

ノキ，メグスリノキ，カジカエデ，ウリハダカエデな

どカエデ科の樹木を植栽した観察ゾーンがある　� これ

らのカエデ類は，周囲の木々に被陰されており，生育

が悪い　� 亜高木層には，エゴノキ，クリ，ゴンズイ，

ヒサカキ，ホオノキなどを見ることができる　� 

　低木層は，アオキ，イヌツゲ，ガマズミ，ゴンズイ，

シロダモ，タラノキ，チャノキ，ミズキ，ムラサキシ

キブ，ヤブツバキ，ヤマボウシから構成されている　� 

草本層の種は豊富で，アキノタムラソウ，アケビ，イ

ヌショウマ，ウラシマソウ，キンミズヒキ，クサギ，

コマユミ，サルトリイバラ，シュンラン，ナルコユリ，

ノガリヤス，ヒヨドリバナ，ヤブコウジ，ヤマジノホ

トトギスなどが見られる　� 春の林床にはチゴユリ，ホ

ウチャクソウが一面に広がる　� 北側の斜面には，ゼン

マイが���個体以上見られる　� 

（3）つたの森調査区

　つたの森は，以前はアカマツ林であった　� 現在では

アカマツの立ち枯れが目立ち，高木層においてはコナ

ラ，ハンノキが優占し，アカマツ，アカメガシワ，イ

ヌシデ，ウワミズザクラ，クヌギ，クリ，スギ，スダ

ジイ，ミズキ，ヤマザクラが同程度に見られる　� また，

この森の名前の通り，多くの高木の幹にはキヅタが巻

き付いている　� 亜高木層には，シラカシが目立ち，ほ

かにイチョウ，サワラも見られる　� 

　低木層の優占種は明確ではなく，多様な種が同程度

に生育している　� 構成種は，ガマズミ，カマツカ，サ

ワフタギ，ニワトコ，ヒサカキ，ムラサキシキブ，モ

ミジイチゴなどである　� なお，アブラチャン，キブシ，

ダンコウバイ，マンサクは，開館時に植栽したもので

ある　� 草本層の種は豊富で，アキノタムラソウ，アケ

ビ，ウド，ウラシマソウ，ガンクビソウ，キバナアキ

ギリ，コバギボウシ，サイハイラン，シュンラン，シ

ラヤマギク，フタリシズカ，ホウチャクソウ，ヤマジ

ノホトトギスなどがある　� 春の林床には絶滅危惧種の

キンラン，ギンランが���個体以上見られる　� 一部に

は野草園がつくられていて，イカリソウ，エビネ，ヤ

マブキソウ，ワレモコウなどが観察のために植栽され

ている　� 

（4）くまざさの森調査区

　くまざさの森は，西および北向き斜面に見られる林

である　� 林床にはクマザサが広がっている　� 

　高木層は，クヌギ，コナラが優占し，イヌザクラ，

ウワミズザクラ，エノキ，クリ，シラカシ，ヌルデ，

ネムノキ，フジ，ヤマザクラも見られる　� 亜高木層の

構成種は少なく，アカメガシワ，エゴノキ，シラカシ，

ミズキが見られる程度である　� 

　低木層は，ガマズミ，ニワトコ，マグワ，ミズキ，

ムラサキシキブなどから構成されている　� 草本層はク

マザサが優占するほか，イノコズチ，シュロ，タチツ

ボスミレ，チヂミザサ，チャノキ，フジ，ミズタマソ

ウ，モミジイチゴ，ヤブランなどが見られる　� 

（5）野鳥の森調査区

　野鳥の森は，名前のとおり，やぶを生息場所にする

鳥類のために手つかずにされている林である　� すなわ

ち，野外施設で唯一，下草刈りや落ち葉かきなどの手

入れを行っていない林である　� そのため，林内のアズ

マネザサは高さ�～��ｍに生長している　� 

　高木層，亜高木層には，クヌギ，コナラが優占して

いるが，アカメガシワ，エゴノキ，コブシ，ハンノキ，

ムクノキ，ヤマザクラの大木も見られる　� また，スギ，

ヒノキなどの常緑樹の大木も混じる　� 

　低木層は，アズマネザサが優占し，ほかにはアオキ，

イヌツゲ，ガマズミ，シラカシ，シロダモなど種数は

少ない　� 草本層には，アケビ，イノコズチ，ウラシマ

ソウ，キヅタ，キウイ，ジャノヒゲ，シュロ，シュン

ラン，ハリギリ，ミズヒキ，ヤマウコギ，ヤマウグイ

スカグラなどが見られる　� また，シラカシ，ヒサカキ，

スダジイ，チャノキなど多くの常緑樹の数年生の幼樹

も見られる　� 

（6）とんぼの池調査区

　とんぼの池は，昔から谷津田として耕作されていた

低地を利用してつくった人工の池である　� 水生植物を
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観察することができる調査区である�ここでは，近年

ヒメガマ，オオアカウキクサが増えて水面を占有して

いる　� 池の縁には，キショウブ，クサソテツ，コオホ

ネ，セキショウ，ハッカなどのほか，絶滅危惧植物の

ジョウロウスゲ，タコノアシが実験的に植栽されてい

る　� 

　自生種としては，高木のマルバヤナギのほか，草本

層にアオウキクサ，アオミズ，アカバナ，イシミカワ，

イヌコウジュ，イヌガラシ，イヌコリヤナギ，イボク

サ，オモダカ，コカナダモ，コナギ，シロバナサクラ

タデ，チョウジタデ，ツルヨシ，ヒレタゴボウなどが

生育している　� また，絶滅危惧種のミズニラ，ミズワ

ラビの生育が確認された　� 

（7）ばったの原調査区

　ばったの原の中央には小川が流れ，ホタルの流れと

呼ばれている　� この小川には，地元産のヘイケボタル

の幼虫を����年から����年にわたり�年間放流した

結果，今ではヘイケボタルが自然発生するようになっ

ている　� この調査区では，ヨシ，オギ，セイタカアワ

ダチソウが占有する面積が広く，そのほかにタチヤナ

ギ，マダケの若い林，メタセコイアとラクウショウの

植裁がある　� ここでも，とんぼの池調査区同様，絶滅

危惧植物のジョウロウスゲ，�タコノアシ，�ミコシギク

を実験的に植栽している��

　ヨシ，オギ，セイタカアワダチソウが優占する付近

には，アオミズ，アゼガヤツリ，アゼナルコ，イボク

サ，オグルマ，カナムグラ，コブナグサ，ガマ，コガ

マ，セリ，タネツケバナ，ミコシガヤ，ヤブツルアズ

キなどが見られる　� また，絶滅危惧種のミゾコウジュ

が���四方の範囲に群生して見られる　� 

（8）竹林調査区

　竹林調査区には，モウソウチクの林とマダケの林が

あり，竹の観察ゾーンとなっている　� また，竹林に隣

接した場所には，ウバメガシ，カクレミノ，キンモク

セイ，ギンモクセイ，サカキ，シキミ，タラヨウ，ト

ベラ，ニッケイ，ヒイラギ，ヒサカキ，ヒメユズリハ，

モチノキ，モッコク，ヤブニッケイ，ユズリハなどの

常緑樹を植栽しているエリアがある　� 

　竹林内の高木層，亜高木層は，モウソウチク，マダ

ケのみで，低木層にはチャノキ，ニワトコ，シラカシ

が点在する　� 草本層には，アオキ，アマチャヅル，イ

ノコズチ，キヅタ，シラカシ，シロダモ，シュロ，チ

ヂミザサ，ヤブカラシ，ヤブツバキ，イワガネソウ，

ベニシダ，フユノハナワラビなどが見られる　� 

（9）太陽・夢の広場調査区

　太陽・夢の広場調査区には，芝生が広がっていて，

小高い丘や大型遊具もある　� この調査区に見られる植

物は，植栽した樹木と芝生に出現する草本である　� 

　植栽されている樹木は，アメリカヤマボウシ，クス

ノキ，ケヤキ，コブシ，スダジイ，ナツツバキ，ハク

ウンボク，ヤブツバキ，ユズリハなどである　� 

　芝生に出現する草本としては，ウラジロチチコグ

サ，オオアレチノギク，オランダミミナグサ，コニシ

キソウ，シロザ，シロツメクサ，チチコグサモドキ，

ヒメムカシヨモギ，アキノエノコログサ，アキメヒシ

バ，オオバコ，オヒシバ，カタバミ，カヤツリグサ，

ギシギシ，クサイ，スズメノカタビラ，スベリヒユ，

ツメクサ，ハマスゲ，メヒシバなどがある　� 

（10）花木の広場調査区

　花木の広場は，博物館本館から野外施設への出口を

出てすぐのところにあり，開館前にはフキ畑だった　� 

ウメの木の下に残る多くのフキは，その名残と思われ

る　� また，花や果実の目立つ樹木を数多く植栽したエ

リアである　� 植栽したものは，アキニレ，アジサイ，

アメリカヤマボウシ，ヤマボウシ，ウメ，カキノキ，

カリン，カンヒザクラ，ザクロ，サルスベリ，タイサ

ンボク，ホオノキ，コブシ，ハクモクレン，ブルーベ

リーなどである　� また，����年�月には，桜の観察の

ために，イヌザクラ，ウワミズザクラ，エドヒガン，

オオシマザクラ，オオヤマザクラ，カスミザクラの植

栽が行われた　� 

（11）芝生広場調査区

　芝生広場は，大部分が芝生によって占められている

が，一角には針葉樹コーナーがある　� すなわち，モミ，

ウラジロモミ，シラビソ，カヤ，アスナロ，ネズコ，

サワラ，ヒノキ，ツガ，�コメツガなどが植栽されている��

（12）花の谷調査区

　花の谷は，春から秋にかけて花を楽しむために植栽

されたエリアで，春にはスイセン，ネモフィラ，スズ

ラン，夏にはゼンテイカ，オオベンケイソウ，キキョ



��　ミュージアムパーク茨城県自然博物館野外施設の植物相について

ウ，秋にはホトトギス，フジバカマ，コスモス，ハマ

ギク，ツワブキが咲き誇る　� また，絶滅危惧種のミコ

シギクが系統保存のため移植され，秋に花を咲かせて

いる　� 

2.  茨城県で絶滅が危惧されている植物

　今回の調査で，レッドデータブック（環境庁自然保

護局野生生物課，��������茨城県環境保全課（編），

����）に記載されている絶滅危惧植物��種，イヌ

ショウマ，エビネ，オオアカウキクサ，キンラン，ク

マガイソウ，コギシギシ，ジョウロウスゲ，タコノア

シ，ハナノキ，ミコシギク，ミズニラ，ミズワラビ，

ミゾコウジュが確認された　� 

　エビネ，クマガイソウ，ハナノキは園芸品として流

通しているものを植栽したが，オオアカウキクサ，

ジョウロウスゲ，タコノアシ，ミコシギクの�種は系

統保存のため自生地から移植したものである　� 

　当館野外施設に自生しているのは，�次の�種である��

（1）ミゾコウジュ（シソ科）　���������	
	���������

　環－準絶滅危惧，茨－希少種

　ロゼット葉のある越年草で，�～�月に花穂を長く

伸ばし，淡紫色の小さな花を多数つける　� ばったの原

（自然発見工房近く）の���四方の範囲に群生してい

る　� 個体数も多く，毎年花を付けた個体を確認するこ

とができた　� 

（2）イヌショウマ（キンポウゲ科）

　　���������	
�	����	�������	
������	

　茨－希少種

　�～�月に花茎状の茎を伸ばし，単一または下部で

分枝した白色の穂状花序をつくる　� どんぐりの森北斜

面の湿ったところに，数個体の生育が確認された　� 

（3）ミズニラ（ミズニラ科）���������	
���	�������

　環－絶滅危惧Ⅱ類，茨－希少種

　鮮緑色でやわらかい夏緑性シダ植物である　� ����

年までの数年間その生育は確認されなかったが，とん

ぼの池で����年から����年にかけて，�個体ずつ確

認された　� 

 

（4）ミズワラビ（ホウライシダ科）

　　����������	
����	����	��
���������	
�����

　茨－希少種

　�年生の水生シダ植物である　� とんぼの池で，個体

数も比較的多く見られた　� 

（5）コギシギシ（タデ科）

　　�������	

��	���������	�
������	

　環－絶滅危惧Ⅱ類

　エゾノギシギシに似ているが，全体に小さい　� 花期

は�～�月で，輪生花はまばらな総状花序をなす　� つ

たの森でわずか�本の生育が確認された　� 

（6）キンラン（ラン科）

　　��������	��
������	��������	
�����

　環－絶滅危惧Ⅱ類

　�～�月に黄色の花を�～��個付ける　� つたの森

内で毎年数多く見られる　� ����年から����年にかけ

て毎年，白花のギンランとともに，���個体以上確認

することができた　� 

考　　察

　�年半にわたる当館野外施設での今回の調査で，確

認された種数は���種であった　� この種数には，開館

前から現在までのあいだに植栽された���種の樹木の

ほか，何らかの方法でよみがえった自生種も含まれて

いる　� 

　また，さまざまな方法で移入された��種の外来種

も含まれている　� ����～����年の調査によると，野

外施設で確認された外来種は��種であったが，今回

の調査で倍以上の外来種が確認されたことになる　� こ

れらの外来種は，博物館周辺で以前から普通に見られ

るものであり，外来種が人の移動によってもたらされ

たと考えられる　� 

　本調査では，レッドデータブックに記載されている

中で自生と考えられる絶滅危惧植物が，�種確認され

た　� そのうち，キンラン，ミズワラビ，ミゾコウジュ

は個体数も多く，ここでの絶滅は考えにくい　� しか

し，ミズニラは毎年確認はされておらず，イヌショウ

マとコギシギシは個体数が大変少なく，ここでの絶滅

が危惧される　� 
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付表����ミュージアムパーク茨城県自然博物館野外施設，��調査区域で確認された維管束植物　��
��������	
�������������	��
��������	����	��
���������	��
���	���
�������
����������������	��
��������������������

特記���������������種 名���

希少○���������	
���	��ミズニラ�

○○○○○○○○��������	
������

スギナ�

○��������	
�������

イヌスギナ�

○○�������	
������	�
���オオハナワラビ�

○�������	
�������
���フユノハナワラビ�

○�������	
������		ゼンマイ�

○�������	
��������

カニクサ�

希少○����������	
����	����	��
��ミズワラビ�

植栽○��������		
����������イワガネソウ�

○○�������	�
��	�	��
������������	��ヤブソテツ��

○��������	
��	

��	���ヤマイタチシダ��

○○○○○��������	
��������
����ベニシダ��

○��������	
�������クマワラビ��

○��������	
������
����ハリガネワラビ��

○��������	
�������	
���ヒメシダ��

○○��������	
���		��
������������������ヒメワラビ��

○��������	
��
	
�
�	�����ミドリヒメワラビ��

○○○○○○○○○�������	
�������	

イヌワラビ��

○�������	
��������

ヘビノネゴザ��

○��������	��
������シケシダ��

植栽○����������	
�����������
		クサソテツ��

○○○�������	
��
�����
	������������	�
��コウヤワラビ��

植栽，希少○���������	�
�����オオアカウキクサ��

植栽○�������	
������ソテツ��

植栽○�������	�
�	���イチョウ��

植栽○��������	
���モミ��

植栽○�������	
	�������ウラジロモミ��

植栽○���������	
�����シラビソ��

植栽○��������	
��	����カラマツ��

植栽○����������	��ドイツトウヒ��

植栽○��������	
�������������������	���トウヒ��

植栽○○�������	���
�����アカマツ��

植栽○○��������	�
���ハイマツ��

植栽○�������	��
������クロマツ��

植栽○○�������	
���	��	���コメツガ��

植栽○��������	
������ツガ��

植栽○○○○○○○�������	�
������
����スギ��

植栽○���������	��
���������

コウヨウザン��

植栽○��������	
������	���	�	
�����メタセコイア��

植栽○�������	
�������	

ラクウショウ��

植栽○○○○��������	�
��������ヒノキ��

植栽○○○○��������	�
��	�����
�サワラ��

植栽○��������	
������	�	
��������������カイヅカイブキ��

植栽○��������	
������	�	
�����������	
����ハイビャクシン��

植栽○�������	�
��������ネズコ��

植栽○�������	�
������

アスナロ��

植栽○��������	
����������	
��イヌマキ��

植栽○��������	
����������	
������������ラカンマキ��

植栽○��������	
������ナギ��

植栽○��������	
�������カヤ��

○○○�������	
���������	������������	
	�����オニグルミ��

植栽○○��������	
�����������������セイヨウハコヤナギ��

植栽○○���������	
����		��ヤマナラシ��

○○�������	�
��
����
���マルバヤナギ��

○�������	�
��	����ジャヤナギ��

○������������	���カワヤナギ��

○��������	
�����イヌコリヤナギ��

○○�������	
���������タチヤナギ��

○○○○○○�������	
���	��ハンノキ��

（続く，����������	�
��）
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特記���������������種 名���

植栽○��������	
������ダケカンバ��

植栽○�������	���
	�
��������������	
���シラカンバ��

○○○○○○○�������	
�	����	���

イヌシデ��

○○○○○○���������	
�������クリ��

植栽○○○○○○���������	�
�	����		

スダジイ��

植栽○○�������	
������ブナ��

植栽○�������	
��������マテバシイ��

○○○○○○○○○��������	��
�����	��クヌギ��

植栽○��������	
����イチイガシ��

○○○○○��������	
������アラカシ��

○○○○○○○○○○��������	
�����������シラカシ��

植栽○○��������	
�������������ウバメガシ��

○○○○○○○○������������	
	��コナラ��

○○○○○○○○○����������	�
����		ムクノキ��

○○○○○○○○○○���������	�	���������������	���エノキ��

植栽○○○�������	
���	�	������������	���ハルニレ��

植栽○○○�������	
�����	��アキニレ��

植栽○○○○○○○○○○�������	
������		ケヤキ��

○○○○○○○○���������	
����
��
��ヒメコウゾ��

○○○○○○○○○○��������	

�����クワクサ��

○○○○○○���������	
�������カナムグラ��

植栽○○○○○○�������	
���マグワ��

○○○○��������	
��������	

ヤブマオ��

○○○��������	
��		������	

メヤブマオ��

○○○�������	
�	������アオミズ��

○○○○○○����������	
�
	������ミズヒキ��

○����������	
������		シロバナサクラタデ��

○○○����������	
�������
���		オオイヌタデ��

○○○○○○○○○○����������	
�������		イヌタデ��

○○○○����������	
��������		イシミカワ��

○����������	���
����		アキノウナギツカミ��

○○○����������	
��������		ミゾソバ��

○○○○����������	
���������		ハナタデ��

○��������	
��������

ミチヤナギ��

○○○○�������	
������
����イタドリ��

外来○○�������	
��	��������アレチギシギシ��

外来○�������	
������ナガバギシギシ��

○○○○○○○�������	
�������ギシギシ��

希少○�������	

��	����コギシギシ��

外来○○�������	
����������エゾノギシギシ��

外来○○○○○○○○○�������		�
����	���

ヨウシュヤマゴボウ���

外来○○○���������	
����������クルマバザクロソウ���

○○○○�������	�
�����	��

スベリヒユ���

○���������	��
����������ノミノツヅリ���

外来○○○○�������	
���
����	
��オランダミミナグサ���

○�������	
�������������������������	��	��ミミナグサ���

○○○○○○○○○���������	
�	������ウシハコベ���

○○○○○���������	
������ツメクサ���

○○���������	��
���	���������������ノミノフスマ���

○○○○○○���������	
����		ハコベ���

外来○○�������	����
��
���		アリタソウ���

外来○○○○○○○○○��������	
����
���シロザ���

外来○��������	
��������
��
���アカザ���

外来○��������	
������	�
���コアカザ���

○○○○○○○○○�������	�
����
�	�	�������������	���イノコズチ���

○○�������	�
����
�	�	���������������	��ヒナタイノコズチ���

○○�������	�
������������ヤナギイノコズチ���

○○��������	
����	
�����������������イヌビユ���

○��������	
����
��アオビユ���

（付表����続き，��������	
�		��������）

（続く，����������	�
��）
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（続く，����������	�
��）

特記���������������種 名���

植栽○������������	
��������		ユリノキ���

植栽○○○○��������	�
�������
�		タイサンボク���

植栽○��������	
�������		ハクモクレン���

○○��������	�
�����		ホオノキ���

○○○○○○○○��������	
���������		コブシ���

植栽○��������	
���
�����		モクレン���

植栽○��������	
�������		シデコブシ���

○○○○��������	�
������サネカズラ���

植栽○○���������	
��	�����シキミ���

植栽○○○○○○����������	
������		クスノキ���

植栽○����������	
��������		ヤブニッケイ���

植栽○○����������	�
�������		ニッケイ���

植栽○��������	
������ゲッケイジュ���

○○○○�������	
����		ヤマコウバシ���

植栽○�������	
�����
��		ダンコウバイ���

植栽○�������	
�����		アブラチャン���

植栽○○�������	
������		クロモジ���

○○○○○○○��������	
������	

シロダモ���

植栽○��������	
��������������カツラ���

植栽○○�������	
��������フクジュソウ���

希少○���������	
�	����	

イヌショウマ���

○○○○�������	
���������

センニンソウ���

○○����������	���
�������		ケキツネノボタン���

○����������	��
�
�����		タガラシ���

植栽○���������	
����������	�����������	
������イカリソウ���

植栽○��������	�
�������ヒイラギナンテン���

○○○○����������	
������ナンテン���

○○○○○○�������	
�������アケビ���

○○○○�������	
�����	���ミツバアケビ���

植栽○����������	
���
����		ムベ���

○○○○���������	
��������アオツヅラフジ���

植栽○�������	��
������コオホネ���

○○○○○○○○○○���������	
���	�	

ドクダミ���

植栽○����������	
����
���ハンゲショウ���

○○�������	�
������	
���フタリシズカ���

外来○���������	�
�������		キウイ���

植栽○○○○○○○���������	�
������ヤブツバキ���

植栽○○○○���������	�	�
�����サザンカ���

○○○○○○○���������	�
�
	�	��チャノキ���

植栽○��������	�
������サカキ���

植栽○�������	��
������ハマヒサカキ���

○○○○○○○○��������	
�����ヒサカキ���

植栽○○○○���������	
�������������		ナツツバキ���

植栽○���������	
���	����������モッコク���

植栽○�������	
��������������������	��
���ビヨウヤナギ���

植栽○�������	�
�����	��
���ヤマブキソウ���

○�������	
��������
��ジロボウエンゴサク���

○○�������	
�	�	
���ムラサキケマン���

○○○����������	
������タケニグサ���

外来○��������	
��
��ナガミヒナゲシ���

外来○○���������	
������カラシナ���

外来○���������	�
����セイヨウアブラナ���

○○○���������	
�������������ナズナ���

○○○○��������	
��	����

タネツケバナ���

外来○○��������	
��������		マメグンバイナズナ���

外来○○���������	
���������

オランダガラシ���

○○○○○○○���������	
�����イヌガラシ���

○○○○○○���������	
�������スカシタゴボウ���

植栽○○��������	�
���	�����

ヒュウガミズキ���

（付表����続き，��������	
�		��������）



�� 太田俊彦

（付表����続き，��������	
�		��������）

特記���������������種 名���

植栽○��������	
���	���	

イスノキ���

植栽○○���������	
������		マンサク���

植栽○���������	
���������
��オオベンケイソウ���

○○○��������	�
�������コモチマンネングサ���

○�������	
���������		チダケサシ���

○��������	
��������������ヤマネコノメソウ���

植栽○○○○○�������	
������		ウツギ���

植栽○○�������	�
����������
������������	
�����アジサイ���

植栽○�������	�
�	�����

ヤマアジサイ���

植栽，希少○○�������	
����������タコノアシ���

植栽○○○���������	
���������		ユキノシタ���

植栽○���������	
��������トベラ���

○○��������	
����	
�����������	���キンミズヒキ���

植栽○○��������	�
����������クサボケ���

植栽○��������	�
�
����
�
��カリン���

植栽○○��������	�
�
����
���ボケ���

○○○○○��������	
�����	��	

ヘビイチゴ���

植栽○○○���������	
�	����	

ビワ���

植栽○○○○○���������	
������ヤマブキ���

植栽○���������	
������������������ヤエヤマブキ���

植栽○○��������	
����		カナメモチ���

○○○○○���������	
�����	�	

ミツバツチグリ���

○○○○○�������	
	�����	�����������	��カマツカ���

○○○○○���������	�
	�������イヌザクラ���

植栽○��������	�
���	����������������	���カンヒザクラ���

○○○○○○���������	
	�	��ウワミズザクラ���

○○○○○○○○��������	
	�	���	��ヤマザクラ���

植栽○○��������	��
��	�	��サトザクラ���

植栽○○○○����������	��ウメ���

植栽○��������	�
���������������������エドヒガン���

植栽○��������	�
����������������	��シダレザクラ���

植栽○○○��������	��
����モモ���

植栽○����������	
������オオヤマザクラ���

植栽○○���������	
�����オオシマザクラ���

植栽○��������	�	
������カスミザクラ���

植栽○○○○○○������×���������		ソメイヨシノ���

植栽○���������	
��	�������������ナシ���

植栽○�������	��
�������������������	���シャリンバイ���

○○○○○○○○�������	
��	����ノイバラ���

植栽○�������	�����ハマナシ���

○��������	��
����クサイチゴ���

○○○��������	
������������������		
���モミジイチゴ���

○��������	
��������ナワシロイチゴ���

植栽○��������	
	�����カジイチゴ���

植栽○�������	
���	����������ワレモコウ���

植栽○��������	�
��
��
���コデマリ���

植栽○○��������	��
������シモツケ���

植栽○��������	
���������ユキヤナギ���

○○○○��������	
����������ネムノキ���

外来○○�������	
�������		イタチハギ���

○○○○○�������	��
���	���
����������������	
��������������	���ヤブマメ���

外来○��������	�
����	�

ゲンゲ���

植栽○○��������	�
�
�����ハナズオウ���

○○○○○�������	�
�������	�
���������������	
��ヌスビトハギ���

○○��������	
����	���ノササゲ���

○�������	
��	�������������ツルマメ���

植栽○○○○○○���������	
����		ヤマハギ���

○○���������	�
���
�		ヤハズソウ���

植栽○���������	
��������		ミヤギノハギ���

（続く，����������	�
��）



��　ミュージアムパーク茨城県自然博物館野外施設の植物相について

特記���������������種 名���

○○○○○○○���������	
������クズ���

植栽○○��������	
�����������ハリエンジュ���

○��������	
��������クララ���

外来○○��������	
�������

ムラサキツメクサ���

外来○○○��������	
�����

シロツメクサ���

○○���������	
��������ヤハズエンドウ���

○����������	�
���������������������ヤブツルアズキ���

○○○○○○○○○��������	
��������		フジ���

○○○○○○○○○○�������	
���	������カタバミ���

○○�������	
���	������������������	�
�����ウスアカカタバミ���

○○○○○○○��������	�
������		エノキグサ���

外来○○○○�������	
��
��
�
��オオニシキソウ���

外来○○○○○○�������	
����	
��コニシキソウ���

○○○○○○○��������	
�������		アカメガシワ���

○���������	
����
	�	����ヒメミカンソウ���

○���������	
�	�������コミカンソウ���

植栽○○○○���������	
���������
���ユズリハ���

植栽○���������	
���������������ヒメユズリハ���

植栽○�������	�
����ユズ���

植栽○��������	
������コクサギ���

植栽○�������	
���������

カラタチ���

○○○○○�������	
�����������サンショウ���

○○��������	
���������		ニガキ���

植栽○○○○○���������	�
���������������	�

�����センダン���

植栽○���������	������チャンチン���

○○○○○○�������	�
����������������	

��ヌルデ���

○○○�������	
��
�����ヤマウルシ���

植栽○����������	
�����ミツデカエデ���

植栽○�������	
�������カジカエデ���

植栽○○�������	�������������������������������	
��イタヤカエデ���

植栽○�������	
������メグスリノキ���

植栽○○○○○○○�������	
���
��イロハモミジ���

植栽，希少○�������	�
�
�����ハナノキ���

植栽○�������	
����		�

ムクロジ���

植栽○���������	
�����������セイヨウトチノキ���

植栽○���������	�
���	���トチノキ���

○○�������	
����	��	

アワブキ���

○○○○○○��������	
�
��イヌツゲ���

植栽○○○�������	�
����モチノキ���

植栽○��������	
��	���タラヨウ���

○○�������	
������アオハダ���

植栽○○�������	
����クロガネモチ���

○○○○○○○�������	�
����	���	�

ツルウメモドキ���

植栽○○��������	
�
���		ニシキギ���

○○○○��������	
�
���	����������������コマユミ���

○○○○��������	�
����
����		マユミ���

○○○○�������	�
����	��

ゴンズイ���

植栽○○��������	
���
���������フッキソウ���

○��������	
�	�����	

クマヤナギ���

○○○○○○○○��������	�
���	�����������
�������������	

���ノブドウ���

○○○○○○○○���������	�
������ヤブカラシ���

○○○○○○�������	
��������
���������ツタ���

○○○○○���������	
������エビヅル���

植栽○��������	
������セイヨウシナノキ���

植栽○���������	�
��������フヨウ���

植栽○����������	
�������ムクゲ���

植栽○���������	��
����アオギリ���

植栽○�������	
	����ジンチョウゲ���

○○○○○○○�������	
���	����タチツボスミレ���

（付表����続き，��������	
�		��������）

（続く，����������	�
��）



�� 太田俊彦�� 太田俊彦

（続く，����������	�
��）

特記���������������種 名���

○○��������	�
�����コスミレ���

○�������	���
��
������アカネスミレ���

○○�������	
	������ツボスミレ���

植栽○�������	�
��	������キブシ���

○○○○○○○�������		
�����
����
��アマチャヅル���

○○○○○�������	
��
��	�
��スズメウリ���

外来○○○�������	
��	�����アレチウリ���

○○○○○○○○○�������	
����������������カラスウリ���

○�������	
������������������������	���キカラスウリ���

植栽○��������	�
����������サルスベリ���

植栽○�������	
����		ミソハギ���

植栽○�������	
��������ザクロ���

○��������	
������ミズタマソウ���

○��������	
������������	

アカバナ���

外来○��������	�
����
�		ヒレタゴボウ���

○○��������	
�������
�		チョウジタデ���

外来○○��������	
������

メマツヨイグサ���

○○○○○○���������	
������アオキ���

植栽○○○○�������	
	�����	
���アメリカヤマボウシ���

植栽○○○○�������	
	������	����ヤマボウシ���

植栽○��������		
�
��
���サンシュユ���

○○○○��������	
�	����	

ハナイカダ���

○○○○○○�������	
��	������ミズキ���

○○○○�������	���
��	�������ヤマウコギ���

○○○○○��������	�
�����ウド���

○○○○○����������	���タラノキ���

植栽○�������	�	
�������　カクレミノ���

○○○○○○���������	
������ヤツデ���

○○○○○○○���������	
�����キヅタ���

○○○○○○���������	�
���		ハリギリ���

○�������	
�������	

ノダケ���

○��������	
������
�����ミツバ���

○○���������	
����������
���チドメグサ���

○○���������	�
�������セリ���

○○○�������	
�
����
�
��ヤブニンジン���

○○��������	
����
��ヤブジラミ���

○○○○���������	
��
��オヤブジラミ���

植栽○○○○○��������	
���	���	
��ドウダンツツジ���

植栽○○○○��������	
���	��アセビ���

植栽○������������	�
����		セイヨウシャクナゲ���

植栽○○������������	
��
��		サツキ���

植栽○������������	
�������		レンゲツツジ���

植栽○○○○������������	�
����	������������	
��ヤマツツジ���

植栽○○○������������	��
������		オオムラサキ���

植栽○���������	�
���
���		ブルーベリー���

○○○○��������	�
������マンリョウ���

○��������	���
���カラタチバナ���

○○○○○��������	�
������ヤブコウジ���

○�������	��
���	������

オカトラノオ���

○○○○○�������	��
�������

コナスビ���

植栽○○○○���������	
�
�		カキノキ���

○○○○○○○○�������	�
������エゴノキ���

植栽○○�������	
�������ハクウンボク���

○○○��������	
����	�	
������������	
����������������サワフタギ���

植栽○���������	
���	
���ヒトツバタゴ���

○�������	
�������	�
���������������アオダモ���

○○○○��������	
����������	

イボタノキ���

植栽○��������	
����オリーブ���

植栽○○�������	�
�������
�������������	�
��キンモクセイ���

（付表����続き，��������	
�		��������）



��　ミュージアムパーク茨城県自然博物館野外施設の植物相について

（続く，����������	�
��）

特記���������������種 名���

植栽○�������	�
�������
���������������ギンモクセイ���

植栽○○○○�������	�
����������	�

ヒイラギ���

植栽○�������	�×�������	

ヒイラギモクセイ���

○���������	
��������������������リンドウ���

○○���������	
���������フデリンドウ���

○○�������	
�������
��������テイカカズラ���

○○○○○��������	
�����	����ガガイモ���

○○○○○○○�������	
�����������������	
�������ヤエムグラ���

植栽○○��������	
���������		クチナシ���

○�������	
��������
�����������	��ハシカグサ���

○○○○○○○○���������	
�����	��ヤイトバナ���

○○��������	
���アカネ���

○○○○○�������	
������������コヒルガオ���

○○○○○○�������	
������
����ヒルガオ���

植栽○�������	
�����������ネモフィラ���

植栽○����������	�
��������ワスレナグサ���

○○���������	
����������	

キュウリグサ���

植栽○����������	
�������		コムラサキ���

○○○○○○����������	
�������		ムラサキシキブ���

○○○○����������	
��������
	
��クサギ���

○�������	

����	��ジュウニヒトエ���

○���������	
���������トウバナ���

○���������	
�
������	
��イヌトウバナ���

○○�������	
�����	��	
�������������	��カキドオシ���

○○○○����������	
�����	
��ホトケノザ���

外来○○○○���������	��	
����ヒメオドリコソウ���

○�������	
���������		ヒメサルダヒコ���

○��������	
������������������	�
���ハッカ���

逸出○○������������ミント���

○○�������	�
������ヒメジソ���

○○�������	
��	������イヌコウジュ���

○○○○○��������	�
��������������������シソ���

○○���������	
������アキノタムラソウ���

○���������		
������キバナアキギリ���

希少○���������	
	����ミゾコウジュ���

○○�������	
���
�	������������	�
��イヌゴマ���

○��������	�
�
����クコ���

外来○○○○○○○○�������	��
������		アメリカイヌホオズキ���

○○�������	�
�����		ヒヨドリジョウゴ���

外来○������������	
������マツバウンラン���

外来○���������	�
���		アメリカアゼナ���

○○○�������	
���		��サギゴケ���

○○○○○��������	
�����トキワハゼ���

植栽○○�������	�
��������

キリ���

○○�������	
��
�
���������オオヒナノウスツボ���

外来○○○○�������	
	�������

タチイヌノフグリ���

外来○○○○�������	
������	

オオイヌノフグリ���

○○○○○��������	
��������		キツネノマゴ���

○○�������	
�������������������������ハエドクソウ���

○○○○○��������	�
������		オオバコ���

植栽○○○○���������������	
�����ハナツクバネウツギ���

○○○○○○�������	
��	������

ヤマウグイスカグラ���

○○○�������	
�	�����	

スイカズラ���

○��������	�
������		ソクズ���

○○○○○○○○��������	
�������	�������������	�
�
��ニワトコ���

○○○○○○○��������	
������		ガマズミ���

○��������	
�������		ゴマギ���

植栽○○○��������	
��������ハコネウツギ���

○○��������	
��	�����
������������	���ツリガネニンジン���

（付表����続き，��������	
�		��������）



�� 太田俊彦

（続く，����������	�
��）

特記���������������種 名���

植栽○�������	�
���
	��������キキョウ���

外来○○○�������	
	�����������	
�����������	��ブタクサ���

○○○○○○○○○��������	
�������

ヨモギ���

○○��������	
����シラヤマギク���

外来○○�������	
��������アメリカセンダングサ���

外来○○�������	�
�����������������コセンダングサ���

○�������	
�������������ヤブタバコ���

○○�������	
���������	
��ガンクビソウ���

○��������	
�����	

トキンソウ���

植栽○�������	�
���×���������		シャスターデイジー���

○��������	
��	��

����ノハラアザミ���

外来○○○○○○○�������	
�����	�	��オオアレチノギク���

植栽○○���������	�

�����コスモス���

植栽○����������	
�������キバナコスモス���

○○○○○�������	�
������		タカサブロウ���

外来○���������	
�����������

ダンドボロギク���

外来○○○○○○○○��������	
�������		ヒメムカシヨモギ���

外来○○○○○○○○○○○��������	
������
�����		ハルジオン���

○�������	�
��	�������ヒヨドリバナ���

植栽○�������	�
�������	��フジバカマ���

植栽○○○○��������	
�������	

ツワブキ���

外来○○○○○○○○○�������	�
�������

ハキダメギク���

○○○○○��������	
��������ハハコグサ���

○○○��������	
�������	
��チチコグサ���

外来○○○○○○○��������	
�����������	
��チチコグサモドキ���

外来○○○○○��������	
������	
��ウラジロチチコグサ���

植栽○�������	
������	
��ミヤコワスレ���

逸出○�������	
������	���
���シロタエヒマワリ���

○���������	
��	�	

キツネアザミ���

○�������	
����
����������������	���オグルマ���

○○�������	�
������オオジシバリ���

○�������	�
������ニガナ���

○�������	
���	������ノニガナ���

○��������	
����������

ユウガギク���

○○○○���������	
�����アキノノゲシ���

植栽，希少○○�������	�
�������������ミコシギク���

植栽○���������	
�������������ハマギク���

○○○○○○○����������	�
�������フキ���

植栽○����������	�
��������������������	
��アキタブキ���

外来○��������	
�������ノボロギク���

外来○○○○○○○○○○��������	��
������		セイタカアワダチソウ���

外来○○○○○�������	
���		オニノゲシ���

○○○○○○○�������	�
������		ノゲシ���

外来○○○○○○○��������	
�����	

ヒメジョオン���

外来○○○○○○○○○○���������	
��������		セイヨウタンポポ���

○�������	
���������		ヤクシソウ���

○○○○○○○○�������	
�������		オニタビラコ���

○��������������	
�����オモダカ���

外来○○�������	
���������コカナダモ���

○����������	
������

エビモ���

○○○○��������	
����ノビル���

植栽○���������	�
��	��	

スズラン���

○○○○○�������	
�������

ホウチャクソウ���

○○�������	
�	������	

チゴユリ���

植栽○○��������	
������	�
���カタクリ���

植栽○��������		
�������
��
������������	
���ゼンテイカ���

○○○��������		
���	����������������ヤブカンゾウ���

○○��������	�
����������コバギボウシ���

○��������	
��������トウギボウシ���

（付表����続き，��������	
�		��������）



��　ミュージアムパーク茨城県自然博物館野外施設の植物相について

（続く，����������	�
��）

特記���������������種 名���

○○���������	�
����ヤマユリ���

○○○○○○○���������	
����		
��ヤブラン���

植栽○����������	
�����		ノシラン���

○○○○○○○����������	
�������		ジャノヒゲ���

○����������	
�������	����������	�	��ナガバジャノヒゲ���

○○○��������	
������	
���ナルコユリ���

○��������	
������	
��������������	��
��アマドコロ���

○○○�������	�
������オモト���

○○○○������������	�
����ツルボ���

○○○○○○�������	
�����サルトリイバラ���

○○○○���������	
������		ヤマジノホトトギス���

植栽○���������	
����		ホトトギス���

植栽○�������	
��
������チューリップ���

逸出○��������	
������		スノーフレーク���

植栽（一部）○○○○�������	�
��
�
		ヒガンバナ���

○○○○○○○��������	
�	����	

ヤマノイモ���

○○○○○○○○��������	
������

オニドコロ���

○���������	
��	�����

ホテイアオイ���

○○���������	
�	���	��
������������	�
����コナギ���

植栽○��������	
�����
�
��ナガバミズアオイ���

植栽○��������	
	�������������	���ノハナショウブ���

植栽○○○�������	
������シャガ���

逸出○��������	
����	���キショウブ���

植栽○����������ルイジアナアヤメ���

外来○○��������	�
��������
���ニワゼキショウ���

○��������		������������������	��イグサ���

○��������	��
	�������コウガイゼキショウ���

○○��������	��
���クサイ���

○○○○○○○○○○��������	
�������

ツユクサ���

○○���������	
����
		イボクサ���

○○○���������	�
�����ヤブミョウガ���

植栽○○��������	
�����������ムラサキツユクサ���

○○○○○���������	
�����	������������アオカモジグサ���

○○○○���������	
����������	�����������	����カモジグサ���

○○○○○�������	�
�������
��スズメノテッポウ���

外来○����������	
��������		メリケンカルカヤ���

○○��������	
�������

コブナグサ���

外来○○○�������	
��
��	����イヌムギ���

外来○�������	
��������スズメノチャヒキ���

○���������	
�	�����������������������	�
�����ノガリヤス���

○○○○○○○○����������	�
�������メヒシバ���

○○������������	
������コメヒシバ���

○○○○○○○����������	�
��������アキメヒシバ���

○○○○○○����������	
�����	���
��������������イヌビエ���

○○○○○��������	��
���		オヒシバ���

○��������	�
�����	���

カゼクサ���

外来○�������	�
����		ヒロハウシノケグサ���

外来○�������	
����		ナギナタガヤ���

○��������	
�����
�		チガヤ���

○��������	�
������アシカキ���

○○��������	�
�	������エゾノサヤヌカグサ���

○����������	�
�����サヤヌカグサ���

外来○����������	�
�������ネズミムギ���

○○○�������	
��������	��ヒメアシボソ���

○�������	
������	������
���オギ���

○�������	
������������ススキ���

○○○○○○○○○�������	
��
	�
�������
���チヂミザサ���

○○○○○○○○○�������	
��������		ヌカキビ���

○��������	
��������		スズメノヒエ���

（付表����続き，��������	
�			��������）



�� 太田俊彦

科の配列順はエングラー配列にしたがった　��
特記は次のとおりである　��
　外来����外来種（日本生態学会，����より引用）
　希少����希少種（環境庁自然保護局野生生物課，��������茨城県環境保全課，����より引用）
付表�で示した番号と調査区の対応を以下に示す　��

特記���������������種 名���

○○�������	
�����������ヨシ���

植栽○○○��������	
�����	����������マダケ���

植栽○○○○��������	
���������
�
�	��モウソウチク���

○○○○○○○��������	
�	�������アズマネザサ���

○���������	
��������������	
	����	���タマミゾイチゴツナギ���

○○○○○○�����������スズメノカタビラ���

外来○○○○○○��������	
�����ナガハグサ���

植栽○○��������	
�����クマザサ���

○○○○○○○○��������	�
�����アキノエノコログサ���

○��������	
������キンエノコロ���

○○��������	���
����エノコログサ���

植栽○○○���������	
������		オカメザサ���

○○�������	
�����	

カニツリグサ���

○○○�������	�
�������シバ���

○○○○○○○○����������	
����	�����シュロ���

○��������	
	�����ショウブ���

植栽○�������	�
�������セキショウ���

○��������	�����
��		マムシグサ���

○○○○○��������	
��������	�������������	���ウラシマソウ���

○○○○○○���������	�
��	���カラスビシャク���

○○��������	�
�����アオウキクサ���

○��������	
��������ヒメガマ���

○○��������	
���
���ガマ���

○○��������	�
�������エナシヒゴクサ���

植栽，希少○○��������	�
����
��ジョウロウスゲ���

○○�������	
�������	���アゼナルコ���

○�������	
�������カサスゲ���

○��������	
�����ヒゴクサ���

○○○○○○��������	
���ナキリスゲ���

○��������	�
�������ミコシガヤ���

○�������	
���������	����������������ヒメクグ���

○�������	
�������		タマガヤツリ���

○○�������	
������		アゼガヤツリ���

○○○○○○�������	
�
�		コゴメガヤツリ���

○○○○�������	
�������		カヤツリグサ���

○�������	�
�������
�		イガガヤツリ���

○○○○○�������	�
�����		ハマスゲ���

○�������	
����
���	
�������������	
���マツバイ���

○○��������	
�����
������ヒデリコ���

○○�������	
�����������		マツカサススキ���

○�������	
��������
���		フトイ���

植栽，希少○��������	
������		エビネ���

○��������	��
���
��	���ギンラン���

希少○��������	��
������	���キンラン���

○���������	�

���������		サイハイラン���

○○○���������	
����
��		シュンラン���

植栽，希少○���������	
�������	
��クマガイソウ���

○�������	
�����
������������������ネジバナ���

（付表����続き，��������	
�		��������）

�����つたの森調査区
�����昆虫の森調査区
�����どんぐりの森調査区
�����とんぼの池周辺調査区
�����野鳥の森調査区
�����ばったの原調査区

�����くまざさの森調査区
�����竹林調査区
�����太陽・夢の広場調査区
�����花木の広場調査区
�����芝生の広場調査区
�����花の谷調査区



茨城県自然博物館研究報告　��������	
	��　�������	�����������		���
���� ��　

はじめに

　陸生等脚甲殻類（�����������	��
�
�	���������）は，

オカダンゴムシ（�����������	�
�	����）やワラジムシ

（���������	
�����）に代表される身近な土壌動物である�

近年，陸生等脚甲殻類を含めた土壌動物に関する情報

茨城県産陸生等脚甲殻類の分類と分布

湯本勝洋�＊・武田正倫�＊＊

（����年�月�日受理）
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�� 湯本勝洋・武田正倫

がテレビ映像や学習雑誌，図鑑などで紹介されるよう

になってきたが，具体的な分類や生態，分布に関して

は一般によく知られていないのが現状である　� 

　わが国では，日本の在来の種に加え，オカダンゴム

シやワラジムシなど世界共通種もしくは広域分布種が

増加している　� また，陸生等脚甲殻類相は生息環境と

密接な関係があり，自然環境の指標としても重要であ

る（布村，����）��

　本研究は，茨城県内の陸生等脚甲殻類相を明らかに

することを目的とし，また，各種がどのような特徴で

分類されるか，検索表を作成して容易に同定できるよ

うにした　� 

材料および方法

　����年�月から��月にかけて，県内全市町村にわ

たる���地点で採集を行った　� また，茨城土壌動物調

査会のメンバーにより採集され，茨城県自然博物館に

保管されている標本の同定結果も合わせて材料とした��

　各標本について，体色，各部分の形，突起や隆起の

有無と形状などを観察して同定した　� 体長はノギスと

双眼実体顕微鏡のマイクロメーターで計測した　� 必要

な図は，主に双眼実体顕微鏡を用いて描いた　� 

陸生等脚甲殻類の形態的特徴

　陸生等脚甲殻類とは，甲殻綱フクロエビ上目（�����

������）等脚目（＝ワラジムシ目，�������）のうちの

陸上に生息するグループの総称である　� 具体的にはワ

ラジムシ亜目（��������	）とハマダンゴムシ亜目（������

���）に属する種群である　� 世界で約�����種が知られ

ており，日本からは����年現在で約���種が記録さ

れている（八巻，����）�　� 一般に体長�～�����である

が，大型種は�����に達する　� 体の輪郭は楕円形のも

のが多く，体を丸くすることができるものもかなり多

い���体は頭部，胸部，腹部，尾部からなる．頭部には

�対の触角があるが，第�触角が著しく縮小している

ため一見�対だけのように見える　� 複眼は�対あり，

各複眼は一般に数百個の個眼からなるが，眼がまった

く退化しているものもある　� 胸部は本来�節からなる

が，第�節は頭部と融合し，残りの�節が自由体節と

なる　� 胸脚は本来�対あるが，第�胸脚は顎脚となっ

て，頭部の付属肢である大顎，第�小顎，第�小顎と

ともに口器となっているので，残りの�対の胸脚が歩

行用の脚になっている　� 雌は胸部腹面に覆卵葉からな

る育房を形成し，そこに産卵する　� 受精卵はそこで孵

化し，親と似るも歩脚が�対しかない幼生（マンカ）

で育房を去る　� 雄は最終胸節腹面に生殖突起（陰茎）

をもつ　� 腹部は本来�節からなるが，最終節が尾節と

融合して腹尾節を形成する　� したがって�節が自由体

節となる　� 腹肢は�対で，オカダンゴムシ科（�������	

��������）などのグループでは白体（偽気管）を形成し

て呼吸器となっている　� 雄では第�腹肢内肢が交尾器

となっていて，第�腹肢内肢が交尾補助器となってい

るものが多い（布村，����）�　� 

結　　果

　茨城県内各地から採集された等脚甲殻類は，��科

��種であった　� 以下に，各種の特徴と採集データを記

す　� 種名の配列は斎藤ら（����）に従った　� なお，採

集地は採集した時点での地名を表記した　� 

��������　フナムシ科

�������������	
�����������	
	

　フナムシ（図�）

体　長���������まで　� 

体　色����褐色，黄色，灰色など，環境条件により

変異がある　� 

特　徴����第�触角が長く腹尾節に達し，鞭節は多

いもので��を数える　� 

生息地����若い個体は汀線付近に多いが，老成個体

は飛沫帯から海岸林にもかなり多い　� 

分　布����世界中に広く分布するが，日本では青森

～大隅諸島　� 

標　本����ひたちなか市，磯崎海岸，�♂�♀，���

�����，湯本勝洋，茅根重夫採集　� 

���������������	�

�������������
���������������	�
�
�

　ニホンヒメフナムシ（図�）

体　長���������まで　� 

体　色����褐色　� 

特　徴����雄の第�腹肢内肢の先端に小型の鉤をも

つが，変異が大きい　� 

生息地����湿った森林の落葉層にきわめて多産する��

分　布����北海道，本州，四国　� 



��　茨城県産陸生等脚甲殻類の分類と分布

図����上段����フナムシの形態的特徴（���）�　 下段����茨城県内における採集地（左）および採集地リスト（右
下），成体の写真（右上）．����外形（スケール�����）������　� 第�触角������　� 尾肢������　� 雄の第�胸脚�
����������������	�
������������
����
������������������	
������������	
�����������������������
���������	�
�������
�	�

��������	���
������
���������	��������������	
������		�������	�
�����������������������������������	
�������

�������	�
���������������	



�� 湯本勝洋・武田正倫

図�����上段����ニホンヒメフナムシの形態的特徴（���）�　 下段����茨城県内における採集地（左）および採集地
リスト（右下），成体の写真（右上）������　� 外形（スケール�����）������　� 第�触角������　� 尾肢�
����������������	�
������������
����
������������������������������	�
����������	
���������	
�����������������

�������	
���
������
��	�����
�������������	�
��������������	���������������	
�����������	�
���������������������

���������	
�		��������������

ほか



��　茨城県産陸生等脚甲殻類の分類と分布

標　本����鹿嶋市，鹿島神宮，多数，������，坂

寄　廣採集����つくば市神郡，多数，���������，

坂寄　廣採集����新治郡八郷町柿岡，��個体����

�����，井上久夫採集����久慈郡大子町左貫，���

個体，������，井上久夫採集；久慈郡金砂郷

町，西金砂神社，���個体，�������，坂寄　

廣採集����高萩市高戸，多数，������，田村浩

志採集����高萩市高戸，ビーチガーデン，��♂��

♀，������，茨城土壌動物調査会採集����岩井

市大崎，多数，������，坂寄　廣採集����北茨

城市華川，花園神社奥，�♂�♀，��������，

茨城土壌動物調査会採集����久慈郡里美村，三鈷

室山，�♂�♀，�������，茨城土壌動物調査

会採集����北茨城市関本町才丸平袖，�♂�♀，

�������，茨城土壌動物調査会採集����真壁郡

大和村羽田，大和中学校グランド，�♂�♀，��

������，湯本勝洋採集����水戸市堀町西原，�♂

��♀，�������，湯本勝洋採集����多賀郡十王

町伊師浜，�♂�♀，�������，湯本勝洋採集����

真壁郡明野町新井新田，�♂，�������，湯本

勝洋採集����下妻市上半谷，�♂�♀，���

����，湯本勝洋採集����那珂郡瓜連町鹿島，�♂，

������，湯本勝洋採集����笠間市鍬柄，鍬柄山

北斜面，��個体，������，湯本勝洋採集����真壁

郡真壁町桜井，県営ライフル射撃場入口，���個

体，������，湯本勝洋採集����真壁郡協和町小

栗，小栗内外大神宮内，���個体，������，湯

本勝洋採集����常陸太田市，久昌寺，�♂�♀，

������，湯本勝洋採集����猿島郡三和町谷貝，

��個体，�������，湯本勝洋採集����東茨城群桂

村錫高野，�♂�♀，�������，湯本勝洋採�

集����東茨城群御前山村中居，�♂���♀，���

����，湯本勝洋採集����那珂郡美和村高部，花立

自然公園，�♂�♀，��������，湯本勝洋採集����

西茨城郡七会村小勝，�♂�♀，�������，湯

本勝洋採集����那珂郡緒川村大貝，�♂�♀，��

�����，湯本勝洋採集����那珂郡大宮町三美，��

♂�♀，�������，湯本勝洋採集����西茨城郡友

部町上市原，�♂�♀，�������，湯本勝洋採

集����稲敷郡阿見町吉原，�♂�♀，�������，

湯本勝洋採集����新治郡霞ヶ浦町宍倉，鹿島神

社，�個体，�������，湯本勝洋採集����新治郡

八郷町辻，��♂�♀，�������，湯本勝洋採�

集����西茨城郡岩間町泉，隠沢観音，�♂��♀，

��������，湯本勝洋採集����石岡市染谷，龍神山

周辺，�♂�♀，�������，湯本勝洋採集����新

治郡新治村小野，清滝寺周辺，�♂�♀，���

����，湯本勝洋採集����新治郡千代田町志筑，八

幡神社，�個体，�������，湯本勝洋採集　� 

��������	��
��　ナガワラジムシ科　

����������������	
������
����������	�
����

　ナガワラジムシ（図�）

体　長��������まで　� 

体　色����黄白色　� 

特　徴����胸部背板に�～�対の縦長の突起がある��

生息地����極端に乾燥していない林縁や林内，荒れ

地など　� 

分　布����宮城県，山形県から大阪府に至る本州中

北部の森林や公園などから知られ，ときに多産

する��

標　本����稲敷郡新利根町小野，��個体，��

����，坂寄　廣採集����ひたちなか市馬渡，��個

体，�������，坂寄　廣採集����高萩市高戸，多

数，������，井上久夫採集����龍ヶ崎市羽原町

下羽原，��個体，�������，坂寄　廣採集����

竜ヶ崎市，日枝神社，多数，�������，井上久

夫採集　� 

��������	�
　ウミベワラジムシ科　

�������������	
��������	
�����������	
����

　ニホンハマワラジムシ（図�）

体　長�����������

体　色����赤紫色　� 

特　徴����頭部前端中央の突起は尖る　� 

生息地����砂利海岸の飛沫帯で，砂利の間の海水が

浸み出るあたりに見られる　� 千葉県，鳥取県，

山口県のレッドデータブックに掲載されている��

分　布����青森県から鹿児島県まで，日本海側およ

び太平洋側の海浜域　� 

標　本����ひたちなか市姥の懐，�個体，���

����，茨城土壌動物調査会採集　� 

���������	
�　タマワラジムシ科（新称）

�������������	�
���������������	�
��

　ニホンタマワラジムシ（図�）



�� 湯本勝洋・武田正倫

図�����上段����ナガワラジムシの形態的特徴（���）�　 下段����茨城県内における採集地（左）および採集地リス
ト（右下），成体の写真（右上）������　� 外形（スケール����）������　� 体後部������　� 第�触角��
����������������	�
������������
����
�����������������	���
������������������	
�����������������������
���������
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��　茨城県産陸生等脚甲殻類の分類と分布

図�����上段����ニホンハマワラジムシの形態的特徴（���）�　 下段����茨城県内における採集地（左）および採集
地リスト（右下），成体の写真（右上）������　� 外形（スケール�����）�������　� 雄の生殖突起および第�腹肢����
��　� 第�触角�
����������������	�
������������
����
������������������	
��������	
������������	
�����������������������
����
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�
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�� 湯本勝洋・武田正倫

図�����上段����ニホンタマワラジムシの形態的特徴（���）��　 下段����茨城県内における採集地（左）および採集
地リスト（右下），成体の写真（右上）��　 ��　� 外形（スケール�����）������　� 雄の生殖突起および第�腹肢����
��　� 第�触角��
����������������	�
������������
����
������������������	�
���������������	
�����������������������
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��　茨城県産陸生等脚甲殻類の分類と分布

体　長����������

体　色����黒褐色，ときに緑がかっている　� 

特　徴����第�触角の鞭は�節，体長は体幅の���

倍，♂の第�腹肢外肢は長い　� 

生息地����自然海岸の飛沫帯～海岸林の落葉中　� 

分　布����新潟県，福島県～大隅諸島　� 

標　本����高萩市，佐々木浜，�♂�♀，�������，

茨城土壌動物研究会採集����ひたちなか市平磯，

�♂�♀，�������，井上久夫採集　� 

���������	
�　ヒメワラジムシ科

���������������	�
��
���������
�
��������	
����

　ニッポンヒイロワラジムシ（図�）　

体　長�����������

体　色����朱色　� 

特　徴����第�触角の鞭は�節．腹部は幅が狭い　� 

胸部に比べて著しく細くなる　� 腹部は長い　� 

生息地����飛沫帯の粗い砂の地下や岩盤の下など　� 

分　布����日本海各地および茨城県，熊本県　� 

標　本����ひたちなか市阿字ヶ浦，�個体，���

����，井上久夫採集����ひたちなか市磯崎，��個

体，�������，井上久夫採集����高萩市，佐々木

浜，�♂�♀，�������，井上久夫採集　� 

��������	　ホンワラジムシ科

�������������	
�	�
������������	
������

　オカメワラジムシ（図�）

体　長�����������

体　色����白色　� 

特　徴����頭部の形態は半月形　� 

生息地����石の下，庭，アリの巣内　� 

分　布����東京都，富山県から大阪府　� 

標　本����高萩市高萩，�個体，������，井上久夫

採集����稲敷郡江戸崎町高田，�個体，������，

井上久夫採集����岩井市大崎，�個体，������，

坂寄　廣採集��

�������	
	���　トウヨウワラジムシ科

�������������	
����������������	
������

　カントウハヤシワラジムシ（図�）

体　長����������まで　� 

体　色����黒褐色　� 

特　徴����淡色の不透明な斑点をもつ．♂の第�腹

肢外肢は卵形　� 

生息地����極端に乾燥していない林縁や林内，草む

らなど　� 

分　布����茨城県，栃木県，福島県　� 

標　本����足尾山，�♂�♀，�������，坂寄　廣

採集����ひたちなか市酒列，磯前神社，�♂�♀，

�������，井上久夫採集����高萩市高戸，多数，

�������，井上久夫採集����稲敷郡江戸崎町高

田，多数，������，井上久夫採集����ひたちな

か市酒列，磯前神社，多数，������，井上久

夫採集����ひたちなか市酒列，磯前神社，�♂�

♀，������，坂寄　廣採集����多賀郡十王町伊

師浜，�個体，��������，湯本勝洋採集����東茨

城郡桂村錫高野，�個体，�������，湯本勝洋

採集����東茨城郡御前山村中居，�♂�♀，���

����，湯本勝洋採集����東茨城郡常北町下古内，

清音寺，�♂��♀，��������，湯本勝洋採集���

那珂郡美和村高部，花立自然公園，�♂�♀，��

�����，湯本勝洋採集����結城郡千代川村大園

木，愛宕神社，�個体，�������，湯本勝洋採

集　� 

���������������	
�����������������	
������

　マサヒトサトワラジムシ（図�）

体　長�����������

体　色����褐色　� 各胸脚の側方に�対の淡色の縦の

帯と不規則な淡色の模様がある　� 

特　徴����♂の第�腹肢外肢は四角で，外縁は多少

凹凸をもつ　� 

生息地����極端に乾燥していない林縁や林内，草む

らなど　� 

分　布����皇居を模式産地とし，関東地方　� 

標　本����土浦市大岩田，��個体，�������，坂寄�

廣採集����水戸市，吉田神社，�個体，��������，

井上久夫採集����東茨城郡大洗町，大洗神社，��

個体，�������，井上久夫採集����竜ヶ崎市緑

町，��個体，������，古野勝久採集����笠間市

赤坂，多数，���������，井上久夫採集����水戸市

堀町西原，�個体，�������，湯本勝洋採集���

那珂郡山方町後野，�♂�♀，�������，湯本

勝洋，戸来吏絵採集����岩井市大崎，���個体，��

����，坂寄　�廣採集���岩井市大崎，�♂�♀，��

�����，湯本勝洋採集����真壁郡大和村羽田，�



�� 湯本勝洋・武田正倫

図�����上段����ニッポンヒイロワラジムシの形態的特徴（���）�　 下段����茨城県内における採集地（左）および
採集地リスト（右下），成体の写真（右上）�　 ��　� 外形（スケール�����）������　� 雄の生殖突起および第�腹
肢������　� 腹部������　� 第�触角��
����������������	�
������������
����
��������������������	�
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���������
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��　茨城県産陸生等脚甲殻類の分類と分布

図�����上段���オカメワラジムシの形態的特徴（���）�　 下段����茨城県内における採集地（左）�および採集地リ
スト（右下），成体の写真（右上）��　 ��　� 外形（スケール�����）������　� 生殖突起および第�腹肢������　� 腹部���
��　� 第�触角��
����������������	�
������������
����
������������������	
�	�
�������������	
�����������������������
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�� 湯本勝洋・武田正倫

図�����上段����カントウハヤシワラジムシの形態的特徴（���）�　 下段����茨城県内における採�集地（左）およ
び採集地リスト（右下），成体の写真（右上）��　 ��　� 外形（スケール�����）������　� 体前半部������　� 生殖突起お
よび第�腹肢������　� 体後半部�
����������������	�
������������
����
������������������	
�����������������	
��������������	
����������������������

��������	�
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�������������������������������	
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�����������

ほか



��　茨城県産陸生等脚甲殻類の分類と分布

図�����上段����マサヒトサトワラジムシの形態的特徴（���）�　 下段����茨城県内における採集�地（左）および
採集地リスト（右下），成体の写真（右上）��　 ��　� 外形（スケール�����）������　� 体前部������　� 生殖突起および
第１腹肢������　� 体後部��
����������������	�
������������
����
��������������������	
������������������	
�����������������������
���������
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ほか



�� 湯本勝洋・武田正倫

個体，�������，湯本勝洋採集����那珂郡瓜連町

鹿島，�個体，������，湯本勝洋採集����真壁郡

協和町小栗，小栗内外大神宮内，�♂，��

����，湯本勝洋採集����猿島郡三和町谷貝，�個

体，�������，湯本勝洋採集����稲敷郡美浦村受

領，�♂�♀，������，湯本勝洋採集����東茨城

郡桂村錫高野，�♂，�������，湯本勝洋採集���

西茨城郡友部町上市原，�個体，�������，湯

本勝洋採集����竜ヶ崎市泉町，森林公園，�個体，

�������，湯本勝洋採集����牛久市久野町，観音

寺，�♂�♀，�������，湯本勝洋採集����新治

郡霞ヶ浦町宍倉，鹿島神社，�個体，���

����，湯本勝洋採集����新治郡新治村小野，清滝

寺周辺，�個体，�������，湯本勝洋採集　� 

�����������������	
���������	
��������	
��������

　ヤマトサトワラジムシ（図��）

体　長����������

体　色����灰色がかった黒色　� 

特　徴����体は丸みを帯びている　� 体に不規則な模

様をもつ��♂の第�腹肢外肢は著しく深い湾入を

もつ�

生息地����人里，公園，林縁に生息　� 

分　布����本州中部（東京都，富山県，滋賀県，京

都府，大阪府）�　� 

標　本����東茨城郡御前山村伊勢畑，�個体，���

����，井上久夫採集����水海道市大生郷，�個体，

�������，井上久夫採集����笠間市赤坂，多数，

������，井上久夫採集　� 

���������	�
��　ワラジムシ科　

��������������	
�����	�����������	�
�����

　ヘリジロワラジムシ（図��）

体　長���������

体　色����白っぽい灰色　� 

特　徴����黒褐色の斑点，側縁は白っぽい　� ♂第�

腹肢外肢は五角形　� 

生息地����公園や人家付近　� 

分　布����神奈川県および兵庫県　� 

標　本����東茨城郡大洗町，那珂川河口，�個体，

������，井上久夫採集����ひたちなか市阿字ヶ

浦，�個体，�������，井上久夫採集　� 

�

���������������	
��������������	�
���

　オビワラジムシ（図��）

体　長����������

体　色����灰褐色で不規則な淡色の模様　� 

特　徴����腹尾節は顕著に後方に突き出る　� ♂の第

�腹肢外肢は三角形　� 

生息地����公園や人家付近　� 

分　布����ヨーロッパ原産で，世界各地に分布する��

わが国では横浜を初め，関東地方　� 

標　本����高萩市高戸，ビーチガーデン，�個体，

������，茨城土壌動物研究会採集　� 

���������������	
������������		�
����

　ワラジムシ（図��）

体　長����������

体　色����灰褐色ないし暗褐色，背面は多くの顆粒

で覆われる　� 

特　徴����♂の第�腹肢外肢は半円形で，�本以上

の棘をもつ　� 

生息地����庭，公園，草むらなど．寒冷地では室内

で見つかる場合もある　� 

分　布����ヨーロッパ原産で，世界各地に分布する�

わが国では北海道，本州（鳥取県以東）および

徳島県　� 

標　本����ひたちなか市酒列，磯前神社，��個体，

�������，井上久夫採集����北茨城市，大北川河

口，�♂�♀，�������，井上久夫採集����ひた

ちなか市酒列，磯前神社，�♂�♀，�������，

井上久夫採集����高萩市高戸，��個体，��

����，茨城土壌動物調査会採集����高萩市，秋山

小学校付近，�個体，�������，井上久夫採�

集����高萩市高戸，�個体，������，井上久夫採

集����つくば市稲岡，谷田部東インター，�♂�

♀，�������，湯本勝洋採集����水戸市堀町西

原，�♂�♀，�������，湯本勝洋採集����久慈

郡大子町，袋田の滝，�♂�♀，�������，湯

本勝洋採集����ひたちなか市，磯崎海岸，��個

体，�������，湯本勝洋，茅根重夫採集����高萩

市高浜町，�♂�♀，�������，湯本勝洋採集��

土浦市港町，��個体，�������，湯本勝洋採�

集����土浦市蓮河原町，１♂，�������，湯本勝

洋採集����多賀郡十王町伊師浜，�♂�♀，���

����，湯本勝洋採集����稲敷郡桜川村阿波，��個



��　茨城県産陸生等脚甲殻類の分類と分布

図������上段����ヤマトサトワラジムシの形態的特徴（���）�　 下段����茨城県内における採集地（左）および採
集地リスト（右下），成体の写真（右上）��　 ��　� 外形（スケール�����）������　� 体前半部������　� 生殖突起および
第�腹肢������　� 体後半部��
�����������������	�
������������
����
��������������������	
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�� 湯本勝洋・武田正倫

図������上段����ヘリジロワラジムシの形態的特徴（���）�　 下段����茨城県内における採集地（左）および採集
地リスト（右下），成体の写真（右上）��　 ��　� 外形（スケール�����）������　� 体前部������　� 生殖突起および第�
腹肢������　� 体後部��
�����������������	�
������������
����
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��　茨城県産陸生等脚甲殻類の分類と分布

図������上段����オビワラジムシの形態的特徴（���）�　 下段����茨城県内における採集地（左）および採集地リ
スト（右下），成体の写真（右上）��　 ��　� 外形（スケール������）������　� 体前半部������　� 生殖突起および第�
腹肢������　� 体後半部��
�����������������	�
������������
����
�������������������	
����������������	
�����������������������
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��� 湯本勝洋・武田正倫

ほか

図������上段����ワラジムシの形態的特徴（���）�　 下段����茨城県内における採集地（左）および採集地リスト
（右下），成体の写真（右上）�　 ��　� 外形（スケール������）������　� 体前半部������　� 生殖突起および第�腹肢���
��　� 体後半部��
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���　茨城県産陸生等脚甲殻類の分類と分布

体，������，湯本勝洋採集����潮来市，稲荷山

公園，��個体，������．湯本勝洋採集����鹿嶋

市，下津海水浴場，��♂��♀，�������，湯

本勝洋採集；岩井市大崎，�♂�♀，��������，

宇佐見由香子採集����北相馬郡藤代町双葉，牛久

沼湖畔，�♂��♀，�������，湯本勝洋採�

集����北相馬郡利根町八幡台，徳満寺，��♂��

♀，�������，湯本勝洋採集����稲敷郡河内町源

清田，泉福寺，�♂�♀，�������，湯本勝洋

採集����北相馬郡利根町早尾，�♂�♀，���

����，湯本勝洋採集��

���������������	�
������	������������	
���

　ホソワラジムシ（図��）

体　長����������

体　色����赤紫～赤褐色　� 

特　徴����頭部の突起はほとんどない　� 生時は光

沢�

生息地����人里の草むら，落葉，堆肥中など　� 

分　布����本州中部（新潟県，千葉県）以南，四国，

九州，琉球列島，小笠原諸島に分布　� 世界中の

暖温帯　� 

標　本����ひたちなか市磯崎，酒列神社，��個体，

�������，茨城土壌動物調査会採集����真壁郡

関城町上野，五郎助山，�♂�♀，�������，

湯本勝洋採集����筑波郡谷和原村日川，�個体，

�������，猪瀬祥子採集����多賀郡十王町伊師

浜，�♂�♀，�������，湯本勝洋採集　� 

��������������	　オカダンゴムシ科

�����������������	�
�	�����������		�
����

　オカダンゴムシ（図��）

体　長���������まで　� 

体　色����♂は黒っぽい　� ♀は淡褐色　� 

特　徴����体を完全に丸くできる　� 

生息地����都市部の住宅地など　� 

分　布����世界共通種で，わが国にも全国の都市部

に生息　� 中央～西日本に特に多い　� 日本への侵

入は比較的新しいらしく，明治時代より古い時

代の記録は知られていない　� 茨城県への侵入時

期も不明である　� 全世界に広く分布する外来種

で，人間生活の影響が強い場所に生息する　� 

標　本����那珂郡大宮町，地殿神社，�♂�♀，��

����，井上久夫採集����高萩市高浜，�♂�♀，��

�����，井上久夫採集����鹿島郡波崎町，大島神

社，�♂�♀，�������，井上久夫採集����龍ヶ

崎市緑町，�♂�♀，������，古野勝久採集���

龍ヶ崎市，日枝神社，�♂，�������，坂寄　

廣採集����ひたちなか市勝田大平，�♂�♀，��

�����，茨城土壌動物調査会採集����岩井市大

崎，�♂，�������，湯本勝洋採集����つくば市

稲岡，谷田部東インター，�♂�♀，�������，

湯本勝洋採集����真壁郡大和村羽田，大和中学校

グランド，��♂��♀，�������，湯本勝洋採

集����真壁郡関城町上野，五郎助山，�♂�♀，��

�����，湯本勝洋採集����那珂郡山方町後野，�

♂�♀，�������，湯本勝洋，戸来吏絵採集���

ひたちなか市，磯崎海岸，�♂，�������，�

湯本勝洋，茅根重夫採集����水戸市堀町西原，��

♂��♀，�������，湯本勝洋採集����久慈郡大

子町，袋田の滝，�♂�♀，�������，湯本勝

洋採集����水海道市豊岡町，�♂��♀，���

����，湯本勝洋採集����高萩市高浜町，�♂�♀，

�������，湯本勝洋採集����竜ヶ崎市米町，�

♂，�������，廣瀬孝久採集����土浦市港町，�

♂�♀，�������，湯本勝洋採集����土浦市蓮河

原町，�♂�♀，�������，湯本勝洋採集����岩

井市大崎，�個体，�������，宮崎淳司採集���

�真壁郡明野町新井新田，�♂�♀，�������，

湯本勝洋採集����下妻市上半谷，�♂�♀，���

����，湯本勝洋採集����筑波郡谷和原村日川，��

♂��♀，�������，湯本勝洋採集����結城市四

ツ京，�♂�♀，������，湯本勝洋採集����結城

郡八千代町菅谷，�♂�♀，������，湯本勝洋

採集��東茨城郡内原町中原，多数，������，�

湯本勝洋採集����西茨城郡岩瀬町磯部，多数，�

�����，湯本勝洋採集����下館市大塚，多数，�

�����，湯本勝洋採集����古河市茶屋新田，多

数，������，湯本勝洋採集����古河市鴻巣，多

数，������，湯本勝洋採集����猿島郡五霞町小

手指，多数，������，湯本勝洋採集����猿島郡

五霞町川妻，多数，������，湯本勝洋採集����

行方郡玉造町羽生，橘郷造神社，多数，��

����，湯本勝洋採集����東茨城郡小川町百里，多

数，������，湯本勝洋採集����東茨城郡茨城町

網掛，涸沼湖畔，多数，������，湯本勝洋採



��� 湯本勝洋・武田正倫

図������上段����ホソワラジムシの形態的特徴（���）�　 下段����茨城県内における採集地（左）および採集地リ
スト（右下），成体の写真（右上）��　 ��　� 外形（スケール������）������　� 体前半部������　� 生殖突起および第�
腹肢������　� 体後半部��
�����������������	�
������������
����
�������������������	�
������	�������������	
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����������

ほか



���　茨城県産陸生等脚甲殻類の分類と分布

図������上段����オカダンゴムシの形態的特徴（���）�　 下段����茨城県内における採集地（左）および採集地リ
スト（右下），成体の写真（右上）��　 ��　� 外形（スケール������）������　� 体前部������　� 生殖突起および第�腹
肢������　� 体後部��
�����������������	�
������������
����
���������������������	�
�	�������������	
�����������������������
���������
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ほか
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集����鹿島郡旭村野田，野田海岸，多数，��

����，湯本勝洋採集����鹿島郡大洋村上沢，京知

釜海岸，多数，������，湯本勝洋採集����行方

郡北浦町山田，北浦湖畔，多数，������，湯

本勝洋採集����行方郡麻生町麻生，多数，��

����，湯本勝洋採集����稲敷郡東町八千石，新利

根川岸，多数，������，湯本勝洋採集����猿島

郡総和町上大野，多数，������，湯本勝洋採

集����那珂郡瓜連町鹿島，�♂�♀，������，湯

本勝洋採集����真壁郡真壁町桜井，県営ライフル

射撃場入口，�♂，������，湯本勝洋採集����真

壁郡協和町小栗，小栗内外大神宮内，�♂，��

����，湯本勝洋採集����常陸太田市，久昌寺，�♂

�♀，������，湯本勝洋採集����久慈郡水府村

中染，�♂，������，湯本勝洋採集����猿島郡三

和町谷貝，�♂�♀，�������，湯本勝洋採�

集����猿島郡境町，ふれあいの里公園周辺，�♂

�♀，�������，湯本勝洋採集����猿島郡猿島町

生子，香取神社，�♂�♀，�������，湯本勝

洋採集����東茨城郡桂村錫高野，�個体，���

����，湯本勝洋採集����那珂郡美和村高部，花立

自然公園，�♂，�������，湯本勝洋採集����多

賀郡十王町伊師浜，��♂�♀，�������，湯本

勝洋採集����稲敷郡美浦村受領，�♂�♀，��

����，湯本勝洋採集����稲敷郡桜川村阿波，�♂

�♀，������，湯本勝洋採集����稲敷郡江戸崎

町，新古渡橋付近，��♂��♀，������，湯

本勝洋採集����潮来市，稲荷山公園，�♂�♀，

������，湯本勝洋採集����鹿嶋市，下津海水浴

場，�♂�♀，�������，湯本勝洋採集����結城

郡千代川村大園木，愛宕神社，��♂��♀，��

�����，湯本勝洋採集����岩井市大崎，�♂，��

�����，木村知恵採集����岩井市大崎，�♂，��

�����，宇佐見由香子採集����北相馬郡藤代町双

葉，牛久沼湖畔，�♂�♀，�������，湯本勝

洋採集����筑波郡伊奈町東栗山，�♂�♀，���

����，湯本勝洋採集����守谷市野木崎，香取神社，

�♂�♀，�������，湯本勝洋採集����稲敷郡阿

見町吉原，��♂�♀，�������，湯本勝洋採�

集����竜ヶ崎市泉町，森林公園，�♂，�������，

湯本勝洋採集����新治郡霞ヶ浦町宍倉，鹿島神社，

�♂，�������，湯本勝洋採集����新治郡玉里村

上玉里，大宮神社，�♂，�������，湯本勝洋

採集����石岡市染谷，龍神山周辺，�♂，���

����，湯本勝洋採集����新治郡新治村小野，清滝

寺周辺，�♂，�������，湯本勝洋採集����東茨

城郡美野里町竹原，竹原神社，�♂，�������，

湯本勝洋採集����北相馬郡利根町八幡台，徳満寺，

�個体，�������，湯本勝洋採集����稲敷郡河内

町源清田，泉福寺，�♂�♀，�������，湯本

勝洋採集����北相馬郡利根町早尾，�♂��♀，��

�����，湯本勝洋採集����新治郡千代田町志筑，

八幡神社，�♂�♀，�������，湯本勝洋採�

集����取手市貝塚，�♂�♀，�������，湯本勝

洋採集��

�����������	　コシビロダンゴムシ科

���������������	
�������������	�
�����

　セグロコシビロダンゴムシ（図��）

体　長�����������

体　色����黒褐色で淡色の模様をもつ　� 

特　徴����腹尾節はその後端で広がる　� ♂の第�腹

肢外肢は三角形　� 

生息地����自然林　� 

分　布����北陸・関東から九州　� 

標　本����多賀郡十王町伊師浜，�♂��♀，���

����，湯本勝洋採集　� 水戸市愛宕町，�����，

山根爽一採集�

���������������	�
��������������	�
����

　トウキョウコシビロダンゴムシ（図��）　

体　長�����������

体　色����黒褐色で淡色の模様をもつ　� 

特　徴����腹尾節はその後端で広がる　� ♂の第�腹

肢外肢は四角形　� 

生息地����自然林　� 

分　布����関東地方　� 

標　本����つくば市北条，��個体，�������，井上

久夫採集����久慈郡金砂郷町，金砂神社境内，�

♂�♀，�������，坂寄　廣採集����久慈郡大子

町，袋田の滝，�個体，�������，湯本勝洋採

集����下妻市上半谷，�個体，�������，湯本勝

洋採集����常陸太田市，久昌寺，�個体，��

����，湯本勝洋採集����那珂郡瓜連町鹿島，�♂

��♀，������，湯本勝洋採集����那珂郡緒川村

大貝，�♂，�������，湯本勝洋採集����稲敷郡



���　茨城県産陸生等脚甲殻類の分類と分布

図������上段����セグロコシビロダンゴムシの形態的特徴（���）�　 下段����茨城県内における採集地（左）およ
び採集地リスト（右下），成体の写真（右上）��　 ��　� 外形（スケール�����）������　� 体前半部������　� 生殖突起お
よび第�腹肢������　� 体後半部��
�����������������	�
������������
����
�������������������	
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ほか

図������上段����トウキョウコシビロダンゴムシの形態的特徴（���）�　 下段����茨城県内における採集地（左）
および採集地リスト（右下），成体の写真（右上）�������　� 外形（スケール�����）������　� 体前半部������　� 生殖突
起および第�腹肢������　� 体後半部�
�����������������	�
������������
����
�������������������	�
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���　茨城県産陸生等脚甲殻類の分類と分布

河内町源清田，泉福寺，�♂�♀，�������，

湯本勝洋採集　� 

���������������	
������������	
��������

　タテジマコシビロダンゴムシ（図��）

体　長���������

体　色����薄い地色に不規則な縦縞の黒模様　� 

特　徴����腹尾節がやや長い　� 眼は普通の大きさ

で，各��個眼からなる　� 

生息地����極端に乾燥していない林縁や林内，草む

ら��

分　布����中国，四国，九州およびそれらの離島な

ど西南日本　� 

標　本����行方郡玉造町泉，�個体，�������，坂寄　

廣採集����鹿嶋市，鹿島神宮，�♂�♀，��

����，井上久夫採集����潮来市大生，大生神社，

�個体，������，坂寄　廣採集�����鹿嶋市，鹿

島神宮，�個体，������，桐原幸一採集　� 

�������　ハマダンゴムシ科

�������������	
�����	�����������	�
����

　ハマダンゴムシ（図��）

体　　長���������まで　� 

体　　色����灰色，緑，燈色など　� 

特　　徴����体を完全に丸くできる　� 

生息条件����海岸の砂浜　� 

生息分布����海浜に分布　� 

標　　本����北茨城市，磯原海岸，�個体，���

����，井上久夫採集　� 

茨城県産陸生等脚類の検索表

����等脚目（ワラジムシ目）�������の亜目の検索

（�）全腹肢は同様な厚みをもつ　� 尾肢は外側に突出

し，背面からも見える　� �…………………………�

�………………………�ワラジムシ亜目（��������	）

（�）最初の�対の腹肢は他より厚い　� 尾肢は腹側か

らしか見えない　� �…………………………………�

�…………………�ハマダンゴムシ亜目（�������	）

ハマダンゴムシ科（�������）

ハマダンゴムシ（�������	
�����	��）

�

����ワラジムシ亜目の科の検索

（�）体を丸くできない　� ��……………………………���

��‐�体を丸くできる　� ��………………………………��

（�）腹肢に白体（偽気管）を欠く　� 第�触角の鞭は�

節以上　� ��…………………………………………���

��‐�腹肢に�対または�対の白体（偽気管）をもつ��

第�触角の鞭は�節　� ��…………………………���

（�）♂の生殖突起（陰茎）は�本　� 尾肢の基節は長�

い　� 尾肢の内肢は腹尾節から離れている　� ��……��

�……………………………�フナムシ科（��������）

��‐�♂の生殖突起（陰茎）は�本��尾肢の基節は短い�

尾肢の内肢は腹尾節に近いところにある�����……��

（�）第�触角の鞭は短く，境界がはっきりしない　� 

����程度の小型種が多く，せいぜい����まで��

�………………�ナガワラジムシ科（��������	��
��）

��‐�第�触角の鞭はかなり太く，境界がはっきりし

ている　� 大型種が多く，成体では����に達する

ものが多い　� ��……………………………………���

（�）第�触角の鞭は�節以上　� 尾肢は長く，体長の

���以上　� …ヒゲナガワラジムシ科（���������	
）

��‐�第�触角の鞭は�～�節　� 尾肢は短く体長の

���以下　� �…………………………………………��

（�）第�触角の鞭は�節　� 腹尾節後端は丸いか截形�

顎脚の内葉は顎脚に比して小さいことが多い　� 

��……………ウミベワラジムシ科（��������	�
）

��‐�第�触角の鞭は�節　� ���…………………………���

（�）腹尾節後端は丸いか截形　� 顎脚の内葉は顎脚に

比して小さいことが多い　� ��………………………

�………�タマワラジムシ科（新称）（���������	
�）

��‐�腹尾節後端は普通尖る　� 顎脚の内葉は通常の大

きさ　� ���……………………………………………��

（�）腹部は幅広く，胸部と比べて著しく細くならな

い　� 腹部は短い　� ��…………………………………

�……………………�ホンワラジムシ科（��������	）

��‐�腹部は幅が狭く，胸部と比べて著しく細くなる�

腹部は長い　� …ヒメワラジムシ科（���������	
�）



��� 湯本勝洋・武田正倫

図������上段����タテジマコシビロダンゴムシの形態的特徴（���）��　 下段����茨城県内における採集地（左）お
よび採集地リスト（右下），成体の写真（右上）�������　� 外形（スケール�����）������　� 体前半部������　� 生殖突起
および第�腹肢������　� 体後半部��
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���　茨城県産陸生等脚甲殻類の分類と分布

図������上段����ハマダンゴムシの形態的特徴（���）�　 下段����茨城県内における採集地（左）および採集地リ
スト（右下），成体の写真（右上）������　� 外形（スケール������）������　� 体前半部������　� 腹肢������　� 体後半部��
�����������������	�
������������
����
�����������������	
�����	�����������	
����������������������
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（�）腹肢の白体（偽気管）は�対　� ��…………………

�……………………�ワラジムシ科（���������	�
��）

��‐�腹肢の白体（偽気管）は�対　� ��…………………

�…………�トウヨウワラジムシ科（�������	
	���）

（��）全腹肢に白体（偽気管）がある　� 腹尾節は後方

に向かって広くなるか平行　� �……………………�

�…………�コシビロダンゴムシ科（�����������	）

��‐�第�，�腹肢に白体（偽気管）がある　� 腹尾節

は後方に向かって狭くなる　� ��……………………�

����……………�オカダンゴムシ科（��������������	）

����フナムシ科　��������の属・種の検索

（�）体長は成体で�����に達するものもある　� 第�

触角の鞭の数は��節以上　� 第�触角は腹部に達

する　� 尾肢原節は短い　� ♂の第�胸脚指節に突

起がある　� �…………………�フナムシ属（�����）

フナムシ（�������	
�）

（�）体長�����まで　� 第�触角の鞭の数は��節以

下　� 成体は体長����以上に達する　� 眼が大き

い　� 第�触角の鞭は��節以上　� 第�胸節の後方

裏側に剛毛の束がない　� ♂の第�腹肢内肢の先

端は丸く膨れる　� 棘のあることが多い　� ��………

�………………………�ヒメフナムシ属（��������）

ニホンヒメフナムシ（�������	
��）

����ナガワラジムシ科　��������	��
��の属・種

　胸部背板に�～�対の縦長の突起がある　� 腹部は

胸部と比べ明らかに細い　� �……………………………�

����…………�ナガワラジムシ属（�����������	
�）

ナガワラジムシ（�������	
�）

����ウミベワラジムシ科　��������	�
の属・種

　第�触角の鞭は�節からなる　� 腹尾節の後端は丸

い　� 体表面に突起がない　� 体表は赤紫色　� ♂の生殖

突起の先端に凹みはない　� 頭部中央の突起は尖る　� ��

��………………�ハマワラジムシ属（��������	
����）

ニホンハマワラジムシ（��������	
��）

����タマワラジムシ科　���������	
�の属・種

　第�触角の鞭は�節からなる　� 顎脚の内葉は比較

的大きく角張る　� 頭部側方の突起は太く短い　� 腹節

の側部は張り出す　� 第�小顎外肢先端の歯の数は��

体色は黒っぽい　� ��…タマワラジムシ属（��������	�）

ニホンタマワラジムシ（��������	）

����ホンワラジムシ科　��������	の属・種

　第�触角の鞭は�節　� 腹尾節後端は普通尖る　� 顎

脚の内葉は通常の大きさ　� 腹部は幅広く，胸部と比

べて著しく細くならない　� 腹部は短い　� 頭部の形態

は半月形　� �……�オカメワラジムシ属（��������	
�	）

オカメワラジムシ（�������		）

����ヒメワラジムシ科　���������	
�の属・種

　体は小型で����未満　� 赤～燈色をしている　� 海

岸の飛沫帯・潮間帯にすむ　� ���…………………………

�………………�ヒイロワラジムシ属（����������	�
���）

ニッポンヒイロワラジムシ（���������	�
�
）

����ワラジムシ科　���������	�
��の属・種の検索

（�）第�触角は短く，第�胸節に達する　� 体は黄白

色で濃色の模様をもつ　� ♂第�腹肢内肢の先端

は極めて細い　� ♂の生殖突起は細い　� 第�腹肢

外肢の周縁は滑らか　� 体は太く，側縁は白い　� 

�…………�チョビヒゲワラジムシ属（��������	
��）

ヘリジロワラジムシ（��������	
��）

��‐�第�触角は長く，第�胸節を越える　� ���………２

（�）第�触角は長く，第�胸節に達する　� 頭部側方

の突出は小さい　� 胸節後側縁は丸い　� 腹尾節側

縁にくぼみはない　� ��………………………………

����……………�ホソワラジムシ属（���������	�
��）

ホソワラジムシ（�������	
���）

��‐�第�触角は長く，第�胸節に達する　� 頭部側方

の突出は大きい　� 胸節後側縁にくぼみがある��…

����……………………�ワラジムシ属（���������）�

（�）♂の第�腹肢外肢は丸く，内側に小歯がある　� 

腹尾節の先端は尖る　� ��……………………………

����…………………………�ワラジムシ（�������	
）

��‐�♂の第�腹肢外肢は丸く，内側に小歯がある　� 腹

尾節の先端は丸い　� ��………………………………

����…………………�オビワラジムシ（�������	�	
�）
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�����トウヨウワラジムシ科　�������	
	���の属・種の検索

（�）体は平たく，側面が特に平たい　� 頭部側縁前方

への突出が強い　� 背面の第�～�胸節の剛毛が

側縁から離れている　� 腹肢の白体上に穴があ�

る　� 背面の体節に腺孔は顕著でない　� 第�触角

の第�鞭節は第�節のほぼ�倍の長さ　� 第�～

�胸節の後側縁の湾曲は浅い．第�胸肢腕節が

膨らむ　� ��……………………………………………

�…………�オオハヤシワラジムシ属（��������	
�）

カントウハヤシワラジムシ（�������	

）

��‐�体は断面は半球形　� 頭部側縁前方への突出が弱

い　� 背面のすべての剛毛が側縁部に近い　� 頭部

前縁は角張る　� 第�腹肢外肢の先端に凹みがあ

る　� …ヒトザトワラジムシ属（����������	
�）�

（�）♂の第�腹肢外肢先端には狭く深い湾入があ�

る　� 第�胸肢腕節にふくらみがある　� ♂の第�

腹肢両肢先端に小さな歯がある　� ♂の第�腹肢

内肢が外肢より長い　� ��……………………………

�…………�ヤマトサトワラジムシ（����������	
�）

��‐�♂の第�腹肢外肢先端には小さな凹みがいくつ

かある　� 腹尾節後端は尖る　� 第�胸節内縁の剛

毛は各々��本以下　� 腹肢内肢先端に剛毛がない�

�………�マサヒトサトワラジムシ（��������	
�	）

�����コシビロダンゴムシ科�����������	の属・種への

検索

背面表面にイボ状の突起はない　� 体色はさまざ�

ま　� 第�胸節の側縁は深い溝になっている　� �……�

�……�ナカホゾコシビロダンゴムシ属（���������）

（�）体は黒褐色の地色に不規則な模様　� 腹尾節は砂

時計型　� 多くは側縁部も黒褐色腹部背面に濃色

の横帯がない　� ♂の第�腹肢先端に突起物がな

い　� すべての剛毛の先端は分かれていない　� ♂

の第�腹肢外肢は三角形　� ♂の第�腹肢内肢は

外肢より長い　� ♂の第�腹肢内肢に�～�本の

やや大きな棘がある　� ��……………………………

�………�セグロコシビロダンゴムシ（�������	
��）

（�）体は黒褐色の地色に不規則な模様　� 腹尾節は砂

時計型　� 多くは側縁部も黒褐色　� 腹部背面に濃

色の横帯がない　� ♂の第�腹肢先端に突起物が

ない　� すべての剛毛の先端は分かれていない　� 

♂の第�腹肢外肢は四角形　� ��……………………

�…�トウキョウコシビロダンゴムシ（�������	
	�）

（�）体は褐色　� ♂の第�腹肢外肢は外縁が湾曲　� 胸

部背面には縦縞がある　� すべての剛毛の先端は

分岐しない　� 背面の縦縞はすべて連続してい�

る　� 腹尾節後端は直線的　� ♂の第�腹肢外肢は

三角形　� ��……………………………………………

�………�タテジマコシビロダンゴムシ（��������	）

����オカダンゴムシ科　��������������	の属・種

　頭部中央の突起は低い　� ��……………………………

����……………�オカダンゴムシ属（�����������	�）

オカダンゴムシ（ダンゴムシ）（�������	
�）

考　　察

　茨城県においては，土壌動物調査会の活動によって

等脚甲殻類の標本が蓄積されつつあるが，県内全域を

カバーするような総合的な陸生等脚甲殻類調査は行わ

れてこなかった　� 本調査においては，広域にわたり，

また，多様な環境の���地点を選定して採集を行った�

本調査が茨城県の陸生等脚甲殻類相の全容を把握する

のに十分であるとは言えないが，��科��種が得られ

たことから，一応の成果は得られたと考えられる　� 

　今回の調査結果を，他県の記録と比較した（表�）�　� �

前述のように日本産の陸生等脚甲殻類は���種の多く

にのぼるが，その多くは採集記録の少ない稀種で，分

布などに関する詳細は不明である　� したがって，特定

地域全体の種数や分布などに関しての比較には利用で

きない　� 現状では，表�に示した栃木県（布村，����），

千葉県（布村，����），島根県（山内・布村，����），

鳥取県（布村，����）とだけ比較が可能である　� 

　栃木県産��種，千葉県産��種，島根県産��種，鳥

取県産��種と比較して，北方に位置する茨城県から

記録された��種は遜色なく，むしろ種の多様性が高

いと言える　� ��種のうちナガワラジムシ，オビワラジ

ムシ，ワラジムシ，ホソワラジムシ，オカダンゴムシ

の�種が外来種で，茨城県産陸生等脚甲殻類の����％

を占める　� 千葉県でも同種，同数の外来種が記録され

ているので，これらは外来種としての歴史が長く，各

地に分布を広げているものと推測される　� 
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記録の有無
種名科名

鳥取 �）島根 ��千葉２）栃木 ��茨城

○○○○フナムシ���������	
����フナムシ科
�������� ○○キタフナムシ����������	
���	��

○○○○○ニホンヒメフナムシ����������	
������

○ニホンチビフナムシ����������	
����

○チョウセンヒメフナムシ����������	
�����

○キヨスミチビフナムシ����������	�
�������

○ヒメフナムシの�種　������������

○○○○ナガワラジムシ��������	���
����������ナガワラジムシ科
��������	��
�� ○ニシカワホラワラジムシ��������	
������������

○○○○ニホンハマワラジムシ���������	
��������	
���
ウミベワラジムシ科
��������	�


○○○○ニホンタマワラジムシ��������	
��������
タマワラジムシ科（新称）�
�����������	

○○○○ニッポンヒイロワラジムシ�����������	�
��
���������
�

ヒメワラジムシ科
���������	
�

○○○オカメワラジムシ��������	
��
����		ホンワラジムシ科
��������	 ○ハリダシオカメワラジムシ���������	
�	�����
����	

○○○カントウハヤシワラジムシ���������	
���������トウヨウワラジムシ科�
�������	
	��� ○マサヒトサトワラジムシ�����������	
���������

○○ヤマトサトワラジムシ�����������	
���������	
�

○○フイリワラジムシ����������	
�	��
����	

○○コガタハヤシワラジムシ�����������	
�����
��

○ホクリクサトワラジムシ�����������	
����
��
�����

○ヒトサトワラジムシの�種　����������	
�����

○○トウキョウハヤシワラジムシ���������	
������
�����

○○サイインハヤシワラジムシ���������	
������������

○ハヤシワラジムシの�種　��������	
�����

○○ニシカワハヤシワラジムシ����������	
������

○○ヘリジロワラジムシ��������	
�����
����ワラジムシ科
���������	�
�� ○○オビワラジムシ��������	��
	�������

○○○○ワラジムシ��������	��
�����

○クマワラジムシ��������	���
��	�

○○○○ホソワラジムシ��������	�
	������	
�����

○○○○○オカダンゴムシ�������		���
���
	����
オカダンゴムシ科�
��������������	

○○セグロコシビロダンゴムシ����������	
�������
コシビロダンゴムシ科�
�����������	

○○○トウキョウコシビロダンゴムシ�����������	�
�����

○タテジマコシビロダンゴムシ����������	
������

○シロコシビロダンゴムシ���������	�
���

○○○○ハマダンゴムシ��������	
�����	��
ハマダンゴムシ科
�������

�科��種�科��種��科��種�科��種��科��種

表����茨城を含む�県での陸生等脚甲殻類の記録��
�������	���������	��
������	������	��������	��������	
���	����
�	����
�����������

＊：外来種を示す��
�）布村（����），�）布村（����），�）山内・布村（����），�）布村（����）．
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　湯本勝洋・武田正倫　. 茨城県産陸生等脚甲殻類の分類と分布　. 茨城県自然博物館研究報告

第 8号（2005）， pp. 83-113.

　����年�月から��月に茨城県内���地点において，陸生等脚甲殻類の調査，採集を行った�

本調査で得られた標本と茨城土壌動物調査会のメンバーや多くの協力者によって採集された

標本は合計��科��種（うち外来種は�種）に同定された　� 各種ごとに形態図と写真，分布

図を示したほか，大きさ，体色，形態的特徴，生息地，分布に関する情報を記し，また，亜

目，科，属，種レベルの検索表を作成した　� 

　陸生等脚甲殻類が環境の指標動物となり得ることか

ら，本調査を踏まえて，今後，調査地域を増やして陸

生等脚甲殻類相を解明し，詳細な生物地理的情報を蓄

積する必要がある　� さらに，陸生等脚甲殻類相が経年

的にどのように変化するかを見守るモニタリング調

査，各生息地でそれぞれの種が他の生物とどのように

関わって生活しているかを知るための生態学的な調査

を進めることも重要である　� 
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茨城県自然博物館研究報告　��������	
	��　�������	�����������	��
�������	�������� ���　

はじめに

　ソロモン群島���������	�
��	は地理的にはビスマー

ク諸島�������	
����������の東方海上のグリーン島

（ニッサン島）��������	
��（���������	��
）からサンク

リストバル島�������	
�����	���，サンタアナ島������

���������	までの約��������におよぶ大小���余りの

島々から成り立っている　��ミュージアムパーク茨城県

自然博物館の「丸山弘良コレクション」にはソロモン

群島のガダルカナル島�����������	
�����およびマライ

タ島���������	��
�（図�）のチョウ類標本��点が含ま

れている　��本報告では当該標本のリストを作成し，一

部標本写真を添えて以下に記録する　��

丸山コレクションの来歴

　丸山コレクションは，丸山弘良氏より寄贈された主

に東南アジアのチョウ類を中心にした�����点におよ

ぶ昆虫標本で，����年にミュージアムパーク茨城県自

然博物館に寄贈された　��

　丸山弘良氏（図�）は����年水戸市に生まれ，小学

生の頃より水戸市の桜山や下市において昆虫採集を始

める　��当時の昆虫標本は水戸空襲で消失するが，東京

帝国大学卒業後，石川島播磨重工業に就職し，����年

から�年間シンガポールに赴任をしたのを機に，昆虫

採集が再燃する　��滞在中は休日を利用し，シンガポー

ル国内はもとより，マレーシアのジョホール・バルー

やキャメロン・ハイランドなどにたびたび出かけ，

チョウ類の採集を手がけた　��今回の報告に含まれるの

は，����年の�～�月にかけての約�週間，ソロモン

群島のガダルカナル島に赴いた際に，休日を利用して

採集したョウ類である　��なお，マライタ島には�月�

日に日帰りで採集に出かけた　��

丸山弘良コレクション　ソロモン群島のチョウ

植村好延�＊・久松正樹�＊＊

（����年�月�日受理）
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� つくば市立豊里ゆかりの森昆虫館　〒��������　茨城県つくば市遠東���（���������	
��
�����������������������
���������	�
�
��������������������������）��

� ミュージアムパーク茨城県自然博物館　〒��������　茨城県坂東市大崎���（��������	�
����������������������
�������	
����	���������������������）��

＊＊

＊＊



��� 植村好延・久松正樹

蝶類標本目録

　日本および台湾にも産する種は和名を付した　����

は�������	
����（基産地）の略　��同定，学名は�������

（����）によった　��

ガダルカナル島　�����������	
�����

　面積約���������，最高地点海抜約�������　��セセリ

チョウ科���������	�
��種，アゲハチョウ科���������	�
�

��種，シロチョウ科���������	
種，シジミチョウ科

�������	��
��種，タテハチョウ科�������	
����種の

計���種が知られている　��丸山弘良コレクションには

その内セセリチョウ科�種，アゲハチョウ科�種，シ

ロチョウ科�種，シジミチョウ科��種，タテハチョウ

科��種の計��種が含まれる　��

セセリチョウ科　���������	�

チャマダラセセリ亜科　

�������	
��
�����������������������

��������	
�����	������������	
����

���������

�♀�������	��
��������	�������������������

�♂ �������	��
��������	������������������������	�
�

��������

セセリチョウ亜科　

�������	
���������������		������

�������	
����	��������	
�


������������

�♂�������	��
��������	�������������������

������������������	
�����������	
��

����������������

　�♂�������	��
��������	������������������

アゲハチョウ科　���������	�


アゲハチョウ亜科

�������	
����	��������������		���������

�������	
��������������	
�����

��������

�♀�������	��
��������	�������������������

��������	
��������������������	�
���������������

　�������	�
����


�♀�������	��
��������	�������������������

��������	
��
������������������	
�

　������������	�

�

�♂�������	���
������
��������
�����������

�♀�������	��
��������	���������������������������	
��

���������	
�

シロチョウ科　��������

モンキチョウ亜科

�������	
��	���������������������

�������	��
������
�������������	�
�������　

ウスキシロチョウ
図��　�丸山弘良氏と奥さまの潤子さん　��
�����������������	�
������	����������
����������	
����

図����ソロモン群島の地図　��
�����������������	
����������������



���　丸山弘良コレクション　ソロモン群島のチョウ

　�������������	�

�♀�������	��
��������	������������������

�♂�������	��
��������	�����������������������

�������	�
����������������	
����������

キチョウ

　������“��������”

�♀�������	��
��������	���������������������������	��

�♂�♀�������	
	�����������������������������

シロチョウ亜科

�������	
����������������������

�������	
��������������	
��������

　����������

�♂�������	��
��������	������������������

�♂�♀�������	��
��������	������������������������

���������	
�

シジミチョウ科　�������	��

ミドリシジミ亜科

�������	
����	���������������������

��������	��	
�����	
�����	��������	
�	

　����������������

�♀ �������	��
��������	������������������������	�
�

���������

��������	
����	
������������	
�	

　����������������

�♂�������	��
��������	������������������

ヒメシジミ亜科

�������	
��	
����������������������

���������	
����
�����������	�
��


　����������������

�♂�������	��
��������	�������������������

���������	
������
������������	�
��


　�������������

�♂�������	��
��������	�����������������������	�
�����

���

�������	���
����	���
������������	
�	����

　��������

�♂�������	���
��������������������������

�♀�������	���
���������

��������	��
������
��������������	
�	

　������������

�♂�������	��
��������	������������������

�������	
��
�������
�������������	
	

ウスアオオナガウラナミシジミ

　��������������	
�

�♀�������	���
������
���

�♂�������	��
��������	�������������������

�������	
���������������������	
���������������

オジロシジミ

　�������������	�

�♂�������	��
��������	������������������

���������	
��������
���������	
	

　������������	
����������

�♂�������	��
��������	������������������

�������	
��	���
����	
�������	
����������

　��������	
����

�♂ �������	��
��������	������������������������	�
�

��������

タテハチョウ科　�������	
��　　　

マダラチョウ亜科�������	
�����	�����	�����
������

��������	
�����	�����������������	
�����

　��������	
����

�♀�������	��
��������	������������������

����������	�	��
��		����������	
�����

　��������	�
����
��

�♂�������	��
��������	�������������������

�������	���
���
���	����������������	�
����������

�������	�
���	������������	����������������	��
���

�������	
�	��

�♂ �������	��
��������	������������������������	�
�

��������

�������	
���������	�����������������	�
���

　��������	�
����
��

�♂ �������	��
��������	��������������������������

��������	�
�����	���	

�♀�������	��
��������	������������������

ジャノメチョウ亜科

�������	
����
�������������	������

�������	�
��������
�������������	������������		������

　�������	�
����


�♂�������	��
��������	�����������������������	�
�����

���



��� 植村好延・久松正樹

�♀�������	��
��������	��������������������������

�♂�������	��
��������	�������������������

�������	�
������
������	��������	
�����

ヒメヒトツメジャノメ

　��������	
���

�♂�♀�������	���
������
���

�♂�♀�������	��
��������	������������������

��������	
����
	������	�������	�
�������

ウスイロコノマチョウ

　��������	�
�

�♀�������	���
�������
��

コムラサキ亜科　

�������	
�������������������	������

��������	
����
	����
�������	�
���

　　��������	
��

�♂ �������	��
��������	��������������������������

��������	�
�����	���	

�♀�������	��
��������	������������������

イチモンジチョウ亜科

�������	
����������������������

��������	
���������	
����������������	
�����

　��������	�
����
��

�♀�������	��
��������	�������������������

�♂ �������	��
��������	������������������������	�
�

��������

タテハチョウ亜科

�������	
��
���	�������������������

�������	��
	����		�������	�������	�
������

　�������	
��

�♀�������	��
��������	�������������������

�������	
��������
�������
�������	�
���

　��������	
���

�♀ �������	��
��������	������������������������	�
�

��������

�������	
�����	
�	���	
�������	�
�������

リュウキュウムラサキ

　�������	
���

�♀�������	���
�������
�

�♂�������	��
��������	�������������������

��������	
������
	��������	
�����

　��������	
��

�♂�������	��
��������	�������������������

��������	�

����	�

����������	�
�������

　���������	�
��	��	���������	��
��	��

�♀�������	���
������
���

�♂�������	��
��������	������������������

��������	
�������
����������	�
�������

イワサキタテハモドキ

　�������	
���

�♂�������	��
��������	�������������������

ドクチョウ亜科　

�������	
��	�����������������������

�������	�
����	����
�������	�
�����	�������

　�������

�♂�������	��
��������	������������������

�♂�♀�������	��
��������	������������������������

���������	
�

�������	
���������	�	����������	
�����

　��������	
��

�♂�������	��
��������	�������������������

マライタ島　���������	��
�

　面積約���������，最高地点海抜約�������．セセリ

チョウ科�種，アゲハチョウ科��種，シロチョウ科�

種，シジミチョウ科��種，タテハチョウ科��種の計

��種が知られている　��丸山弘良コレクションにはそ

の内セセリチョウ科�種，シロチョウ科�種，シジミ

チョウ科�種，タテハチョウ科�種の計�種が含まれ

ている　��わずか�日で，しかも����のみのごく短い滞

在であったので，成果もあげにくい採集行であったと

思われる　��

セセリチョウ科　���������	�

セセリチョウ亜科�������	
������		�������	

������

�������	
�	�	�	�	�	��������	
��

トガリチャバネセセリ

　��������	
����

�♀���������	���	�
���	

シロチョウ科　��������

モンキチョウ亜科�������	
���
	��	�������	���������

�������	�
����������������	
����������



���　丸山弘良コレクション　ソロモン群島のチョウ

キチョウ

　��������	�
�

�♂���������	���	�
���	

シジミチョウ科　�������	��

ヒメシジミ亜科

�������	
��	
����������������������

�������	
����	��������������	
����������

コシロウラナミシジミ

　��������

�♂���������	���	�
���	

タテハチョウ科　�������	
��　　　

ジャノメチョウ亜科

�������	
����
�������������	������

�������	�
������
������	��������	
�����

ヒメヒトツメジャノメ

　��������	
���

�♀���������	���	�
���	

イチモンジチョウ亜科

�������	
�������������������������

��������	
���������	
����������������	
�����

　��������	�
����
��

�♂���������	���	�
���	

引用文献

����������	�
��
	����������������������������	�
��	���	���

��������	
����������������������������������	��
�������

���������	�
�����	������
��������

（キーワード）:　チョウ，ガダルカナル島，マライタ島，ソロモン群島，丸山弘良��

（要　旨）

　植村好延・久松正樹 　丸山弘良コレクション　ソロモン群島のチョウ.　 茨城県自然博物館

研究報告　第 8号（2005）.　  pp. 115-119, pls. 1-2.

　丸山弘良氏より寄贈された標本のうち，ソロモン群島のガダルカナル島およびマライタ島

のチョウのリストを作成した　���科��種を報告する　��





図版と説明

（�図版）

��������	
�����	����	�

��������	




図版����������

������������	
�����	������������	
�♂���������	��
��������	�������������������

�����������	
��
�����������������♂���������	���
������
���

�����������	
��
�����������������♀���������	���
���������

����������	�
����������������	
������♂���������	
	�������������

����������	
��������������	
����♂���������	��
��������	�������������������

�����������	��	
�����	
�����	��������♀���������	��
��������	�������������������

������������	
����
�����������	
�♂���������	��
��������	�������������������

����������	���
����	���
������������♂���������	���
���������

（��������	
���������）



�������

g

b

c

d

e

f

a

h



図版����������

����������	
��	���
����	
�������	
������♂���������	��
��������	�������������������

����������	���
���
���	����������������	�
������♂���������	��
��������	�������������������

����������	
���������	�����������������	�♂���������	��
��������	�������������������

����������	�
��������
�������������	�����������♂���������	��
��������	������������������

�����������	
����
	����
�������	�♂���������	��
��������	�������������������

�����������	
���������	
����������������	
��♂���������	��
��������	�������������������

����������	
��������
�������
�������	�♀���������	��
��������	�������������������

����������	�
����	����
�������	�
�����	����♂���������	��
��������	������������������

（��������	
���������）



�������

g

b

c

d

e

f

a

h





茨城県自然博物館研究報告　��������	
	��　�������	����������	
��������� ���　

はじめに

　ミュージアムパーク茨城県自然博物館（以下当館と

いう）は，常設展示のみでは伝えきれないタイムリー

な話題を，楽しく分かりやすく来館者に提供するとと

もに，充実した博物館資料の収集を目指し，企画展の開

催を最も重要な博物館活動の一つに位置づけている��

各企画展では，その展示会を象徴する展示物（以下シ

ンボル展示という）を設置するのが構成上の通例と

なっている　� シンボル展示は，展示室中央の吹き抜け

部分に設置され，常設展示室�階の窓から覗く視覚的

な効果も考慮して構築されている　� 

　第��回企画展「時を超える生き物たち－生きてい

る化石のひみつ－」は，����年�月��日から�月��

日まで開催された　� この企画展では，現在の地球に生

息する動植物のうち，太古から絶滅することなく，ほ

とんど姿を変えずに生き残ってきた生物を，標本や生

体の展示を通して紹介した（ミュージアムパーク茨城

県自然博物館，����）　� 

　この企画展のシンボル展示として設置されたのがメ

タセコイアである　� このメタセコイアは，茨城大学の

構内に植栽されていたものであり，それを伐採，加工

して展示した　� その巨体は，企画展示室内で「生きて

いる化石」と呼ばれる生物群のシンボルとして，存在

感をアピールした　� このメタセコイアは，その後，常

設展示へ移設された（図�）　� 本文は，これらの経緯

を詳しく報告するものである　� 

シンボル展示が決定するまで

1.　シンボル展示案

　第��回企画展「時を超える生き物たち」では，シー

新シンボル展示メタセコイア

太田俊彦�＊・滝本秀夫�＊・小幡和男�＊

（����年�月��日受理）
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ラカンスの剥製，オウムガイやカブトガニの生体展示，

大型の木生シダ植物などの展示が計画されていた　� そ

の中で，当初シンボル展示として候補に挙がっていた

のは，シーラカンスであった　� しかし，展示予定の

シーラカンスの剥製は実物標本とはいっても体長が�

���程度しかないこともあり，その効果的な展示方法

については未解決であった　� 

2.　メタセコイアがシンボル展示に

　メタセコイアがシンボル展示候補に挙がったのは，

����年�月��日の当館の調査研究に関する助言者会

議において，茨城大学教授の田切美智雄氏の「茨城大

学理学部棟脇のメタセコイア（図�）が校舎増築のた

めに伐採される予定である　� 企画展で利用できない

か」という提案からであった　� 

　メタセコイアは，スギ科の落葉針葉樹である　� 雌雄

同株で，雌花は発芽して��年以内に咲くが，雄花がつ

くには��年以上かかる　� たいへん成長が早く，種子

をまいてから�年で���ほどの高さになり，��数年後

には高木になる　� 自生地でも，樹齢は最大���年であ

ることから，�，���年以上生き続けるスギに比べると，

寿命は短いと考えられる（百原，������）　� メタセコイ

ア属が出現したのは白亜紀の後期（約�億年前）で，

恐竜が繁栄していた時代のことと考えられている　� メ

タセコイアという名前は，京都大学の三木　茂博士が

化石標本からセコイア属と分けて新しい属名として，

����年に命名したものである　� 現生種はないものと

考えられていたが，����年に中国で現生のものが報告

されたことから，「生きている化石」として話題になっ

た植物である（三木，����）　� 

　利用を提案されたメタセコイアは，茨城大学名誉教

授の鈴木昌友氏が植えたものとのことであり，直接，

鈴木氏に確認したところ，「����年に大阪で学会が

あった際，メタセコイアの命名者である三木　茂博士

本人から苗木を購入し，植えたものである」というこ

とが明らかになった　� メタセコイアの苗木が最初に日

本に入ってきたのが����年であるので（百原，�����

�），このメタセコイアは国内でも初期のものと考えら

れる　� 

　このメタセコイアは，その由来がはっきりしている

ことから，博物館の展示としてふさわしいものである

と考えた　� そして，このメタセコイアを企画展のシン

ボル展示とすること，企画展終了後は常設展示へと移

設することを想定し，事前調査および茨城大学との交

図����常設展示されたメタセコイア．
�����������������	
������	���	�	
�����������	
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��
����

�������	
�����

図����伐採直前の茨城大学のメタセコイア．
�����������������	
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�����������	
�����������
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�



���　新シンボル展示メタセコイア

渉を行った　� 

メタセコイア展示作業

1.　事前調査（平成 2002年 3月 7日）

　著者である太田，滝本，小幡の�名は，水戸市文京に

ある茨城大学に赴き，メタセコイアの状況について事

前調査を行った　� 当該メタセコイアは，胸高部分の幹

周りは������，根際部分の幹周りは������であった�

同時に植えられたもう�本のメタセコイアは����年

�月に伐採されており，根と幹の一部が当該メタセコ

イアの付近に置いてあった　� 根際に近いと思われる幹

の年輪はちょうど��年であった（当館ではこの個体の

年輪標本も収蔵している）　� 

　当該メタセコイアの伐採は，茨城大学との検討の結

果，�月��日に実施することになった　� 伐採の作業

は，坂東市の（有）中山造園土木にお願いした　� 

1.　伐採

　作業�日目（平成��年�月��日）

　まず，幹を地上�����と������のところで水平に切

り，幹を降ろしながら枝を切り落とす作業から始めた���

一つ一つの枝がどこに付いていたかを照合できるよう

に，切った枝と幹部分に同じ番号を記した　� 枝は，傷

が付かないようにクレーンを使って幹を宙吊りにしな

がら切り落とした（図�）�　� 

　大きな枝を切り落とした後，幹を約���ごとに切断

した　� この作業は順調に進んだが，地中部分を掘り起

こす作業にかなりの時間を要し，作業日程の延長を余

儀なくされた　� 

図����クレーンを使って枝を切り落とす作業．
����������������	�

����	����������
�����

図����根切りのようす．
����������������	�

����	��������
�

図����メタセコイアの幹部分を倒しにかかる．
����������������	�

�������������������	
������	���	�	
����

図����メタセコイアをトラックに積載する．
����������������	�

�������������������	
������	���	�	
����
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��� 太田俊彦・滝本秀夫・小幡和男

　作業�日目～�日目（平成����年�月�日～�日）

　�日目の作業は，��日後の�月�日であった　� 前回

の作業の続きである根切り作業を行いながら，地上部

分をトラックで引いたが，幹は動かず，さらに根切り

作業を続けることとなった　� 

　作業�日目（平成��年�月�日）

　根切り作業も進み，ユンボウで引いて幹部分が倒れ

たので，幹部分をトラックに積み込み，当館に運搬し

た　� 

　�日で終えるはずの作業は，根切り作業が予想以上

に難航し，延べ�日間を要することとなった　� 

2．　加工

　製作にあたっては，実物のままでは重量に床が耐え

きれないため，軽量化することが大きな課題であった�

　当初は，幹の内部をくり抜くことによって軽量化す

る計画であったが，この方法では，�段目までの���

分の重量は，約�����から�����へと約半分にしかなら

ない　� 設置場所の床の耐荷重が���������であり，安

全性を考えると，加工後の総重量を�����未満におさえ

る必要があったため，方法の再検討を行った　� 

　その結果，最初に樹皮を全て剥がしたうえで型取り

をし，そこから���製の幹をつくって組み立てる方法

をとった　� これにより，幹部分の重量は������，枝を

付けて������にまで軽量化できる見通しが立った　� 

メタセコイアは，�月�日，（株）西尾製作所が持ち帰

り，展示のための加工作業にとりかかった　� 

　作業過程は次の通りである　� 

（�）幹部分の樹皮を剥がす　� 

（�）幹部分に���樹脂を塗り，雌型を作る　� 

（�）雌型に剥離剤を塗り，そこに���樹脂を塗って幹

を製作する　� 

（�）幹に樹皮を貼り付ける　� 

（�）幹を組み合わせ，枝を付ける　� 

（�）接合部分が分からないように補修する　� 

　枝は実物をそのまま使い，幹部分に取り付けた　� 幹

と枝の接合部には，鉄製のパイプを入れることによっ

てその強度を確保した　� 葉は，���，塩化ビニルなど

の合成樹脂を素材としたレプリカを植え込んだ　� 

　�月��日から企画展示室での設置作業を開始し，�

月�日に完成した　� メタセコイアの高さは，設置場所

の天井までの高さ（�．���）の関係もあって，台座

�����を含めて����の高さにして企画展のシンボル展

示とした�　 地上�����，�����，�����の年輪標本も展示

図����企画展のシンボル展示．
�����������������	
���	����������	�����	�	���������	

図�������樹脂製の雌型．
����������������	�
����������������
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し，それぞれ幹の高さに対応できるよう示した��

常設展示への移設

　当館常設展示の大型のシンボル展示には，ヌオエロ

サウルスと松花江マンモスがある　� しかし，どちらの

資料も茨城県産のものではない　� そこで，何か茨城県

に関わりのある大型資料を展示したいという考えは以

前からあった　� そして，このメタセコイアは，茨城大

学に植裁されていたものであり，ヌオエロサウルスと

同じ場所に展示することは，両者の生きていた時代を

考えても意義のあることであり，企画展終了後に新し

い大型シンボル展示として，ヌオエロサウルスのある

恐竜ホールに移設しようと考えた　� 

　常設展示への移設作業は，企画展終了後の��月�

日から始めた　� 恐竜ホールでの作業は，��月�日から

行い，来館者の安全を確保するために安全ネットとベ

ルトリールパーテーションを使用した　� 危険度の高い

作業については，当館閉館後の��時以降に行った�

　��月��日に常設展示への移設が終了した　� 設置場

所の天井までの高さは，企画展示室での設置場所より

も高く�������あるため，幹部分は企画展のときより

も���分追加して������の高さにして展示した　� 

　さらに，����年�月には，年輪標本四つを常設展示

に追加した（図�）　� 年輪標本は，地上�����，�����，

�����，������の�カ所を厚さ�����に切ったもので，

設置したメタセコイアに近いコンクリート柱に固定し

た　� 年輪標本の高さは，それぞれの年輪を切り取った

高さとした　� 

展示した個体に関するデータ

　伐採した各部を計測した結果，いくつかのことが明

図����柱に固定された年輪．
����������������	
����
�
�
�����������	��
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表����メタセコイアの高さと樹齢．
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図�����伐採したメタセコイアの成長曲線．
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らかとなった　� まず，このメタセコイアの樹高は�

�������，重さは伐採時の地上部分の生重で約����で

あった　� そして，根際部分の年輪を測定した結果，樹

齢は��年であり，さらに各部の年輪からこの木の成

長速度も明らかになった（表�および図��）　� 測定し

た各部の年輪標本は，当館に展示および収蔵している��

その他の利用

　展示に使用しなかった枝，幹，地中の各部分は，伐

採後当館野外や倉庫に保管しておいた　� 枝の部分は，

厚さ����の輪切りにし，当館シンボルマークの焼き

印を押して，企画展協力者へ記念品のコースターとし

て配布した（図��）　� 幹と地中部分は，����年��月��

日の当館��周年記念品として，マンモスの形に加工

して配布した（図��）　� 側面には��周年マークと当館

のシンボルマークをレーザーにて焼き付けた　� 

おわりに

　現在このメタセコイアは，植物食恐竜のヌオエロサ

ウルスとともに，当館のシンボル展示として設置され

ている　� そのスケールの大きな展示は，来館者の目を

引き，大型植物食恐竜がメタセコイアの葉を食べてい

たのを想像させるとのコメントまで寄せられている　� 

　今回この展示をすることができたのも，当館の企画

展のテーマと，このメタセコイアの伐採しなければな

らない時期がちょうど合ったこと，そしてその情報を

タイムリーに提供して頂いたことなど，たいへん幸運

なことが重なってのことであった　� 

　企画展のシンボル展示は，その大きさもあって，再

利用されることは非常に少ない　� その中で，今回のよ

うにメインの展示物として常設展示へと移設すること

ができたことは，担当者としての大きな喜びであり，

今後もこのようなケースが多く出ることを願ってやま

ない　� 
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（要　旨）

　太田俊彦・滝本秀夫・小幡和男．　 新シンボル展示メタセコイア．　 茨城県自然博物館研究報

告　第 8号（2005）．　 pp.127-133.

　茨城大学の関係者より，校舎増築に伴い，茨城大学構内のメタセコイアを伐採する予定が

あるとの情報が寄せられた　� 当館では，企画展のシンボルとして利用すべく茨城大学に許可

を得て延べ�日にわたる伐採作業を行った　� 伐採されたメタセコイアは，その名付け親であ

る三木　茂博士から茨城大学名誉教授の鈴木昌友氏が直接購入したもので，樹齢��年，高さ

約����，重さ約����というものであった　� 軽量化された標本は企画展のシンボル展示として

使用された後，常設展のシンボルとして恐竜ホールに移設され現在に至っている　� 

（キーワード）:　メタセコイア，シンボル展示，生きている化石　� 





茨城県自然博物館研究報告　��������	
	��　�������	����������	
�	������	� ���　

はじめに

　本報告は，����年�月��日から��月��日まで開

催された「開館��周年記念　恐竜たちの足音が聞こ

える－中国　そして日本－」展の開催の経緯，展示内

容，特別企画展関連イベント，アンケート結果などを

記録として保存するためここに掲載するものである　� 

　ミュージアムパーク茨城県自然博物館では，����年

��月��日に開館��周年を迎えることから，これを記

念して����年に当館として初めて国際姉妹館締結を

行った中華人民共和国内蒙古自治区博物館と共同で，

開館��周年記念「恐竜たちの足音が聞こえる－中国�

そして日本－」展（ミュージアムパーク茨城県自然博

物館，������，�）を開催した　� 

　当館の企画展としては��回目，海外の博物館との

協力展としては�回目の開催である　� 

計画の策定

　茨城県自然博物館の企画展にあたっては，通常は開

催�年前までに長期計画を策定し，�年前から準備を

行っているが，　今回の企画展は，開館��周年とい

う，博物館として大きな節目の時期に開催する特別企

画展となるため，����年度には方向性を定める必要が

あった　� 海外の博物館との協力展を想定していたた

め，当館で国際姉妹館締結を行っている中華人民共和

国内蒙古自治区博物館とアメリカ合衆国ロサンゼルス

郡立自然史博物館の中から共同開催を行う相手先を選

定し，特別企画展開催計画を策定することとなり，最

初に国際姉妹館締結を行った内蒙古自治区博物館と協

議することとなった　� 

　����年�月，内蒙古自治区人民政府のボインデルゲ

ル副主席，邵清隆内蒙古自治区博物館長らがアメリカ

開館��周年記念「恐竜たちの足音が聞こえる－中国　そして日本－」展の
開催の記録

国府田良樹�＊・小池　渉�＊・村田太郎�＊・宮崎淳司�＊

（����年�月��日受理）
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合衆国への渡航途中のトランジットのため，成田に宿

泊する旨の連絡が届いた　� そこで，急遽中川志郎館長

との会談が行われ，その中で特別企画展開催について

打診したところ，両者から快諾を得た　� 

　����年�月，内蒙古自治区博物館との事前協議が

整ったため，川俣勝慶茨城県教育委員会教育長を団長

とする茨城県訪中団�名が内蒙古自治区を訪問し，内

蒙古自治区文化庁と茨城県教育委員会の間で，特別企

画展開催についての基本的な合意となる意向書を締結

した　� また，内蒙古自治区博物館の収蔵資料調査や大

水溝（アラシャ盟），チャブスム（イクジョ盟）恐竜発

掘地において現地調査を実施した　� 

　����年�月，押野　浩副館長を団長とする茨城県自

然博物館訪中団�名が内蒙古自治区を訪問し，特別企

画展において，現在の内蒙古自治区の豊かな自然を紹

介するため，両館共同での植生調査を実施することに

同意し，協議書を締結した　� また，バインマンドフ（バ

インノール盟），寧城（赤峰市）の恐竜発掘地調査を実

施した　� 

　����年�月，チャブスムにおいて恐竜足跡化石を再

調査するとともに，特別企画展でこの足跡化石レプリ

カを展示するためにシリコン樹脂での型取りを実施し

た　� またハダムング（包頭市）で太古代変成岩につい

て調査した　� 一方，植物調査は，バインシル（シリン

ゴル盟）で草荀草原，典型草原および湿地帯の植物，

エレンホト（シリンゴル盟）で荒漠草原および塩池の

植物について実施した　� 

　����年�月，中川志郎館長を団長とする茨城県自然

博物館訪中団が内蒙古自治区を訪問し，内蒙古自治区

博物館と特別企画展開催の詳細について定めた協議書

を締結した（図�）�　� また，内蒙古自治区博物館と展示

計画，資料輸送および展示解説書執筆について最終確

認を実施した　� 

展示資料調査および現地調査

1．内蒙古自治区での調査

　茨城県自然博物館では，内蒙古自治区での調査とし

て，内蒙古自治区博物館での化石資料調査と現地調査

を実施した　� 

　内蒙古自治区博物館での化石資料調査は，����年度

から����年度までの�カ年間で�回実施した　� 茨城

県自然博物館では，����年度に第�回企画展「絶滅動

物からのメッセージ」展を内蒙古自治区博物館と共同

開催した（ミュージアムパーク茨城県自然博物館，

����）が，それ以降に内蒙古自治区博物館で新たに収

蔵した資料の調査を中心に資料リストの作成および計

測等を実施した　� 内蒙古自治区博物館は，カナダ，モ

ンゴル，ベルギーなどの調査隊と共同発掘調査を行っ

ており，新種の恐竜化石，ボーンベッドの発見など大

きな成果を挙げている　� その中でも����年から����

年まで実施されたベルギー王立科学アカデミーとの共

同発掘調査によって発見された恐竜類化石資料は日本

国内では未公開であり，今回の特別企画展で初めて展

示すべく，収蔵資料の調査を行った　� この中には，エ

レンホト（シリンゴル盟）から産出したボーンベッド

産状標本，バインマンドフから産出したピナコサウル

ス，プロトケラトプス，カメ類などが含まれていた　� 

なお，����年�月には，ウラド後旗（バインノール盟）

でほぼ�体分のイグアノドン類が発見され，内蒙古自

治区博物館自然部スタッフによるクリーニング作業，

レプリカ製作作業により全身骨格レプリカが����年

�月の日本への輸送資料に加えられた　� 

　現地調査については，化石調査，変成岩調査および

植物調査を実施した　� 化石調査は，アラシャ盟大水溝

（白亜紀前期）での恐竜類（図�），イクジョ盟チャブ

スム（白亜紀前期）（図�）での恐竜足跡化石，バイン

ノール盟バインマンドフ（白亜紀後期）（図�）での恐

竜類，赤峰市寧城（ジュラ紀末期～白亜紀初期）での

恐竜類，鳥類，両生類，爬虫類，昆虫類，植物化石調

査を実施した　� 調査は，化石産出地の立地条件，産出

状態，動植物の生態などの映像記録撮影を中心に実施

した　� また，チャブスムでは，�体の獣脚類が歩行し

図����協議書締結式の状況　� 
�������������������	
�
���	������
���������
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た��個の足跡化石について，�����×����の範囲で

シリコン樹脂による型取り作業を実施した　� 加えて，

太古代の変成岩類調査を包頭市北部のハダムングで実

施した　� 

　����年�月に実施した植物調査では，シリンゴル盟

バインシル牧場の草荀草原や典型草原，シリン河の湿

地帯（図�），エレンホト市郊外の荒漠草原や塩池周辺

で生育種の記録および�葉標本の作製などを行った　� 

2．中国科学院，中国地質科学院での調査

　北京市の中国科学院および中国地質科学院では，内

蒙古自治区から発見された化石資料の中で，特に重要

な標本を収蔵している　� これらの標本は，特別企画展

のシナリオ構築に重要な位置付けをもつものものとし

て資料借用を検討するため，����年と����年に両院

で資料の調査を実施した　� 調査した標本は，テリジノ

サウルス類のアラシャサウルス，内蒙古竜（図�）な

どの全身骨格や有胎盤類として世界最古の標本とされ

ている熱河層群産のエオマイア，毛状組織をもった翼

竜類の寧城熱河翼竜などである　� 

3．日本国内での調査

　日本国内では，��の道県から恐竜化石が発見されて

おり，それら恐竜化石の展示を可能な限り実現するた

め資料調査を実施した　� 北海道から熊本県までの各地

域から発見された恐竜化石の収蔵先を調査し，借用交

渉により，特別企画展において��道県から発見され

た資料の展示が可能となった　� 特別企画展開催会期中

に新たに兵庫県からイグアノドン類化石が発見され

��道県となった　� 戦前，当時日本領であったサハリン

開館��周年記念「恐竜たちの足音が聞こえる－中国　そして日本－」展の開催の記録

図����イクジョ盟チャブスムでの恐竜足跡化石調査状況��
���������������	
��	������	��������������	��������	�
���

�������	
������

図����シリンゴル盟シリン河での植物調査状況　� 
���������������	
��	������������������	�	�������	�
�������

�������

図����アラシャ盟大水溝での恐竜化石調査状況　� 
���������������	
��	������	����������	����������	�
	���������

�������

図����バインノール盟バインマンドフでの恐竜化石調査
状況　� 
���������������	
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から発見されたニッポノサウルスについては，タイプ

標本を展示できた（図�）�　� 

4．環太平洋博物館ネットワークに関する調査

　茨城県自然博物館では，今後の環太平洋地域の自然

史系博物館の国際化と協力体制の確立によるネット

ワーク構想を策定した　� そして，その概要や主要博物

館について紹介する特別企画展（第�部）を構築する

こととした　� 

　この特別企画展（第�部）構築のため，茨城県自然

博物館では，����年��月�日～��月�日にロサンゼ

ルス郡立自然史博物館（アメリカ合衆国）において，

����年��月��日～��月��日にはテパパ　トンガ

レワ国立博物館（ニュージーランド）において，それ

ぞれ特別企画展（第�部）の展示協力を依頼し，借用

する資料についての協議や資料調査を実施した　� 

展示資料の国際輸送

　ミュージアムパーク茨城県自然博物館では，特別企

画展の開催に際し，第�部の主要展示資料を内蒙古自

治区博物館，中国科学院，第�部の「環太平洋博物館

ネットワーク」の展示資料として，内蒙古自治区博物

館，ロサンゼルス郡立自然史博物館，テパパ　トンガ

レワ国立博物館の海外�施設より資料を借用し，公開

した．ここでは，各国から日本への資料の国際往復輸

送について概要を記すこととする．

1.  内蒙古自治区博物館（Inner Mongolia Museum，中

華人民共和国内蒙古自治区フフホト市）

　茨城県自然博物館では，内蒙古自治区博物館から恐

竜類などの化石資料��組，岩石資料�組，歴史文物資

料��組の計���組の資料を借用し，特別企画展開催

期間の前後に内蒙古自治区－茨城県間を往復国際輸送

した��輸送業務はヤマトロジスティクス株式会社（往路

輸送時は社名変更前であったため，ヤマトグローバル

フレイト株式会社）が担当した．

　内蒙古自治区博物館では，輸送資料を��箱のク

レート内に梱包・封印し，��フィートコンテナ�個に

積載の後，フフホト－天津新港間をトラック輸送し

た．天津新港では，コンテナ内のクレートを保税倉庫

内に移動し，内蒙古自治区博物館，茨城県自然博物館，

中国側輸送業者および日本側輸送業者が立ち会いのも

とで全クレートを開封して，陸上輸送による標本の破

損状況を確認した（図�）�　� 大きな破損を受けている標

本を�点（キロテリウム頭骨化石，その場で石膏によ

り補修），小破損を��点確認し，応急処理の後に再封図����内蒙古竜全身骨格複製標本　� 
����������������	
	������	��	�	
��������������	
���	�

図����ニッポノサウルスの展示状況　� 
����������������	�
�������������	
	��

図�����天津新港での立会検査の状況　� 
���������������	
��	��������
������������	��������	
�
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印され，茨城県自然博物館に引き渡しされた　� 天津新

港からは輸送コンテナ船により東京港に海上輸送さ

れ，東京港から茨城県自然博物館まで再びトラック輸

送された　� なお，茨城県自然博物館に於いて再び茨城

県自然博物館，内蒙古自治区博物館（展示設営団），ヤ

マトロジスティクス株式会社の�者が立会いのもと

で，クレート開封と税関検査が行われた　� 

　なお，特別企画展の会期終了後には，内蒙古自治区

博物館（展示撤去団）の立会いのもと，燻蒸済みのク

レートへの梱包・封印作業を実施し，通関の後に往路

と同様のルートで天津新港へ海上輸送した．天津新港

では，双方立会いのもとで開封し，資料を検査し，内

蒙古自治区博物館側へ引き渡しをした．

2．  中国科学院国際学術交流センター（The Center for 

International Scientific Exchanges, Chinese Acad-

emy of Sciences，中華人民共和国北京市）

　中国科学院および中国地質科学院は，内蒙古自治区

を含めた中国全土の古生物資料を所蔵しており，内蒙

古自治区の恐竜等を紹介する上で核となる標本を所蔵

している．そこで，中国科学院国際学術交流センター

を窓口として，アラシャサウルス（レプリカ），アーケ

オケラトプス（レプリカ），内蒙古竜（レプリカ），世

界最古の有胎盤類標本であるエオマイア（実物），卵殻

の中の幼体を伴う水生爬虫類（実物），毛状組織を有す

る翼竜（実物）の�点を借用し，展示公開した　� 

　この標本は�個のクレート内に梱包し，輸送業務を

担当したヤマトロジスティクス株式会社により北京国

際空港から航空貨物による輸送を実施した　� 

3.  ロサンゼルス郡立自然史博物館（Natural History 

Museum of Los Angeles County，アメリカ合衆国

カリフォルニア州ロサンゼルス市）

　ロサンゼルス郡立自然史博物館はミュージアムパー

ク茨城県自然博物館の国際姉妹館であり，親密な交流

を継続してきたことから，特別企画展第�部の「環太

平洋博物館ネットワーク」の�館として展示コーナー

を設置することとなった　� そして，その展示資料の一

部としてバイソン頭骨，アメリカライオン頭骨など��

点を借用し，航空貨物輸送により運搬した　� 資料は�

個のクレート内に梱包され，輸送業務はヤマトロジス

ティクス株式会社が担当した　� 

　なお，カリフォルニアの先住民の生活を学ぶキット

については，別途に航空貨物輸送により�月に茨城県

自然博物館に到着した後に展示公開された（このキッ

トは開館��周年記念品として茨城県自然博物館に贈

呈された）�　� 

4.  テパパ　トンガレワ国立博物館（Museum of New 

Zealand Te Papa Tongarewa，ニュージーランド・

ウェリントン市）

　テパパ　トンガレワ国立博物館はミュージアムパー

ク茨城県自然博物館と学芸員レベルでの交流を経てき

た総合博物館であり，南太平洋地域において環太平洋

自然史博物館ネットワークの一端を担う博物館として

今後の国際的な相互交流をめざしている．そこで，特

別企画展第�部において展示コーナーを設置すること

となり，その展示資料の一部として，キウイ剥製やア

ホウドリ剥製など��点の標本を借用し，ウェリント

ンよりオークランドを経由して航空貨物輸送により運

搬した　� 輸送業務は澁澤倉庫株式会社が担当し，�個

のクレート内に梱包して輸送された　� 

特別企画展のタイトルおよび各種印刷物について

1.  特別企画展のタイトル

　開館��周年記念特別企画展のタイトルの決定にあ

たっては，特別企画展の内容を的確に表現できること

はもちろん，特別企画展の中心的な展示物の一つであ

る恐竜の足跡化石や，それから連想することのできる

躍動感ある恐竜の足音，内蒙古自治区博物館との共同

開催をイメージできることを目標として検討した　� 

　日本語タイトルは，特別企画展に携わるスタッフが

考案した��の候補の中から，本特別企画展のタイト

ルとしてふさわしいもの数点に絞り，さらに共同主催

者である内蒙古自治区博物館の意見を参考に修正を加

え，最終的に「恐竜たちの足音が聞こえる－中国　そ

して日本－」に決定した　� また，第�部のタイトルは，

茨城県自然博物館の国際姉妹館である内蒙古自治区博

物館とロサンゼルス郡立自然史博物館，茨城県自然博

物館と友好関係にあるニュージーランド・テパパ　ト

ンガレワ国立博物館に茨城県自然博物館を加えた環太

平洋博物館ネットワーク構想と，茨城県自然博物館の

��年間の活動と将来構想を紹介する展示に合わせて

「環太平洋博物館ネットワークと茨城県自然博物館の

あゆみ」とした　� なお，英文タイトルについては菊池

開館��周年記念「恐竜たちの足音が聞こえる－中国　そして日本－」展の開催の記録
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薫氏に作成を依頼し，提案された�案の中の一つに修

正を加え，「���������	�
	�
��	
�	���
����	－�������	
��

���������－」と決定した　� 

2.  ポスター

　ポスターは，一般来館者向け広報の中心的な存在と

なるものである　� ����年度の来館者アンケートの結

果によれば，����％の来館者が来館前に特別企画展の

開催について知っていると回答し，その情報源につい

てはポスターと回答した来館者の割合が����％と最も

多くなっている（ミュージアムパーク茨城県自然博物

館，�����）�　� 

　ポスターのデザインは，特別企画展のイメージをビ

ジュアルに表現し，かつインパクトを有する必要があ

るため，����年�月に当館調査隊が内蒙古自治区の

チャブスムで撮影した，原野の中に続く獣脚類の足跡

化石の写真をデザインの中心に据えて検討することと

なり，特別企画展に関する出版物などの印刷を担当す

る株式会社イセブによりデザイン案が提案された　� 

　デザイン検討の際には，足跡化石の写真と内蒙古の

草原の風景写真を組み合わせたデザイン案と，足跡化

石と内蒙古自治区博物館から借用する体長約����の

イグアノドン類頭骨の写真を組み合わせたデザイン案

を合わせて数パターン作成し，デザイナーによるプレ

ゼンテーションおよびスタッフによる意見交換，デザ

インの修正検討を繰り返し行い（図�），足跡と頭骨を

組み合わせたデザインを採用することになった　� ま

た，特別企画展の会期が長期にわたることから，会期

前および会期前半の広報には黒をベースカラーにした

もの，会期後半の広報には赤をベースカラーにしたも

のを採用することとした（図��）�　� 

　また，これらのポスター上部に小島良平氏のデザイ

ンによる開館��周年記念のシンボルマークを入れる

ことで，開館��周年記念特別企画展であることを強

く印象づけるポスターが完成し，計�����枚のポス

ターは県内外に配布，掲示された　� 

3.  パンフレット

　茨城県自然博物館では，パンフレットの表面はポス

ターのデザインを使用することを内規で定めている　� 

裏面は，イグアノドン類など特別企画展での主要な展

示資料の写真，内蒙古自治区博物館，中国地質科学院，

福井県立恐竜博物館の提供による獣脚類，鳥脚類など

の恐竜類やシリンゴル草原の写真を併せて使用し，展

示全体のイメージが伝えられるものとした　� また，内

蒙古自治区博物館や中国地質科学院から借用し，日本

初公開となる展示資料については強調した表示にする

などの工夫を加え，特別企画展の魅力を最大限に表現

するものを目指した　� 

4.  展示解説書

　展示解説書は，展示に合わせて�部構成（別冊）と

した（ミュージアムパーク茨城県自然博物館，�����，

�）�　� 第�部は��ページ，第�部は��ページのフルカ

図����当初のポスター案　� （�）�����案，（�）�����案，（�）�����案　� 
�����������������	���
����
��	���	���������������	�
����������	�������������	���

（�）� （�）� （�）�
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ラー印刷である　� 第�部の展示解説書は，茨城県自然

博物館と内蒙古自治区博物館のスタッフの共同執筆に

よるもので，見出し，写真キャプション，本文の一部

は英語と中国語訳を併記した　� 

オープニング記念イベント

　特別企画展の開幕に際して，共同開催者である内蒙

古自治区より劉兆和副庁長（内蒙古自治区文化庁）な

どの開幕式代表団�名を迎え，����年�月��日（土）

にオープニング記念イベントを�部構成で開催した��

1.  オープニングセレモニー（第 1部）

　オープニングセレモニーは，企画展の完成やその経

緯などについて報告する場として，茨城県自然博物館

映像ホールで開催した　� このセレモニーには，来賓と

して趙宝智公使参事官（中華人民共和国駐日本国大使

館）などを招待したほか，展示協力者や当館の運営協

力者など約���名が出席した　� 

　セレモニーは，主催者挨拶，企画展開催に至る経過

報告，来賓による祝辞，内蒙古自治区文化庁と茨城県

の記念品交換，協力者紹介と続いた　� なお，記念品交

換では，内蒙古自治区博物館からバインマンドフ（バ

インノール盟）産のプロトケラトプス全身骨格（複製）

が，茨城県自然博物館から茨城県内の成田層（更新世

後期）産の貝類化石標本セットがそれぞれ贈呈された��

2.  内覧会（第 2部）

　内覧会は，企画展の一般公開に先立ち，完成した展

示を招待者に紹介するものであり，会場を企画展示室

前に移して開催した．恐竜ホールでの直径�����のく

す玉割り（図��）に続き，企画展示室において展示の

設営を担当した茨城県自然博物館スタッフにより，内

覧会参加者への展示解説が実施された　� 

3.  記念コンサート（第 3部）

開館��周年記念「恐竜たちの足音が聞こえる－中国　そして日本－」展の開催の記録

図�����完成した特別企画展ポスター　� （�）����黒をベース
カラーにしたポスター，（�）����赤をベースカラーにし
たポスター　� 
�������	����������	
������������������	
�������������	
������

�������	
����������������������������������	�
����	���

�������	
��

図�����くす玉割の状況　� 
����������������	
��������������������������
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　記念コンサート「中日文化交流の調べ－馬頭琴　そ

して神田囃子－」は，特別企画展の日中共同開催を記

念し，日中間の文化交流を図る機会とするもので，映

像ホールで開催した　� 

　この特別企画展開催のため内蒙古自治区での調査を

担当した茨城県自然博物館スタッフによる，内蒙古自

治区の自然と人々の生活などについての講演の後，地

元岩井市（現：坂東市）に伝わる郷土芸能として，大

谷口囃子連による神田囃子が上演された　� 続いて，日

本に在住する内蒙古自治区出身者による内蒙古自治区

の民俗音楽の演奏，歌，踊りが披露され，国際色豊か

なコンサートとなった　� 

開館 10周年記念企画展の概要

　開館��周年は博物館にとって一つの大きな節目で

あり，今後の博物館活動の方向性を再検討する転機と

もなる，重要な時期である　� そこで，茨城県自然博物

館では，開館��周年を記念して開催する企画展を以

下のとおり�部構成として構築した　� 

　第�部「ゴビ砂漠の恐竜－さまざまな環境に生きて

いた動物たち－」は，内蒙古自治区との共同により展

示構築したコーナーで，内蒙古自治区博物館から借用

した恐竜類化石を中心として展開した．第�部では，

海外姉妹館・友好館である内蒙古自治区博物館，ロサ

ンゼルス郡立自然史博物館，テパパ　トンガレワ国立

博物館の協力を得て，茨城県自然博物館を含めた環太

平洋自然史博物館ネットワーク構想や当館の将来構想

を示した“進化基本計画”などを紹介した　� 

　当特別企画展の会期中には�������人が来館し，概

ね好評を得た　� 

　ここでは，その展示の概要について記述する　� 

1.  特別企画展の概要

（1）企画展の名称

　開館��周年記念　恐竜たちの足音が聞こえる－中

国　そして日本－

（中国名����建���周年��　听到恐�的脚�声　－中

国�及日本－，英名���������	�	
��������������	������－

�������	
���
�����
�－）

（2）主催

　ミュージアムパーク茨城県自然博物館，内蒙古自治

区博物館

（3）共催

　ＮＨＫ水戸放送局

（4）後援

　外務省，中華人民共和国駐日本国大使館，ミュージ

アムパーク茨城県自然博物館友の会

（5）会期

　����年�月��日（土）～��月��日（日）

（6）展示面積

　������（恐竜ホールでの導入部を除く）

（7）展示基本設計・実施設計および展示工事

　展示基本設計・実施設計����株式会社ビコーズ，展示

工事����中村展設株式会社

（8）会期内の入館者数

　�������人（�日平均�����人）

2.  展示シナリオ

（1）第 1部　ゴビ砂漠の恐竜－さまざまな環境に生き

ていた動物たち－

����ゴビ砂漠の世界へようこそ�

　企画展示室外に既設のヌオエロサウルス全身骨格

（レプリカ）と実物化石（肩甲骨，上腕骨，大腿骨），

バナーの復元図とを組み合わせて特別企画展の導入と

した　� 企画展示室入り口では，獣脚類の連続足跡化石

に照明・音響効果による動きを加え，来館者を白亜紀

の世界へと導いた　� 

○主要展示資料����ヌオエロサウルス肩甲骨，上腕骨，

大腿骨（実物），獣脚類連続足跡化石（レプリカ）

����内蒙古の夜明け

　内蒙古自治区での太古代変成岩調査などに基づき，

太古代～古生代末期の内蒙古自治区の変遷史を，変成

岩や化石標本をもとに紹介した　� 

○主要展示資料����角閃石片麻岩，ミグマタイト，グラ

ニュライト（太古代），ストロマトライト（原生代），

三葉虫，原古杯類，直角石（オルドビス紀）など

����ゴビ砂漠の恐竜時代

ア　� 砂漠に埋もれていった恐竜－恐竜パレード－

　内蒙古自治区で����年に発見・発掘されたイグア

ノドン類化石を中心に（図��）白亜紀後期に内蒙古

地域で生息していた恐竜類の全身骨格などを展示

し，その威容と多様さを紹介した　� 

○主要展示資料����イグアノドン類（レプリカ，実物），
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バクトロサウルス（レプリカ），ピナコサウルス（実

物），プロトケラトプス（レプリカ）など

※イグアノドン類は，当初はハドロサウルス類とさ

れていたが，����年�月にイグアノドン類に訂正

された　� 

イ　� 砂漠の中の恐竜発掘

　内蒙古自治区で実施されている恐竜発掘作業と恐

竜化石の産出状態について，産状標本および映像資

料で紹介した　� また，クリーニングラボを設置し，

茨城県自然博物館学芸員およびジュニア学芸員によ

り，熊本県御所浦町産の含恐竜化石岩塊を用いてク

リーニング作業を実演した　� 

○主要展示資料����ボーンベッド産状標本（実物），鳥脚

類の部分骨（御所浦町，実物����クリーニングラボ使

用）

ウ　� 湿地にすんでいた生物－赤峰の多彩な生物たち－

　内蒙古自治区の赤峰市寧城で産出した，上部ジュ

ラ系～下部白亜系の熱河生物群（恐竜類，翼竜類，

鳥類，爬虫類，両生類，魚類，昆虫，植物化石など）

をもとに，当時の熱河地域の環境について紹介し�

た　� また，ドロマエオサウルス類や中華竜鳥，尾羽

竜，ミクロラプトル・グイなどの羽毛をもつ獣脚類

化石をもとに，獣脚類から原始的鳥類への進化過程

について解説した　� 

○主要展示資料����ドロマエオサウルス類（実物），鳥類

化石，エオマイア，寧城熱河翼竜，昆虫，植物化石

など

エ　� 大鎌をもったふしぎな恐竜

　内蒙古自治区で発見されている，大きな鎌状の前

肢を有するテリジノサウルス類について，その謎の

多い生態とともに紹介した　� 

○主要展示資料����アラシャサウルス，内蒙古竜，テリ

ジノサウルス（前肢）

����恐竜の足跡をたどる�中国から日本へ�

　白亜紀には日本はユーラシア大陸の一部であり，手

取層群や御船層群などとほぼ対比される地層が韓国，

内蒙古に続いている　� 日本でも，中国で発見されたも

のと同様の恐竜類が多数発見されている　� そこで，日

本国内で発見された恐竜類化石を紹介し，当時の中国

と日本との関係について考えた（図��）�　� 

○主要展示資料����ニッポノサウルス（サハリン����タイ

プ標本），フクイサウルス（復元骨格），フクイリュ

ウ（復元骨格），モシリュウ（実物），トバリュウ

（実物）

����新生代の哺乳類たち

　新生代には，内蒙古では草原が拡がっていた時代や

氷河期など，様々な環境にあった　� この様々な環境で

生息していた動物について紹介した　� 

○主要展示資料����松花江マンモス切歯（実物），コエロ

ドンタ全身骨格（実物），キロテリウム頭骨（実物）

����内蒙古の大自然と人�の生活

　現在の内蒙古には草原が広く分布している　� 緑豊か

な草荀草原や典型草原，湿地帯，緑少ない荒漠草原や

塩池など，さまざまな環境の草原に生育する植物を中

心に，そこに生息する動物について紹介した　� また，

この環境の中で自然とともに生きる内蒙古の人々の生

活と草原保全活動についても紹介した　� 

開館��周年記念「恐竜たちの足音が聞こえる－中国　そして日本－」展の開催の記録

図�����イグアノドン類の展示状況　� 
�����������������	
����������������

図�����日本国内から産出した恐竜の展示状況　� 
�����������������	
��������������������	���
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○主要展示資料����植物�葉標本（���点），オオカミ，

タルバガン，ヤギなど

（2）第 2部　環太平洋博物館ネットワークと茨城県自

然博物館のあゆみ

　茨城県自然博物館は環太平洋地域に位置する海外の

博物館と友好関係を築き，�館と国際姉妹館関係にあ

る　� 今後の国際連携の強化をめざした環太平洋ネット

ワーク構想を見据えて，姉妹館・友好館について紹介

するとともに，茨城県自然博物館のこれまでの歩みと

今後��年の茨城県自然博物館の進む方向を示した進

化基本計画の概要を紹介した　� 

����内蒙古自治区博物館

○主要展示資料����双鳳花草紋金碗，緑釉貼花長頚瓶な

ど歴史文物資料��点，姉妹館締結記念品など

����ロサンゼルス郡立自然史博物館

○主要展示資料����アメリカライオン頭骨，コヨーテ頭

骨，バイソン頭骨，姉妹館締結記念品など

����ニュ�ジ�ランド�テパパ�トンガレワ国立博物館

○主要展示資料����キウイ，アホウドリ，コビトペンギ

ン，イワトビペンギン，ウエタ，マオリ族装飾品など

����ミュ�ジアムパ�ク茨城県自然博物館

・開館１０年の歩み－開館から現在までを振り返る－

・自然博物館進化基本計画－「共生と協働」の博物館

をめざして－

3.  展示レイアウト

　特別企画展では，過去��回の企画展では実施して

いなかった試みとして，企画展示を企画展示室だけで

はなく，シンボル展示であるヌオエロサウルスも展示

の一環として組み入れ，恐竜ホールも導入部として使

用した　� 企画展示室での展示平面図を図��に示す　� 

イベント開催

　特別企画展に関連する各種イベントの開催について

は，次の�事業を実施した　� 

1.  自然教室「キャンプディノ－恐竜展示室の一夜－」

・開催期日��������年�月��日（土）～�月��日（日）

・開催場所����第�展示室，企画展示室，恐竜ホール

・参加者数������名

　このイベントは，博物館職員から恐竜についてのレ

クチャー，懐中電灯を持っての恐竜展示室のナイトツ

アー（図��），恐竜ホールでの親子での宿泊等，企画

全体が，大人から子どもまで，楽しみながら恐竜につ

いて学べるものであった　� 「実際の発掘の様子が聞け

てたいへん勉強になった�」，「恐竜の近く寝たことは一

生の特別な思い出になり大変よかった�」など参加者の

満足度は高かった　� 

2.  自然教室「恐竜の描き方講座」

・開催期日��������年�月��日（日）

・開催場所����講座室，企画展示室，恐竜ホール

・講　　師����所　十三氏（漫画家）

・参加者数������名

　恐竜漫画でおなじみの所　十三氏を講師として招

き，漫画を使ってシーン毎の解説や最新の恐竜復元に

ついて過去の事例との比較を行うとともに，参加者に

も恐竜画を書いてもらうなど参加者の興味を引く内容

であった　� 

3.  自然講座「世界の恐竜学者が答える恐竜 Q＆ A」

・開催期日��������年�月��日（日）

・開催場所����映像ホール

・コメンテーター����蘇俊（内蒙古自治区文化庁），孫

燕，張慧媛（内蒙古自治区博物館），季強（中国地質

科学院），��������	
��	��（ベルギー王立科学アカデ

ミー），東洋一（福井県立恐竜博物館），国府田良樹

（ミュージアムパーク茨城県自然博物館）

・参加者数�������名

　恐竜類の発掘の最前線にいる中国，ベルギーそして

日本の研究者をコメンテーターとして迎え，子供たち

を対象とした恐竜についてのＱ＆Ａを中心に実施した

（図��）�　� 羽毛のある恐竜や鳥類の発見など，恐竜類の

生態や鳥類への進化などについて新たな事実について

も触れられ，興味深い内容であった　� 

　

4.  自然講座「開館 10周年記念シンポジウム　恐竜の

足跡をたどって－中国　そして日本－」

・開催期日��������年�月��日（月）

・開催場所����セミナーハウス
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・参加者数������名

・パネラー����季強（中国地質科学院），��������	
��	��

（ベルギー王立科学アカデミー），孫燕（内蒙古自治

区博物館），東　洋一（福井県立恐竜博物館），滝本

秀夫（ミュージアムパーク茨城県自然博物館）

　季強博士の羽毛恐竜から原始鳥類への進化，�������

��������	博士によるアジア最後の恐竜および恐竜絶

滅についてなど，恐竜研究者による最新の知見が紹介

され，参加者の満足度は高かった　� 

5.  自然観察会「ジュラ紀の化石をもとめて」

・開催期日��������年��月�日（土）～��月�日（日）

・開催場所����福島県相馬郡鹿島町小山田，館の沢，山

岸，立石（鹿島町教育委員会との共催）

・参加者数������名

　古生代，中生代，新生代の地層，化石を観察した　� 

中生代の地層では，ジュラ紀の植物，アンモナイト化

石を採集でき，参加者の満足度も高かった　� 

　なお，茨城県自然博物館から片道�時間程度かかる

県外地域での宿泊を伴う観察会は初めての試みであっ

たが，特に問題なく全日程を終えることができた　� 

6.  自然講座「内蒙古の大草原と人々」

・開催期日��������年��月��日（日）

・開催場所����講座室

・参加者数������名

　発表者の�人が内蒙古自治区出身者ということで，

受講した方々にとって，講演内容がより深みを増し�

た　� 参加数は少なかったが，「文化の違いなど，現地の

人たちから聞くのとテレビなどで見るのは，受ける印

象が違って興味深く感じた」など満足度は高かった　� 

7.  恐竜画の募集と展示

　特別企画展の開催を記念し，県民が特別企画展に参

加し，館内を恐竜一色に染めるため，「わたしの大好き

な恐竜」の絵を一般募集し，博物館内の通路壁面全て

に展示した（図��）�　� 併せて，大好き恐竜ベスト��を

集計し，紹介した　� 最終的な応募総数は，�����点で

あった　� 

アンケートによる調査と考察

1. アンケートの回答者についての分析　

　茨城県自然博物館では，企画展を評価する方法の一

つとして，アンケート調査を実施している　� それは，

展示室出口付近にテーブル，椅子および筆記用具を用

意し，来館者が自由に記入するものである　� 

図�����世界の恐竜学者が答える恐竜�＆�の開催状況��
���������������������	
������	�������	�����
	��������	
�

����

図�����懐中電灯をもってのナイトツアー　� 
�������������������	
�����	����������

図�����恐竜画の展示状況　� 
�����������������	
�������	��������
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　特別企画展では，開催期間中に�����件の回答が

あった　� アンケート回答者の約��％が��歳以下であ

る（図��）�　� 中・高校生の来館実績を考慮すると，��

歳以下の回答者は，そのほとんどが小学生であると考

えられる　� これは，特別企画展の展開催期間が，夏休

みから秋の遠足シーズンにかかっていることが大きい

要因となっている　� また，次に多い層は��～��歳代

であることから，アンケートの回答者層は，小学生を

含む家族も多くの割合を占めていると考えられる　� 

　また，来館の回数は，�～�回のリピーターが��％

で最も多く，�回以上のヘビーリピーターは��％，初

めての来館者は，��％であった（図��）�　� 当館の来館者

層は，通常��％がリピーターである（ミュージアム

パーク茨城県自然博物館，�����）ことと比較すると，

リピーターほど積極的に回答する傾向が見られた　� 

　そして，回答者の約��％が特別企画展を見るために

来館している　� これは，多くの来館者が当館の特別企

画展に大きな期待を寄せていることを示している　� ま

た，初めて来館した回答者のみで集計しても，同様に

約��％が特別企画展を見るために来館している　� ポ

スター，パンフレット，ホームページ，テレビなどを

利用した宣伝効果の高さが窺える結果となった　� アン

ケートで寄せられた声のなかには，「ポスターがいい

感じでした」というものがあった　� 

　このような背景を踏まえて，アンケートの結果を分

析する　� 

2. アンケート結果の分析

　特別に対する感想は，おもしろいと感じた来館者が

多く，高い評価を得た（図��）�　� しかし，「順路が分か

りづらい」「自由に写真を撮りたかった」「漢字が読め

ない」などの不満の声も寄せられた　� 

　また，小学生からは，「発掘体験をしたかった」「化

石に触りたかった」「クイズをしたかった」などの感想

が寄せられ，参加体験型に対する期待が大きかった　� 

これには，茨城県自然博物館での多くの企画展では

“プレイルーム”的な展示が導入され（太田，����），

好評を得てきたことが影響していると考えられる　� 

　一方，��代以上からは「小さい子どもでも分かる内

容にしてほしい」「低学年でも読めるように読み仮名を

ふってほしい」などの声があった　� 親が子どもに噛み

開館��周年記念「恐竜たちの足音が聞こえる－中国　そして日本－」展の開催の記録

図�����特別企画展の感想　� 
�������������������	�
��������	��������	���	���������	


図�����回答者の年齢層　� 
�����������������	
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図�����来館の回数　� 
�����������������	
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くだいて説明しながら家族で企画展を楽しむという構

図ではなく，親と子がそれぞれ自由に企画展を楽しむ

ことに期待していると考えられる　� 

　滞留時間は，��～��分間がおよそ半数を占めてい

る（図��）�　� 次いで，��分間以上である　� これは，回

答者の半数近くが小学生であることがこの結果に反映

している　� 小学生の体力では，長時間の集中は難し

く，小学生に解説パネルの熟読を期待することは困難

であることが再確認できた　� そこで，その傾向を補っ

ているのが，各コーナーで掲げているキャッチコピー

である　� 「展示の見どころが書いてあって分かりやす

かった」との声も寄せられているように，展示物の概

要を一見で伝えることで，短い滞留時間に対してより

効果的な情報の伝達を可能としたと考えられる　� その

一方で，約��％の回答者は�時間以上も滞留していた

ことから，大人は時間をかけて観覧していたことが窺

える��

3. 展示物について

　印象に残った展示物は，導入部に“アイキャッチ”

として設置した「恐竜の足跡化石」が最も多く，足音

や照明などの演出効果も好評の一因を担っていた（図

��）�　� 次いで，「日本産の恐竜化石」であった　� 来館者

は，内蒙古自治区産の化石を中心とした展示を見た後

に日本産の化石を見るので，より身近に感じられたと

推定される　� また，日本全国の恐竜化石をほぼ見るこ

とができた点も称賛を受けていた　� そして，いつも好

評なのが，生体展示である　� 今回は，砂漠のトカゲと

アジアカブトエビを展示した　� 

　一方，第�部は，「ニュージーランドのエビやカニ，

鳥」「ロサンゼルスの鳥，昆虫，動物の剥製」が好評で

あった（表�）�　� しかし，回答者の年代別に集計すると

その結果に違いが見られる　� ��代以上の回答者は，

この��年間を等身大で受け止められるからか理由は

不明であるが，「博物館の��年のあゆみ」が上位にな

る　� そして，民族的な展示物が好まれていることが分

かった　� 

問題点とその解決

図�����滞留時間　� 
�����������������	
��
�����

図�����印象に残った展示（第�部）��　
�����������������	
������������������������
����������	


表����第�部で印象に残った展示（上位�のみ）��
�������	���������	
���������������������������������	����
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　特別企画展開催に際しての問題点とその解決につい

ては，国府田良樹（����）に加筆し，以下に示す　� 

����中国内蒙古自治区博物館との意向書，協議書案の

策定においては，����年度に実施した「絶滅動物か

らのメッセージ」展での協議書を基に案文を作成し

たが，現状に合った内容での見直しを図り，現状に

即した意向書，協議書となった　� 

��������年度に内蒙古自治区博物館と共同開催した

企画展の際締結した協議書では，展示随行団（会期

中常駐する内蒙古自治区博物館職員）に関する条項

があったが，今回は姉妹館であることを踏まえ，こ

の条項を削除することで合意が成立した　� 

����借用資料の輸送にあたっては，����年度は随意契

約で業者の選定を実施したが，今回は輸送内容や保

険等業務量を把握し，輸送に関する設計書を作成

し，指名競争入札により業者を決定した　� 

����中国から輸入したクレート（木箱）の返送にあたっ

ては，病害虫対策のため，中国国内法により熱処理

が義務付けられている　� このため，木箱の熱処理燻

蒸施設への輸送，施工が必要となった　� 

����展示解説書のページ数，グラフィック数量も通常

の企画展より多く，執筆量も通常の企画展以上で

あった　� また，中国語，英語の翻訳では，筆耕翻訳

料負担が想定外に多大となった　� 

����特別企画展では，茨城県自然博物館と内蒙古自治

区博物館の共同で実施した恐竜足跡化石の複製化や

植物調査隊による�葉標本���点の採集および研究

成果など，姉妹館の交流の成果を展示することがで

き，多くの来館者から好評を得た　� とくに，イグア

ノドン類の複製全身骨格，頭骨，骨盤などの実物資

料の展示では，内蒙古自治区博物館の努力により世

界初の展示が実現した　� 

����特別企画展計画時の����年は，中国国内では

����が蔓延しており，他国の恐竜化石などの代替

資料による展示計画の見直しも検討したが，無事

����も収束し，予定通り内蒙古自治区博物館の資

料を中心とした展示で進めることができた　� 

����日本産恐竜の借用にあたっては，日本国内から産

出した恐竜化石の収蔵先から好意的に借用を了解し

ていただき，日本の恐竜展としては初めて，��の道

県から借用できた．なかでもニッポノサウルスはタ

イプ標本でもあり，貴重な実物展示となった　� 

����第�部の「環太平洋博物館ネットワークと茨城県

自然博物館のあゆみ」のコーナーでは，内蒙古自治

区博物館に加え，ロサンゼルス郡立自然史博物館お

よびニュージーランドのテパパ　トンガレワ国立博

物館からも展示資料を借用でき，インターナショナ

ルな展示とすることができ，各国との友好も深まっ

た��

おわりに

　ここに茨城県自然博物館の開館��周年記念「恐竜た

ちの足音が聞こえる－中国　そして日本－」展の開催

報告を述べた　� この特別企画展は，アンケート調査の

分析でも示したとおり，回答者の約��％が特別企画展

を見るために来館している　� また，「恐竜の足跡化石」

や「日本産の恐竜化石」が好評であったことなどより，

特別企画展構築時に内蒙古自治区など中国の恐竜化石

だけでなく，日本国内から産出した恐竜化石について

も大きく展示スペースをとったことも成功の要因で

あったと思われる　� 
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Ⅰ　一般的な事項

  1 投稿原稿の内容及び種類

　「茨城県自然博物館研究報告」（以下「研究報告」という。）　に掲載することのできる論文等は，自然科学，

自然教育及び博物館学に関する原著論文，総説，短報，資料及び雑録とし，それぞれの内容は，次に掲げる

とおりとする。

（�）　原著論文（��������	��
����）オリジナルな研究論文で，内容の主要な部分が学術論文として他に印刷公表

されていないもの

（�）　総説（������）研究論文，学説，研究法等を独自の立場から総括，解説又は紹介するもの　

（�）　短報（���������	
��）研究の予報，中間報告，内容が原著論文にまでは至らない報告等で，速報性を必要

とするもの

（�）　資料（����）資料の正確な記載や実践報告等が中心となる調査報告

（�）　雑録（��������	
）上記の種類以外で，博物館活動の記録として重要なもの

  2 投稿資格

　投稿者は，原則としてミュージアムパーク茨城県自然博物館（以下「自然博物館」という。）の館員とす

る。ただし，館員との共著の場合は，外部の者でも投稿することができる。これらの条件を満たさない場合

でも，自然博物館の館長の承認を得れば，投稿原稿としてこれを処理することができる。

  3 投稿手続　

（�）　原稿は，原則としてワードプロセッサーにより作成する。

（�）　原稿は，2 部（図，表を含む）を編集会議へ提出する。図表等の原版は，原稿受理まで各自で保管する。

（�）　投稿の際には，必ず投稿原稿整理カードを添付する。

  4 原稿の提出先

　　〒��������　茨城県坂東市大崎���　

ミュージアムパーク茨城県自然博物館内

編集会議（研究報告）

  5 原稿の受付

　原稿は，本投稿規程に従って書かれた場合に限って受付ける。投稿規程に反する原稿は，編集会議が投稿

者に返却する。

  6 原稿の審査

　原稿は，館外の当該分野の研究者による査読を受ける。編集会議は査読結果に基づいて原稿を審査し，著

者に修正を求めたり，返却することがある。

  7 原稿の受理

（�）　自然博物館の館長がその論文の掲載を認めた日をもって，その論文の受理日とする。

（�）　投稿原稿が受理されたら，速やかに査読終了後の修正原稿及び図表の原版を編集会議に提出する。原稿

が受理された場合は，フロッピーディスク（���インチ）と併せて提出する。なお，ファイルは������

のテキストとし，ディスクには著者名，表題及びファイル名を明記する。

Ⅱ　原稿の長さ

　　原著論文・総説・資料・雑録は刷り上がり��ページ以内，短報は�ページ以内を原則とする。

茨城県自然博物館研究報告投稿規程
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Ⅲ　原稿の構成

  1 原著論文

（�）　構　成

原著論文の原稿は，原則として以下の順序でまとめる。

和　文　　表題（和文）－著者名（和文）－受理年月日（和文）－表題（英文）－著名（英文）－受理年月日

（英文）－脚注（和・英文）－要旨（英文）－キーワード（英文）－本文（和文）－謝辞（和文）－引用文献�

－要旨（和文）－キーワード（和文）

英　文　　表題（英文）－著者名（英文）－受理年月日（英文）－脚注（英文）－要旨（英文）－キーワード�

（英文）－本文（英文）－謝辞（英文）－引用文献－要旨（和文）－キーワード（和文）

（�）　表　題（�����）

　　　　英文表題は，冠詞，前置詞及び種小名を除き，単語の第�文字を大文字にする。

（�）　脚　注（���������）

　科研費等の補助金を受けた団体名，著者の所属名及び住所を記入する。和文原稿では，英文の所属名及

び住所も記入する。著者名など，脚注で説明する項目にはアステリスクを付ける。なお，脚注の末尾はす

べてピリオドとする。

　　　和　文（表　題）　　　　茨城県沿岸帯のウミグモ類の分類学的研究＊

（著者名）　　　水戸太郎＊＊�・岩井一郎＊＊＊

（脚　注）　　＊　本研究の一部は文部省科学研究費（一般研究�，������������）によって実施された��

　　　　　　　　　　　　＊＊　ミュージアムパーク茨城県自然博物館　〒��������　坂東市大崎���（��������	�
���

��������	
��������������
�
�）�

　　　　　　　　　　　　＊＊＊　茨城大学教育学部生物学教室　〒��������　水戸市文京町�����

（����������	�
	�������		������	�
	��������	
����������	��������
�������������	�
����

��������	
������

　　　英　文（表　題）　　　��������	
������������������
�������������	�	��
�������＊

（著者名）　　　���������＊＊��������	
�������＊＊＊

（脚　注）　　＊　���������	�
���	���	��	�������������������	
��	������������	
������������	
���

�������������������	
�	������
�．

　　　　　　　　　　　　＊＊　��������	�
�������������������������������	��

������

　　　　　　　　　　　　＊＊＊　����������	�
	�������	������	�
	���������	
������
���������	

����
����������	
�
�

（�）　要　旨（��������）

　　　　原則として，英文で���語，和文で���字以内とする。

（�）　キーワード（�������	
）

論文の内容を端的に表す語句を原則として�語以上��語以内で選び，以下のように表示する。

　　　英　文　　�������	
��������	
�����	����������������	
���������	
����������������
�����������������	
�����

　　　和　文　　（キーワード）:　初虫，コケムシ，コブコケムシ属，初期群体発生，幼生，変態，系統分類学．

（�）　本　文

　　　　本文の構成は，原則として次に掲げるようにする。

� �� はじめに（�������	�
��）

� �� 材料および方法（��������	
���
�����	）

� �� 結果（�������）又は記載（�������	�
��）

� �� 考察（����������）

（�）　謝　辞（�������	
��	��）

　　　　謝辞の中では，肩書き又は敬称を付ける。
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（�）　引用文献（����������）

��� 論文中で言及又は引用した文献は，まとめて論文中の「引用文献」のリストに掲げる。論文中で言及

又は引用をしていない文献は，掲げない。

��� 本文中での引用の仕方は，場合に応じて，小川（����，����）．．．，（�������	
��������������	
��）．．．

のように，姓（年）又は（姓，年）とする。文献の著者が�名のときは，鈴木・佐藤（����）．．．，��

（��������	
���������������）．．．のように，�名以上のときは，田中ほか（����）．．．，（�������������

����）．．．のように示す。ただし，著者が�名以上のときでも引用文献のリストには全員の氏名を書く。

��� 引用文献のリストでは，著者の姓のイニシャルによって，アルファベット順に列する。同じ著者のも

のは，年代順に同じ年号の場合は早いものから順に�，�，�．．．を付す（�����，�����．．．）。

��� 文献の書き方は，以下に従う。

� （�）�単行本（例�，�）� 著者名　��年号　��表題　��ページ数，出版社名　��

（欧文の場合は，最後に出版地名を入れる。）

� （�）�雑　誌（例�，�）� 著者名　��年号　��表題　��雑誌名，巻又は（号）���ページ数　��

（巻はゴシック体の太字にする。欧文の場合，雑誌名は原則とし

て省略名を用い，イタリック体にする。）

� （�）�報告書（例�）� 著者名　��年号　��報告書名，ページ数　��

� （�）�編著書の部分引用（例�，�，�）�著者名　��年号　��表題　��編者名　��編著書名　��ページ数，出版社名　��

（欧文の場合は，編著書名をイタリック体とし，最後に出版地名を

入れる。）

��� ��行以上にわたる時，�行目以下は�字分（和文活字相当）だけ下げて書く。

��� 欧文の文献で著書が�名以上のとき，�人目以下は�������	
�のイニシャルを先に書く（例�，�）。

　　　　

　　

  2 総説・短報・資料・雑録

　原稿の構成は原著論文に準ずるが，本文の構成についてはこの限りではない。また，短報及び雑録の場合

は要旨を省略してもよい。

Ⅳ　用語と文章

（�）　和文の場合，文章はひらがなと漢字による口語体とし，現代かなづかいを用いる。また，漢字は常用漢

字を用いる。

（�）　和文の場合，固有名詞で読み誤るおそれのあるものにはふり仮名を付ける。

（�）　句読点は「，」「．」を用いる。

（�）　数量を表す数字は，アラビア数字とし，単位にはメートル法を用いる。ただし，専門分野で慣用されて

いるものはこの限りではない。

（例�）�糸魚川淳二����������日本の自然史博物館�����������
東大出版会．

（例�）�渋谷　保・品田正一�����������房総半島南端の作名
背斜の形成過程����地質雑，����������

（例�）�環境庁������������第�回自然環境保全基礎調査　動
物分布調査報告書（哺乳類）全国版，������

（例�）�福田一郎�����������エンレイソウ����常脇恒一郎　
（編）����植物遺伝学実験法��������������	，共立出
版��

（例�）������������	�
	����	�������������	�������������	
�	��
��������	
���������������

（例�）���������	
��
�	
�
��������
���
��
���������	
���	
��������	
�������
��
��������
�
��������	
���	�

����������	�

����������������������������������������

����������������������　
（例�）�����������	
��
����
��������������������������	
�������


���������	
�������	�����������	�
���������	����

���������	�
���������
������

（例�）����������	�
	�����	��	�����������	����������	
��
	��
���������	
	���	����
�������������������������

������������	
���
�����	
���
���������������	
�������������

��������	���������	
���������������������������



���

Ⅴ　原稿用紙と書き方

（�）�和文の場合は，��判用紙に�行全角��字×��行とし，上下左右の余白は十分にとる。

（�）�英文の場合，��サイズの用紙に�行約��単語，約��行とし，ダブルスペースでタイプする。右そろえは

しない。上下左右の余白は十分にとる。

（�）�句読点，引用符及びその他の記号は，すべて�字として�マスを埋める。

（�）�カッコ，数値及び単位は，半角を用いる。また，数値と単位の間に半角の�スペースを挿入する。

（�）�イタリック体又はゴシック体の指定は，次に掲げるところにより著者が行う。

���イタリック体の指定は，赤で下線を引く。

���ゴシック体の指定は，赤で波線の下線を引く。

（�）�生物の学名などは，国際動物命名規約や国際植物命名規約に従う。

Ⅵ　図・表・図版

（�）�投稿原稿の図・表・図版の内容は，次に掲げるとおりとし，それぞれの種類ごとに番号をつける。　

� ��図（����）�　本文中に入れる黒色図及び写真

� ��表（�����）�　本文中に入れる記号，文字及びケイのみからなるもの

� ��図版（��．）�　通しページを付さない独立のページとして印刷される写真

（�）�図は，白色紙又は淡青色印刷の方眼紙に墨又は黒インキで明瞭に描かれたもの，又はこれと同程度のもの

でそのまま写真製版が可能なものに限る。縮図してもよいように，文字，記号，線などの大きさと調和に留

意すること。

（�）�図の内容の大きさを示すには，何分の�としないで，縮尺（スケール）を図中に書く。

（�）�図・表は，�図ごと，�表ごとに別の用紙に書き，小さいものは原稿用紙大の白い台紙に貼る。

（�）�図・表の位置は，原稿の右側欄外に赤字で示す。

（�）�表のタイトルは，表の上に書き，注などの説明は表の下に書く。

（�）�図・図版につけるタイトルと説明文（キャプション）は，別の原稿用紙に書く。

（�）�和文の場合，図・表・図版のタイトルと説明文は和文と英文の両方とし，可能な場合は，図・表の内容も

　　英文で書く。

（�）�図・図版の原稿には，�枚ごとに，裏に著者名，番号及び天地を記す。

（��）　図版の原稿は，そのまま写真製版できるように，�ページの形（印刷面は����×������）に調和させ，台

　　紙に写真を貼る。

　　

Ⅶ　補則

　　この規程に定めるもののほか，必要な事項については自然博物館の館長が別に定める。

　　　付　則

　　この規程は，平成��年�月��日から施行する。

　　　付　則

　　この規程は，平成��年�月��日から施行する。

　　　付　則

　　この規程は，平成��年��月�日から施行する。
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投 稿 原 稿 整 理 カ ー ド

受理番号�����　　　年度，����受付番号�����　　　年度，����
編集委員会記入

受 理 日�����　　　年��　　月��　　日受 付 日�����　　　年��　　月��　　日

和

字
著

者

名

ロ
ー
マ
字

（〒　　　　　）自

宅
執
筆
者
連
絡
先

勤
務
先

和
文表

題 欧
文

���

���

������

���

���

������

ランニングタイトル

自然科学　　自然教育　　博物館学掲載分野原著論文　総説　短報　資料　雑録原稿種類

図版（������）�� 枚本文�　　和文　・　欧文� 枚
原
稿
の
枚
数

付表（��������）�� 枚表（������）�� 枚

キャプション�� 枚図（�������）�� 枚

ワープロの使用���有　　　　　　　　　　　無
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