
調査地および調査方法

　平成��年度から��年度にかけてミュージアムパー

ク茨城県自然博物館によって第�次総合調査が「阿武

隈山地・県北部海岸を中心とした県北東地域」におい

て実施された．その一環として土壌動物のファウナ調

査が「茨城の土壌動物調査会」の下記の会員により行

われた．

　調査員は田村浩志（茨城大学名誉教授），石井　清

（獨協医科大学），伊藤良作（昭和大学），大村　邁（ひ

たちなか市立田彦小学校），菊地義昭（茨城大学広域水

圏環境科学教育研究センター），坂寄　廣（茨城県立下

妻第二高等学校），宍田幸男（群馬県農業試験場），菅

波洋平（高萩市立高萩小学校），茅根重夫（ミュージ

アムパーク茨城県自然博物館），敦見和徳（栃木県立宇

都宮高等学校），中村修美（埼玉県立自然史博物館），

萩野康則（千葉県立中央博物館），萩原康夫（昭和大

学），久松真紀子（昭和大学），古野勝久（栃木県立博

物館），細田浩司（茨城県林業技術センター），松永雅

美（昭和大学），宮田俊晴（茨城県立総和高等学校）

の��名で，土壌動物の採集は調査員が共同で行った．

茨城県自然博物館第三次総合調査土壌動物調査地

点データ一覧

採集番号　調査地点名　採集日　標高　植生　採集者

の順で記載　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

��．����十王町友部十王ダム脇　����．��．��　������

コナラ・アカマツ・クリ・シラカシ・ホオノキ・ヤ

マザクラ・ヒサカキ　坂寄　廣・萩野康則・細田浩

司

��．����十王町高原平　����．��．��　�����　コナラ・

ホオノキ・ハウチワカエデ・ヤマザクラ・スズタケ

坂寄　廣・萩野康則・細田浩司

��．����里美村上深荻　����．��．��　�����　コナラ・

クリ・ヤマザクラ・アカマツ・カヤ・シデ類・アズ

マネザサ　坂寄　廣・萩野康則・細田浩司

��．����日立市宮田町金山北西　����．��．��　������

アカメガシワ・ミズキ・クヌギ・ヤブツバキ・コナ

ラ・ミズナラ・アオキ　茅根重夫・大村　邁・宮田

俊晴

��．����日立市入四間町赤根林道　����．��．��　�����

クヌギ・コナラ・クリ　茅根重夫・大村　邁・宮田

俊晴

��．����日立市入四間深荻橋　����．��．��　�����　ヤ

ブツバキ・イロハカエデ　茅根重夫・大村　邁・宮

田俊晴

��．����常陸太田市茅根町洪沢　����．��．��　������

コナラ・スギ・アオキ・ヒイラギ・ヒサカキ・ツバ

キ・ハンノキ・シキミ　石井　清・伊藤良作

��．����日立市諏訪町日立高鈴��下　����．��．��　

�����　コナラ・ヒサカキ・クロモジ・シキミ・ハ

ンノキ・アオキ　石井　清・伊藤良作

��．����日立市諏訪町上諏訪ダム　����．��．��　�����

コナラ・ヒサカキ・ヤマザクラ・シキミ・チャ　石

井　清・伊藤良作

��．�����常陸太田市高貫岡の内　����．��．��　������

シラカシ・コナラ・スダジイ・アオキ・ヒサカキ・

テイカカズラ　田村浩志・古野勝久・敦見和徳

��．�����常陸太田市真弓町弁天　����．��．��　������

シラカシ・アオキ・ヒサカキ・ヤツデ・ヤシャブシ�

田村浩志・古野勝久・敦見和徳

��．�����北茨城市関本町亀谷地①　����．��．��　�����

コナラ・ミズナラ・シデ類・カエデ類　坂寄　廣・

宮田俊晴

��．�����北茨城市関本町小川定波小川学術参考林　

����．��．��　�����　ブナ・イヌブナ・ミズナラ・

シデ類・カエデ類　坂寄　廣・宮田俊晴

��．�����北茨城市華川町花園花園山南西　����．��．���

�����　イヌブナ・ホオノキ・アオダモ・ハクウン

ボク・ウリハダカエデ・ヒナウチワカエデ・リョウ

ブ・スズタケ　萩原康夫・細田浩司

��．�����北茨城市関本町亀谷地②　����．��．��　�����

クリ・ヤマザクラ・コシアブラ・イヌブナ・オオモ

ミジ・ミズナラ・リョウブ・ハクウンボク・ヒトツ

バカエデ・アオハダ・チゴユリ・ギボウシ　萩原康

夫・細田浩司

��．�����北茨城市華川町水沼水沼ダム北岸　����．��．���

－　���　－
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茨城の土壌動物調査会



�����　コナラ・ヤマザクラ・ホオノキ・アカシデ・

ヤマモミジ・ムシカリ・アオキ・ササ類　田村浩

志・古野勝久

��．�����北茨城市磯原町内野　����．��．��　�����　コ

ナラ・ヤマザクラ・シラカシ・ヒサカキ・アカシ

デ・ホオノキ・アセビ・アオキ　田村浩志・古野勝

久

��．�����北茨城市関本町富士見ヶ丘里根川横　����．��．

��　�����　コナラ・クヌギ・スギ・サワグルミ・

アオキ・チャ　茅根重夫・大村　邁・湯本勝洋

��．�����北茨城市関南町神岡下湯の網鉱泉入口付近　

����．��．��　�����　アカマツ・コナラ・ホオノキ・

ヤマザクラ・クリ・ヒサカキ・アオキ・スダジイ�

茅根重夫・大村　邁・湯本勝洋

��．�����北茨城市中郷町松井大北渓谷　����．��．��　

�����　シラカシ・アオキ・ヒサカキ・ツバキ・コ

ナラ・アズマネザサ　石井　清・伊藤良作・久松真

紀子

��．�����高萩市大金田　����．��．��　�����　ミズナ

ラ・ヤマザクラ・シデ類・エゴノキ・コゴメウツ

ギ・アズマネザサ　石井　清・伊藤良作・久松真紀

子

��．�����高萩市富岡　����．��．��　�����　ミズナラ・

シデ類・シキミ・フジ・スズタケ　石井　清・伊藤

良作・久松真紀子

��．�����高萩市柳沢　����．��．��　�����　クリ・コシ

アブラ・アカシデ・エゴノキ・ヒノキ・アズキナ

シ・スズタケ　田村浩志・萩原康夫・細田浩司

��．�����里美村三鈷室山　����．��．��　�����　ミズナ

ラ・クリ・ヤマザクラ・ウリハダカエデ・ホオノ

キ・ブナ・サワシバ・リョウブ・ミズメ・スズタケ�

田村浩志・萩原康夫・細田浩司

��．�����北茨城市関本町才丸平袖　����．��．��　�����

クリ・クヌギ・ヤマザクラ・アカメガシワ・クマシ

デ・ウリハダカエデ・エゴノキ・アズマネザサ�

田村浩志・萩原康夫・細田浩司

��．�����里美村八丈石　����．��．��　�����　コナラ・

ミズナラ・コシアブラ・リョウブ・ヒノキ・クリ・

バイカツツジ・アセビ　石井　清・古野勝久

��．�����高萩市上君田　����．��．��　�����　コナラ・

ミズナラ・クリ・リョウブ・ホオノキ・ネジキ・ア

セビ　石井　清・古野勝久

��．�����高萩市若栗　����．��．��　�����　クヌギ・ヤ

マザクラ・ミズナラ・アズマネザサ　石井　清・古

野勝久

��．�����里美村小妻　����．��．��　�����　スギ　茅根

重夫・大村　邁・湯本勝洋

��．�����里美村里川　����．��．��　�����　クリ・イロ

ハカエデ・ヤマボウシ・カジカエデ・ヒトツバカエ

デ・ウリハダカエデ・リョウブ　茅根重夫・大村

邁・湯本勝洋

��．�����高萩市下君田　����．��．��　�����　ブナ・ス

ギ・イロハカエデ・ホオノキ・コナラ・ササ類　茅

根重夫・大村　邁・湯本勝洋

��．�����十王町黒坂　����．��．��　�����　コナラ・ク

リ・ヤマザクラ・ホオノキ・シデ類・アズマネザサ

菊地義昭・坂寄　廣・松永雅美

��．�����高萩市米平（沢沿い）　����．��．��　�����　コ

ナラ・ヤマザクラ・スズタケ　菊地義昭・坂寄　

廣・松永雅美

��．�����高萩市鳥曽根小滝沢キャンプ場上　����．��．���

�����　クリ・ホオノキ・スズタケ　（密生）　菊地

義昭・坂寄　廣・松永雅美

��．�����北茨城市平潟町平潟港わき（鵜ノ子岬）　����．

��．��　����　スダジイ・タブノキ　萩原康夫・細

田浩司

��．�����北茨城市大津町大観荘北　����．��．��　����

クロマツ・トベラ・ヒサカキ　萩原康夫・細田浩司

��．�����北茨城市大津町大津岬公園　����．��．��　���

�タブノキ・クロマツ　萩原康夫・細田浩司

��．�����北茨城市中郷町汐見ケ丘塩釜神社　����．��．���

����　タブノキ・トベラ・スダジイ・フジ　石井

清・伊藤良作・坂寄　廣

��．�����高萩市赤浜北原国有林　����．��．��　���　タ

ブノキ・スダジイ・ハンノキ・トベラ・ヤブツバ

キ・ヒサカキ　石井　清・伊藤良作・坂寄　廣

��．�����高萩市高戸　����．��．��　����　スダジイ・タ

ブノキ・マテバシイ・シロダモ・ヤブツバキ　石井

清・伊藤良作・坂寄　廣

��．�����十王町伊師入坪　����．��．��　���　スダジイ

　茅根重夫・菊地義昭・宮田俊晴・湯本勝洋

��．�����十王町石伊師浜　����．��．��　���　クロマツ

　茅根重夫・菊地義昭・宮田俊晴・湯本勝洋

��．�����日立市田尻町　����．��．��　����　タブノキ・

ヤマザクラ　茅根重夫・菊地義昭・宮田俊晴・湯本

勝洋

��．�����日立市小木津浜　����．��．��　����　スダジ

イ・タブノキ・クロマツ　茅根重夫・菊地義昭・宮

田俊晴・湯本勝洋

��．�����日立市東多賀町　����．��．��　����　マテバ

動 物

－　���　－



シイ・アカマツ・アズマネザサ・ドクダミ　田村浩

志・古野勝久・中村修美

��．�����日立市水木町　����．��．��　����　タブノキ・

ヤブツバキ・サクラ・リュウノヒゲ　田村浩志・古

野勝久・中村修美

��．�����高萩市中戸川　����．��．��　�����　ミズナ

ラ・コナラ・クリ・ササ類　石井　清・伊藤良作・

坂寄　廣

��．�����高萩市大能花貫第一・第二トンネル間　����．

��．��　�����　ヤマザクラ・ミズキ・クリ　石井　

清・伊藤良作・坂寄　廣

��．�����常陸太田市真弓神社　����．��．��　�����　ス

ダジイ・スギ・イヌシデ・カヤ・モミ・タブノキ・

アオキ・ヒサカキ　茅根重夫・大村　邁・敦見和

徳・湯本勝洋

��．�����日立市御岩山　����．��．��　�����　アカマ

ツ・リョウブ・コナラ・ヤマザクラ・ヤシャブシ・

ヒサカキ・アオキ　古野勝久・萩原康夫・萩野康則

　以上の��調査地点からそれぞれ定性的におよそ��

リットルずつ採取された土壌試料をツルグレン装置を

用いて処理し，土壌動物を抽出した．ツルグレン装置

による抽出は土壌試料が完全に乾燥するまで�～�日

間行った．抽出された土壌動物は双眼実体顕微鏡の下

で動物群ごとに類別され，各動物群は種の同定ならび

に解析のためにそれぞれの動物群を専門とする調査研

究員に分配された．

調査研究および執筆　

坂寄　廣（茨城県立下妻第二高等学校）

萩野康則（千葉県立中央博物館）

萩原康夫（昭和大学）

田村浩志（茨城大学名誉教授）

－　���　－
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線虫類

摘　要

　����年��月�日・����年�月��～��日・����年

��月��日・����年�月��日および����年��月��

日に，以下の地点で森林土壌を採取し，線虫相を調査

した．　その結果，�目に属する��種のセンチュウが

同定された．

調査法

　各調査地とも，主要構成樹種の根辺土壌を，�～���

��の深さから�調査地あたり�～�箇所採取した．

採取土壌からの線虫の分離にはフルイ法とベ－ルマン

法とを併用し（�������，����），ベ－ルマン・ファネ

ルのフィルタ－にはキムワイプ�����を使用した．分

離した線虫類は常法で固定後，�������	
（����）の������

������により�������	
����に封入して永久プレパラ－

トとし，検鏡に供した．

調査地点（頭の数字は，第�次総合調査の通し番号）

（�）十王町友部　十王ダム脇　���������．���．��．

�：コナラ・アカマツ・クリ・シラカシ・ホオノキ・

ヤマザクラ・ヒサカキなど

（�）十王町高原平　��������	．　��．��．�：コナラ・

ホオノキ・ハウチワカエデ・ヤマザクラ・スズタケ

など

（�）里美村上深荻　�����　��．��．�：コナラ・ク

リ・ヤマザクラ・アカマツ・カヤ・シデ類・アズマ

ネザサなど　

（�）日立市宮田町金山北西　�����　��．��．�：ア

カメガシ・ミズキ・クヌギ・ヤブツバキ・コナラ・

ミズナラ・アオキなど

（�）日立市入四間町赤根林道　�����　��．��．�：

クヌギ・コナラ・クリなど

（�）日立市入四間深荻　�����　��．��．�：ヤブツ

バキ・イロハカエデ

（�）日立市諏訪町上諏訪ダム　�����　��．��．�：

コナラ・ヒサカキ・ヤマザクラ・シキミ・チャなど

（��）常陸太田市高貫岡の内　�����　��．��．�：シラ

カシ・コナラ・スダジイ・アオキ・ヒサカキ・テイ

カカズラなど

（��）常陸太田市真弓町弁天　�����　��．��．�：シラ

カシ・アオキ・ヒサカキ・ヤツデ・ヤシャブシなど

（��）北茨城市関本町亀谷地�　�����　��．�．��：

コナラ・ミズナラ・シデ類・カエデ類など

（��）北茨城市華川町花園　花園山南西　�����　��．

�．��：イヌブナ・ホオノキ・アオダモ・ハクウンボ

ク・ウリハダカエデ・ヒナウチワカエデ・リョウ

ブ・スズタケなど

（��）北茨城市関本町亀谷地�　�����　��．�．��：

クリ・ヤマザクラ・コシアブラ・イヌブナ・オオモ

ミジ・ミズナラ・リョウブ・ハクウンボ　　　　　

　ク・ヒトツバカエデ・アオハダ・チゴユリ・ギボ

ウシなど

（��）北茨城市華川町水沼　水沼ダム北岸　�����　

��．�．��：コナラ・ヤマザクラ・ホオノキ・アカシ

デ・ヤマモミジ・ムシカリ・アオキ・ササ類など

（��）北茨城市磯原町内野　�����　��．�．��：コナ

ラ・ヤマザクラ・シラカシ・ヒサカキ・アカシデ・

ホオノキ・アセビ・アオキなど

（��）北茨城市関本町富士見ヶ丘里根川横　�����　

��．�．��：コナラ・クヌギ・スギ・サワグルミ・ア

オキ・チャなど

（��）北茨城市関南町神岡下湯の網鉱泉入口付近　����

�　��．��．��：アカマツ・コナラ・ホオノキ・ヤ

マザクラ・クリ・ヒサカキ・アオキ・スダジイなど

（��）北茨城市中郷町松井大渓谷　�����　��．�．��：

シラカシ・アオキ・ヒサカキ・ツバキ・コナラ・ア

ズマネザサなど

（��）高萩市大金田　�����　��．�．��：ミズナラ・

ヤマザクラ・シデ類・エゴノキ・コゴメウツギ・ア

ズマネザサなど

（��）高萩市富岡　�����　��．�．��：ミズナラ・シ

デ類・シキミ・フジ・スズタケなど

（��）高萩市柳沢　�����　��．��．��：クリ・コシア

ブラ・アカシデ・エゴノキ・ヒノキ・アズキナシ・

スズタケなど

（��）里美村三鈷室山　�����　��．��．��：ミズナラ・

クリ・ヤマザクラ・ウリハダカエデ・ホオノキ・ブ

ナ・サワシバ・リョウブ・ミズメ・スズタケなど

（��）北茨城市関本町才丸平袖　�����　��．��．��：

クリ・クヌギ・ヤマザクラ・アカメガシワ・クマシ

デ・ウリハダカエデ・エゴノキ・アズマネザサなど

（��）里美村八丈石　�����　��．��．��：コナラ・ミ

ズナラ・コシアブラ・リョウブ・ヒノキ・クリ・バ

イカツツジ・アセビなど

（��）高萩市上君田　�����　��．��．��：コナラ・ミ

ズナラ・クリ・リョウブ・ホオノキ・ネジキ・アセ

ビなど

動 物

－　���　－



（��）高萩市若栗　�����　��．��．��：クヌギ・ヤマ

ザクラ・ミズナラ・アズマネザサなど

（��）里美村小妻　�����　��．��．��：スギなど

（��）里美村里川　�����　��．��．��：クリ・イロハ

カエデ・ヤマボウシ・カジカエデ・ヒトツバカエ

デ・ウリハダカエデ・リョウブなど

（��）高萩市下君田　�����　��．��．��：ブナ・ス

ギ・イロハカエデ・ホオノキ・コナラ・ササ類など

（��）十王町黒坂　�����　��．��．��：コナラ・ク

リ・ヤマザクラ・ホオノキ・シデ類・アズマネザサ

など

（��）高萩市米平（沢沿い）　�����　��．��．��：コ

ナラ・ヤマザクラ・スズタケなど

（��）高萩市鳥曾根小滝沢キャンプ場上　�����　��．

��．��：クリ・ホオノキ・スズタケ（密生）など

（��）北茨城市平潟町平潟港わき（鵜ノ子岬）　����　

��．�．��：スダジイ・タブノキなど

（��）北茨城市大津町大観荘北　����　��．�．��：ク

ロマツ・トベラ・ヒサカキなど

（��）北茨城市大津町大津岬公園　����　��．�．��：

タブノキ・クロマツなど

（��）北茨城市中郷町汐見ケ丘塩釜神社　����　��．

�．��：タブノキ・トベラ・スダジイ・フジなど

（��）高萩市赤浜北原国有林　���　��．�．��：タブ

ノキ・スダジイ・ハンノキ・トベラ・ヤブツバキ・

ヒサカキなど

（��）高萩市高戸　����　��．�．��：スダジイ・タブ

ノキ・マテバシイ・シロダモ・ヤブツバキ・など

（��）十王町伊師入む坪　���　��．�．��：スダジイ

など

（��）十王町伊師浜　���　��．�．��：クロマツなど

（��）日立市田尻町　����　��．�．��：タブノキ・ヤ

マザクラなど

（��）日立市小木津浜　����　��．�．��：スダジイ・

タブノキ・クロマツなど

（��）日立市東多賀町　����　��．�．��：マテバシイ・

アカマツ・アズマネザサ・ドクダミなど

（��）日立市水木町　����　��．�．��：タブノキ・ヤ

ブツバキ・サクラ・リュウノヒゲなど

（��）高萩市中戸川　�����　��．��．��：ミズナラ・

コナラ・クリ・ササ類など

（��）高萩市大能花貫第一・第二トンネル間　�����　

　��．��．��：ヤマザクラ・ミズキ・クリなど

（��）常陸太田市真弓神社　�����　��．��．��：スダ

ジイ・スギ・イヌシデ・カヤ・モミ・タブノキ・ア

オキ・ヒサカキなど

（��）日立市御岩山　�����　��．��．��：アカマツ・

リョウブ・コナラ・ヤマザクラ・ヤシャブシ・ヒサ

カキ・アオキなど

土壌線虫相

　ここでは，これまでに種のレベルまで同定しえたも

ののほかに，科・属まで分類した線虫類の名称と検出

地点とを列記する．

線虫綱　Nematoda

エノプルス亜綱　�������

　エノプルス目　�������	

トゥリピラ科　��������	


�������������（未同定）　

検出地点：（��）（��）（��）．

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

検出地点：（�）（��）（��）（��）（��）．

プリスマトライムス科　�������	
�������

������������	
������（未同定）　

検出地点：（�）（�）（�）（�）（�）（�）（��）

（��）．

イロヌス科

���������������（未記載種）　

検出地点：（��）．　

������������（未同定）　

検出地点：（��）（��）．

アライムス科　���������

�������������（未同定）

検出地点：（��）．　

������������	
��（未同定）

検出地点：（�）（�）（��）（��）．

　イソライミウム目　��������	�

イソライミウム科　��������	�


�������������	��（未同定）

検出地点：（��）．

　ドリライムス目　�������	�
�

　　モノンクス亜目　����������

モノンクス科　���������	


�

－　���　－
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������������	
�
��������（��������	
��）　

検出地点：（�）（��）（��）（��）（��）（��）（��）

（��）（��）．　

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

　本種は������の����　������から記載され

たが（�������	
��），その後全く検出報告が無

かった．

検出地点：（��）．

�������������������未同定）

検出地点：（�）（��）（��）（��）（��）（��）（��）

（��）（��）（��）（��）（��）（��）（��）（��）．　

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

検出地点：（��）（��）（��）（��（��））（��．）

���������������	
������（��������	

�）

検出地点：（�）（��）（��）（��）（��）．

����������������（未同定）　　

検出地点：（�）（�）（�）（��）（��）（��）（��）

（��）（��）（��）（��）（��）．　

�������������	
	��	�����	�����������	

検出地点：（�）．

�������������	
	��（未同定）

検出地点：（��）（��）（��）（��）（��）．

ミロンクルス科　�������	�
��

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

検出地点：（��）（��）（��）（��）（��）（��）（��）

（��）．

�������������	�	
������（��������	
）　　

検出地点：（��）．

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

　日本からは初めての報告となるが，��������	

（����）の取りまとめによれば，既に朝鮮半島を

含む世界各地から報告があり，汎世界種である

可能性が高い．

検出地点：（�）（�）（��）（��）（��）（��）（��）

（��）（��）（��）（��）（��）（��）．　

�������������	�	
�
	�
��
����������	

　日本からは初めての報告となるが，��������	

（����）の取りまとめによれば，既に������・

�����・南北アメリカから報告があり，汎世界種

である可能性が高い．

検出地点：（��．）

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

　本種は，��������	（����）の取りまとめによれ

ば，インド・エル＝サルバドル・セント＝ルチ

アからのみ報告されていた．

検出地点：（��）（��）．　

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


検出地点：（��）（��）．　

�������������	�	
������　

検出地点：（��）（��）（��）．

�������������	�	
������

検出地点：（��）．

�������������	�	
������　　

検出地点：（��）．　

�������������	�	
������

検出地点：（��）（��）（��）．

イオトンクス科　��������	
��

��������������	�������（未同定）　　

検出地点：（��）（��）（��）（��）（��）（��）．

��������������	�������（未記載種）　　

検出地点：（�）（��）（��）（��）（��）（��）（��）

（��）．

��������������	�����（未記載種）　　　　

検出地点：（��）（��）（��）（��）（��）（��）．

　　ドリライムス亜目　�������	�
�

ドリライムス科　�������	�
��

�������������	������（未記載種）　

検出地点：（�）（�）（��）（��）（��）（��）（��）

（��）（��）（��）．　

��������������	�
	�����（未記載種）

検出地点：（��）．　

�������������	
��������（未同定）　

　この種が分離されるときは，大抵個体数で他

を圧倒し，優占種になっていることが多い．

検出地点：（�）（�）（��）（��）（��）（��）（��）

（��）（��）（��）．　

��������������	
��������（未同定）

検出地点：（�）（��）（��）（��）（��）（��）（��）

（��）（��）（��）（��）．　

アポルケライムス科

�������������	
�������（未同定）

検出地点：（�）（��）．　

ロンギドルス科　����������	


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

�������	
���
�����������
（����）が独立種とし

動 物

－　���　－



て�������	��
��と命名した日本産の“旧”

��������	�������の�種 を，��������	
�（����）

が他の�種の��������	�������とともに���

�������		
�の�������	
���
�としたため，本種

は殆ど汎世界的な分布をもつ種となった．

検出地点：（�）（��）（��）（��）（��）（��）（��）

（��）（��）（��）．　

��������������	
��	������������	�
���

　本種は�������（����）による記載以来，長い

間北アメリカ以外から報告がなかったが，

���������（����）により東京都から報告され，そ

の後，埼玉県からも検出され（宍田，����），更

に群馬県内各地の山林から本属としては���

�������		
�に次ぐ頻度で検出され（宍田，

�����・�����・�����・�����），また，茨城県の

山林からも検出されている（宍田，�����）．

��������	
�����（����）によればパキスタンから

も本種は検出されている．

検出地点：（��）（��）（��）（��）．

アクティノライムス科　�������	�
��	�

�����������	�
��	�����������未同定）

検出地点：（�）（�）（��）（��）（��）（��）（��）

（��）（��）（��）（��）（��）（��）（��）（��）（��）

（��）（��）（��）（��）（��）．

ニゴライムス科

���������	
�������������������（未同定）

検出地点：（�．）

������������������（未同定）

検出地点：（��）（��）（��）．

　トゥリプロンヒウム目　��������	
���

ディフテロフォラ科　��������	��	��
��

��������������	��	�
�（未同定）　　　

検出地点：（��）（��）（��）（��）．

トゥリコドルス科　�����������	


���������������	
���	���
���������	
�

　本種は���の�������	
�を基産地として記載

されて以来（��������	
�），北アメリカの極く限

られた地域からのみ知られていたが，���������

（����）は日本の山林から検出し，北アメリカか

らの報告の殆どが園芸作物の根辺からであるこ

とから，北アメリカの集団は日本から人為的に

持ち込まれたものであろうと推定した．宍田は

その後，群馬県内のカラマツ天然林・赤城山の

ミズゴケ�������	
���を主とした湿原・谷川岳

下部ブナ林・尾瀬の山林（宍田，����・�����

�・����・������），台湾の山林（宍田，����），

茨城県筑波山頂付近ブナ林・鉾田町の照葉樹林

（宍田，������・������）より検出し，日本の山

林に棲息する���������	
の殆どが本種である

こと，および本種は日本に自然分布するもので

あることを示した．また����������（����）によ

れば，������������（����）は中国から本種を報

告している．

検出地点：（��）（��）．

���������������	
�（幼虫のみのため，同定不能）

検出地点：（��）．

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

検出地点：（�）（��）（��）．

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

　本種はヨ－ロッパをのぞいて殆ど全世界から

報告されている（����������	
���）．日本におい

ては，数多くの樹種を寄主とすることが報告さ

れているが（���������	
���：明治神宮境内林に

おける調査），山林での検出率も，本科としては

���������	
���	���
に次いで高い（宍田，�����・

�����・�����：以上群馬県）・（宍田，�����：茨

城県）．

検出地点：（�）（�）（��）（��）．

クロマドリナ亜綱　���������	�

　アレオライムス目　��������	�
��

プレクトゥス科　�������	�

�������������	�
��������������	�
��　　

　本種は����������（����）のとりまとめによれ

ば，本属の中でも最も広く分布しており，全て

の大陸から報告されている．日本おいても古く

��������（����）により，既に報告されている．

検出地点：（��）（��）（��）（��）（��）（��）（��）

（��）（��）（��）（��）（��）（��）（��）．

�������������	
����������������	

�

検出地点：（��）（��）．　

�������������	
����������������	


検出地点：（��）（��）．

�������������	��
�������������	
���　　

　���������（����）のとりまとめによれば，本種

のこれまでの既知産地はヨ－ロッパ・北アメリ

－　���　－
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カ（�������	��）に限られており，金精峠からの

検出が（宍田，����）アジアからの初めての報

告であった．

検出地点：（�）（�）（�）（�）（�）（��）（��）

（��）（��）（��）（��）．　

��������������������（未記載種）

検出地点：（�）（��）（��）（��）（��）．

��������������������（未同定）

検出地点：（�）（��）（��）（��）（��）．　

�������������	
���
����
��（�������	

，����）

　北アメリカ・オランダ・日本（����������

��������	
�����）・台湾から報告がある．群馬県

内（宍田，�����・�����）および茨城県内（宍

田，�����）では高い頻度で検出されている．

検出地点：（�）（�）（��）（��）（��）（��）（��）

（��）（��）（��）（��）（��）（��）（��）（��）（��）．

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

　����������	
��������（����）などによれば汎世

界的に分布しているが，群馬県近辺の調査では

前種の方が圧倒的に多く，本種が日本で確認さ

れたのは尾瀬ヶ原北側の景鶴山南斜面での検出

（宍田，�����）が初めてである．

検出地点：（��）（��）．

�������������	
��������	�（��������	

�）　　　　

　本種は汎世界的に分布する．本種はまた，筆

者のこれまでの群馬県近辺での調査によれば，

湿原を除く殆どあらゆるタイプの植生から検出

され，また垂直的にも分布が広い．

検出地点：（�）（�）（�）（�）（��）（��）（��）

（��）（��）（��）（��）（��）（��）（��）．

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

　本種はインド洋アンダマン諸島の小さな島の

天然林から記載され（��������	�
�����������），

その後，群馬県内各地の山林（宍田，�����・

�����　ほか）・埼玉県の山林（宍田，未発表）・

茨城県の山林（宍田，�����），および台湾の山

林（宍田，未発表）から高い頻度で検出されて

いる．

検出地点：（��）（��）（��）．　

　ラブディティス目　����������

ブノネマ科　��������	
���

��������������	
�（未同定）

検出地点：（�）（��）（��）（��）．

�������������	
�����（未同定）

検出地点：（��）（��）．　

テラトケファルス科

��������������	
����（未同定）

検出地点：（�）（��）（��）（��）（��）（��）（��）

（��）（��）．　

　ティレンクス目　�������	
�

ホプロライムス科　����������	�


�������������	��
����（未同定）

検出地点：（�）（�）（�）（��）（��）（��）（��）

（��）（��）（��）（��）（��）（��）．　

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

　本種は真宮により島根県の林業苗畑から記載

されたが（��������	
��），その後南朝鮮の数カ

所（�������	
�）・群馬県赤城山覚満淵湿原（宍

田，�����）・尾瀬ヶ原竜宮拠水林（宍田，�����）・

浦和市田島ヶ原サクラソウ自生地（宍田，����）

から報告され，筆者は本種が湿潤な環境を好む

という印象を受けている．

検出地点：（��）（��）．

ヘテロデラ科

��������������	
��（未同定）　

検出地点：（�）（��）．

プラティレンクス科　�������	
����　

�������������	
���（未同定）

検出地点：（�）（�）（�）（��）（��）（��）（��）

（��）（��）（��）（��）（��）（��）．

クリコネマ科

��������������	
���（未同定）

検出地点：（�）（��）（��）（��）（��）（��）．

���������������	�（未同定）

検出地点：（�）（�）．　

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

　本種はこれまでに南朝鮮と日本とから知られ

る（���������	�
�����������・��������	�
��

�������	
�）．群馬県（宍田，�����・�����・����・

�����・�����・�����）と茨城県（宍田，�����）

における検出頻度も高い．　

検出地点：（��）（��）（��）（��）（��）（��）（��）

（��）（��）．

動 物
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�������������	
��（���������	
���）　　

　現在までの知見では日本固有種であるが，群

馬県（宍田，�����・�����・�����・�����）お

よび茨城県（宍田，�����・�����）での検出率

は高く，前種と同様に低標高地の山林では広く

分布していると思われる．

検出地点：（�）（��）（��）．　

��������������	��（���������	
���）

　本種は���������（����）が，長野県乗鞍岳と

八ヶ岳の，いずれも標高�������の針葉樹林の

土壌から検出・記載した．

検出地点：（��）．

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

検出地点：（�）．

�����������������（未記載種）

検出地点：（�）（��）（��）（��）．　

������������������（未同定）

検出地点：（��）（��）（��）（��）．　

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

検出地点：（��）（��）．

�������������	�

������（未同定）

検出地点：（��）．

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

　汎世界種で，群馬県（宍田，�����・�����・

�����・�����・�����・�����）．茨城県（宍田，

�����）からも高頻度で検出されている．　

検出地点：（�）（��）（��）（��）（��）（��）．　

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

　本種は群馬県草津町の山林（�������）から

��������（����）により記載されたが，�����

����（����）は同時に，群馬県佐波郡東村・栃

木県西那須野町・三重県美杉村・奈良県二条山

からも報告し，宍田は群馬県赤城山（�����）・

長野原町（�����）・茨城県筑波山（�����）・栃

木県内の数カ所（����）から報告しており，国

内では広く分布しているものと思われる．

検出地点：（�）（��）（��）（��）．　

����������������	
������（未記載種）　

　本種の雌の形態は全種に良く似るが，雄につ

いては本種が大きな�����を持つこと等で形態

的に異なる．

検出地点：（��）（��）．　

����������������	
��（未同定）

検出地点：（��）（��）．　

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

　本種は��������のチャの苗畑土壌から記載さ

れ，その後�����（����）が鹿児島県のサトウ

キビから，��������	
�	���	（����）が台湾と����

�����とのサトウキビから，そして��������

�������	�
�����（����）が南アフリカの禾本科か

ら得ている．　

検出地点：（��）（��）（��）．　

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

検出地点：（��）．　

�����������������	�

��	��������（�������	����）

検出地点：（�）（�）（�）（��）（��）（��）（��）

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

（��）（��）（��）（��）（��）（��）（��）．　
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宍田幸男．����．サクラソウ自生地の土壌棲息性線虫

類．荒川調節池工事に伴う特別天然記念物田島ヶ原

サクラソウ自生地影響調査概報（昭和��年度）．����

�����，建設省関東地方建設局荒川上流工事事務所・

浦和市天然記念物調査会．

宍田幸男．������．土壌線虫．桐生市動物誌．　����

������，桐生市教育委員会，������．　

宍田幸男．������．群馬県農林大学校における植物寄

生線虫相調査．関東病虫研報�　��：�����．

宍田幸男．����．群馬農総試高冷地分場の植物寄生線

虫相（�）圃場および周辺．関東病虫研報�　��：　����

�．

宍田幸男．������．土壌棲息性線虫類．赤谷川源流域

学術調査報告書（��），���　�����，群馬県林務部．

宍田幸男．������．土壌棲息性線虫類（赤城山黒桧北

面）．良好な自然を有する地域学術調査報告書�

（��），���　�����，群馬県林務部．　

宍田幸男．������．土壌棲息性線虫類（榛名山沼尾

川）．同，���　������，群馬県林務部．

宍田幸男．������．土壌棲息性線虫類（貫前神社丘陵

北面）．同，���　�����，群馬県林務部．

宍田幸男．������．覚満淵の土壌棲息性線虫類．良好

な自然を有する地域学術調査報告書（���），���　���

�．群馬県林務部．

宍田幸男．�����．サクラソウ自生地の土壌棲息性線

虫類．特別天然記念物田島ヶ原サクラソウ自生地天

然記念物指定��周年記念論文集．���　�����，浦和

市教育委員会，������．

宍田幸男．����．台湾中北部山地帯の線虫相より．第

��回日本土壌動物学会大会講要，�．

宍田幸男．����．土壌棲息性線虫類．谷川連峰学術調

査報告書－良好な自然環境を有する地域の調査－，

���　�����，群馬県林務部．

宍田幸男，�����．土壌線虫．長野原町の自然．����

������，長野原町，������．　

宍田幸男．�����．土壌棲息性線虫類．景鶴山学術調

査報告書．���　����，群馬県林務部．

宍田幸男．�����．尾瀬の土壌線虫類．尾瀬の総合研

究．���　������，尾瀬総合学術調査団，������．

宍田幸男．�����．筑波山の土壌動物：　センチュウ類．

茨城県自然博物館第�次総合調査報告書，���　����

�，ミュ－ジアムパ－ク茨城県自然博物館，������　

宍田幸男．�����．土壌棲息性線虫類（高田川上流部）．

良好な自然を有する地域学術調査報告書（�����），�

���　����，群馬県自然環境課．

動 物
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宍田幸男．�����．茨城県央地域の土壌動物：　セン

チュウ類．茨城県自然博物館第�次総合調査報告

書，���　�����，ミュ－ジアムパ－ク茨城県自然博物

館，������．　

宍田幸男．����．土壌線虫類．とちぎの土壌動物．

���������．栃木県林務部自然環境課，������．
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調査研究および執筆

宍田幸男（群馬県農業試験場）
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ソコミジンコ類

はじめに

　����年��月から����年��月までの�年間，茨城

県自然博物館第�次総合調査として県北東部地域の

��調査地点で陸生ソコミジンコを調査した．調査方

法は落葉堆積物を洗う方法をとった（�������，����）．

種の同定は日本産土壌動物（菊地，����）にもとづい

て行った．その結果，��地点のうち��地点でソコミ

ジンコが見つかり，それらを同定解析したところ以下

の�属�種が確認された，

���．���������	
�������������　

コノハアゴソコミジンコ

　　採集地点：���．��，��，��．

���．����������	
��������　チビソコミジンコ

　　採集地点：���．��，��，��，��．

���．�������������	�　アルキソコミジンコ

　　採集地点：���．�，��，��，��．
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菊地義昭．����．ソコミジンコ目．青木淳一（編）．　

日本産土壌動物．��．�������，東海大学出版会．

調査研究および執筆

菊地義昭（茨城大学広域水圏環境科学教育センター）
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茨城県北東部地域における土壌動物

土壌性カニムシ類

はじめに

　茨城県北東部地域に生息する土壌性カニムシ類に関

する研究は，高萩市において�科�属�種のカニムシ

類が報告されている（坂寄，����）ほかに，この地域

全域にわたる報告はこれまでになかった．

　ミュージアムパーク茨城県自然博物館委託の第三次

総合調査（茨城県北東部地域における土壌動物）によ

り，����年��月�日から����年��月��日まで採集

調査を行い，合計��地点より土壌試料を採取した．

各地点での採取量は定性的に約��リットルで，採取

した土壌試料はツルグレン装置を用いて�～�日間抽

出した．その後，抽出されたカニムシ類について顕微

鏡下で同定した．今回は調査期間中に採取した土壌試

料より抽出できたカニムシ類のうち，整理のできた以

下の��地点について報告する．

調査地一覧

　以下に，調査年月日，調査地番号，地名，標高，植

生の順に記す．

調査年月日：����年��月�日

���．�十王町友部　十王ダムわき　�����

コナラ，アカマツ，クリ，シラカシ，ホオノキ，

ヤマザクラ，ヒサカキ

���．�十王町高原大平　�����

コナラ，ホオノキ，ハウチワカエデ，ヤマザクラ，

スズタケ

���．�里美村上深荻　�����

コナラ，クリ，ヤマザクラ，アカマツ，カヤ，シ

デ����　アズマネザサ

���．�日立市宮田町　金山北西　�����

西：アカメガシワ，ミズキ，クヌギ，ヤブツバキ，

東：コナラ，ミズナラ，アオキ

���．�日立市入四間町赤根林道　�����

クヌギ，コナラ，クリ

���．�日立市入四間深荻橋　�����

ヤブツバキ，イロハカエデ

���．�常陸太田市茅根町洪沢　�����

コナラ，スギ，アオキ，ヒイラギ，ヒサカキ，ツ

バキ，ハンノキ，シキミ

���．�日立市諏訪町　日立高鈴ゴルフ倶楽部下　������

コナラ，ヒサカキ，クロモジ，シキミ，ハンノキ，

アオキ

���．�日立市諏訪町　上諏訪ダム　�����

コナラ，ヒサカキ，ヤマザクラ，シキミ

����．�常陸太田市高貫岡の内　�����

シラカシ，コナラ，スダジイ，アオキ，ヒサカキ，

テイカカズラ

����．�常陸太田市真弓町弁天　�����

シラカシ，アオキ，ヒサカキ，ヤツデ，ヤシャブ

シ

調査年月日：����年�月��日

����．�北茨城市関本町亀谷地①　�����

コナラ，ミズナラ，シデ����　カエデ��．

����．�北茨城市関本町小川　定波　小川学術参考林　

�����

ブナ，イヌブナ，ミズナラ，シデ����　カエデ��．

調査年月日：����年�月��日

����．�北茨城市華川町花園　花園山南西　�����

イヌブナ，ホオノキ，アオダモ，ハクウンボク，

ウリハダカエデ，ヒナウチワカエデ，リョウブ，

スズタケ

����．�北茨城市関本町亀谷地②　�����（��亀谷地①の

地点より東へ約����の地点）

クリ，ヤマザクラ，コシアブラ，イヌブナ，オオ

モミジ，ミズナラ，リョウブ，ハクウンボク，ヒ

トツバカエデ，アオハダ，チゴユリ，ギボウシ，

����．�北茨城市華川町水沼　水沼ダム北岸　�����

コナラ，ヤマザクラ，ホオノキ，アカシデ，ヤマ

モミジ，ムシカリ，アオキ，ササ��．

����．�北茨城市磯原町内野　�����

コナラ，ヤマザクラ，シラカシ，ヒサカキ，アカ

シデ，ホオノキ，アセビ，アオキ

����．�北茨城市関本町富士見ケ丘　里根川横　�����

コナラ，クヌギ，スギ，サワグルミ，アオキ

����．�北茨城市関南町神岡下　湯の網鉱泉入り口付近　

�����

アカマツ，コナラ，ホオノキ，ヤマザクラ，クリ，

ヒサカキ，アオキ，スダジイ

����．�北茨城市中郷町松井　大北渓谷　�����

シラカシ，アオキ，ヒサカキ，ツバキ，コナラ，

アズマネザサ

����．�高萩市大金田　�����

ミズナラ，ヤマザクラ，シデ����　エゴノキ，コゴ

メウツギ，アズマネザサ

����．�高萩市富岡　�����
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ミズナラ，シデ����　シキミ，フジ，スズタケ

調査年月日：����年��月��日

����．�高萩市柳沢　�����

クリ，コシアブラ，アカシデ，エゴノキ，ヒノキ，

アズキナシ，スズタケ

����．�里美村三鈷室山　�����

ミズナラ，クリ，ヤマザクラ，ウリハダカエデ，

ホオノキ，ブナ，サワシバ，リョウブ，ミズメ，

スズタケ

����．�北茨城市関本町才丸平袖　�����

クリ，クヌギ，ヤマザクラ，アカメガシワ，クマ

シデ，ウリハダカエデ，エゴノキ，アズマネザサ

����．�里美村八丈石　�����

コナラ，ミズナラ，コシアブラ，リョウブ，ヒノ

キ，クリ，バイカツツジ，アセビ

����．�高萩市上君田　�����

コナラ，ミズナラ，クリ，リョウブ，ホオノキ，

ネジキ，アセビ

����．�高萩市若栗　�����

クヌギ，ヤマザクラ，ミズナラ，アズマネザサ

����．�里美村小妻　�����

スギ

����．�里美村里川　�����

クリ，イロハカエデ，ヤマボウシ，カジカエデ，

ヒトツバカエデ，ウリハダカエデ，リョウブ

����．�高萩市下君田　�����

ブナ，スギ，イロハカエデ，ホオノキ，コナラ，

ササ��．

����．�十王町黒坂　�����

コナラ，クリ，ヤマザクラ，ホオノキ，シデ����　

アズマネザサ

����．�高萩市米平（沢沿い）�����

コナラ，ヤマザクラ，スズタケ

����．�高萩市鳥曽根　小滝沢キャンプ場の上方　������

クリ，ホオノキ，スズタケ

調査年月日：����年�月��日

����．�日立市水木町　����

タブノキ，ヤブツバキ，サクラ，リュウノヒゲ

結　果

　調査期間中に，採取した土壌試料よりツルグレン装

置を用いて抽出できたカニムシ類のうち，整理のでき

た��地点について，その出現の様子を一覧表にまと

めたものが表�である．これまでの一連の調査によ

り，茨城県産のカニムシ類はかなり原記載と差異が認

められるものが多く，新種として記載すべきものも含

まれていると思われるので，ここでは無理に既知種に

同定することを避け，��．として，以下にそれらの生

息状況等について簡単に記述する．

�����������	���
������

　今回の調査で，季節に関係なく最も多くの地点

より採集され，この地域では最も普通に生息して

いる種類である．�������	
��������
�
ヤマメク

ラツチカニムシに似るが，腹部背板の毛序式など

が異なっている．

��������������	
����	���	��	�
�

　今回の調査域では，平地や低山域の森林土壌中

から得られている．

��������������	
����
�	　タムラツチカニムシ

　筑波山での垂直分布調査では，本種は山頂付近

に生息していることが明かになったが，その傾向

は本調査域でも見られ，山頂付近で採集された．

しかし，北茨城市では低山域からも採集された．

�������������	
���
��	
　チビコケカニムシ

　本種は荒れた不安定な森林環境から採集される

ことが多いが（坂寄，����，����），今回の調査で

は�地点から採集された．その理由として，土壌

試料をより豊かな森林より採取したためと考えら

れる．

�����������	�
�	������

　今回の調査域の山地域にかなり普通に生息して

いることが明かになった．本種は既知種といくつ

かの点で異なっており，今後さらに検討したい．

�������������	����

　この属の標本は寒冷期に土壌中より見いだされ

ることが多く（��������，����；佐藤，����；小

針，����；坂寄，����），今回もその傾向が見られ

た．得られた標本は，既知種とその形態的特徴に

変異が見られ，それが種内変異かどうかは今後検

討を要するのでここでは��．としておく．

������������	�
����	���
　モリヤドリカニムシ

　本種は時折土壌試料より抽出されるが，その生

態はほとんど明かにされていない．今回の調査

で，����年�月��日に抱卵中のものが土壌試料

より�個体採集された．同様の標本は群馬県長野

原町での調査でも得られており（坂寄，����），こ

れらのことから本種の繁殖も，土壌中で行われて
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いると推定される．

　今回の調査域に広く生息していると判断される土壌性

カニムシ類として，出現頻度が高かった�������	���
���

���（出現頻度����％）と�������	�
�	������（����％）が

あげられる．さらに，冬季に限れば，���������	����

（冬季����％）も多く見られる種であると判断される．
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表��．�茨城県北東部地域の各調査地で生息が確認された土壌性カニムシ類．
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クモ類

摘　要

　����年から����年にかけてミュージアムパーク茨

城県自然博物館委託の第�次総合調査が行われ，県北

地域のクモ類について��科��属��種の生息が明ら

かになったので報告する．

　今回採集された種の中で，ヤマトオオイヤマケシグ

モ（�������	�
������），ヤマトトウジヌカグモ（��������	

�������	
）は県内初記録である．

はじめに

　茨城県内の土壌中に生息するクモ類については，菅

波（����，����，�����）により報告がなされ，次第に

クモ相が明らかになってきている．

　本報では採集した試料からツルグレン装置を用いて

土壌動物を抽出したクモの一部について解析した結果

である．残りの試料については，結果がまとまり次第

報告する予定である．

　本稿を進めるにあたり資料を提供してくださった坂

寄　廣氏はじめ茨城土壌動物研究会の方々，本稿への

ご助言とご校閲をいただいた田村浩志博士，更に一部

の標本について同定していただいた山梨県の斎藤　博

氏に心から感謝申し上げる．

　　

調査対象地

常陸太田市：茅根町洪沢（�����），高貫岡の内（������），

真弓町弁天（������）

里美村：八丈尺（������），小妻（������），里川（������）

日立市：入四間町深荻橋（�����），諏訪町高鈴��下

（�����），諏訪町上諏訪ダム（�����）　　

十王町：黒坂（��．��）

高萩市：大金田（��．��），富岡（��．��），柳沢（��．

��），上君田（������），若栗（������），米平（������），

鳥曽根小滝沢キャンプ場上（������）　

北茨城市：関本町亀谷地（������），華川町水沼水沼ダ

ム北岸（������），磯原町内野（������），関本町富士

ケ丘里根川横（������），関南町神岡下湯ノ網鉱泉入

り口（������），中郷町松井大北渓谷（������），

調査結果

　各調査対象地で採集されたクモ類を以下に列記す

る．なお，リスト中で使用される記号の�は雄の成

体，�は雄の幼体，�は雌の成体，�は雌の幼体を表す．

本目録の科，属，種の配列は，谷川（����）に従った．

��������　ジグモ科

���．��������	
���������������		
　

ジグモ

日立市諏訪町上諏訪ダム，�����，����．��．

�，���．北茨城市関本町富士ケ丘里根川，����

�，����．�．��，��．

��������	����	　カネコトタテグモ科　　

���．��������	
������
����（�������	�
���）　

カネコトタテグモ　

里美村八丈尺，�����，����．��．��，���．日立

市諏訪町高鈴��下，�����，����．��．�，��

�．高萩市富岡，�����，����．�．��，���．；　上

君田，�����，����．��．��，���．北茨城市関本

町亀谷地，�����，����．�．��，���．；　関南町

神岡下湯ノ網鉱泉入り口，�����，����．�．

��，��．　　

��������	�　トタテグモ科

���．��������	�
���	���（��������	
�
�）　

キシノウエトタテグモ

日立市入四間町深荻橋，�����，����．��．�，

���．北茨城市中郷町松井大北渓谷，�����，

����．�．��，���．

���������	
�　マシラグモ科

���．����������������

マシラグモ属の一種

常陸太田市茅根町洪沢，�����，����．��．�，

���．；高貫岡の内，�����，����．��．�，���．日

立市入四間町深荻橋，�����，����．��．�，���．

北茨城市磯原町内野，�����，����．�．��，���．

���������　タマゴグモ科

���．�����������	�
�����	������������	�
��
　

ダニグモ　

里美村小妻，�����，����．��．��，　���．：　里

川，�����，����．��．��，���．

���．���������	
�����
�������（��������	
����）　

ナルトミダニグモ

北茨城市中郷町松井大北渓谷，�����，����．

�．��，���．



－　���　－

茨城県北東部地域における土壌動物

�����������　ヒメグモ科

���．���������	�
����
�（�������	
��）

ツクネグモ

高萩市柳沢，�����，����．��．��，��．

���．��������	����������	
��������　

オガタモリヒメグモ　

日立市諏訪町上諏訪ダム，�����，����．��．

�，��．北茨城市華川町水沼水沼ダム北岸，����

�，����．�．��，��．�　関本町富士ケ丘里根川

横，�����，����．�．��，��．

���．���������	
����
����������	�
����　

スネグロオチバヒメグモ

十王町黒坂，�����，����．��．��，���．北茨城

市関本町富士ケ丘里根川横，�����，����．�．

��，��．

��������　ヨリメグモ科

����．�������������	
��	���������	　

ヨロイヒメグモ

常陸太田市高貫岡の内，�����，����．��．�，

��，��．十王町黒坂，�����，����．��．��，

��，��．高萩市鳥曽根小滝沢キャンプ場上，

�����，����．��．��，���，���．北茨城市磯

原町内野，�����，����．�．��，��．�　関本町

富士ケ丘里根川横，�����，����．�．��，��，

��．�　関南町神岡下湯ノ網鉱泉入り口，�����，

����．�．��，��．�　中郷町松井大北渓谷，����

�，����．�．��，��，��．

��������	�　コツブグモ科

����．����������	
����（�������	
��）　

ナンブコツブグモ

常陸太田市高貫岡の内，�����，����．��．�，

���．里美村里川，�����，����．��．��，���．北

茨城市磯原町内野，�����，����．�．��，��．

���������	
　サラグモ科

����．�����������	
����	����	�

�（�������	）　

タテヤマテナガグモ

里美村小妻，�����，����．��．��，��．日立市

諏訪町上諏訪ダム，�����，����．��．�，��．

北茨城市関本町富士ケ丘里根川横，�����，

����．�．��，��．

����．����������	
�������	
��������	
����　

ヤマトマルサラグモ

常陸太田市高貫岡の内，�����，����．��．�，

��，��．�　真弓町弁天，�����，����．��．�，

��．里美村小妻，�����，����．��．��，��．

日立市入四間町深荻橋，�����，����．��．�，

��，��．�　諏訪町上諏訪ダム，�����，����．

��．�，��，��．高萩市若栗，�����，����．��．

��，��．�　鳥曽根小滝沢キャンプ場上，�����，

����．��．��，��．北茨城市関南町神岡下湯ノ

網鉱泉入り口，�����，����．�．��，��．

����．��������	
��������（�������	）

クスミサラグモ

里美村八丈尺，�����，����．��．��，���．

����．�����������	��（�������	）　

イマダテテングヌカグモ

常陸太田市高貫岡の内，�����，����．��．�，

��．�　真弓町弁天�����，����．��．�，��．里

美村八丈尺，�����，����．��．��，��，���．��

里川，�����，����．��．��，��，��．日立市

入四間町深荻橋，�����，����．��．�，��，�

��．�　諏訪町高鈴��下，�����，����．��．�，

��．�　諏訪町上諏訪ダム，�����，����．��．�，

��．十王町黒坂，�����，����．��．��，��，

���．高萩市大金田，�����，����．�．��，��．��

柳沢，�����，����．��．��，��，��．�　上君

田　�����，����．��．��，���，���．北茨城

市関本町亀谷地，�����，����．�．��，��．�　

華川町水沼水沼ダム北岸，�����，����．�．

��，��．�　磯原町内野，�����，����．�．��，

��．�　中郷町松井大北渓谷，�����，����．�．

��，��．　　

����．�������������	
�����（�������	）　

コテングヌカグモ

常陸太田市茅根町洪沢，�����，����．��．�，

��．日立市入四間町深荻橋，�����，����．��．

�，��．�　諏訪町高鈴��下，�����，����．��．

�，��，��．　　

����．����������	
���	����（�������	
����）

オオイワヤマトコナグモ

常陸太田市茅根町洪沢，�����，����．��．�，

���，���．�　高貫岡の内，�����，����．��．�，

��．�　真弓町弁天����，����．��．�，���，

���．日立市諏訪町高鈴��下，�����，����．

��．�，���，���．高萩市若栗，�����，����．

��．��，��．北茨城市中郷町松井大北渓谷，

�����，����．�．��，��．



動 物
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����．��������	
����������������	���（�������	）　

アサカワゴマグモ

高萩市柳沢，�����，����．��．��，��，���．��

上君田　�����，����．��．��，��，��．�　鳥曽

根小滝沢キャンプ場上，�����，����．��．��，

��．

����．��������	
���������	���������（�������	）　

ヒロテゴマグモ

里美村小妻，�����，����．��．��，��，��．高

萩市大金田，�����，����．�．��，��．�　若栗，

�����，����．��．��，��，���．�　鳥曽根小滝

沢キャンプ場上，�����，����．��．��，��，

���．北茨城市関本町亀谷地，�����，����．�．

��，��．

����．��������	�
��������������	�
����	�����　

ヤマトオオイヤマケシグモ

里美村八丈尺，�����，����．��．��，��．高萩

市富岡，�����，����．�．��，���．�　柳沢，����

�，����．��．��，��，��．�　上君田，�����，

����．��．��，��．�　鳥曽根小滝沢キャンプ場

上，�����，����．��．��，��．　

����．��������	
����������������	
��

アリマネグモ

常陸太田市高貫岡の内，�����，����．��．�，

��，��．北茨城市磯原町内野，�����，����．

�．��，��．�　関南町神岡下湯ノ網鉱泉入り口，

�����，����．�．��，��．�　中郷町松井大北渓

谷，�����，����．�．��，��．

����．��������	
��������������������	
����　

ヤマジコナグモ

日立市入四間町深荻橋，�����，����．��．�，

��，��．高萩市柳沢，�����，����．��．��，

��．�　若栗，�����，����．��．��，��．

����．���������	�
���������������	�
����	�����　

ヤマトトウジヌカグモ

日立市諏訪町上諏訪ダム，�����，����．��．

�，��．

����．��������	�
�����	
������（�������������	�
��）

ユノハマサラグモ

常陸太田市高貫岡の内，�����，����．��．�，

���．

���������　コガネグモ科

����．�������������

オニグモ属の一種

日立市諏訪町上諏訪ダム，�����，����．��．

�，���．

����．���������	�
������（���������	
����）　

ドヨウオニグモ

高萩市富岡，�����，����．�．��，���．

�������	
　コモリグモ科

����．������������

カイゾクコモリグモ属の一種

里美村小妻，�����，����．��．��，���．日立市

諏訪町上諏訪ダム，�����，����．��．�，���．

高萩市若栗，�����，����．��．��，���．

��������　シボグモ科

����．���������	�
���������	�
��

シボグモ

常陸太田市高貫岡の内，�����，����．��．�，

���．日立市諏訪町上諏訪ダム，�����，����．

��．�，���．十王町黒坂，�����，����．��．��，

���．高萩市米平，�����，����．��．��，���．北

茨城市関本町富士ケ丘里根川横，�����，����．

�．��，���．

���������　ナミハグモ科

����．�������������

ナミハグモ属の一種

常陸太田市高貫岡の内，�����，����．��．�，

���．�　真弓町弁天�����，����．��．�，���．里

美村八丈尺，�����，����．��．��，���．；里川，

�����，����．��．��，���．日立市入四間町深

荻橋，�����，����．��．�，���．；諏訪町上諏

訪ダム，�����，����．��．�，���．；諏訪町高

鈴��下，�����，����．��．�，��，���．十王

町黒坂，�����，����．��．��，���．高萩市柳

沢，�����，����．��．��，���．；上君田，����

�，����．��．��，����；米平，�����，����．

��．��，���．；鳥曽根小滝沢キャンプ場上，����

�，����．��．��，���．北茨城市関本町亀谷地，

�����，����．�．��，���．；華川町水沼水沼ダム

北岸，�����，����．�．��，��，���．；磯原町

内野，�����，����．�．��，���．；関本町富士

ケ丘里根川横，�����，����．�．��，���．；関

南町神岡下湯ノ網鉱泉入り口，�����，����．

�．��，���．
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���������　ハタケグモ科

����．���������	
�����	����������������	�
��

ハタケグモ

常陸太田市茅根町洪沢，�����，����．��．�，

���．里美村八丈尺，�����，����．��．��，���．��

里川，�����，����．��．��，��，���．高萩市

上君田，�����，����．��．��，���．北茨城市関

本町亀谷地，�����，����．�．��，���．�　華川

町水沼水沼ダム北岸，�����，����．�．��，���．

����．��������	���
���������	�	��������	
�　

ヤマハタケグモ

常陸太田市茅根町洪沢，�����，����．��．�，

���．�　高貫岡の内，�����，����．��．�，��．

日立市諏訪町上諏訪ダム，�����，����．��．

�，���．

���������	�
　ガケジグモ科

����．����������	
�
��
��������	�
����　

フタバヤチグモ

里美村八丈尺，�����，����．��．��，��．日立

市入四間町深荻橋，�����，����．��．�，��．

高萩市柳沢，�����，����．��．��，��．�　米

平，�����，����．��．��，��．�　鳥曽根小滝沢

キャンプ場上，�����，����．��．��，��，��．

����．����������	
�����
�������	�
����　

アズマヤチグモ

常陸太田市茅根町洪沢，�����，����．��．�，

��．�　高貫岡の内，�����，����．��．�，��．

里美村小妻，�����，����．��．��，��．日立

市諏訪町上諏訪ダム，�����，����．��．�，��．

十王町黒坂，�����，����．��．��，��．高萩市

若栗，�����，����．��．��，��，���．�　米平，

�����，����．��．��，��．　　

����．��������������

ヤチグモ属の一種

高萩市大金田，�����，����．�．��，���．�　柳

沢，�����，����．��．��，���．�　米平，�����，

����．��．��，���．北茨城市華川町水沼水沼ダ

ム北岸，�����，����．�．��，���．�　関本町富

士ケ丘里根川横，�����，����．�．��，���．�　

中郷町松井大北渓谷，�����，����．�．��，���．

��������	�
　ウエムラグモ科

����．�����������	���
����（�������������	　����）

イタチグモ

常陸太田市茅根町洪沢，�����，����．��．�，

���．�　高貫岡の内，�����，����．��．�，��，

���．�　真弓町弁天，�����，����．��．�，���．

里美村八丈尺，�����，����．��．��，���．日立

市入四間町深荻橋，�����，����．��．�，���．��

諏訪町高鈴��下，�����，����．��．�，����．��

諏訪町上諏訪ダム，�����，����．��．�，���．

十王町黒坂，�����，����．��．��，���．高萩市

大金田，�����，����．�．��，���．�　若栗，����

�，����．��．��，���．�　鳥曽根小滝沢キャン

プ場上，�����，����．��．��，���．北茨城市磯

原町内野，�����，����．�．��，���．�　関本町

富士ケ丘里根川横，�����，����．�．��，���．��

関南町神岡下湯ノ網鉱泉入り口，�����，����．

�．��，���．�　中郷町松井大北渓谷，�����，

����．�．��，��．

����．���������	��
��������������	�
����　

コムラウラシマグモ

里美村小妻，�����，����．��．��，��．高萩市

上君田，�����，����．��．��，��．；　若栗，����

�，����．��．��，��，��．；　鳥曽根小滝沢キャ

ンプ場上，�����，����．��．��，��．

����．���������	��
��������
��������	�
�
�　

ウラシマグモ

常陸太田市高貫岡の内，�����，����．��．�，

��，���．里美村里川，�����，����．��．��，

���．日立市入四間町深荻橋，�����，����．��．

�，���．�　諏訪町高鈴��下，�����，����．��．

�，���．�　諏訪町上諏訪ダム，�����，����．��．

�，��，���．十王町黒坂，�����，����．��．��，

���．高萩市上君田，�����，����．��．��，

���，���．�若栗，�����，����．��．��，���．

��������	
�　フクログモ科

����．��������	
����		��������	
�

マイコフクログモ

高萩市富岡，�����，����．�．��，��．北茨城

市華川町水沼水沼ダム北岸，�����，����．�．

��，��．

��������	
　カニグモ科

����．���������	�
������	��������	�
���

ワカバグモ

十王町黒坂，�����，����．��．��，���．

����．��������	
�������	��������	
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ニッポンオチバカニグモ

常陸太田市茅根町洪沢，�����，����．��．�，

��，��，���．�　高貫岡の内，�����，����．��．

�，��，����．�　真弓町弁天　�����，����．��．

�，��，���．里美村八丈尺，�����，����．��．

��，��，���．�　小妻，�����，����．��．��，��，

���．日立市入四間町深荻橋，�����，����．��．

�，��，���．十王町黒坂，�����，����．��．��，

��，���．高萩市大金田，�����，����．�．��，

��，���．�　富岡，�����，����．�．��，��，���．��

若栗，�����，����．��．��，���．�　米平，����

�，����．��．��，��．�　鳥曽根小滝沢キャンプ

場上，�����，����．��．��，��．北茨城市華

川町水沼水沼ダム北岸，�����，����．�．��，

���．�　磯原町内野，�����，����．�．��，��．��

関本町富士ケ丘里根川横，�����，����．�．

��，���．

����．��������	
����（���������	
����）　

トラフカニグモ

日立市諏訪町高鈴��下，�����，����．��．�，

���．

����．��������������

ヤミイロカニグモ属の一種　

常陸太田市茅根町洪沢，�����，����．��．�，

���．里美村八丈尺，�����，����．��．��，���．��

小妻，�����，����．��．��，���．�　里川，����

�，����．��．��，���．十王町黒坂，�����，

����．��．��，���．高萩市柳沢，�����，����．

��．��，��．�　若栗，�����，����．��．��，��

��．�　米平，�����，����．��．��，���．�　鳥曽

根小滝沢キャンプ場上，����，����．��．��，

��，����．　

���������	　ハエトリグモ科

����．���������	
������（����������	
��）　

ネオンハエトリグモ

日立市諏訪町上諏訪ダム，�����，����．��．

�，���．高萩市大金田，�����，����．�．��，

��．

文　献

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

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

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

��������	

�������������	�����������������	��

������

菅波洋平．����．土壌性クモ目．高萩の動物．��．

�������，高萩市．

菅波洋平．����．クモ目．　筑波山の土壌動物．茨城

県自然博物館第�次総合調査報告書，��．�������．

ミュージアムパーク茨城県自然博物館．

菅波洋平．�����．クモ類．茨城県央地域の土壌動物．

茨城県自然博物館第�次総合調査報告書，��．����

���．ミュージアムパーク茨城県自然博物館．

菅波洋平．�����．クモ類．とちぎの土壌動物．栃木

県自然環境基礎調査，��．�������．栃木県林務部

自然環境課．　

谷川明男．����．日本産クモ類目録．���������．

��．��．������，東京蜘蛛談話会．

調査研究および執筆　

菅波洋平（茨城県水戸教育事務所長，現高萩市立高萩

小学校長）
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ササラダニ類

はじめに

　第�次総合調査は平成��年から��年にかけて，茨

城県北東部で実施された．採集地点は��地点に及ぶ

が，今回はその中で，以下の��地点のサンプルより抽

出した標本にもとづくササラダニ相を記録してある．

ササラダニ類は以下に示したように，合計��科���

種が確認された．科の配列と和名は主に日本産ササラ

ダニ類目録（藤川ほか，����）に従った．茨城県内で

のまとまったササラダニ相の調査報告には，茅根・大

村（����，����），茅根ほか（����，����）などがある．

調査対象地

　以下の調査地には標高，主な植生，採集日および採

集者も含めてある．採集者の茨土調は茨城土壌動物調

査会の略称．

�������日立市入四間深荻橋，��������	


ヤブツバキ・イロハカエデ

����．��．�，茨土調

�������常陸太田市茅根町洪沢，��������	


コナラ・スギ・アオキ

����．��．�，茨土調

�������日立市諏訪町，��������	


コナラ・ヒサカキ・クロモジ

����．��．�，茨土調

�������日立市諏訪町上諏訪ダム，��������	


コナラ・ヒサカキ・ヤマザクラ

����．��．�，茨土調

�������常陸太田市高貫岡の内，���������	

シラカシ・コナラ・スダジイ

����．��．�，茨土調

�������常陸太田市真弓町弁天，���������	

シラカシ・アオキ・ヒサカキ

����．��．�，茨土調

�������北茨城市関本町亀谷地①，��������	


　　　　コナラ・ミズナラ・シデ類

　　　　����．�．��，茨土調

�������北茨城市関本町小川定波小川学術参考林，

���������	

　　　　ブナ・イヌブナ・ミズナラ

　　　　����．�．��，茨土調

�������北茨城市関本町亀谷地②，��������	


　　　　クリ・ヤマザクラ・コシアブラ

　　　　����．�．��，茨土調

�������北茨城市華川町水沼，���������	

　　　　コナラ・ヤマザクラ・ホオノキ

　　　　����．�．��，茨土調

�������北茨城市磯原町内野，���������	

　　　　コナラ・ヤマザクラ・シラカシ

　　　　����．�．��，茨土調

�������北茨城市関本町富士見ヶ丘，���������	

　　　　コナラ・クヌギ・スギ

　　　　����．�．��，茨土調

�������北茨城市関南町神岡下，���������	

　　　　アカマツ・コナラ・ホオノキ

　　　　����．�．��，茨土調

�������北茨城市中郷町松井大北渓谷，��������	


　　　　シラカシ・アオキ・ヒサカキ

　　　　����．�．��，茨土調

�������高萩市大金田，��������	


ミズナラ・ヤマザクラ・シデ類

����．�．��，茨土調

�������高萩市富岡，���������	

　　　　ミズナラ・シデ類

　　　　����．�．��，茨土調

�������高萩市柳沢，��������	


　　　　クリ・コシアブラ・アカシデ

　　　　����．��．��，茨土調

�������里美村八丈石，��������	


　　　　こなら・ミズナラ・コシアブラ

　　　　����．��．��，茨土調

�������高萩市上君田，��������	．

　　　　コナラ・ミズナラ・クリ

　　　　����．��．��，茨土調

�������高萩市若栗，��������	


　　　　クヌギ・ヤマザクラ・ミズナラ

　　　　����．��．��，茨土調

�������里美村小妻，��������	


　　　　スギ

　　　　����．��．��，茨土調

�������里美村里川，���������	

　　　　クリ・イロハカエデ・ヤマボウシ

　　　　����．��．��，茨土調

�������高萩市下君田，��������	


　　　　ブナ・スギ・イロハカエデ

　　　　����．��．��，茨土調

�������十王町黒坂，��������	


　　　　コナラ・クリ・ヤマザクラ
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　　　　����．��．��，茨土調

�������高萩市米平，���������	

　　　　コナラ・ヤマザクラ・スズタケ

　　　　����．��．��，茨土調

�������高萩市鳥曽根小滝沢，��������	

クリ・ホオノキ・スズタケ

����．��．��，茨土調

ササラダニ相

��������	
���　ゲンシササラダニ科

���．���������	
����
	���
	����������	
�

ウスイロデバダニ

������，�，��

����������	��　ムカシササラダニ科　

���．�����������	
�����	�	�����������	
��

ニセムカシササラダニ

������，��，��，��

���．�����������	
��	������	
��������	��������	
�

ヤマトムカシササラダニ

�������，��，��，��

��������	
��　シリケンダニ科

���．���������	
����

シリケンダニ属の一種

������

����������	
����　ダルマヒワダニ科

���．�����������	
����������（�������	
��）

カゴメダルマヒワダニ

������

���．�����������	
���������	
����������	�
��������

ナミダルマヒワダニ

������

���．�����������	
�
�������（�������	
�）

チビゲダルマヒワダニ

�������，��

���．�����������	
�
������（��������	
����）

ウスイロダルマヒワダニ

�������，��

���������	

��　ヒワダニ科

���．������������	
�������
���
�����������	
	

フトゲナガヒワダニ

������，�，��，��，��

����．������������	
�����	����������	



オオナガヒワダニ

�������，��，��，��，��，��，��，��

������������	
�　ヒワダニモドキ科

����．����������	
�����
	��
��
��（���������	
��）

ヒワダニモドキ

����　�，��，��，��，��，��，��，��，��

����������	

��　カザリヒワダニ科

����．�����������	
�������（�������	

）

ケナガヒワダニ

�������，��

������������	
��　ゾウイレコダニ科

����．�������������	
�����	���（���������	
��）

ゾウイレコダニ

�������，��

����������	
���　ニセイレコダニ科

����．�����������	
�（�����������）�������	���������	
�

ニセイレコダニ

�������，��，��，��，��，��，��

���������	�
　ツツハラダニ科

����．���������	
�����	��������	
�

フトツツハラダニ

������

����．�����������	
����
		
�（�������	
�）

ケブカツツハラダニ

������

�������		

���　ユウレイダニ科

����．��������		
���
���
����������	
	�

ユウレイダニ

������

�������	

���	�　ハラミゾダニ科

����．��������	

�	���		��������	
�

オオハラミゾダニ

������，��，��

����．��������	

�	��	����	��	���	��������	
�

ヒメハラミゾダニ

�������，��，��

��
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���．��������	

���������	���������	�
���

ヒメイブリダニ

������，�，��，��，��，��，��，��，��，��

�����������	�
　イレコダニ科

����．�����������	
�����
��������	
�

ツルギイレコダニ

������，��

����．�����������	
�������	
��������	
�

ヤマトイレコダニ

������

����．�����������	
�
��
	
�（�������	
��）

オオイレコダニ

�������，��，��，��，��，��，��，��

���������	
���　トゲイレコダニ科

����．����������	
�（���������	
）�������	���（���������	
�

����）

アラメイレコダニ

�������，��，��，��

����．����������	
�（������������	）������������（�������

����）

ハナビライレコダニ

�������，��

����．���������	�
���������（�������	
	）

クゴウイレコダニ

�������，��

��������	
	���	�　ヘソイレコダニ科

����．������������	
���
��（���������	
��）

カントウチビイレコダニ

�������，��，��

����．��������	�	
�
��
�（���������	
����）

ヒメヘソイレコダニ

������，�，�，�，��，��，��，��，��，��，��，

��，��，��，��，��，��，��，��，��，��，��，

��，��，��

����������　オニダニ科

����．��������	
�����������������������	�
��

ケナガオニダニ

�������，��，��，��，��，��

�

���������	
���　コナダニモドキ科

����．����������	
������������������	
	

チビコナダニモドキ

�������，��，��，��，��，��，��，��，��，��

����．���������	
	��������

ミツメコナダニモドキ属の一種

������

�������	
　アミメオニダニ科

����．��������	
������������������	
����

ハナビラオニダニ

������，�，�，��，��，��，��，��，��，��，��，

��，��，��，��，��，��，��，��，��

����．��������	
�����������������	
����

ヨコヅナオニダニ

�������，��，��

��������	��
����　モンツキダニ科

����．���������	��
�������
�����������	
�

ヤマトモンツキダニ

������，��，��，��，��，��

����．���������	��
���	��	�����（����������	
�）

モンツキダニ

�������，��

����������		
��　ツキノワダニ科

����．��������	�

����������（��������	
���）

オバケツキノワダニ

������，��，��，��

����．�����������	�
�������������������	
	�

ツキノワダニ

������，�，�，�，��，��，��，��，��，��，��，

��，��，��，��，��，��，��，��，��，��，��

����．���������	
���
��
�
�
�（�������	
�）

ホソツキノワダニ

�������，��，��，��

���������		�
��　ドビンダニ科

����．����������		�
���������������	
�

フサゲドビンダニ

������，��，��，��，��，��

����．����������		�
�����	�������������	
��

ドビンダニ

������，�，��
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��������　ウズタカダニ科

����．����������	
�

ウズタカダニ科の一種

�������，��，��

���������	
��	　スネナガダニ科

����．����������	
�����	��
��（��������	
�����������）

スネナガダニ

�����

����．����������	
���������������	
�

ハラダスネナガダニ

������

���������　ジュズダニ科

����．���������		
��������������������	
�

コブジュズダニ

������，��，��，��，��，��，��，��

����．���������	
������	
�（��������		）

チヂレジュズダニ

������，��，��，��，��，��

����．���������	
�������
��������	�
������������

ワタゲジュズダニ

������，�，�，��，��，��，��，��，��，��，��，

��，��，��，��，��，��

����．���������	
�����������������	�
���	������������

オニジュズダニ

�������，��，��，��

����．��������	��
���	��
���������	
�

ヨロイジュズダニ

������

����．��������	��
�������
���������	�
��������

セスジジュズダニ

�������，��，��

����．��������	
�	�����������������	�
��������

ツリバリジュズダニ

������，�，��，��，��，��，��，��，��，��

����．��������	
��	
���������	

�

ツリガネジュズダニ

������

���������　マンジュウダニ科

���������	�
������

マンジュウダニ科の一種

�������，��

�����������	
���
�　ヒレアシダニ科

����．������������	
�����������������	
	

ヒレアシダニ

������

�������	�
��　ヤッコダニ科

����������	
����������

ヤッコダニ科の一種

������

��������　エリナシダニ科

����．����������	
���	��������	��������	
�

ミナミエリナシダニ

�������，��

����．����������	
�����

エリナシダニ属の一種

������，�，�，�，��，��，��，��，��，��，��，

��，��，��，��，��，��，��，��，��，��，��

���������	
��　トガリモリダニ科

����．���������	
����	��������������	�
��������

カタツノダニ

������

��������	��　ホソクモスケダニ科

����．���������	�
�����	���������	
�

メカシダニ

������

����．�����������	
������������������	��
����

ヨツクボダニ

������

���������	
��　クモスケダニ科

����．����������	
�	����	��������	
	

ヤマトクモスケダニ

������，�，�，��，��，��，��，��，��，��，��，

��，��，��，��，��，��

����．����������	
����	���������	�
�����

コガタクモスケダニ

������，��，��，��，��，��，��

�������	
�　イチモンジダニ科

����．���������	
����������������	
	�

イチモンジダニ

������，��，��，��，��
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����������　モリダニ科

����．���������	
������
�����������	
�

ホソゲモリダニ

������，��，��，��，��，��，��，��，��，��，

��

�����������	　ダルマタマゴダニ科

����．���������	��
��
�
��������	
�

マルタマゴダニ

������，��，��，��，��，��，��，��，��

����．���������	��
�������
�
��������	


ミツバマルタマゴダニ

������，�，�，��，��，��，��，��，��，��，��

��������	�
　イトノコダニ科

����．���������	
�����������（���������	
��）

イトノコダニ

������，��，��

�����������	　ツヤタマゴダニ科

����．���������	
��������������	
�

ホノオタマゴダニ

������

����．���������	
���������������	
�

ホウセキタマゴダニ

�������，��，��，��，��

����．���������	
���

��
���������	
	

ツヤタマゴダニ

���．��，��，��，��，��，��，��，��，��，

����������	
�　セマルダニ科

����．��������	�
�����
�
�����
��������	
�

ミナミリキシダニ

������，��，��，��，��，��，��，��，��，��

����．���������	�
�	�	�	�（��������	
��）

リキシダニ

�������，��，��，��，��，��，��，��，��，��，

��，��，��，��

����．���������	�
����	�������（��������	

�）

ヒメリキシダニ

�������，��

����．����������	
��������	�	���������	
�����

セマルダニ

�������，��，��，��，��，��，��

����������　ザラタマゴダニ科

����．���������	
�������������������	
�

ヤハズザラタマゴダニ

�������，��，��，��，��，��，��

����������	　イブシダニ科

����．���������	
�����	��������	
	

ハナビライブシダニ

������

�������������	
���������	��������	
�

コガタイブシダニ

������，��，��，��，��

����．���������	
����		��������	
	

ヒビワレイブシダニ

������，��，��，��，��，��，��，��，��，��，

��，��

����．����������	�
�����������（�������	
�）

ナカタマリイブシダニ

���．�，��，　

��������	
��　イカダニ科

����．��������	�
��������������������	
�

ヒョウタンイカダニ

������，��，��，��，��，��，��，��，��，��

����．�����������	�
�����	��（�������	
	）

コンボウイカダニ

�������，��，��

����．�����������	�
�������������	
�

ツシマイカダニ

������，��

����．���������	�
������
���	���������	
�

ヤマトオオイカダニ

������，��，��，��，��

����������	
��　クワガタダニ科

����．�����������	
��	
�������	
�������������	

トゲクワガタダニ

������，��，��，��

����．�����������	
�����	
�（�������	
���）

クワガタダニ

������，�，�，�，��，��，��，��，��，��，��，

��，��，��，��，��，��，��，��，��，��，��，

��

�
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��������　ツブダニ科

����．���������	
�������（�������	
	）

コブヒゲツブダニ

�������，��

����．���������	
���	�	�（�������	
�）

ヒロズツブダニ

�������，��，��，��，��

����．����������	�
����（�������	
�）

サガミツブダニ

������，�，��，��

����．����������	
（��������	
�����）�����������	
�
���������

����

タモウツブダニ

������，�，�，��，��，��，��，��，��，��，��，

��，��，��，��，��，��，��，��，

����．��������	�

���（�����������）�������（�������	
�）

ズシツブダニ

������

����．����������	
���（�������	
����）

ナミツブダニ

������，�，�，��，��，��，��，��，��，��，��，

��，��，��，��，��，��，��，��，��，��，��，

��

����．���������	�
�����	���	����（�������	
���）

ヨスジツブダニ

�������，��，��

�������	�
���　マドダニ科

����．����������	
�	�����

オオマドダニ属の一種

������

����．��������	��		
��
��
�
��������	
�

ナギナタマドダニ

�������，��

����．��������	�
	��������	�����������	
�

マドダニモドキ

�������，��

�������	
���　コソデダニ科

����．��������	
����	��	
���������	



ケバマルコソデダニ

������，�，��，��

����．��������	
����	����	�������������	
�
�
�
�������

ミナミマルコソデダニ

�������，��

����．������������	�
����（����������	
�）

ツノコソデダニ

������，�，�，�，��，��，��，��，��，��，��，

��，��，��，��，��，��，��，��

��������	
���　マルコバネダニ科

����．���������	
��������	��������������	
����������

マルツチダニ

�������，��

����．��������	�
�����	�
��������	
�

エビスダニ

������

���������	　マブカダニ科

����．���������	
����

マブカダニ科の一種

������

����������	
��　ケタフリソデダニ科

����．��������	�
��������（���������	
	�）

フクロフリソデダニ

������，�，�，��，��，��，��，��，��，��，��，

��，��，��，��，��

����．���������	

�������������	
��������	
�

ホソフリソデダニ

�������，��，��

�������	
��	��　オトヒメダニ科

����．��������	
��������	�����（���������	
����）

ハバビロオトヒメダニ

�������，��，��，��，��，��，��

����．��������	
�������	���（���������	
����）

コンボウオトヒメダニ

������，�，��，��

�������	
��　シダレコソデダニ科

����．��������	
����������
�（���������	
��）

ナガコソデダニ（オオナガコソデダニ）

������，�，�，�，��，��，��，��，��，��，��，

��，��，��，��，����，��，��，��，��，��，

��

����．�����������	
�����	�
�
��������		


ハコネナガコソデダニ

������，�，�，��，��，��，��，��，��，��，��，

��，��，��
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���������	
��　コバネダニ科

����．�����������		�
�����������（��������	
）

キュウジョウコバネダニ

������，��，��，��，��，��，��，��，��，��

����．�����������	
�������	��������	
�

ヤマトコバネダニ

�������，��，��，��

����．�����������	
������	����������	
��

ナミコバネダニ

�������，��

����．��������	��
��������������	
�

オケサコバネダニ

������

����．��������	
��������

ハシゴコバネダニ属の一種

�������，��

����������	
��　エンマダニ科

����．���������	
�������（��������	
��）

エンマダニ

�������，��

�������		�
��　カブトダニ科

����．���������	�
�������	�
���������	
��������

キレコミダニ

�������，��，��，��，��，��

����．�����������	
����
�	����
���	��（�������	
�）

ノコギリダニ

�����

�������	�
　フリソデダニ科

����．���������	
�������������

チュウジョウフリソデダニ

������

����．�������	
����������（��������	
���）

ハルナフリソデダニ

�����

����．��������	
����������������	
����

アオキフリソデダニ

������，�，��，��

����．��������	
���
��	������������	
�

アラゲフリソデダニ

������，��，��，��，��，��，��，��，��，��

����．��������	
��	�������	�（�������	

）

チビゲフリソデダニ

�������，��，��

注目すべき種

��．ハラダスネナガダニ（スネナガダニ科）

　後体部背面は平らで，二重の楕円形の隆起線が

ある．県内初記録種．

��．セスジジュズダニ（ジュズダニ科）

　大形で後体部前縁附近にしわがある．比較的希

な種で，県内初記録種．

��．��ミナミエリナシダニ（エリナシダニ科）

　日本では南方系の種で，県内初記録種．

��．��カタツノダニ（トガリモリダニ科）

　後体部の肩に大きな鋭い角状の突起をもつ，変

わった形のササラダニ．県内初記録種．

��．��エビスダニ（マルコバネダニ科）

　大形で丸い形のササラダニ．日本では北方系種

と思われる．県内初記録種．

���．�オケサコバネダニ（コバネダニ科）

　佐渡島で記載された種で，胴感毛の先が太く長

い．県内初記録種．

���．�ノコギリダニ（カブトダニ科）

　前体部の桁が幅広く，斜めに切断されたような

形で，外縁に歯状列がある．県内初記録種．

���．�チュウジョウフリソデダニ（フリソデダニ科）

　高等なササラダニで，広く国内に分布するが，

数は少ない．県内初記録種．

引用文献

茅根重夫・大村　邁．����　茨城のササラダニ類．茨
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育研究会生物部．

茅根重夫・大村　邁．����　ササラダニ類（��������）高

萩の動物．��．�������，高萩市．

藤川徳子・藤田正雄・青木淳一．����　日本産ササラ

ダニ類目録．日本ダニ学会誌，�（��������）：　����．

茅根重夫・大村　邁・宮田俊晴．����　ササラダニ類．

筑波山の土壌動物．茨城県自然博物館第�次総合調

査報告書，��．�������，ミュージアムパーク茨城県

自然博物館．

茅根重夫・大村　邁・宮田俊晴．����　ササラダニ類．
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動 物

－　���　－

調査研究および執筆

茅根重夫（ミュージアムパーク茨城県自然博物館学芸

嘱託員）

大村　邁（ひたちなか市立田彦小学校長）

宮田俊晴（茨城県立総和高等学校教諭）



エダヒゲムシ類

摘　要

　����年から����年にかけて茨城県北部里川流域で

採集されたエダヒゲムシ類を同定したところ，�科�

属��種が確認された．

はじめに

　茨城県は，国内ではエダヒゲムシ類の調査がもっと

も進んでいる地域のひとつであり，これまでに��種

（種名未確定種��種を含む）のエダヒゲムシ類が報告

されている（���������	�
������������　�������	
�
��

������������������������	�
　萩野���������������		�）．

筆者はこのたび，茨城県自然博物館第三次総合調査の

委託調査員の一人として土壌動物調査に参加し，茨城

県北部里川流域のさまざまな地点から採られた多数の

エダヒゲムシ類を観察・同定する機会を得たので，そ

の結果について報告する．

　なお，本論に入るに先立ち，委託調査に参加し，土

壌試料の採取と土壌動物の抽出にあたられた諸氏にお

礼申し上げる．とりわけ坂寄廣氏は，採集計画の立案

から各土壌動物群の担当者への分配までの全ての過程

で，実に精力的にご尽力下さった．また，田村浩志博

士は土壌動物調査の責任者として調査全体を総括さ

れ，各担当者の原稿のとりまとめの労を執られた．特

に記して感謝申し上げる．

採集データ

　今回の報告は，����年から����年にかけて茨城県

北部里川流域で採集されたサンプルから得られたエダ

ヒゲムシ類に基づくものである．そのデータを「サン

プル番号．採集日，採集地，標高，植生，採集者」の

順に以下に示す．

���．�����年��月�日，十王町友部十王ダム脇，�����，

コナラ・アカマツ・クリ・シラカシ・ホオノキ・ヤ

マザクラ・ヒサカキ，坂寄廣・萩野康則・細田浩司

���．�����年��月�日，日立市宮田町金山北西，�����，

アカメガシワ・ミズキ・クヌギ・ヤブツバキ・コナ

ラ・ミズナラ・アオキ，茅根重夫・大村邁・宮田俊

晴

���．�����年��月�日，日立市入四間町赤根林道，�����，

クヌギ・コナラ・クリ，茅根重夫・大村邁・宮田俊

晴

���．�����年��月�日，日立市入四間町深荻橋，�����，

ヤブツバキ・イロハカエデ，茅根重夫・大村邁・宮

田俊晴

���．�����年��月�日，常陸太田市茅根町洪沢，�����，

コナラ・スギ・アオキ・ヒイラギ・ヒサカキ・ツバ

キ・ハンノキ・シキミ，石井清・伊藤良作

���．�����年��月�日，日立市諏訪町日立高鈴ゴルフ

クラブ下，�����，コナラ・ヒサカキ・クロモジ・

シキミ・ハンノキ・アオキ，石井清・伊藤良作

���．�����年��月�日，日立市諏訪町上諏訪ダム，�����，

コナラ・ヒサカキ・ヤマザクラ・シキミ・チャノキ，

石井清・伊藤良作

����．�����年��月�日，常陸太田市真弓町弁天，�����，

シラカシ・アオキ・ヒサカキ・ヤツデ・ヤシャブシ，

田村浩志・古野勝久・敦見和徳

����．�����年�月��日，北茨城市関本町亀谷地①，�����，

コナラ・ミズナラ・シデ類・カエデ類，坂寄廣・宮

田俊晴

����．�����年�月��日，北茨城市関本町小川定波小川

学術参考林，�����，ブナ・イヌブナ・ミズナラ・

シデ類・カエデ類，坂寄廣・宮田俊晴

����．�����年�月��日，北茨城市関本町亀谷地②，�����，

クリ・ヤマザクラ・コシアブラ・イヌブナ・オオモ

ミジ・ミズナラ・リョウブ・ハクウンボク・ヒトツ

バカエデ・アオハダ・チゴユリ・ギボウシ，萩原康

夫・細田浩司

����．�����年�月��日，北茨城市華川町水沼水沼ダム

北岸，�����，コナラ・ヤマザクラ・ホオノキ・ア

カシデ・ヤマモミジ・ムシカリ・アオキ・ササ類，

田村浩志・古野勝久

����．�����年�月��日，北茨城市関本町富士見ヶ丘里

根川横，�����，コナラ・クヌギ・スギ・サワグル

ミ・アオキ・チャノキ，茅根重夫・大村邁・湯本勝

洋

����．�����年�月��日，北茨城市関南町神岡下湯の網

鉱泉入口付近，�����，アカマツ・コナラ・ホオノ

キ・ヤマザクラ・クリ・ヒサカキ・アオキ・スダジ

イ，茅根重夫・大村邁・湯本勝洋

����．�����年�月��日，北茨城市中郷町松井大北渓谷，

�����，シラカシ・アオキ・ヒサカキ・ツバキ・コ

ナラ・アズマネザサ，石井清・伊藤良作・久松真紀

子

����．�����年�月��日，高萩市大金田，�����，ミズナ

ラ・ヤマザクラ・シデ類・エゴノキ・コゴメウツ

ギ・アズマネザサ，石井清・伊藤良作・久松真紀子

����．�����年�月��日，高萩市富岡，�����，ミズナ

－　���　－

茨城県北東部地域における土壌動物



ラ・シデ類・シキミ・フジ・スズタケ，石井清・伊

藤良作・久松真紀子

����．�����年��月��日，高萩市柳沢，�����，クリ・

コシアブラ・アカシデ・エゴノキ・ヒノキ・アズキ

ナシ・スズタケ，田村浩志・萩原康夫・細田浩司

����．�����年��月��日，里美村八丈石，�����，コナ

ラ・ミズナラ・コシアブラ・リョウブ・ヒノキ・ク

リ・バイカツツジ・アセビ，石井清・古野勝久

����．�����年��月��日，高萩市上君田，�����，コナ

ラ・ミズナラ・クリ・リョウブ・ホオノキ・ネジ

キ・アセビ，石井清・古野勝久

����．�����年��月��日，高萩市若栗，�����，クヌギ・

ヤマザクラ・ミズナラ・アズマネザサ，石井清・古

野勝久

����．�����年��月��日，里美村小妻，�����，スギ，

茅根重夫・大村邁・湯本勝洋

����．�����年��月��日，里美村里川，�����，クリ・

イロハカエデ・ヤマボウシ・カジカエデ・ヒトツバ

カエデ・ウリハダカエデ・リョウブ，茅根重夫・大

村邁・湯本勝洋

���．�����年��月��日，高萩市下君田，�����，ブナ・

スギ・イロハカエデ・ホオノキ・コナラ・ササ類，

茅根重夫・大村邁・湯本勝洋

���．�����年��月��日，十王町黒坂，�����，コナラ・

クリ・ヤマザクラ・ホオノキ・シデ類・アズマネザ

サ，菊地義昭・坂寄廣・松永雅美

���．�����年��月��日，高萩市米平（沢沿い），�����，

コナラ・ヤマザクラ・スズタケ，菊地義昭・坂寄

廣・松永雅美

���．�����年�月��日，日立市東多賀町，����，マテ

バシイ・アカマツ・アズマネザサ・ドクダミ，田村

浩志・古野勝久・中村修美

���．�����年�月��日，日立市水木町，����，タブノ

キ・ヤブツバキ・サクラ・リュウノヒゲ，田村浩

志・古野勝久・中村修美

エダヒゲムシ類出現種リスト

　上述の��サンプルから得られたエダヒゲムシ類

���個体を同定したところ（�個体は標本の状態が悪

く，種の同定はできなかった），�科�属��種が確認

された．その同定結果をもとにエダヒゲムシ類リスト

を作成した．

　今回確認された記録の採集データは市町村名と大ま

かな地名のみを示し，上記サンプル番号を［　］内に

示した．発育段階・性別ごとに「個体数（発育段階［歩

脚対数で表示］性別［判明したもののみ♂♀で表示］）」

の順に記した．例えば“岩井市大崎［��］，�������（�

♂），��������（�♀），������（�♂），�������（�），������

（�），�������（�）；”は「岩井市大崎のサンプル番号

��のサンプルからは歩脚�対の雄が�個体，歩脚�対

の雌が��個体，歩脚�対の雄が�個体，歩脚�対の性

別不明個体が�個体，歩脚�対の性別不明個体が�個

体，歩脚�対の性別不明個体が�個体得られた」の意

味である．

　さらに，茨城県内での既知産地（市町村名と大まか

な地名のみ），国内既知産地（原則として都道府県単

位，茨城県は除く），国外既知産地（国地域単位）が

あれば，それぞれ行を改めて示した．

　県内および国内既知産地の出典のうち，筆者が単独

で報告したものについては，年号とアルファベットの

みの表記とし，著者名を省略した．また茨城県産の記

録が頻出する�つの出典については，以下のように表

記した．

＊：「日本産エダヒゲムシ類（���������）の新産地と

新記録種」（萩野�����）

（�）：本調査の第�次報告書「筑波山の土壌動物」（萩

野�����）

（��）：本調査の第�次報告書「茨城県央域の土壌動物」

（萩野����）

���．�エダヒゲムシ科　�����������	

　エダヒゲムシ亜科　���������	�


　　ナミエダヒゲムシ属　�����������	

　　　ナミエダヒゲムシ亜属　�����������	��������

����．�スルメナミエダヒゲムシ　

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

����

日立市諏訪町日立高鈴ゴルフクラブ下［�］，��

����（�）�　北茨城市関本町小川定波小川学術参

考林［��］，������（�）�　高萩市柳沢［��］，��

����（�♀），������（�♂），������（�）�　里美村里

川［��］，������（�♂）�　高萩市米平（沢沿い）

［��］，������（�♀）．

県内既知産地：大子町八溝山［模式産地］

（�����），高萩市滝ノ倉湿原＊，高萩市堅破

山＊，御前山村光戸＊，御前山村三王山＊，七会

村大沢（��），七会村小勝（��），常北町清音寺＊，

常北町上古内新田（��），瓜連町古徳＊，水戸

市田野＊，八郷町難台山（��），岩間町難台山＊，

笠間市佐白山（��），つくば市筑波山（�）．
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国内既知産地：秋田県＊，福島県＊，栃木県

（����），群馬県（�����），埼玉県（中村����），

富山県（平内ほか����），山梨県＊（�����），

愛媛県（�����）．

　　　ホンエダヒゲムシ亜属　��������	��


����．�オニホンエダヒゲムシ　

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

����

常陸太田市茅根町洪沢［�］，������（�♀）�　常陸�

太田市真弓町弁天［��］，������（�♀）�　北茨

城市関本町亀谷地（�）［��］，������（�♀）�　

日立市水木町［��］，������（�♂）．

県内既知産地�　北茨城市定波＊，日立市高鈴

山＊，常北町清音寺（�����），瓜連町古徳［模

式産地］（�����），茨城町谷田部（��），真壁

町筑波山（�����），つくば市筑波山（�）．

国内既知産地�　秋田県＊，栃木県（����），群馬

県（�����，�����），千葉県（�����），山梨県＊，

静岡県＊，愛媛県（�����），福岡県＊，宮崎県＊．

����．�イバラキホンエダヒゲムシ　

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

�������	
��


日立市入四間町赤根林道［�］，������（�）�　日

立市諏訪町上諏訪ダム［�］，������（�♀）�　北

茨城市関本町亀谷地（�）［��］，��������（�

♀），�������（�♂），������（�）�　北茨城市関本

町小川定波小川学術参考林［��］，�������（�

♀）�　北茨城市関本町亀谷地（�）［��］，�������

（�♀），�������（�），������（�），������（�）�　北

茨城市華川町水沼水沼ダム北岸［��］，�������

（�♀），������（�）�　北茨城市関南町神岡下湯の

網鉱泉入口付近［��］，������（�）�　里美村八

丈石［��］，������（�♀）�　里美村小妻［��］，

������（�）�　高萩市下君田［��］，�������（�♀），

������（�）�十王町黒坂［��］，������（�♀）�　高

萩市米平（沢沿い）［��］，������（�♀），�������

（�♂）．

県内既知産地�　北茨城市定波＊，北茨城市花

園＊，大子町八溝山＊，大子町猪ノ鼻峠

（�����），大子町男体山＊，里美村上下幡［模

式産地］（�����），高萩市堅破山＊，日立市高

鈴山＊，桂村赤沢＊，常北町清音寺＊，茨城町谷

田部（��），八郷町難台山（��），岩瀬町平沢（��），

つくば市筑波山（�），桜川村大杉神社（�����），

竜ヶ崎市蛇沼＊．

国内既知産地�　北海道利尻島（�����），青森県

（����），秋田県＊，福島県（�����），栃木県

（����），群馬県＊（�����），埼玉県（中村����，

����），千葉県（�����），東京都（�����），東

京都八丈島＊，新潟県（�����），富山県（平内

������　平内ほか����），山梨県＊（�����），岐

阜県＊，愛媛県＊，宮崎県＊．

����．�ナミケホンエダヒゲムシ　

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

����

常陸太田市真弓町弁天［��］，������（�）�北茨

城市関本町富士見ヶ丘里根川横［��］，������

（��♀）�　高萩市大金田［��］，������（�♀）�

　高萩市若栗［��］，������（�）．

県内既知産地�　大子町猪ノ鼻峠＊，七会村小勝

（��），七会村大沢（��），七会村上赤沢（��），

常北町上郷（��），瓜連町古徳＊，那珂町戸＊，茨

城町中石崎親沢（��），茨城町谷田部（��），八

郷町難台山（��），笠間市来栖（��），笠間市吾

国山（��），岩瀬町上城（��），岩瀬町境［模式

産地］（�����），協和町蓬田天満宮＊，つくば

市筑波山（�），竜ヶ崎市蛇沼＊，守谷町清水

（�����），下妻市高道祖（�����），古河市上町＊，

岩井市中里宝蔵院（�����）．

国内既知産地�　栃木県（����），埼玉県（中村

　����），千葉県（�����）．

����．�フツウホンエダヒゲムシ　

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

����

十王町友部十王ダム脇［�］，�������（�♀），��

�����（�）�　北茨城市関本町亀谷地（�）［��］，

�������（�♀）．

県内既知産地�　北茨城市定波＊，北茨城市花

園＊，大子町八溝山（�����），高萩市滝ノ倉湿

原＊，高萩市上君田十殿神社＊，高萩市堀ノ

内＊，御前山村三王山＊，常北町清音寺＊，常北

町上郷（��），常北町下古内（��），瓜連町古徳＊，

岩瀬町上城（��），大和村雨引観音＊，協和町

蓬田天満宮＊，つくば市筑波山（�），新治村東

城寺＊，桜川村大杉神社＊，取手市小文間面足

神社＊，鉾田町徳宿城址［模式産地］（�����）．

国内既知産地�　秋田県＊，福島県（�����），栃木

県（����），群馬県＊（�����），埼玉県（中村

����，����），千葉県（�����），東京都（�����），

－　���　－
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東京都八丈島＊，神奈川県＊，山梨県＊（�����），

岐阜県＊，愛媛県＊（�����），福岡県＊，宮崎県＊．

����．�ヨツエダホンエダヒゲムシ　

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

�������	
��


北茨城市中郷町松井大北渓谷［��］，������（�）��

高萩市米平（沢沿い）［��］，�������（�♀）．

県内既知産地�　大子町八溝山［模式産地］

（�����），常北町清音寺（�����），常北町上郷

（��），岩瀬町富谷（��），つくば市筑波山（�）．

国内既知産地�　栃木県（����），群馬県（�����），

山梨県（�����）．

����．�ヤミゾホンエダヒゲムシ　

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

����

高萩市柳沢［��］，������（�）�　里美村小妻［��］，

������（�♂）�　十王町黒坂［��］，������（�♂）．

県内既知産地�　大子町八溝山［模式産地］

（�����），常北町上郷（��），瓜連町古徳

（�����），水戸市田野（�����），茨城町谷田部

（��），笠間市池野辺（��），笠間市飯田（��），

つくば市筑波山（�）．

国内既知産地�　北海道利尻島（�����），栃木県

（����），群馬県（�����），埼玉県（中村����），

千葉県（�����），山梨県（�����）．

����．�ナミエダヒゲムシ属ホンエダヒゲムシ亜属の一

種���

�����������	
（��������	��
）��������

肛板の形態は旧北区に広く分布する���（��）�

��������	�������	
������に酷似するが，背尾

節の毛��の形態が異なる．

高萩市若栗［��］，������（�♀）．

県内既知産地�　七会村小勝（��），笠間市来栖

（��），岩瀬町平沢（��），つくば市筑波山（�）．

����．�ナミエダヒゲムシ属ホンエダヒゲムシ亜属の一

種���

�����������	
（��������	��
）��������

　汎世界分布種である���（��）��������	�（����

�������	
）に似る未同定種．

北茨城市華川町水沼水沼ダム北岸［��］，��

�����（�）�　北茨城市関南町神岡下湯の網鉱泉

入口付近［��］，������（�♂）�　高萩市柳沢［��］，

������（�♀）�　高萩市米平（沢沿い）［��］，��

����（�♀）．

県内既知産地�　つくば市筑波山（�）．

����．�ナミエダヒゲムシ属ホンエダヒゲムシ亜属の一

種����

�����������	
（��������	��
）��������

　フツウホンエダヒゲムシに似るが，肛板が異

なる．

日立市入四間町深荻橋［�］，������（�）．

県内既知産地�　笠間市来栖（��），つくば市筑波

山（�）．

����．�ナミエダヒゲムシ属ホンエダヒゲムシ亜属の一

種����

�����������	
（��������	��
）��������

　ヤミゾホンエダヒゲムシに似るが，肛板の表

面は小突起におおわれ，肛板後端中央に陥入部

がある点で異なる．

日立市東多賀町［��］，������（�♀）�　日立市

水木町［��］，�������（�♀）．

県内既知産地�　つくば市筑波山（�）．

����．�ナミエダヒゲムシ属ホンエダヒゲムシ亜属の一

種���

�����������	
（��������	��
）��������

　ホンエダヒゲムシ亜属の一種����に似るが，

第�感毛と背尾節の毛��の形態が異なる．

日立市水木町［��］，�������（�），��������（�），��

�����（�），�������（�）．

県内既知産地�　笠間市池野辺（��），つくば市筑

波山（�）．

����．�ナミエダヒゲムシ属ホンエダヒゲムシ亜属の一

種����

������������	
（��������	��
）���������

　肛板はヤミゾホンエダヒゲムシにやや似る

が，触角球状体が大きく，頸節腹面の毛が分枝

しないことで異なる．

北茨城市華川町水沼水沼ダム北岸［��］，������

（�）．

県内既知産地�　七会村小勝（��），つくば市筑波

山（�）．

����．�ナミエダヒゲムシ属ホンエダヒゲムシ亜属の一

種����

�����������	
（��������	��
）���������

　ムツコブホンエダヒゲムシ���（��）���������

��������	
�に似るが，肛板が先端に向って幅

広くなっていることと，触角球状体が小さい点

で区別できる．

北茨城市関本町富士見ヶ丘里根川横［��］，��

����（�）�　日立市水木町［��］，�������（�♀），

動 物
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������（�），������（�）．

県内既知産地�　七会村小勝（��），つくば市筑波

山（�）．

����．�ナミエダヒゲムシ属ホンエダヒゲムシ亜属の一

種���

�����������	
（��������	��
）��������

　ギリシアから知られる���（��）���������	�

��������������に似る．

　十王町友部十王ダム脇［�］，�������（�♀）�　

北茨城市関本町亀谷地（�）［��］，������（�♀）�

高萩市米平（沢沿い）［��］，�������（�）．

県内既知産地�　笠間市池野辺（��），常北町上郷

（��）．

����．�ナミエダヒゲムシ属ホンエダヒゲムシ亜属の一

種���

�����������	
（��������	��
）��������

　第�感毛と背尾節の毛序はブラジルから知ら

れる���（��）���������������������	�
���に良く似

るが，肛板の形態が異なる．

常陸太田市真弓町弁天［��］，������（�）．

����．�ナミエダヒゲムシ属ホンエダヒゲムシ亜属の一

種���

�����������	
（��������	��
）��������

　タイから記載された���（��）���������	����������	�

����に似るが，肛板上の小突起が小さい点で異

なる．

北茨城市華川町水沼水沼ダム北岸［��］，������

（�）．

����．�ナミエダヒゲムシ属ホンエダヒゲムシ亜属の一

種���

�����������	
（��������	��
）��������

　エチオピア産の���（��）��������������������	�

����に似る未同定種．

日立市水木町［��］，�������（�♂），������（�

♂）．

　　エダヒゲムシ属　��������

����．�タムラエダヒゲムシ　

��������	
��������������	
��


十王町友部十王ダム脇［�］，�������（�♀），��

����（�♂）�　日立市諏訪町上諏訪ダム［�］，��

����（�♂）�　北茨城市関本町小川定波小川学術

参考林［��］，������（�♀）�　北茨城市関本町

亀谷地（�）［��］，�������（�♀），������（�）�　

北茨城市関南町神岡下湯の網鉱泉入口付近

［��］，������（�♀）�　北茨城市中郷町松井大北

渓谷［��］，������（�♀）�　高萩市米平（沢沿

い）［��］，������（�）．

県内既知産地�　北茨城市定波＊，北茨城市花

園＊，高萩市滝ノ倉湿原（�����），高萩市堅破

山（�����），十王町伊師浜＊，御前山村三王山

［模式産地］（�����），七会村小勝（��），常北

町清音寺（�����），水戸市田野（�����），八郷

町難台山（��），笠間市来栖（��），笠間市川向

（��），つくば市筑波山（�）．

国内既知産地�　北海道＊，北海道利尻島

（�����），青森県（����），栃木県（����），群

馬県（�����），東京都＊，神奈川県＊，新潟県

（�����），山梨県＊（�����）�．

����．�エダヒゲムシ属の一種����

����������������

　ヨーロッパから北アフリカに分布する���������

���������������	
������によく似ており，同一種

の可能性もある未同定種．

北茨城市関本町富士見ヶ丘里根川横［��］，��

����（�）�　高萩市若栗［��］，�������（�♀），��

�����（�）�　高萩市下君田［��］，������（�）．

県内既知産地�　七会村小勝（��），七会村大沢

（��），笠間市来栖（��），笠間市吾国山（��），つ

くば市筑波山（�）．

����．�エダヒゲムシ属の一種����

����������������

　前種に似るが，背尾節の毛��は湾曲しない点

で異なる．

日立市諏訪町上諏訪ダム［�］，������（�♀），

������（�）�　北茨城市関本町亀谷地（�）［��］，

�������（�♀）�　日立市水木町［��］，������（�

♀）．

県内既知産地�　七会村小勝（��），常北町下古内

（��），笠間市佐白山（��），笠間市吾国山（��），

岩瀬町平沢（��），つくば市筑波山（�）．

　　フタケエダヒゲムシ属　����������	�


����．�フタケエダヒゲムシ属の一種���

����������	�
��������

　皇居から確認された未記載種と同一種であ

る．

日立市東多賀町［��］，�������（�♀），������（�

♂）�日立市水木町［��］，������（�♀）．

国内既知産地�　東京都（�����）．

－　���　－
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　　エナガエダヒゲムシ属　�������	
��	�

　　　エナガエダヒゲムシ亜属　�������	
��	���������

����．�ミゾエナガエダヒゲムシ　

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

�������	
��


北茨城市関本町亀谷地（�）［��］，������（�）�

高萩市柳沢［��］，�������（�♂）�　高萩市上君

田［��］，������（�♂）．

県内既知産地�　真壁町筑波山女体峰（�����），

つくば市筑波山（�）．

国内既知産地��　北海道＊，青森県＊（����），秋田

県＊，福島県（�����），栃木県（����），群馬

県（�����），埼玉県（中村����），千葉県

（�����），東京都＊，新潟県（�����），山梨県

（�����），愛媛県（�����）．

���．�エナガエダヒゲムシ　

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

（��������	
��）

　本種には ���（��）��������	
�����������	
����

（�������）と��（��）��������	
�������������������

の�つの「亜種」が知られているが，両者を別亜

種と考えることには問題がある（萩野�����）．

この点については結論が出ていないので，本稿

では前者を“�型”，後者を“�型”と区別して示

しておく．

“�型”�　北茨城市関本町小川定波小川学術参

考林［��］，������（�♂）�　北茨城市華川町水

沼水沼ダム北岸［��］，������（�♂）�十王町黒

坂［��］，������（�）�　日立市水木町［��］，��

����（�♀）．

“�型”�　十王町友部十王ダム脇［�］，������（�）�

北茨城市関本町小川定波小川学術参考林

［��］，�������（�♀），�������（�♂）�　北茨城市

関本町亀谷地（�）［��］，�������（�♀），������

（�），������（�）�　北茨城市華川町水沼水沼ダム

北岸［��］，������（�）�　北茨城市関南町神岡

下湯の網鉱泉入口付近［��］，�������（�♀），��

�����（�♂）�　北茨城市中郷町松井大北渓谷

［��］，������（�♀），�������（�♂），������（�）��

高萩市大金田［��］，�������（�♀）�　高萩市柳沢

［��］，������（�♂）�　高萩市若栗［��］，������

（�♀）．

県内既知産地（“�型”）�　北茨城市定波＊，北茨

城市花園＊，大子町八溝山＊，大子町袋田＊，高

萩市堅破山＊，常陸太田市西山荘＊，七会村小

勝（��），七会村上赤沢（��），常北町清音寺＊，

常北町下古内（��），�　八郷町難台山（��），笠

間市佐白山（��），岩瀬町富谷（��），真壁町足

尾山＊，つくば市筑波山（�），新治村東城寺＊，

土浦市大岩田＊，桜川村大杉神社＊．

県内既知産地（“�型”）�　北茨城市定波＊，北茨

城市花園＊，大子町八溝山＊，七会村小勝（��），

七会村大沢（��），常北町清音寺＊．北町下古内

（��），八郷町難台山（��），岩間町難台山＊，笠

間市飯田（��），つくば市筑波山（�）．

国内既知産地（“�型”）�　北海道＊，青森県

（����），秋田県＊，福島県＊，栃木県（����），群

馬県（�����，�����），埼玉県（中村����），

千葉県（�����），山梨県（�����）．

国内既知産地（“�型”）�　北海道＊，北海道利尻島

（�����），青森県＊（����），秋田県＊，福島県

（�����），栃木県（����），群馬県＊（�����），

埼玉県（中村����），東京都＊（�����），新潟

県（�����），山梨県＊（�����），愛媛県＊．

国外既知産地�　イギリス，スウェーデン，デン

マーク，ベルギー，ドイツ，ポーランド，フ

ランス，スイス，オーストリア，チェコスロ

バキア，ブルガリア，ルーマニア，ユーゴス

ラビア，ポルトガル，スペイン，イタリア，

ギリシャ，カナリア諸島，モロッコ，タンザ

ニア，アメリカ合衆国，カナダ，オーストラ

リア．

����．�エナガエダヒゲムシ属エナガエダヒゲムシ亜属

の一種����

�������	
��	��（�������	
��	�）��������

　アラスカから記載された���（��）����������������	�

����に似るが，肛板と背尾節の毛��の形態が異

なる．

北茨城市華川町水沼水沼ダム北岸［��］，������

（�♂）�　高萩市米平（沢沿い）［��］，������（�

♂）．

　　　ドンゼロエダヒゲムシ亜属　��������	
���


����．�マルオドンゼロエダヒゲムシ　

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

����

常陸太田市茅根町洪沢［�］，������（�♀）�　日

立市諏訪町日立高鈴ゴルフクラブ下［�］，��

����（�）�　北茨城市関本町富士見ヶ丘里根川横

［��］，������（�♀）�　十王町黒坂［��］，������

動 物
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（�♂）�　高萩市米平（沢沿い）［��］，������（�

♀）．

県内既知産地�　つくば市筑波山（�）．

国内既知産地�　栃木県（����），群馬県（�����），

東京都＊，山梨県（�����），福岡県＊．

����．�スベドンゼロエダヒゲムシ　

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

����

高萩市上君田［��］，������（�♀）．

国内既知産地�　青森県（����），栃木県（����），

千葉県（�����），東京都（�����），新潟県

（�����），愛媛県（�����）．

����．�クシドンゼロエダヒゲムシ　

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

�������	����

十王町友部十王ダム脇［�］，�������（�♀），��

����（�♂），�������（�），������（�）�　日立市宮田

町金山北西［�］，������（�♀）�日立市入四間

町赤根林道［�］，�������（�♀），������（�♂）��

日立市入四間町深荻橋［�］，������（�♂）�　常陸

太田市茅根町洪沢［�］，������（�♀），������

（�），������（�）�　日立市諏訪町上諏訪ダム［�］，

������（�）�　北茨城市関本町亀谷地（�）［��］，

�������（�♀），�������（�♂），������（�♂）�　北

茨城市関本町亀谷地（�）［��］，������（�♀），

�������（�♂），�������（�♂），�������（�）�　北茨

城市華川町水沼水沼ダム北岸［��］，������（�

♀），������（�）�　高萩市大金田［��］，�������

（�♀），������（�♂）�　高萩市富岡［��］，��

����（�♂），�������（�）�　高萩市若栗［��］，��

�����（�）�　里美村小妻［��］，������（�♀）�高萩

市下君田［��］，������（�）�　高萩市米平（沢

沿い）［��］，������（�♂），������（�）．

県内既知産地�　北茨城市花園＊，大子町八溝山

［模式産地］（�����），日立市高鈴山＊，七会村

上赤沢（��），常北町清音寺＊，八郷町難台山

（��），岩間町難台山＊，笠間市川向（��），岩瀬

町平沢（��），真壁町足尾山＊，真壁町筑波山＊，

つくば市筑波山（�），新治村東城寺＊，竜ヶ崎

市蛇沼＊．

国内既知産地�　北海道＊，北海道利尻島

（�����），青森県（����），秋田県＊，福島県＊，

栃木県（����），埼玉県（中村����，����），

千葉県（�����），東京都＊，神奈川県＊，富山

県（平内������　布村・平内������　布村ほか

������　佐藤ほか����），山梨県＊（�����），岐

阜県＊，静岡県＊，愛媛県＊（�����）．

����．�ケナガドンゼロエダヒゲムシ　

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

�������	����

日立市入四間町深荻橋［�］，������（�♂）�　北

茨城市関本町亀谷地（�）［��］，������（�）�　

北茨城市関本町富士見ヶ丘里根川横［��］，��

����（�）�　高萩市富岡［��］，������（�♀）�　高

萩市若栗［��］，������（�）．

県内既知産地�　つくば市筑波山（�）．

国内既知産地�　青森県（����），栃木県（����），

埼玉県（中村����），神奈川県＊，富山県（平

内 ほ か����，佐 藤 ほ か����），山 梨 県＊

（�����），岐阜県＊，山口県＊，福岡県＊，大分

県＊．

����．�エナガエダヒゲムシ属ドンゼロエダヒゲムシ亜

属の一種���

�������	
��	��（��������	
���
）�������

　明らかに未記載種であり，今後新種として記

載する予定である．

十王町黒坂［��］，������（�♂）．

県内既知産地�　つくば市筑波山（�）．

����．�エナガエダヒゲムシ属ドンゼロエダヒゲムシ亜

属の一種���

�������	
��	��（��������	
���
）�������

　イタリアから記載された���（�．）��������	
��������

����に似るが，精査を要する．

北茨城市関本町亀谷地（�）［��］，������（�）．

県内既知産地�　七会村小勝（��），八郷町難台山

（��），笠間市吾国山（��），つくば市筑波山（�）．

　フイリエダヒゲムシ亜科　�������	�
������

　　フイリエダヒゲムシ属　�������	�
��

����．�ニホンフイリエダヒゲムシ　

�������	�
���������	��������	�
��


日立市入四間町赤根林道［�］，������（�♂）��

北茨城市関本町亀谷地（�）［��］，�������（�

♀），�������（�）�　北茨城市関本町亀谷地（�）

［��］，������（�♀），������（�），������（�），������

（�）�　高萩市上君田［��］，������（�）．

県内既知産地�　里美村上下幡（�����），高萩市

上野＊，御前山村光戸［模式産地］（�����），常

北町清音寺（�����），瓜連町古徳＊，八郷町難

台山（��），岩間町上郷駒場（��），岩瀬町富谷

－　���　－
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（��），真壁町筑波山＊，つくば市筑波山（�）．

国内既知産地�　栃木県（����），埼玉県（中村

����，����），千葉県（�����），神奈川県＊

（�����），山梨県＊，静岡県＊．

����．�フイリエダヒゲムシ属の一種���

�������	�
���������

　前種とは肛板の形状が全く違う．本属の基準

種である�������	��������	
�に似るが，採集個

体数が少なく未確定．

里美村小妻［��］，������（�）．

県内既知産地�　つくば市筑波山（�）．

��．　ヨロイエダヒゲムシ科　�����������	
	��

　ヨロイエダヒゲムシ属　����������	

����．�ニホンヨロイエダヒゲムシ　

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

十王町友部十王ダム脇［�］，������（�♀），��

�����（�♂）�　北茨城市関本町亀谷地（�）［��］，

�������（�♂）�　北茨城市関南町神岡下湯の網

鉱泉入口付近［��］，������（�♂）�　高萩市上

君田［��］，������（�♂）�　高萩市米平（沢沿

い）［��］，������（�♀），������（�♂），������（�）．

県内既知産地�　北茨城市定波＊，大子町八溝

山＊，大子町猪ノ鼻峠＊，里美村横川鉱泉＊，高

萩市滝ノ倉湿原＊，高萩市上野＊，御前山村光

戸＊，御前山村三王山［模式産地］（���������	�

���������	
��），七会村小勝（��），七会村上赤

沢（��），岩瀬町平沢（��），岩瀬町富谷（��）．

国内既知産地�　福島県＊，栃木県（����），群馬

県＊，埼玉県（中村����），福井県＊，宮崎県＊．

　���������	
属　���������	


����．����������	
属の一種���

���������	
�������

　������（����）が福岡県沖島から新種として記

載した“�����������	
����	����	�	”と同一種

である可能性が高い．同種の分類学的位置には

問題があるので，その扱いも含めて検討する必

要がある．

　北茨城市関南町神岡下湯の網鉱泉入口付近

［��］，������（�♂）．

県内既知産地�　七会村小勝（��），七会村大沢

（��），つくば市筑波山（�）．

　同定不能個体　���������	
����������

　以下の試料は，標本の状態が悪く，種の同定がで

きなかった．

北茨城市関本町亀谷地（�）［��］，������（�♂）�

北茨城市関本町亀谷地（�）［��］，������（�）��

北茨城市華川町水沼水沼ダム北岸［��］，������

（�♀）�高萩市柳沢［��］，������（�）�　日立市

水木町［��］，������（�），������（�），������（�）．
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ムカデ類�ヤスデ類

摘　要

　茨城県東部地域において茨城県自然博物館第�次総

合調査が行われ，�亜綱�目�科��属��種�亜種の

ムカデ類と�亜綱�目��科��属��種のヤスデ類の

生息が確認された．

はじめに

　石井（����）は，茨城県北東部に位置する高萩市で

多足類を調べ，��種が生息することを報告した．また，

�����（����，����）は，ヒトフシムカデ属（���������	
��）

のサカヨリヒトフシムカデ（��������	
��），タムラヒト

フシムカデ（�������	�
），タカハギヒトフシムカデ

（���������	
��
），アブクマヒトフシムカデ（���

��������	
	）の�種を同市から記載した．その後，茨

城県東部地域からの多足類についての報告はなされて

いない．

　����年��月から����年��月にかけて茨城県東部

地域を対象にした茨城県自然博物館第�次総合調査が

行われ，ムカデ類とヤスデ類のファウナを調べる機会

を得た．��調査地点から採集した標本類のうち��地

点分について種属の鑑別を終了することができ，ファ

ウナについて一応の傾向が明らかになったのでここに

報告する．

ムカデ類・ヤスデ類出現種目録

　分類体系は篠原（����）に従った．目録は綱，亜綱，

目，科，学名，和名，採集データ，ノートの順に記し

た．

��������	　ムカデ綱

���������　改形亜綱

�������	
�
	��　ゲジ目

�������	�
��　ゲジ科

����．����������	
��������
�（��������	
）　

オオゲジ

採集データ：北茨城市五浦，標高不明，������

����������	

����������	
��　イシムカデ目

��������	
�　イッスンムカデ科

����．����������	
����
�
��������	�
��　

イッスンムカデ

採集データ：諏訪町上諏訪ダム，標高�����，

������������	�
���　日立市水木町，標高����，

�����������	
	���

����．����������	
��������
�����������	
�	　

ダテイッスンムカデ

採集データ：日立市宮田町金山北西，標高����

�，������������	�
��　日立市諏訪町日立高鈴

ゴルフカントリー下，標高�����，������

����������	
　常陸太田市高貫町岡の内，標高

�����，�������������	�
��　北茨城市関本町亀

谷地��，標高�����，����������	
�
����　北茨

城市関本町小川定波小川学術参考林，標高

�����，����������	
�
����　北茨城市華川町花

園山南西，標高�����，����������	
����　北茨

城市華川町水沼水沼ダム北岸，標高�����，

����������	
�
���　北茨城市磯原町内野，標高

�����，����������	
�
����　北茨城市関南町神

岡下湯の網鉱泉入口付近，標高�����，������

����������	
�　里美村八丈石，標高�����，���

��������	�
���　高萩市柳沢，標高�����，���

��������	�
���　高萩市上君田，標高�����，

�����������	�
���　高萩市鳥曽根小滝沢キャン

プ場上，標高�����，�������������	
��　十王町

友部十王ダム脇，標高�����，�����������	�	

�����十王町黒坂，標高�����，�����������	�

�����　十王町伊師入坪，標高���，�����������	

������

����．����������	
�	�
��������������	
�
　

ヨシイッスンムカデ

採集データ：高萩市柳沢，標高�����，�����

�����������

����．����������	
����　

イッスンムカデ属の�種

採集データ：里美村上深荻，標高�����，������

����������	
　里美村里川，標高�����，�����

����������	
�日立市入四間町深荻橋，標高����

�，��������������	
��　北茨城市関本町亀谷

地��，標高�����，����������	
�
����　北茨城

市関本町富士見ヶ丘里根川横，標高�����，

����������	
�
����　北茨城市中郷町松井大北

渓谷，標高�����，����������	
�
����　高萩市

大金田，標高�����，����������	
�
���高萩市

富岡，標高�����，����������	
�
���　高萩市

若栗，標高�����，�����������	�
���　高萩市

米平，標高�����，�������������	
�
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���������	
　イシムカデ科

����．���������	�����（�）　

イシムカデ属の�種（�）

採集データ：里美村上深荻，標高�����，������

����������	
　里美村三鈷室山，標高�����，���

��������	�
���　常陸太田市茅根町洪沢，標高

�����，������������	�
���常陸太田市高貫町岡

の内，標高�����，������������	�
����常陸太

田市真弓町弁天，標高�����，������������	�

�����　北茨城市関本町亀谷地��，標高�����，

����������	
��
����北茨城市関本町小川定波

小川学術参考林，標高�����，����������	
�


�����　北茨城市華川町花園山南西，標高����

�，����������	
�
����　北茨城市関南町神岡下

湯の網鉱泉入口付近，標高�����，������

���������	
��　北茨城市中郷町松井大北渓谷，

標高�����，����������	
�
����　高萩市大金

田，標高�����，����������	
�
����
高萩市富

岡，標高�����，����������	
�
����　高萩市柳

沢，標高�����，�������������	
��　高萩市上君

田，標高�����，�����������	�
���　高萩市若

栗，標高�����，�����������	�
���　高萩市鳥

曽根小滝沢キャンプ場上，標高�����，�����

����������	
�十王町友部十王ダム脇，標高����

�，�����������	�	
���	十王町黒坂，標高����

�，�����������	�
����十王町伊師入坪，標高

���，�����������	
�	����	日立市諏訪町日立高

鈴ゴルフカントリー下，標高�����，������

�����������	
�日立市東多賀町，標高����，���

���������	
����

����．���������	�����（�）　

イシムカデ属の�種（�）

採集データ：日立市入四間町深荻橋，標高����

�，��������������	
��　北茨城市関本町亀谷

地��，標高�����，����������	
�
����
北茨城

市磯原町内野，標高�����，����������	
��


�����　北茨城市関本町富士見ヶ丘里根川横，

標高�����，����������	
�
����　里美村里川，

標高�����，������������	�
��

����．���������	�����（�）　

イシムカデ属の�種（�）

採集データ：北茨城市関本町亀谷地��，標高

�����，����������	
�
���高萩市柳沢，標高

�����，�����������	�
���　里美村八丈石，標

高�����，�������������	
��　里美村小妻，標高

�����，�������������	
��　十王町伊師入坪，

標高���，�����������	
	��

����．����������	
����������������	�
����　

ダイダイヒトフシムカデ

採集データ：十王町友部十王ダム脇，標高����

�，�����������	��	
���　十王町高原平，標高

�����，������������	�
���　十王町黒坂，標高

�����，������������	�
����日立市宮田町金山

北西，標高�����，������������	�
���　日立市

入四間町赤根林道，標高�����，������������

�������　日立市入四間町深荻橋，標高�����，

������������	
������日立市諏訪町日立高鈴ゴ

ルフカントリー下，標高�����，������������

�������　諏訪町上諏訪ダム，標高�����，������

����������	
�　常陸太田市茅根町洪沢，標高

�����，������������	�
���　常陸太田市高貫町

岡の内，標高�����，������������	
�����　常陸

太田市真弓町弁天，標高�����，������������

�������	　北茨城市関本町亀谷地��，標高����

�，����������	
�
���　北茨城市関本町小川定

波小川学術参考林，標高�����，����������	


�������　北茨城市華川町花園山南西，標高����

�，����������	
��
����　北茨城市磯原町内野，

標高�����，����������	
�
���北茨城市関本

町富士見ヶ丘里根川横，標高�����，������

����������	
　北茨城市中郷町松井大北渓谷，標

高�����，����������	
�
����　北茨城市本町才

丸平袖，標高�����，�����������	�
���　高萩

市富岡，標高�����，����������	
�
���　高萩

市柳沢，標高�����，������������	�
���　高萩

市上君田，標高�����，������������	�
���　高

萩市若栗，標高�����，������������	�
���　高

萩市米平，標高�����，������������	�
���　高

萩市鳥曽根小滝沢キャンプ場上，標高����

�，��������������	
���里美村上深荻，標高

�����，������������	�
���　里美村小妻，標高

�����，������������	�
���　里美村里川，標高

�����，�����������	�
��

����．����������	
����
��������������	
��	�����　

ニッコウヒトフシムカデ

採集データ：日立市諏訪町日立高鈴ゴルフカン

トリー下，標高�����，������������	�
���　常

陸太田市高貫町岡の内，標高�����，������

�����������	
�　北茨城市中郷町松井大北渓谷，

標高�����，����������	
�
����　里美村八丈
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石，標高�����，�����������	
�����　里美村小

妻，標高�����，������������	�
���　高萩市上

君田，標高�����，��������������	
��　高萩市

若栗，標高�����，�����������	
�����　高萩市

鳥曽根小滝沢キャンプ場上，標高�����，���

��������	��
���　十王町高原平，標高�����，

������������	
�����　十王町伊師入坪，標高��

�，�����������	��	
��

�����．����������	
����	������
����������		�　

アブクマヒトフシムカデ

採集データ：十王町友部十王ダム脇，標高����

�，������������	
����　十王町黒坂，標高����

�，������������	�
���　日立市宮田町金山北

西，標高�����，������������	�
���　日立市入

四間町赤根林道，標高�����，�������������	�

�����　日立市入四間町深荻橋，標高�����，��

�������������	
��　日立市諏訪町日立高鈴ゴル

フカントリー下，標高�����，������������	�

�����　日立市水木町，標高����，�����������	

��������諏訪町上諏訪ダム，標高�����，������

�����������	
�　常陸太田市高貫町岡の内，標高

�����，�������������	�
���　常陸太田市真弓町

弁天，標高�����，�������������	�
���　北茨城

市関本町亀谷地��，標高�����，����������	


������　高萩市大金田，標高�����，������

����������	
　高萩市上君田，標高�����，�����

���������	
��　高萩市若栗，標高�����，�����

���������	
��　高萩市米平，標高�����，�����

����������	
��　里美村八丈石，標高�����，���

���������	�
���　里美村小妻，標高�����，���

��������	�
���　里美村里川，標高�����，���

���������	�
��

�����．����������	
���������

���������		
　

サカヨリチビヒトフシムカデ

採集データ：常陸太田市茅根町洪沢，標高����

�，������������	�
���　十王町友部十王ダム

脇，標高�����，�����������	�
	����	十王町伊

師入坪，標高���，�����������	
�	���

�����．����������	
���������
���
����������		�　

タカハギヒトフシムカデ

採集データ：十王町友部十王ダム脇，標高����

�，�����������	�
	����　十王町黒坂，標高����

�，�����������	
�����　日立市入四間町赤根

林道，標高�����，�������������	�
���　日立市

諏訪町日立高鈴ゴルフカントリー下，標高

�����，������������	��
����日立市東多賀町，

標高����，�����������	
�	����　日立市水木

町，標高����，�����������	
	���	常陸太田市

茅根町洪沢，標高�����，��������������	
��　

常陸太田市高貫町岡の内，標高�����，������

����������	
���北茨城市華川町水沼水沼ダム北

岸，標高�����，����������	
��
����　高萩市

米平，標高�����，�����������	�
��

�����．����������	
��������
���������		�　

タムラヒトフシムカデ

採集データ：北茨城市関本町亀谷地��，標高

�����，����������	
�
����　北茨城市関本町亀

谷地��，標高�����，����������	
��
����　北茨

城市関本町小川定波小川学術参考林，標高

�����，����������	
��
����　北茨城市華川町

花園山南西，標高�����，����������	
����　北

茨城市磯原町内野，標高�����，����������	


�������　北茨城市中郷町松井大北渓谷，標高

�����，����������	
�
���　北茨城市本町才丸

平袖，標高�����，��������������	
��　高萩市

大金田，標高�����，����������	
�
����　高萩

市富岡，標高�����，����������	
�
���　高萩

市若栗，標高�����，�����������	�
��

�����．����������	
����������
���������		
　

エッチュウヒトフシムカデ

採集データ：里美村小妻，標高�����，�����

����������	

�����．����������	
����
	��������������	
��	������　

アワヒトフシムカデ

採集データ：日立市東多賀町，標高����，������

����������	

�����．����������	
���������
���������	�
����　

ナスヒトフシムカデ

採集データ：十王町伊師入坪，標高���，�������

�����������	
　日立市東多賀町，標高����，���

���������	�
��

�����．����������	
�������（�）　

ヒトフシムカデ属の�種（�）

採集データ：十王町友部十王ダム脇，標高����

�，�����������	
�	����　十王町高原平，標高

�����，������������	�
���　十王町黒坂，標高

�����，�����������	�
���　十王町伊師入坪，

標高���，�����������	
	����日立市宮田町金

山北西，標高�����，������������	��
���　日立

市入四間町赤根林道，標高�����，������
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����������	
��　日立市入四間町深荻橋，標高

�����，������������	
�����　日立市諏訪町日立

高鈴ゴルフカントリー下，標高�����，������

�����������	
�　諏訪町上諏訪ダム，標高����

�，������������	
�����　常陸太田市茅根町洪

沢，標高�����，�������������	�
���　常陸太田

市高貫町岡の内，標高�����，������������	
�

�����　北茨城市関本町亀谷地��，標高�����，

����������	
��
����　北茨城市関本町亀谷地�

�，標高�����，����������	
�
����　北茨城市

関本町小川定波小川学術参考林，標高����

�，����������	
�
����　北茨城市華川町花園山

南西，標高�����，����������	
�
����　北茨城

市華川町水沼水沼ダム北岸，標高�����，���

��������	�
	����　北茨城市磯原町内野，標高

�����，����������	
�
����　北茨城市関本町富

士見ヶ丘里根川横，標高�����，����������	


��������　北茨城市関南町神岡下湯の網鉱泉入

口付近，標高�����，����������	
�
����　北茨

城市中郷町松井大北渓谷，標高�����，������

����������	
��　高萩市大金田，標高�����，���

��������	�
	����	高萩市富岡，標高�����，���

��������	�
	����　高萩市柳沢，標高�����，

������������	�
���　高萩市若栗，標高�����，

��������������	
��　高萩市米平，標高�����，

������������	�
���　高萩市鳥曽根小滝沢キャ

ンプ場上，標高�����，������������	�
����

里美村三鈷室山，標高�����，������������	�

�����　里美村八丈石，標高�����，�����������

�������　里美村小妻，標高�����，�����������

�������　里美村里川，標高�����，�����������

�������

ノート：筆者はいくつかの報告書の中で本種を

���������	�
として同定していた。しかし，

分類手続き上の問題が含まれるために本報以

降では������（�）としておき，この問題が公

式に確定した段階で改めてデータの整理をし

たい．

�����．����������	
������　

ヒトフシムカデ属の�種

採集データ：十王町高原平，標高�����，������

����������	
　北茨城市華川町花園山南西，標高

�����，����������	
����　高萩市柳沢，標高

�����，�����������	�
���　里美村上深荻，標

高�����，��������������	
��　里美村三鈷室

山，標高�����，�����������	�
���　里美村里

川，標高�����，�����������	�
���　日立市水

木町，標高����，�����������	�	
��

��������	
�　トゲイシムカデ科

�����．�����������	
������	������������	
�����　

ゲジムカデ

採集データ：十王町友部十王ダム脇，標高����

�，�����������	�	
��　十王町黒坂，標高����

�，�����������	�
���　十王町伊師入坪，標高

���，�����������	
�	����　里美村上深荻，標高

�����，������������	�
��　里美村三鈷室山，標

高�����，�������������	
��　里美村里川，標

高�����，�������������	
��　日立市入四間町

赤根林道，標高�����，��������������	
��　日

立市入四間町深荻橋，標高�����，������

����������	
　日立市東多賀町，標高����，���

���������	�
����常陸太田市茅根町洪沢，標高

�����，��������������	
��　常陸太田市真弓町

弁天，標高�����，������������	�
����北茨城

市関本町亀谷地��，標高�����，����������	


�������　北茨城市関本町亀谷地��，標高�����，

����������	
�
����　北茨城市華川町花園山南

西，標高�����，����������	
����　北茨城市華

川町水沼水沼ダム北岸，標高�����，������

����������	
　北茨城市磯原町内野，標高����

�，����������	
�
���　北茨城市関本町富士

見ヶ丘里根川横，標高�����，����������	
�


�����　北茨城市関南町神岡下湯の網鉱泉入口

付近，標高�����，����������	
��
����　北茨

城市中郷町松井大北渓谷，標高�����，������

���������	
��　北茨城市本町才丸平袖，標高

�����，�������������	
��　高萩市大金田，標高

�����，����������	
��
����　高萩市富岡，標高

�����，����������	
�
����　高萩市柳沢，標高

�����，�����������	�
���　高萩市上君田，標

高�����，�����������	������　高萩市若栗，標

高�����，�������������	
��　高萩市米平，標

高�����，�����������	�
����高萩市鳥曽根小

滝沢キャンプ場上，標高�����，�������������

����

�����．��������	
�����	
�	���������������	�
����　

ニホントゲイシムカデ

採集データ：日立市水木町，標高����，�������

����������	
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��������	　整形亜綱

��������	
���
��　オオムカデ目

��������	
�　メナシムカデ科

�����．������������	��
������
	���	
�（���������	
��）

ヨスジアカムカデ

採集データ：里美村上深荻，標高�����，������

����������	
　日立市諏訪町日立高鈴ゴルフカ

ントリー下，標高�����，������������	�
���　

諏訪町上諏訪ダム，標高�����，������������

��������常陸太田市茅根町洪沢，標高�����，��

������������	
���常陸太田市高貫町岡の内，標

高�����，��������������	
��　北茨城市関本町

亀谷地��，標高�����，����������	
�
���　北

茨城市関本町亀谷地��，標高�����，������

����������	
��北茨城市関本町小川定波小川学

術参考林，標高�����，����������	
�
���　北

茨城市本町才丸平袖，標高�����，�����

����������	
��高萩市大金田，標高�����，���

��������	�	
��　高萩市柳沢，標高�����，���

��������	�
����高萩市上君田，標高�����，

�����������	�
���　高萩市鳥曽根小滝沢キャン

プ場上，標高�����，�����������	�
���　十王

町友部十王ダム脇，標高�����，�����������	

������　十王町黒坂，標高�����，�����������	�

�����　十王町伊師入坪，標高���，�����������	

������

�����．������������	��
��������
�
�（�������	�
���）

セスジアカムカデ

採集データ：北茨城市磯原町内野，標高�����，

����������	
�
���　十王町伊師入坪，標高���，

�����������	
	��

��������	�
���　ジムカデ目

���������	
�����　ナガズジムカデ科

�����．���������	��
���������������������	
��　

ヒロズジムカデ

採集データ：北茨城市関本町亀谷地��，標高

�����，����������	
�
����　北茨城市関本町小

川定波小川学術参考林，標高���　�，������

����������	
�　北茨城市関本町富士見ヶ丘里根

川横，標高�����，����������	
�
���　北茨城

市本町才丸平袖，標高�����，�������������

����　里美村八丈石，標高�����，�������������

����　高萩市鳥曽根小滝沢キャンプ場上，標高

�����，�����������	��
��　十王町伊師入坪，

標高���，�����������	
	���　日立市水木町，

標高����，�����������	
	��

�����．���������	
���������������	�
����　

ヒトアナモイワジムカデ

採集データ：北茨城市関本町亀谷地��，標高

�����，����������	
�
���　北茨城市関本町亀

谷地��，標高�����，����������	
�
���　北茨

城市華川町花園山南西，標高�����，������

���������	
　北茨城市華川町水沼水沼ダム北

岸，標高�����，����������	
�
���　高萩市富

岡，標高�����，����������	
�
���　高萩市上

君田，標高�����，�������������	
�

�����．����������	
��������（���������	
�）　

シメジムカデ

採集データ：十王町友部十王ダム脇，標高����

�，�����������	
	����　十王町伊師入坪，標高

���，�����������	
	���	日立市宮田町金山北

西，標高�����，������������	�
��　日立市入

四間町赤根林道，標高�����，������������	�

����　日立市入四間町深荻橋，標高�����，��

����������	�
��　日立市諏訪町日立高鈴ゴルフ

カントリー下，標高�����，������������	�
���

日立市東多賀町，標高����，�����������	
	

������常陸太田市真弓町弁天，標高�����，��

����������	�
��　北茨城市関本町亀谷地��，標

高�����，����������	
��
����　北茨城市関本

町亀谷地��，標高�����，����������	
��
�����

北茨城市関本町小川定波小川学術参考林，標

高�����，����������	
��
����　北茨城市華川

町花園山南西，標高�����，����������	
�


�����　北茨城市華川町水沼水沼ダム北岸，標

高�����，����������	
��
����　北茨城市磯原

町内野，標高�����，����������	
�
����　北茨

城市関本町富士見ヶ丘里根川横，標高����

�，����������	
�
���　北茨城市関南町神岡下

湯の網鉱泉入口付近，標高�����，������

����������	
　北茨城市本町才丸平袖，標高����

�，��������������	
��　高萩市柳沢，標高����

�，�����������	��
���　高萩市上君田，標高

�����，������������	�
���　高萩市米平，標高

�����，�������������	
��　高萩市鳥曽根小滝

沢キャンプ場上，標高�����，�����������	
�

�����　里美村三鈷室山，標高�����，�����

���������	
��　里美村小妻，標高�����，�����
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���������	
��　里美村里川，標高�����，�����

����������	
�

��������	
�　ツチムカデ科

�����．��������	
���������　

スミジムカデ属の�種

採集データ：日立市宮田町金山北西，標高����

�，��������������	
��　日立市入四間町深荻

橋，標高�����，�������������	�
����諏訪町上

諏訪ダム，標高�����，������������	��
���　北

茨城市華川町花園山南西，標高�����，������

���������	

�����．����������	
����	��������（�������	�
��）

ヨコジムカデ

採集データ：日立市入四間町赤根林道，標高

�����，������������	�
��

�������	����
��　マドジムカデ科

�����．����������	
���������（��������	
��）　

ミドリジムカデ

採集データ：十王町友部十王ダム脇，標高����

�，�����������	
�	����　十王町黒坂，標高����

�，�����������	��
���　日立市宮田町金山北

西，標高�����，�������������	�
���日立市入

四間町赤根林道，標高�����，������������	��

�����　日立市入四間町深荻橋，標高�����，��

����������	
�����　日立市諏訪町日立高鈴ゴル

フカントリー下，標高�����，������������	
�

�����　諏訪町上諏訪ダム，標高�����，������

�����������	
�　常陸太田市茅根町洪沢，標高

�����，�������������	������　常陸太田市高貫町

岡の内，標高�����，������������		�
���　常陸

太田市真弓町弁天，標高�����，������������

�������	　北茨城市関本町亀谷地��，標高����

�，����������	
��
����　北茨城市関本町亀谷

地��，標高�����，����������	
��
����　北茨城

市関本町小川定波小川学術参考林，標高����

�，����������	
��
����　北茨城市華川町花園

山南西，標高�����，����������	
��
����　北

茨城市華川町水沼水沼ダム北岸，標高����

�，����������	
�
����　北茨城市磯原町内野，

標高�����，����������	
��
����　北茨城市関

本町富士見ヶ丘里根川横，標高�����，������

���������	
��　北茨城市関南町神岡下湯の網鉱

泉入口付近，標高�����，����������	
�
����　

北茨城市中郷町松井大北渓谷，標高�����，

����������	
�
����
北茨城市本町才丸平袖，標

高�����，�����������		�
���　高萩市大金田，

標高�����，���������������	
��　高萩市富岡，

標高�����，����������	
��
����　高萩市柳沢，

標高�����，�����������	
�����　高萩市上君

田，標高�����，�����������		�
���　高萩市若

栗，標高�����，�����������	
�����　高萩市米

平，標高�����，������������	
�����　高萩市

鳥曽根小滝沢キャンプ場上，標高�����，���

��������	
������里美村上深荻，標高�����，

������������	�
���　里美村三鈷室山，標高����

�，�����������	
�����　里美村八丈石，標高

�����，������������	�
���　里美村小妻，標高

�����，������������	�
��

�����．����������	
����������（����������	
��）　　

ツメナシミドリジムカデ

採集データ：十王町友部十王ダム脇，標高����

�，�����������	�	
���	十王町黒坂，標高����

�，�����������	�
���　十王町伊師入坪，標高

���，�����������	�
	����　日立市宮田町金山

北西，標高�����，������������	�
��　日立市

入四間町赤根林道，標高�����，������������

������　日立市入四間町深荻橋，標高�����，��

����������	�
��　日立市諏訪町日立高鈴ゴルフ

カントリー下，標高�����，�������������	�

�����　日立市東多賀町，標高����，������

�����������	
�　日立市水木町，標高����，���

���������	�
����諏訪町上諏訪ダム，標高����

�，������������	��
���　常陸太田市茅根町洪

沢，標高�����，������������	�
���　常陸太田

市高貫町岡の内，標高�����，��������������

�����　北茨城市関本町亀谷地��，標高�����，

����������	
��
����　北茨城市関本町亀谷地�

�，標高�����，����������	
��
����　北茨城市

関本町小川定波小川学術参考林，標高����

�，����������	
��
����　北茨城市華川町水沼

水沼ダム北岸，標高�����，����������	
�


�����　北茨城市関本町富士見ヶ丘里根川横，

標高�����，����������	
�
���　北茨城市関南

町神岡下湯の網鉱泉入口付近，標高�����，

����������	
�
���　北茨城市中郷町松井大北渓

谷，標高�����，����������	
��
����　北茨城

市本町才丸平袖，標高�����，������������	�

������高萩市大金田，標高�����，����������	
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�������	　高 萩 市 富 岡，標 高�����，������

����������	
���　高萩市柳沢，標高�����，���

���������	�
���　高萩市上君田，標高�����，

�����������	�
����　高萩市若栗，標高�����，

�����������	��
����　高萩市米平，標高�����，

��������������	
���　高萩市鳥曽根小滝沢キャ

ンプ場上，標高�����，�������������	
��　里

美村三鈷室山，標高�����，��������������

�����　里美村八丈石，標高�����，�����������

��������　里美村小妻，標高�����，�����������

�������	　里美村里川，標高�����，�����������

������

�����．����������	
��������（����������	
��）　

ヒトアナミドリジムカデ

採集データ：北茨城市関本町小川定波小川学術

参考林，標高�����，����������	
�
���　北茨

城市本町才丸平袖，標高�����，�������������

����　高萩市富岡，標高�����，����������	
�


����　高萩市柳沢，標高�����，�����������	�

�����　里美村三鈷室山，標高�����，�����

���������	
��　里美村小妻，標高�����，�����

����������	

�������	�	�����
　ベニジムカデ科

�����．����������	�
�����������（���������	
��）　

ホソヅメベニジムカデ

採集データ：十王町友部十王ダム脇，標高����

�，�����������	
�	����　十王町黒坂，標高����

�，�������������	
��　里美村上深荻，標高

�����，������������	�
��　日立市入四間町深

荻橋，標高�����，��������������	
��　常陸太

田市真弓町弁天，標高�����，��������������

�����　北茨城市関本町亀谷地��，標高�����，

����������	
�
���　北茨城市関本町小川定波小

川学術参考林，標高�����，����������	
�
����

北茨城市華川町花園山南西，標高�����，���

��������	�
��	北茨城市関本町富士見ヶ丘里

根川横，標高�����，����������	
�
���　北茨

城市中郷町松井大北渓谷，標高�����，������

����������	
�北茨城市本町才丸平袖，標高����

�，�������������	
��　高萩市柳沢，標高����

�，�������������	
��　高萩市上君田，標高����

�，�������������	
��　高萩市若栗，標高����

�，�������������	
��　高萩市米平，標高����

�，�������������	
��　高萩市鳥曽根小滝沢

キャンプ場上，標高�����，�������������	
��

�����．����������	
�������������	�
����　

エリジロベニジムカデ

採集データ：常陸太田市真弓町弁天，標高����

�，������������	�
��

�����．����������	
������������������	�
����

キヨスミベニジムカデ

採集データ：北茨城市関本町亀谷地��，標高

�����，����������	
�
���　高萩市大金田，標高

�����，����������	
�
����　十王町黒坂，標高

�����，�������������	
�

�����．����������	�
�
�
���（����������	
��）

ヒトアナベニジムカデ

採集データ：北茨城市関南町神岡下湯の網鉱泉

入口付近，標高�����，����������	
�
���　北

茨城市中郷町松井大北渓谷，標高�����，���

��������	
	���

�����．����������	��������	
�������（���������	
��）

ヤマトベニジムカデ

採集データ：高萩市鳥曽根小滝沢キャンプ場上，

標高�����，�����������	�
��

�����．���������������（�）　

ベニジムカデ属の�種（�）

採集データ：日立市宮田町金山北西，標高����

�，������������	�
���　日立市入四間町赤根林

道，標高�����，��������������	
���日立市入

四間町深荻橋，標高�����，���������������

�����　日立市諏訪町日立高鈴ゴルフカント

リー下，標高�����，������������	�
���　諏訪

町上諏訪ダム，標高�����，������������	
�

�����　常陸太田市茅根町洪沢，標高�����，��

����������	�
���　常陸太田市高貫町岡の内，

標高�����，��������������	
��　北茨城市関本

町亀谷地��，標高�����，����������	
�
����

北茨城市関本町亀谷地��，標高�����，������

����������	
　北茨城市華川町水沼水沼ダム北

岸，標高�����，����������	
�
����　北茨城市

磯原町内野，標高�����，����������	
�
����　

北茨城市関本町富士見ヶ丘里根川横，標高

�����，����������	
�
����　北茨城市本町才丸

平袖，標高�����，�������������	
��　高萩市

富岡，標高�����，����������	
�
����　高萩市

柳沢，標高�����，������������	�
����高萩市

若栗，標高�����，�������������	
��　高萩市米

平，標高�����，������������	�
���　高萩市鳥
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曽根小滝沢キャンプ場上，標高�����，�����

����������	
���里美村三鈷室山，標高�����，

������������	�
���　里美村上深荻，標高����

�，������������	�
���　里美村小妻，標高����

�，������������	�
���　里美村里川，標高����

�，��������������	
��　十王町友部十王ダム

脇，標高�����，�����������	�	
��　十王町高

原平，標高�����，��������������	
��　十王町

黒坂，標高�����，��������������	
��　十王町

伊師入坪，標高���，�����������	
	���

�����．��������������　

ベニジムカデ属の�種

採集データ：里美村三鈷室山，標高�����，���

����������	
�

���������　ヤスデ綱

��������	�　タマヤスデ亜綱

�������	
　タマヤスデ目

�������	
�　タマヤスデ科

�����．�����������	
������
�����������	�
��　

ヤマトタマヤスデ

採集データ：里美村小妻，標高�����，�����

����������	
�

�����．�����������	
��
����	�����������	�
��　

ミクニタマヤスデ

採集データ：北茨城市関本町富士見ヶ丘里根川

横，標高�����，����������	
�
���　高萩市大

金田，標高�����，����������	
�
����　十王町

黒坂，標高�����，������������	�
���　十王町

伊師入坪，標高���，�����������	
�	���

�����．����������	
�����　

タマヤスデ属の�種

採集データ：北茨城市華川町水沼水沼ダム北岸，

標高�����，����������	
�
���

��������	�	
���　ヤスデ亜綱

���������	
　ジヤスデ目

��������	
���
�　イトヤスデ科

�����．��������	
����������������	
�	　

フゲンイトヤスデ

採集データ：北茨城市関本町亀谷地��，標高

�����，����������	
�
���

�����．������������　

イトヤスデ属の�種

採集データ：北茨城市華川町水沼水沼ダム北岸，

標高�����，����������	
�
���　里美村三鈷室

山，標高�����，�����������	�
��

���������	
���　ヒラタヤスデ科

�����．����������	
��
����������（����������	
�）　

タマモヒラタヤスデ

採集データ：常陸太田市高貫町岡の内，標高

�����，������������	�
��

�����．����������	
��
�����
�
����������	�
��

アカヒラタヤスデ

採集データ：十王町黒坂，標高�����，�����

����������	

�������	
���
　ツムギヤスデ目

�������	�
�����　ミコシヤスデ科

�����．��������	�
���
	��������（���������	
�
�）

ミコシヤスデ

採集データ：里美村小妻，標高�����，�����

����������	
�十王町黒坂，標高�����，�����

����������	

�����．��������	�
������������（���������	
���）

フトケヤスデ

採集データ：諏訪町上諏訪ダム，標高�����，

������������	�
��

�����．��������	�
������（�）

ミコシヤスデ属の�種（�）

採集データ：十王町友部十王ダム脇，標高����

�，�����������	
	����　日立市諏訪町日立高鈴

ゴルフカントリー下，標高�����，������

����������	
�　常陸太田市高貫町岡の内，標高

���　�，������������	�
��　北茨城市関本町富

士見ヶ丘里根川横，標高�����，����������	


�������　北茨城市関南町神岡下湯の網鉱泉入

口付近，標高�����，����������	
�
����　里美

村里川，標高�����，�������������	
��　高萩市

大金田，標高�����，����������	
�
����　高萩

市鳥曽根小滝沢キャンプ場上，標高�����，

�������������	
�

�����．��������	�
�������（�）　

ミコシヤスデ属の�種（�）

採集データ：十王町友部十王ダム脇，標高����

�，�����������	
	����　十王町高原平，標高

�����，������������	�
��　里美村上深荻，標高

�����，������������	�
���　日立市宮田町金山

北西，標高�����，������������	
�����　日立市
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入四間町深荻橋，標高�����，������������	�

�����　日立市東多賀町，標高����，������

�����������	
�　常陸太田市茅根町洪沢，標高

�����，������������	
������諏訪町上諏訪ダ

ム，標高�����，���������������	
��北茨城市

関本町亀谷地��，標高�����，����������	
�


�����　北茨城市華川町花園山南西，標高����

�，����������	
��
����　北茨城市華川町水沼

水沼ダム北岸，標高�����，����������	
�


�����　北茨城市磯原町内野，標高�����，���

��������	�
	����　北茨城市中郷町松井大北渓

谷，標高�����，����������	
�
����　高萩市柳

沢，標高�����，�������������	
��　高萩市上君

田，標高�����，�������������	
��　高萩市米

平，標高�����，�����������	�
��

����������	�
��	���　トゲヤスデ科

�����．����������	�
������　

オオトゲヤスデ属の�種

採集データ：日立市宮田町金山北西，標高����

�，������������	�
���　日立市諏訪町日立高鈴

ゴルフカントリー下，標高�����，������

����������	
�　北茨城市関本町小川定波小川学

術参考林，標高�����，����������	
�
����　高

萩市柳沢，標高�����，��������������	
��　里

美村三鈷室山，標高�����，�������������	
���

里美村八丈石，標高�����，�������������	
���

里美村小妻，標高�����，�����������	��
����

高萩市上君田，標高�����，�������������	
���

高萩市若栗，標高�����，�����������	��
����

高萩市米平，標高�����，�����������	�
��

�������	
��　オビヤスデ目

��������	
���　ババヤスデ科

�����．�����������	�
	��			��������	�
����　

トラフババヤスデ

採集データ：北茨城市華川町水沼水沼ダム北岸，

標高�����，����������	
�
���　里美村小妻，

標高�����，�������������	
�

����������	�
����　ヤケヤスデ科

�����．��������	
������（��������	
）　

ヤケヤスデ

採集データ：日立市東多賀町，標高����，������

����������	

�����．��������	
���������	�（��������	
�
）　

ヤマトアカヤスデ

採集データ：日立市入四間町深荻橋，標高����

�，������������	�
��　北茨城市華川町水沼水

沼ダム北岸，標高�����，����������	
��
�����

高萩市上君田，標高�����，�������������	
���

里美村小妻，標高�����，�����������	��
��

�����．��������	
�
����
�����（����������	
��）

トサカヤケヤスデ

採集データ：北茨城市本町才丸平袖，標高����

�，�����������	�
���　高萩市柳沢，標高����

�，�������������	
��　高萩市若栗，標高����

�，�������������	
��　十王町黒坂，標高����

�，������������	�
��

�������	
���　オビヤスデ科

�����．��������	
�����������������	�
����　

ヒメシロオビヤスデ

採集データ：常陸太田市真弓町弁天，標高����

�，������������	
�����　北茨城市本町才丸平

袖，標高�����，�������������	
���里美村小

妻，標高�����，��������������	
��

�����．��������	
���
���������（��������	
�	）

ヒガシオビヤスデ

採集データ：北茨城市華川町花園山南西，標高

�����，����������	
�
��

�����．��������	
����
��������������	�
��

ムシロオビヤスデ

採集データ：里美村小妻，標高�����，�����

����������	


�����．��������	
�������（�）　

オビヤスデ属の�種（�）

採集データ：常陸太田市茅根町洪沢，標高����

�，������������	�
��　北茨城市関南町神岡下

湯の網鉱泉入口付近，標高�����，������

����������	
��　北茨城市本町才丸平袖，標高

�����，�����������	������　里美村三鈷室山，

標高�����，�������������	
���里美村八丈石，

標高�����，�����������	
�����　里美村里川，

標高�����，�������������	
��　十王町黒坂，

標高�����，�����������	�
���　高萩市大金

田，標高�����，����������	
��
����　高萩市

上君田，標高�����，�����������	�
���　高萩

市米平，標高�����，�����������	�
���　高萩

市鳥曽根小滝沢キャンプ場上，標高�����，
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�������������	
��　日立市東多賀町，標高���

�，�����������	�	
��

�����．��������	
�������（�）　

オビヤスデ属の�種（�）

採集データ：北茨城市関本町富士見ヶ丘里根川

横，標高�����，����������	
�
���　高萩市柳

沢，標高�����，�����������	�
���日立市東多

賀町，標高����，�����������	�	
��

�����．��������	
�������　

ニホンモトオビヤスデ属の�種？

採集データ：高萩市鳥曽根小滝沢キャンプ場上，

標高�����，�������������	
�

�����．���������	�
����　

ノコギリヤスデ属の�種

採集データ：十王町友部十王ダム脇，標高����

�，�����������	
�	����　十王町高原平，標高

�����，������������	�
��　十王町黒坂，標高

�����，������������	�
���　十王町伊師入坪，

標高���，�����������	���	
���　里美村上深

荻，標高�����，������������	�
���　里美村八

丈石，標高�����，������������	�
���　里美村

三鈷室山，標高�����，�����������	�
���　里

美村小妻，標高�����，�����������	�
���　常

陸太田市高貫町岡の内，　標高�����，������

����������	
��常陸太田市真弓町弁天，標高

�����，������������	��
���　北茨城市関本町亀

谷地��，標高�����，����������	
��
����　北茨

城市関本町亀谷地��，標高�����，������

����������	
　北茨城市華川町花園山南西，標高

�����，����������	
�
���　北茨城市華川町水

沼水沼ダム北岸，標高�����，����������	
�


�����　北茨城市磯原町内野，標高�����，���

��������	
	����　北茨城市関本町富士見ヶ丘里

根川横，標高�����，����������	
�
����　北茨

城市関南町神岡下湯の網鉱泉入口付近，標高

�����，����������	
��
����　北茨城市中郷町

松井大北渓谷，標高�����，����������	
��


�����　北茨城市本町才丸平袖，標高�����，���

���������	�
����高萩市大金田，標高�����，

����������	
�
����　高萩市柳沢，標高�����，

��������������	
��　高萩市上君田，標高����

�，�����������	
�����　高萩市若栗，標高����

�，�����������	
�����　高萩市米平，標高����

�，�����������		�
���　高萩市鳥曽根小滝沢

キャンプ場上，標高�����，������������	�

�����　日立市入四間町赤根林道，標高�����，

������������	�
���　日立市入四間町深荻橋，標

高����，������������	
�����　日立市東多賀

町，標高����，�����������	
�	����　日立市水

木町，標高����，�����������	��	
��

���������	
���　エリヤスデ科

�����．��������	��
����
	
�������������	
��

ウチカケヤスデ

採集データ：日立市入四間町赤根林道，標高

�����，������������	�
��　日立市入四間町深

荻橋，標高�����，��������������	
���北茨城

市華川町水沼水沼ダム北岸，標高�����，���

��������	
	����　北茨城市関本町富士見ヶ丘里

根川横，標高�����，����������	
��
����　北

茨城市関南町神岡下湯の網鉱泉入口付近，標

高�����，����������	
�
����　北茨城市中郷町

松井大北渓谷，標高�����，����������	
�


�����　高萩市若栗，標高�����，��������������

����

�������	
���	　シロハダヤスデ科

�����．�����������	
�������������	�
��
　

マクラギヤスデ

採集データ：十王町伊師入坪，標高���，������

����������	
　日立市東多賀町，標高����，���

���������	
�����　日立市水木町，標高����，

�����������	
�	���

�������	
����　ハガヤスデ科

�����．���������	�
	����
��	
	���������	
��　

ハガヤスデ

採集データ：北茨城市華川町水沼水沼ダム北岸，

標高�����，����������	
�
����　北茨城市中郷

町松井大北渓谷，標高�����，����������	
�


�����　日立市東多賀町，標高��������	
�������

������

�����．������������	
��
����
�（��������	
��）

オオギヤスデ

採集データ：日立市東多賀町，標高����，������

����������	
�

����������	
�　チビヤスデ科

�����．������������	
����　

チビヤスデ属の�種？
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採集データ：北茨城市華川町水沼水沼ダム北岸，

標高�����，����������	
�
���　北茨城市中郷

町松井大北渓谷，標高�����，����������	
�


�����　日立市東多賀町，　標高����，�������

����������	
�

������　ヒメヤスデ目

�������　ヒメヤスデ科

�����．������������	
�������	�（����������	
�	）

シマフジヤスデ

採集データ：里美村里川，標高�����，�����

����������	
�

�����．������������	����　

フジヤスデ属の�種

採集データ：里美村上深荻，標高�����，������

����������	
　里美村三鈷室山，標高�����，���

����������	
��　日立市入四間町深荻橋，標高

�����，������������	�
��　常陸太田市高貫町

岡の内，標高�����，������������	�
���　北茨

城市関本町亀谷地��，標高�����，������

����������	
�　北茨城市関本町亀谷地��，標高

�����，����������	
��
����　北茨城市華川町

水沼水沼ダム北岸，標高�����，����������	


�������　北茨城市関本町富士見ヶ丘里根川横，

標高�����，����������	
�
����　北茨城市関南

町神岡下湯の網鉱泉入口付近，標高�����，

����������	
�
���　北茨城市中郷町松井大北渓

谷，標高�����，����������	
�
���　北茨城市

本町才丸平袖，標高�����，�����������	�
����

十王町黒坂，標高�����，�����������	�
����

高萩市大金田，標高�����，����������	
��


�����　高萩市米平，標高�����，�������������

����　高萩市鳥曽根小滝沢キャンプ場上，標高

�����，�����������	�
��

謝　辞

　末筆ながら現地調査ならびに貴重な標本を提供して

下さった茨城土壌動物調査会の各位に感謝する．

引用文献

石井　清．����．多足類（�������	�）．高萩の動物．

高萩市，��．�������，�������．

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

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

（��）�　������

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

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

�����（��）��������

篠原圭三郎．����．節足動物；多足類．動物系統分類

学追補版．中山書店，��．�������．　

調査研究および執筆者　

石井　清（獨協医科大学医学部生物学教室）
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コムカデ類

摘　要

　����年から����年にかけて行われた茨城県自然博

物館第�次調査で採取された試料のうち�地点につい

て調べた結果，�科�属�種のコムカデ類が確認され

た．

調査地

　地点番号，調査地名，標高，採集年月日，植生の順

に示す．

�������十王町友部十王ダム脇　�����　����．��．�

コナラ，アカマツ，クリ，シラカシ，ホオノキ，ヤ

マザクラ，ヒサカキ

�������十王町高原平　�����　����．��．�　コナラ，

ホオノキ，ハウチワカエデ，ヤマザクラ，スズタケ

�������日立市入四間町赤根林道　�����　����．��．

�　クヌギ，コナラ，クリ

��������北茨城市華川町花園　花園山南西　�����　

����．�．��　イヌブナ，ホオノキ，アオダモ，ハク

ウンボク，ウリハダカエデ，ヒナウチワカエデ，

リョウブ，スズダケ

��������里美村三鈷室山　�����　����．��．��　ミズ

ナラ，クリ，ヤマザクラ，ウリハダカエデ，ホオノ

キ，ブナ，サワシバ，リョウブ，ミズメ，スズタケ

��������北茨城市関本町才丸平袖　�����　����．��．

��　クリ，クヌギ，ヤマザクラ，アカメガシワ，ク

マシデ，ウリハダカエデ，エゴノキ，アズマネザサ

��������日立市東多賀町　����　����．�．��　マテバ

シイ，アカマツ，アズマネザサ，ドクダミ

��������日立市水木町　����　����．�．��　タブノ

キ，ヤブツバキ，サクラ，リュウノヒゲ

結　果

ナミコムカデ科�������	�

����

　ナミコムカデ属　�����������

����．�ナミコムカデ　

�����������	
��������（��������	
��）

採集地点：������，�，�，��，��，��，��

����．�ナミコムカデ属の�種　���������������

　ナミコムカデより小型で出糸突起の形状が異

なり，細長く付属する毛も長い．茨城県自然博

物館第�次調査（松永，����）・栃木県自然環境

基礎調査（松永，����）においても見出されて

いる．

採集地点：�������，��，��

　　

ヤサコムカデ科��������	
����	��

　ヤサコムカデ属　����������	

����．�ヤサコムカデ　

����������	
���	����（��������	
��）

採集地点：������，�，�，��，��，��，��，��

����．�ヤサコムカデ属の�種　����������	����

　ヤサコムカデより小型で，第�背板の毛はヤ

サコムカデの�本に対し�本ある．

採集地点：������，�，�，��，��，��，��

����．�ヤサコムカデ属の�種　����������	����

　出糸突起が短く付属する毛も少ない．体型も

細い．

採集地点：������

　　

引用文献

松永雅美．����．コムカデ類．茨城県自然博物館第�

次総合調査報告書「茨城県央地域の土壌動物」．���

���，ミュージアムパーク茨城県自然博物館．

松永雅美．����．コムカデ類．栃木県自然環境基礎調

査「とちぎの土壌動物」．���������	
，栃木県林務部

自然環境課．

謝　辞

　調査に関してお世話になった茨城土壌動物調査会お

よび関係各位に心より感謝の意を表する．

調査研究および執筆　

松永雅美（昭和大学生物学教室）



カマアシムシ類

摘　要

　����年から����年にかけて茨城県北東部地域で採

集されたカマアシムシ類を同定したところ，�科�属

��種が確認された．

はじめに

　日本からは��種のカマアシムシ類が記録されてい

るが，茨城県は調査がもっとも進んでいる地域の一つ

で，これまでに種名の確定したもので��種が記録され

ている（�������������，������　中村����，����，����）．

　本稿は����年から����年までの�年間に，茨城県

自然博物館第�次総合調査の中で土壌動物調査会が調

査した��地点のうちの��地点について解析した結果

である．残りの多くの試料については解析中であり，

それらの結果がまとまり次第別途報告する．

　なお，本論に先立ち，膨大な試料を採取し調査に供

して下さった土壌動物調査会の諸氏にお礼申し上げ

る．特に，広範な調査対象地域での綿密な調査実施に

尽力された坂寄廣氏並びに本稿作成に際し，ご助言を

いただき各担当者の原稿のとりまとめの労を執られた

田村浩志博士には，特に記してお礼申し上げる．

本稿における調査地点

　今回の報告は，����年から����年にかけて茨城県

北東部地域で採集されたサンプルのうち，下記の��

地点から得られたカマアシムシ類に基づくものであ

る．調査地のデータは，「調査地名：産地；植生（主

たる樹種のみ）；海抜高度；採集年月日」の順に記し

た．

＊亀谷地�：北茨城市関本町亀谷地�������　コナラ，ミ

ズナラ；��������	
��　����年�月��日

＊亀谷地�：北茨城市関本町亀谷地�����（�����より

東へ約����）�　クリ，ヤマザクラ�　��������	
��　����

年�月��日

＊冨士ヶ丘：北茨城市関本町冨士ヶ丘，里根川横；コ

ナラ，クヌギ，スギ；���������	�
　����年�月��日

＊小川：北茨城市関本町小川定波，小川学術参考林；

ブナ，イヌブナ，ミズナラ；���������	�
　����年�月

��日

＊花園：北茨城市華川町花園，花園山南西；イヌブナ，

ホオノキ，スズタケ；��������	
��　����年�月��日

＊内野：北茨城市磯原町内野；コナラ，ヤマザクラ；

���������	�
　����年�月��日

＊松井：北茨城市中郷町松井，大北渓谷；シラカシ，

アオキ，アズマネザサ；��������	
��　����年�月��

日

＊横川：高萩市横川大金田；ミズナラ，ヤマザクラ，

アズマネザサ；��������	
��　����年�月��日

＊下君田：高萩市下君田柳沢；クリ，コシアブラ，ス

ズタケ；��������	
��　����年��月��日

＊富岡：高萩市富岡；ミズナラ，スズタケ；���������	�
�

����年�月��日

＊里川：久慈郡里美村里川；クリ，イロハカエデ；����

��������　����年��月��日

＊折橋：久慈郡里美村折橋，八丈石；コナラ，ミズナ

ラ；��������	
��　����年��月��日

＊高原：多賀郡十王町高原，大平；コナラ，ホオノキ，

スズタケ；��������	
��　����年��月�日

＊宮田町：日立市宮田町金山北西；アカメガシ，ミズ

キ；���������	�
　����年��月�日

＊諏訪町：日立市諏訪町，日立高鈴ゴルフ倶楽部下；

コナラ，ヒサカキ；��������	
��　����年��月�日

＊東多賀町：日立市東多賀町；マテバシイ，アカマツ，

アズマネザサ；��������	�
　����年�月��日

カマアシムシ相

　上述の��サンプルから得られたカマアシムシ類

���個体を同定したところ，�科�属��種が確認され

た．その結果に基づき，カマアシムシ類リストを作成

した．

　今回確認された記録の採集データは，「地点名，個体

数（性別・齢の内訳）」の順に示した．なお，内訳の

性と齢の記号は次の通りである：♂－オス，♀－メス，

��♂－亜成虫オス，��－若虫，���－第二幼生，��－第

一幼生．

��������	
���　クシカマアシムシ科

����．���������	�
�����������������������������　

アズマミスジカマアシムシ

松井，�（�♂，�♀，���，����）；富岡，�（�

♂）；里川，�（�♂，�♀，���，����，���）．

����．���������	�
��
��
���������������　

ミスジカマアシムシ

松井，�（�♀）

ミスジカマアシムシとアズマミスジカマアシム

シは同じ地域に分布するが，同一産地での共存

動 物
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は多くない（例えば，���������������　�����������

���������	
�
��　中村����，����）．今回，松井

で両種が確認された．

����．��������	���
����������（�����������������	�����）

モリカワカマアシムシ

冨士ヶ丘，�（�♀）；内野，�（�♀）；松井，��

（��♀，���）；横 川，�（�♀，���）；高 原，�

（���）；宮田町，�（�♀，����）；東多賀町，�

（�♀，���）；諏訪町，�（�♀）．

モリカワカマアシムシには頭部に付加毛を持た

ない個体と持つ個体が確認されている．冨士ヶ

丘，宮田町から記録された標本には付加毛はな

かった．内野，高原，諏訪町のものには付加毛

が確認された．一方，松井，横川，東多賀町か

らは両タイプのものが記録された．

����．��������	���
��������
���������	�
��　

ムサシカマアシムシ

高原，�（�♀）

����．��������	���
�	�
���
�（�����������������	�����）　

トサカマアシムシ

亀谷地�，�（�♂，�♀）；亀谷地�，�（�♀）；

下君田，�（�♂，�♀）；東多賀町，�（�♂．�

♀）

����．���������	��
���������	���������	�
���　

トウゴクカマアシムシ

亀 谷 地�，�（�♂，�♀）；松 井，�（�♂，�

♀）；下君田，�（�♂）．

����．�����������	��
�������（��������	
��）　

ヨシイムシ

亀谷地�，�（�♂，�♀）；冨士ヶ丘，�（�♂，

�♀）；花園，�（�♂，�♀）；松井，�（�♂，

�♀，���♂）；横川，�（�♂，�♀）；下君田，�

（�♂，�♀）；宮田町，�（�♂，�♀，���♂，

���）

����．�����������	��
�����
����������	���������������

ウエノカマアシムシ

亀谷地�，��（�♂，�♀，���♂，����）；冨士ヶ

丘，�（�♀）；花園，�（�♂，�♀）；内野，�

（�♂，�♀）；松井，��（�♂，��♀，���）；横

川，�（�♀）；下君田，�（�♂，�♀，���♂，

���）；　富岡，�（�♂，���♂）；里川，�（�♂，

�♀）；高 原，�（�♂，�♀）；宮 田 町，�（�

♀）；東多賀町，��（�♂，��♀，���，����）．

今立（����）により，ウエノカマアシムシ���

�����には�つの型が認められているが，今回

得られたものは�型，いわゆる従来の東日本型

亜種であった．

����．������������	
�������������������

オオバカマアシムシ

松井，�（�♂，���）；高原，�（�♀）；宮田町，

�（�♂）．

�����．����������	�
�������
���（��������������）　

コブクシカマアシムシ

下君田，�（�♂，�♀）

���������	
�　カマアシムシ科

�����．�����������	
�
�����������������　

アサヒカマアシムシ

亀谷地�，�（�♀，���）；亀谷地�，��（�♀，

���，����）；小川，�（�♂，����）；花園，��（�

♂，���，����）；横川，�（�♂）；下君田，�（����）；

高 原，��（�♂，��♀，���，����，���）；里

川，�（���）；諏訪町，�（�♀）．

�����．�����������	
�
�
�
�������������������　

オオカマアシムシ

亀谷地�，�（�♂，�♀，���）；冨士ヶ丘，�（�

♀）；花園，�（�♂，�♀）；内野，�（�♀）；

横川，�（�♀）；下君田，�（�♂，���，���）；

折橋，�（�♂，�♀）；高原，�（�♀）．

�����．�����������	�
��
������������������	�����　

カマアシムシ

内野，�（�♂，�♀）；松井，�（�♂，�♀）；

横川，�（�♂）；富岡，�（�♂，�♀）

�����．�����������	
���������������������　

ウダガワカマアシムシ

下君田，�（�♂）

�����．����������	
�
��	�����（�����������������	�
���）

サトカマアシムシ

亀谷地�，�（�♂）；松井，�（�♀，���）；横

川，�（�♂）；高原，�（�♂）．

特　徴

　今回の記録種の中で，オオバカマアシムシ，コブク

シカマアシムシ，アサヒカマアシムシは冷温帯から亜

寒帯を主たる分布圏とする山地性の種である（���������

����）．オオバカマアシムシは本州北部から北海道に

分布し，関東地方では栃木（中村����），群馬（中村

�����）両県でも記録はあるが，太平洋側では茨城県那

珂湊市が南限（中村　未発表）となっている．コブク

シカマアシムシは岐阜県を南限とし，本州中部域では

－　���　－

茨城県北東部地域における土壌動物



山地でのみ記録されている（�������������）．

　オオカマアシムシは本州東部から北部にのみ分布

し，貧弱な植生からは得られていない（�������������）．

ミスジカマアシムシは本州中部から北部にかけて，ア

ズマミスジカマアシムシは本州東部に分布する（����

����������）．ムサシカマアシムシは関東地方と長野県

（�������������），山梨県（中村　未発表）で記録され

ている．トウゴクカマアシムシは八郷町難台山の標本

をもとに記載された種で，これまでのところ茨城県と

栃木県からのみ記録されている（���������	

��）．

　他の種類は，本州の温帯圏で普通に見いだされるも

のである（�������������������������）．

　今回得られた種を全体としてみると，山地系の種や

本州東部や北部に限定される種が多く得られている点

に特徴がある．

　ウエノカマアシムシには毛序の異なる�つの型があ

るが，今立（����，����）の記録とこれまでの調合調

査の記録（中村�����，������）から，茨城県には�

型，従来の東日本型亜種のみが分布していると判断さ

れる．

文　献

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

����������	
��������
��
�������������

今立源太良．����．ウエノカマアシムシの諸型．

��������	
�，（��）�������	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������	
�	���
�������（��）�������

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

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

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

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

中村修美．����．カマアシムシ目（�������）．高萩の動

物，��．�������，高萩市教育委員会

中村修美．�����．尾瀬ヶ原およびその周辺山地のカ

マアシムシ類．尾瀬の総合研究，��．�������，尾瀬

総合学術調査団．

中村修美．�����．カマアシムシ類．茨城県自然博物

館第�次総合調査報告書，��．�������，茨城県自然

博物館．

中村修美．�����．カマアシムシ類．茨城県自然博物

館第�次総合調査報告書，��．�������，茨城県自然

博物館．

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

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

���）�����������	
���（��）��������　

中村修美．����．カマアシムシ類．とちぎの土壌動

物，��．�������，栃木県自然環境基礎調査．

調査研究および執筆　

中村修美（埼玉県立自然史博物館）
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摘　要

　����年から����年にかけての�年間に茨城県北東

部地域��調査地から��地点を選び，分節亜目に属す

るトビムシ類を調べた結果，�科��属��種が確認さ

れた．これらのうち，日立市水木町のタブノキ，ヤブ

ツバキが優占する常緑広葉樹林から得られたシロトビ

ムシ科に属する��������	
��
���
��
��������	
��（ヤ

マホソシロトビムシ，新称）は日本初記録の種である．

はじめに

　茨城県下のトビムシ相は茨城県自然博物館総合調査

により次第に明らかになりつつある�分節亜目トビム

シ類については過般の第�次総合調査（筑波山）（田村

ほか，����）で�科��属��種が記録され，また，第

�次総合調査（茨城県中央地域）（田村ほか，����）で

は�科��属��種が記録された．

　本稿は����年から����年にかけての�年間に茨城

県自然博物館第�次総合調査（茨城県北東部地域）の

中で「茨城の土壌動物調査会」が行った��地点の調査

地のうち，��調査地点を選び同定・解析した結果であ

る．

　本稿を進めるに当たり，綿密な調査計画を立てて下

さった坂寄　廣氏および膨大な試料を研究に供して下

さった「茨城の土壌動物調査会」の諸氏に衷心よりお

礼申し上げる．

本稿における調査地点

　本稿で解析した試料は下記の��調査地点から得ら

れたものである�下記データは冒頭の「調査地点および

調査方法」から採集番号，調査地点名，採集日を抜粋

して順に列記したものである．標高，植生，採集者の

データについては「調査地および調査方法」を参照さ

れたい．

�������十王町友部十王ダム脇　����．��．��

��������常陸太田市高貫岡の内　����．��．��

��������常陸太田市真弓町弁天　����．��．��

��������北茨城市関本町亀谷地（�）　����．��．��

��������北茨城市関本町亀谷地（�）　����．��．��

��������北茨城市華川町水沼水沼ダム北岸　����．��．��

��������北茨城市磯原町内野　����．��．��

��������北茨城市関南町神岡下湯の網鉱泉入り口付近　

����．��．��

��������高萩市柳沢　����．��．��

��������里美村八丈石　����．��．��

��������里美村若栗　����．��．��

��������高萩市下君田　����．��．��

��������十王町黒坂　����．��．��

��������高萩市米平（沢沿い）　����．��．��

��������高萩市鳥曽根小滝沢キャンプ場上　����．��．��

��������日立市東多賀町　����．��．��

��������日立市水木町　����．��．��

分節亜目トビムシ類出現種

　今回の解析では�科��属��種の分節亜目に属する

トビムシ類が確認された．以下にそれらの種について

科ごとにまとめて列記する．科の配列順序および各種

の和名はトビムシ研究会（����）に準拠する．なお，

シロトビムシ科のヤマホソシロトビムシは本報告書に

おいての新称である．

　　

�������	
	���　ムラサキトビムシ科

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

ムラサキトビムシ

採集地点：������，��，��，��，��，��，��，

��，��，��，��，��，��．

������������	
�
������������������	
�

カッショクヒメトビムシ

採集地点：������，��，��，��，��，��，��，

��，��，��．

������������	
�
�������
�����������	

�

サカヨリフクロムラサキトビムシ

採集地点：������，��，��，��，��，��．

������������	
�
���

������������	
�

オニムラサキトビムシ

採集地点：������，��，��，��，��，��，��．

������������	
�
��������（未記載種）

ムラサキトビムシの�種（�）

採集地点：������，��，��．

����������	
���	�
�����（日本未記録種）

ムラサキトビムシの�種（�）

採集地点：������，��．

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

ヒメヒラタトビムシ

採集地点：������，��，��，��，��，��．

ムラサキトビムシ科，イボトビムシ科，ツチトビム

シ科，キヌトビムシ科，アヤトビムシ科

トビムシ類Ⅰ�分節亜目
�フシトビムシ類�
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�������������	
���������������	
�����

キノボリヒラタトビムシ

採集地点：������，��，��，��，��，��．

��������������	�
�������������	
�

ヤマトシロヒメトビムシ

採集地点：������，��，��，��，��，��，��，��．

����������　イボトビムシ科

�������������	
	�	�	���������	
�

オオアオイボトビムシ

採集地点：������，��，��，��．

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

ヤマトアオイボトビムシ

採集地点：������，��，��，��，��　��．

��������������	�
�
�����������	
�

アオジロイボトビムシ

採集地点：������，��，��，��．

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

　　　ヤオイイボトビムシ

採集地点：������，��，��．

���������������������（日本未記録種）

　　　ヤオイイボトビムシの�種

採集地点：������，��．

��������������	
������
���������	
	

キタザワヒメアカイボトビムシ

採集地点：�������，��，��，��，��．

��������������������（未同定種）

　　　アカイボトビムシの�種（�）

採集地点：�������，��，��．

��������������������（未同定種）

アカイボトビムシの�種（�）

採集地点：�������　

���������	　ツチトビムシ科

���������������	�

���
���������������	
	

　　　ヨツトゲツチトビムシ

採集地点：������，��，��，��．

��������������	��������（未同定種）

　　　ミズギワトビムシの�種

採集地点：������，��，��，��．　

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

　　　ヒメフォルソムトビムシ

採集地点：������，��，��，��，��．

��������������	
�����������������	
��

　　　オオフォルソムトビムシ

採集地点：������，��，��，��，��，��，��，��．

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

　　　ヒダカフォルソムトビムシ

採集地点：������，��，��，��，��．

��������������	
����������������	
	

　　　クシミミフォルソムトビムシ

採集地点：������，��．

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

　　　ベソッカキトビムシ

採集地点：������，��，��，��，��，��，��，

��，��，��，��，��，��．

��������������	�
���������������	
��

　　　コガタドウナガツチトビムシ

採集地点：������，��，��，��．

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

　　　マドツチトビムシ

採集地点：������，��，��，��，��，��．

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

　　　メナシツチトビムシ

採集地点：������，��，��，��，��，��．

�����������������	
���（��������	
��）

　　　ツツガタツチトビムシ

採集地点：������，��，��，��．

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

　　　アオジロツチトビムシ

採集地点：������，��，��，��．

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

　　　ミツハツチトビムシ

採集地点：������，��，��，��，��．

��������������	�
����
�����������	
�


　　　シロツチトビムシ

採集地点：������，��，��，��，��，��．

��������������	
���������������	
�


　　　ミズフシトビムシ

採集地点：������，��，��．

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

　　　コサヤツメトビムシ

採集地点：������，��，��，��．

���������	�
　キヌトビムシ科

��������������	
���	
�������������	
�

　　　クラモトキヌトビムシ

採集地点：������，��，��，��，��，��．

�
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��������	
���　アヤトビムシ科

��������������	
���������������		


　　　ユミゲカギヅメアヤトビムシ

採集地点：������，��，��，��，��，��，��．

��������������	
�������（未同定種）

　　　アヤトビムシの�種

採集地点：������，��，��．

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

　　　ヤマトウロコトビムシ

採集地点：������，��，��，��．

��������������	�
���������������	�
��

　　　クロヅアヤトビムシ

採集地点：������，��，��，��，��，��．

��������������	�
����（���������	
�
）

　　　ザウテルアヤトビムシ

採集地点：������，��，��，��，��，��，��．

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

　　　アイイロハゴロモトビムシ

採集地点：������，��，��，��，��，��，��，

��．

�������������	
���������（日本未記録種）

　　　ハゴロモトビムシの�種

採集地点：������，��，��．

調査研究および執筆　

田村浩志（茨城大学名誉教授）
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�������	�
��　シロトビムシ科

����．���������	�
�������
�	
�������������	


ヒサゴトビムシ

ほとんどの種が白色で跳躍器が退化している

シロトビムシ科の中で，本種は青紫色で跳躍

器が発達しており，特徴的な存在．腹部は球

状に膨らむ．触角後器は��個ほどの房状葉

からなる．尾角はない．擬小眼式は背面で

�，���，�，���，�，�，�，�，�，跳躍器茎節の背面の

毛は�本とされているが，本調査で得られた

個体では，頭部後縁の擬小眼は�個，跳躍器

茎節背面の毛は�本である．

採集地点：���．��，��．

����．���������	
��
���
��
��������	
��

ヤマホソシロトビムシ（新称）

白色．体長������．触角第�節感器は向き

合う�本の太い感球が目立つ．触角後器は細

長い楕円形で，�列になった��個ほどの単純

葉からなる．擬小眼式は背面で，�，���，�，

���，�，�，�，�，�．腹部第�節の��毛は��よ

りも長くその後方にあり，腹部第�節の��，

��，��毛を結ぶ線はほぼ直線状．��は顕著な

感覚毛．

採集地点：��．��．

����．���������	
���		��������	
��

ヨシイホソシロトビムシ

前種�������	�
����に体色，体長，擬小眼など

ほとんどの点で似るが，本種は腹部第�節の

��毛は��よりも短くその前方にあること，

腹部第�節の��，��，��毛を結ぶ線は直角に

近い角度をなすことなどで区別できる．

採集地点：���．��，��，��，��，��，��，��，

��，��，��，��，��，��．

����．��������	�
�（�������	
�
�）������

シロトビムシ属ヤサガタシロトビ亜属の�種（�）

白色．体長������．擬小眼式は背面（側面を

含める）で，�，���，�，���，�，�，�，�，�．そのう

ち頭部前方の�個は���������	�
�
に�個で

その後方に�個．��������	��
�����（����）

が�������	

��（����������	�
�����）ヤサガタ

シロトビムシとした種（日本産）に一致する

が，��������	��
�����（����）も述べている

ように，ヨーロッパから出現する該当種では

頭部前方�個の擬小眼の配列は�����������	
	

に�個，その後方に�個で本調査で出現した

個体のものとは異なるため，ここでは���

��������とは別にしておく．

採集地点：���．��，��．

����．��������	�
�（�������	
�
�）������

シロトビムシ属ヤサガタシロトビ亜属の�種（�）

白色．体長������．擬小眼式は背面（側面を

含める）で�，���，�，���，�，�，�，�，�．���������

�����は不明瞭．触角後器は見えにくいが，�

個の小さな縁瘤からなるようである．刺状の

感覚毛が触角第�節に�，頭部後部に�＋�，

胸部第�，�節に各�＋�，腹部第�～�節に

各�＋�，腹部第�～�節に各�＋�（腹部第

�節の腹面にはさらに�＋�）本ある．

採集地点：���．��，��．

����．��������	�
�（���������	��）���������������	
�

ウエノシロトビムシ

白色．触角第�節に多くの感覚毛がある．触

角後器は多くの単純葉の縁瘤が長軸に直角に

並ぶ（これは���������	��亜属の特徴）．擬小

眼式は背面で�，���，�，���，�，�，�，�，�で頭部

前方の擬小眼�個は���������	�
�
にはなく

その後方にある．跳躍器は退化傾向にある

が，�本の毛を持った半球状の茎節�対が明

瞭である．尾角は主爪内側の長さの���ほど

で小さい．

採集地点：���．��，��，��，��．

����．��������	�
�（���������	��）���������������	



ヨダシロトビムシ

白色．擬小眼式は背面（側面を含める）で�，

���，�，���，�，�，�，�，�，腹面で�，���，�，���，�，

�，�，�，�，亜基節で�，�，�．尾角の長さは主爪

内側の長さとほぼ同じ．

採集地点：��．��．

����．��������	�
�（���������	��）����

シロトビムシ属オオシロトビ亜属の�種

白色．体長����．擬小眼式は前種��������

と同じで，毛の配列も前種�������	に似る．

ただし，本種は尾角が主爪内側の長さの半分

であること，腹部第�，�節の幅が大きく広が

る点などで前種�������	と異なるため，ここ

では別種としておく．

採集地点：���．��，��，��．

シロトビムシ科�トゲトビムシ科
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����．��������	�
�（�������	�
）������

シロトビムシ属シロトビ亜属の�種（�）

白色．体長���～������．触角後器は房状

葉の縁瘤からなり，触角第�節感器の感球の

表面は滑らか（これは�������	�
亜属の特

徴）．擬小眼式は背面（側面を含める）で�，

���，�，���，�，�，�，�，�，腹面で�，���，�，���，�，

�，�，�，�．亜基節で�，�，�．���������	�
�
は

不明瞭．尾角は主爪内側の長さよりやや短

い．本種は胸部第�節背面に�＋�の擬小眼

をもつのが特徴．

採集地点：���．��，��，��，��，��，��，��，

��，��，��．

�����．��������	�
�（�������	�
）������

シロトビムシ属シロトビ亜属の�種（�）

白色．体長�����．擬小眼式は背面（側面を

含める）で�，���，�，���，�，�，�，�，�，亜基節で

�，�，���������	
��	��は不明瞭．刺状の感覚

毛が明瞭で，触角第�節に�，頭部後部に�

＋�，胸部第�，�節に各�＋�，腹部第�，�

節に各�＋�，腹部第�～�節に各�＋�本

ある．尾角はない．触角第�節感器の構造や

刺状の感覚毛の配列等でバンクーバ島から出

現している���������������	
��に似ている点

もあるが，本種には胸部第�節～腹部第�節

の各節前部にも擬小眼がある点が特徴的であ

る．

採集地点：������．

�����．��������	�
�（��������	
�
�）�������	�
���������	
��

����

ヤマシロトビムシ

白色．触角後器は房状葉の縁瘤からなり，触

角第�節感器の感球の表面は顆粒状（これは

��������	
�
�亜属の特徴）．擬小眼式は背面

（側面を含める）で�，���，�，���，�，�，�，�，�，

腹面で�，���，�，���，�，�，�，�，�，亜基節で�，

�，�．

採集地点：������，��，��，��，��，��，��，

��，��，��，��．

�����．��������	�
�（��������	
�
�）�������	
���������	
�

��������	
�

ニッポンシロトビムシ

　白色．体形は細長い筒形で，頭部から腹部ま

であまり太さを変えない．擬小眼は背面にの

みあり，その配列式は�，���，�，���，�，�，�，�，

�．腹部第�節に擬小眼を欠くことが特徴で，

近似種���（�．）��������	�
�（�����������	�）ベル

ナシロトビムシと区別できる．

　採集地点：�������，��，��，��，��，��，��，

��．

��������	
�　トゲトビムシ科

�����．������������	

���	��	��������������	�

オオトゲトビムシ

地色はうす茶色で，体を覆う鱗片は褐色．眼

は�＋�．後肢の転節器官は転節，腿節とも

退化的．跳躍器の茎節基部内側に鱗片状の付

属体がある．茎節棘式は�����，��．端節の亜

端歯は端歯より大きい．保体基部に���本の

毛のほかに鱗片をもつのが特徴で，日本産

�����������	

��属で保体に鱗片をもつのは

本種のみ．

採集地点：�������，��．

�����．���������	
（��������	
）����　

トゲトビムシ属ヒメトゲトビ亜属の�種

体表には色素粒が点在し，体色は灰色に見え

る．鱗片はうす茶色．色の薄い個体から濃い

個体まで体色の変異は大きい．体長は大きい

個体で�����ほど．

後肢の転節器官は転節，腿節とも退化的で，

跳躍器の茎節基部外側の長大毛も内側の鱗片

状の付属体もない（これは��������	属の特

徴）．眼が�＋�．日本産��������	属で眼が

�＋�のものは���（��������	
）�����������	����

��������	イツツメヒメトゲトビムシだけであ

るが，茎節棘式は���������	
���のものとは異

なり，眼以外の形質は�������	
���������	
��

ヒメトゲトビムシに一致する．本調査で得ら

れた個体は，�������	
の変異形かもしれない

が，ここでは別にしておく．

採集地点：�������，��，��，��，��，��，��，

��，��，��，��，��，��．

�����．���������	
（��������	）�������	
��������������	�

デカトゲトビムシ

　地色はうす茶色で，頭部，触角第�節は色素

粒が高密度にあり紫色になるのが特徴．　色

素粒はほかに触角第�，�節などにも点在す

る．鱗片は褐色．触角の長さは体長とほぼ同

じ．眼は�＋�．跳躍器の茎節棘式は������

�，�，�，�で，全て基部に二次棘を持つ．端節
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中間歯は����個．主爪の内歯は���個で，副

爪には，内歯，外歯とも�個ずつある．

　採集地点：�������

�����．���������	
（��������	）��������	
����������	
�

キノシタトゲトビムシ

地色はうす茶色で，触角には色素粒があり紫

色．鱗片は褐色．眼は�＋�．触角の長さは

体長のおよそ半分．跳躍器の茎節棘式は

���，��で，全て基部に二次棘を持つ．端節中

間歯は���個．主爪の内歯は�個．肢脛付節

の粘毛は細い．

採集地点：�������，��，��，��，��，��，��，

��，��．

�����．���������	
（��������	）�������	
��������	
��

トゲトビムシ

　地色はうす茶色で，触角などに色素粒が点在

し，その部分は紫色になる．鱗片は褐色．眼

は�＋�．触角は体長とほぼ同長かそれより

長い．跳躍器の茎節棘式は�������，��で，各

棘は基部に二次棘を持つ．また小さな二次棘

が各棘の先端部まで被うこともある．主爪の

内歯は���本．副爪にも�本の内歯がある．

肢脛付節の粘毛は太い．

採集地点：�������，��，��，��，��，��．

�����．���������	
（��������	）���������	���������	
�

エダトゲトビムシ

地色はうす茶色．腹部第�～�節には紫色の

斑紋があり，後肢腿節も紫色であることが，

本種の特徴．鱗片は褐色．眼は�＋�．触角

の長さは体長の半分ほど．跳躍器の茎節棘式

は�������，�で，一番大きな棘だけに二次棘が

わずかに生ずる．端節の中間歯は���本．主

爪の内歯は�本で，副爪にも�本の内歯があ

る．

採集地点：�������

�����．��������	
�
�����������
����������	
�

ニッポントゲトビムシ

地色はうす茶色で，眼のほかに，触角，肢に

色素粒が多くあり，その部分は紫色．鱗片は

褐色．眼は�＋�．後肢の転節器官は腿節で

発達．跳躍器の茎節基部外側に微毛で被われ

た���本の長大毛を持ち，茎節棘式は�����，�

で，全て単純棘．端節は���本の中間歯を持

つ．

採集地点：�������，��，��，��，��，��，��．

�

�����．����������	����

ホラトゲトビムシ属の�種

体表には色素粒が点在し，体色は灰色に見え

る．鱗片はうす茶色．体長は大きい個体で

������ほど．眼が�＋�（小さな個体のなか

には���＋���のものもある）．後肢の転節

器官は転節，腿節ともに発達．跳躍器の茎節

基部外側に微毛で被われた���本の長大毛を

持ち，茎節棘式は���，������，�，���，�で全て単

純棘．端節は���個の中間歯を持つ．眼以外

の形質は，�������	
������（��������	
	）リュ

ウガトゲトビムシ（眼は�＋�とされている）

と同じなので，本調査で得られた個体は���

�������	
���の変異形かもしれないが，ここで

は別にしておく．

採集地点：�������，��，��，��，��，��，��，

��，��，��．

引用文献（分節亜目）

田村浩志・伊藤良作・古野勝久．����．トビムシ類，

筑波山の土壌動物，茨城県自然博物館第�次総合調

査報告書，��．�������，ミュージアムパーク茨城県

自然博物館．

田村浩志・古野勝久・久松真紀子．����．トビムシ類�．

分節亜目，茨城県央地域の土壌動物，茨城県自然博

物館第�次総合調査報告書，��．�������，ミュージ

アムパーク茨城県自然博物館．

トビムシ研究会．����．日本産トビムシ和名目録，

��������	
�，（��）�　�����．

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

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

調査研究および執筆　

古野勝久（栃木県立博物館）
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茨城県北東部地域における土壌動物

摘　要

　茨城県県北部を中心に実施されたミュージアムパー

ク茨城県自然博物館の第�次総合調査から，�科��属

��種のマルとビムシ類の生息が確認された．

はじめに

　����年から����年かけて行われた第�次総合調査

は北茨城市，高萩市，日立市などを中心に茨城県の県

北部地域を対象としたもので，その調査地点は��地

点におよぶ�本稿は����年と����年に調査された��

地点について解析した結果である．

結　果

��������　ミジントビムシ科

����．��������	�
�����������������	
��　

ケシトビムシ　

採集地点：高萩市米平（沢沿い）�������　�����

�����　里美村三鈷室山�������	　����������　北

茨城市関本町才丸平袖�������	　����������　北

茨城市関南町神岡下湯の網鉱泉入口付近

�����　����������	　北茨城市関本町亀谷地②

�������	　����������	　北茨城市華川町花園花

園山南西�������	　����������	

����．����������	�
�����（��������	
�	）　

ミジントビムシ

　採集地点：高萩市米平（沢沿い）������　�����

�����　里美村三鈷室山�������	　����������　北

茨城市関本町才丸平袖�������	　����������　北

茨城市関本町小川定波小川学術参考林�����　

����������	　北茨城市関本町亀谷地②　���

�����　����������	　北茨城市華川町花園花園山

南西　�������	　����������	

�������	�
��　マルトビムシ科

����．��������	��
���������������	�
����　

ヒメオドリコトビムシの�種　

採集地点：里美村里川������　����������　里美

村三鈷室山������　����������　高萩市大金田

������　����������	　北茨城市関南町神岡下湯

の網鉱泉入口付近������　����������	　北茨城

市関本町亀谷地②　�������	　����������	　北

茨城市華川町花園花園山南西�������	　�����

�����

����．��������	�
������　

オドリコトビムシの�種　

　採集地点：高萩市柳沢������　����������　高萩

市米平（沢沿い）������　����������　里美村三

鈷室山�������　����������　北茨城市関南町神

岡下湯の網鉱泉入口付近������　����������	　

北茨城市関本町亀谷地②　�������　������

�����　北茨城市華川町花園花園山南西��������

����������	

����．���������	
����
	��������������	
�　

ハイイロヒトツメマルトビムシ　

　採集地点：北茨城市関本町小川定波小川学術

参考林�������　����������	

����．���������	
������	���������	
�　

ハベマルトビムシ　

採集地点：里美村里川������　����������　高萩

市柳沢������　����������　日立市諏訪町上諏

訪ダム������　�����������

����．���������	
�������	������������	
�　

ヤマトヒトツメマルトビムシ　

採集地点：里美村小妻������　����������　高萩

市上君田������　����������　北茨城市関本町

富士見ヶ丘里根川������　����������	　高萩市

大金田�������　����������	　北茨城市関南町神

岡下湯の網鉱泉入口付近������，　����������	


北茨城市華川町花園花園山南西�������　������

�����

����．���������	
����
����
������������	
�　

オオツノヒトツメマルトビムシ　

採集地点：里美村小妻�������　����������　高萩

市若栗������　����������　高萩市上君田���

�����　����������　里美村三鈷室山������　�����

�����　北茨城市関本町才丸平袖�������	　�����

�����　高萩市大金田�������	　����������	　北

茨城市関南町神岡下湯の網鉱泉入口付近

������　����������	　高萩市富岡�������　������

�����　北茨城市関本町亀谷地①　�������　���

��������　北茨城市関本町亀谷地②　�������	　

����������	　北茨城市華川町花園花園山南西

�������	　����������	

����．���������	
�������　

ヒトツメマルトビムシの�種

採集地点：日立市諏訪町日立高鈴��下�������

トビムシ類Ⅱ�合節亜目
�マルトビムシ類�



動 物

－　���　－

�����������　十王町友部十王ダム脇�������　��

���������

オオツノヒトツメマルトビムシに似るが，爪

のフィラメントが長い�また，肛生殖門節の

一部の毛がその基部において翼状に広がるこ

とでオオツノヒトツメマルトビムシと区別さ

れる�

�����．���������	
�������　

ヒトツメマルトビムシの�種

採集地点：高萩市若栗������　����������　高萩

市米平（沢沿い）　�������　����������　高萩市大

金田������　����������	　北茨城市関本町亀谷

地①　�������　����������	　北茨城市華川町花

園花園山南西�������　����������	

触角の第�節が亜分節しないことを特徴とす

る．なお，第�次総合調査報告書の中では�

��������	
���	���������������	
�とした種類で

あるが，後肢の爪の形態に相違が認められ，

ここでは��������	
������と同定した�

�����．���������	
�������　

ヒトツメマルトビムシの�種

採集地点：北茨城市関本町才丸平袖�������

����������

胸節前方の二列の毛が棘状に発達した特徴的

形態を有する種類である�第�次総合調査報

告書の中では��������	
����������������	
�

�������		と同定したが，今回の調査で複数個

体が得られ，その差異が明らかとなったので

別種とした�

�����．��������	���
����
��
���������	
�

フチドリマルトビムシ　

採集地点：日立市諏訪町日立高鈴��下��������

�����������

�����．��������	���
����　

ヒメマルトビムシの�種　

採集地点：里美村小妻�������　�����������

高萩市若栗�������	　����������　高萩市上君田

�������　����������　里美村八丈石�������　�����

�����　里美村里川�������　����������　高萩市

柳沢������　����������　十王町黒坂������　���

�������　高萩市米平（沢沿い）�������	　�����

�����　里美村三鈷室山�������	　����������　北

茨城市関本町才丸平袖�������　����������　日

立市入四間深荻橋�������　�����������　常陸太

田市茅根町洪沢�������　�����������　日立市宮

田町金山北西������　�����������

ほぼ白色のヒメマルトビムシで，肛門節の毛

の一部が翼状に発達することを特徴とする�　

�����．���������	
���������
�����（��������	
�
）　

オニマルトビムシ　

採集地点：高萩市若栗�������　����������　里美

村里川������　����������　高萩市柳沢������　

����������　十王町黒坂　�������　����������　北

茨城市関本町才丸平袖�������　����������　北

茨城市関本町富士見ヶ丘里根川������　������

�����　高萩市大金田�������	　����������	　北

茨城市関南町神岡下湯の網鉱泉入口付近���

����　����������	　高萩市富岡�������	　������

�����　北茨城市関本町小川定波小川学術参考

林�������　����������	　北茨城市関本町亀谷地

①　�������　����������	　北茨城市関本町亀谷

地②　�������	　����������	　北茨城市華川町

花園花園山南西�������　����������	

�����．��������	
��������������（��������	
�）

オウギマルトビムシ　

採集地点：里美村小妻������　����������　高萩

市若栗�������　����������　高萩市上君田���

�����　����������　里美村八丈石�������　�����

�����　里美村里川������　����������　高萩市柳

沢�������　����������　十王町黒坂　�������　���

�������　里美村三鈷室山�������　����������　

高萩市大金田�������	　����������	　北茨城市

関南町神岡下湯の網鉱泉入口付近������　���

��������　高萩市富岡�������　����������	　北茨

城市関本町亀谷地①　�������　����������	　北

茨城市関本町亀谷地②　�������	　����������	


北茨城市華川町花園花園山南西�������	　���

��������

�����．���������	
���������������		
　

ヤマトフトゲマルトビムシ　

採集地点：高萩市大金田�������　����������	　

高萩市富岡�������	　����������	　北茨城市関

本町亀谷地①　�������　����������	　北茨城市

関本町亀谷地②　��������　����������	

�����．��������	�
�
�		����
������������	�　

ナミマルトビムシ　

採集地点：高萩市若栗������　����������　日立

市入四間深荻橋�������　�����������　十王町高

原平�������　�����������



－　���　－

茨城県北東部地域における土壌動物

�����．�������������

マルトビムシの�種　

採集地点：北茨城市関本町亀谷地①　������　

����������	　北茨城市関本町亀谷地②　�������

����������	

�����．���������	
�������	�	���������	
�　

ハケヅメマルトビムシ　

採集地点：里美村小妻�������	　����������　高

萩市若栗�������	　����������　十王町黒坂���

�����　����������　高萩市米平（沢沿い）�������	�

����������　里 美 村 三 鈷 室 山　�������　�����

�����　日立市入四間深荻橋��������　������

�����

�����．��������	�
������������（�����������	�）

コシジマルトビムシ　

採集地点：日立市入四間深荻橋�������　������

�����　常陸太田市茅根町洪沢������　������

�����　日立市諏訪町　上諏訪ダム�������　��

���������　日立市宮田町金山北西�������	　��

���������　十王町友部十王ダム脇�������　��

���������

�����．���������	
�����������������������	�　

セグロマルトビムシ　

採集地点：高萩市大金田������　����������	　北

茨城市関南町神岡下湯の網鉱泉入口付近��

�����　����������	　北茨城市関本町亀谷地②　

������　����������	　北茨城市華川町花園花園

山南西�������　����������	

�����．���������	
�����	��（�����������	�）　

アカマダラマルトビムシ

採集地点：里美村小妻　�������　����������　高

萩市上君田��������	
�
�		��　高萩市米平（沢

沿い）　�������　����������　北茨城市関本町才

丸平袖　�������	　����������　北茨城市関本町

富士見ヶ丘里根川�������	　����������	　高萩

市大金田�������	　����������	　北茨城市関南

町神岡下湯の網鉱泉入口付近�������　������

�����　高萩市富岡�������	　����������	　北茨

城市関本町小川定波小川学術参考林������　

����������	北茨城市関本町亀谷地①　������　

����������	　北茨城市関本町亀谷地②　�������

����������	　北茨城市華川町花園花園山南西　

�������　����������	

�����．���������	
�����

ニシキマルトビムシの�種

採集地点：北茨城市関本町富士見ヶ丘里根川

�������　����������	　北茨城市関南町神岡下湯

の網鉱泉入口付近�����　����������	　北茨城

市華川町花園花園山南西　�������　����������	

眼を横切る頭部の赤色横帯および同じ赤色の

腹部背面のカラー・パターンによって他のニ

シキマルトビムシと区別される�

�����．���������	
�����　

ニシキマルトビムシの�種

採集地点：北茨城市関本町富士見ヶ丘里根川

������　����������	　高萩市大金田�������　���

��������　

いずれも幼若個体であるが，腹部背面が大き

く突出する�

　以上，本調査から�科��属��種のマルトビムシ類

の生息が確認された�すでに茨城県からは筑波山を中

心とした第�次総合調査で��属��種（田村他，

����），茨城県中央地域を対象とした第�次総合調査

では��属��種が確認されているが（伊藤，����），前

�回の総合調査で得られた種類との共通種はそれぞれ

��種および��種であった�ヤマトフトゲマルトビム

シとセグロマルトビムシはすでに隣接する栃木県に分

布することが知られてはいるものの（伊藤，����），茨

城県では初めての記録である�また，��������	
�����（ニ

シキマルトビムシの�種）は特徴的なカラー・パター

ンを有するもので，現在のところ本邦産既知種にこの

ような種類は知られていない�

引用文献

田村浩志・伊藤良作・古野勝久．����．筑波山の土壌

動物　トビムシ類，茨城自然博物館第１次総合調査

報告書，��．�������．

伊藤良作．����．茨城県央地域の土壌動物　トビムシ

類��，合節亜目（マルトビムシ類），茨城自然博物館

第２次総合調査報告書，��．�������．

伊藤良作．����．トビムシ類：その�　マルトビムシ

類　栃木県自然環境基礎調査とちぎの土壌動物．

��．�������．

調査研究および執筆　

伊藤良作（昭和大学・教養部・生物学教室）
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�������	
������　ヤマトビムシ科

����．���������	�
�������������	
�　

ヤマトシリトゲトビムシ

採集地点：���．�，��，��．

����．���������	
�������
�	�
����������	
�

ツノナガヒシガタトビムシ

採集地点：��．��．

����．���������	
��������������������	
�

ナミヒシガタトビムシ

採集地点：���．��，��，��，��，��，��．

����．���������	
����
�������������	


　

ツクバヒシガタトビムシ

採集地点：���．��，��．

����．���������	
���������

ヒシガタトビムシの�種

採集地点：��．��．　

尾角が�本．触角の感覚毛が�本．腹部第Ⅳ節

の毛は�列である．

����．���������	
���������

ヒシガタトビムシの�種

採集地点：���．��，��，��，��，��．

尾角なし．触角の感覚毛は�本．腹部第Ⅳ節の

毛は�列である．

����．���������	
���������

ヒシガタトビムシの�種

採集地点：���．�，��，��，��，��，��，��，

��，��，��，��．

尾角が�本．触角の感覚毛は�本．腹部第Ⅳ節

の毛は�列で，毛の先端が丸い．

����．���������	
���������

ヒシガタトビムシの�種

採集地点：���．�，��，��，��，��，��，��，��．

尾角が�本．触角の感覚毛は�本．腹部第Ⅳ節

の毛は�列．

�����．���������	
���������

ヒシガタトビムシの�種

採集地点：���．��，��，��．

尾角が�本．体毛の先端がへら状で広い．腹部

第Ⅳ節の毛は�列．

�����．��������	
��������
�������������	
����

ヤマトヤマトビムシ

採集地点：���．��，��，��，��．

�����．��������	
������
��������������

ケナガヤマトビムシ

採集地点：���．�，��，��，��，��，��，��，

��，��，��，��，��．

�����．��������	
�����������

ヤマトビムシの�種

採集地点：���．��，��，��，��，��，��，��，

��．

体色が青．体毛が短く，���が多い．

�����．��������	
�����������

ヤマトビムシの�種

採集地点：���．�，��，��，��，��

体毛の先端がすこし広い．���は�～��位．

�����．�����������	�
	�������������	
�　

タイワンフクロヤマトビムシ

採集地点：���．�，��，��，��．

�����．�����������	
�������������	
����

フクロヤマトビムシ

採集地点：���．��，��．

�����．�����������������

採集地点：���．��，��．

体色は濃紫色．体長が�～����．オオヤマト

ビムシ属の特徴である細毛が多数認められ

る．

調査研究および執筆　

久松真紀子（昭和大学生物学教室）

トビムシ類Ⅲ�ヤマトビムシ科
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はじめに

　阿武隈山地を中心とした第�次総合調査では��地

点の森林から土壌サンプルを採集した．このうち��

地点からオサムシ科甲虫類を確認した．このほか�地

域（北茨城市関本町亀谷地周辺，高萩市中戸川土岳，

日立市小木津町，日立市田尻町）でピットフォール・

トラップ法によるオサムシ科甲虫類を捕獲した．調査

の結果，�亜科��属��種�����個体を確認した．

　以下に第�次総合調査で捕獲したオサムシ科甲虫類

のリストと採集データを示す。採集データは，順に場

所，採集日，個体数を示す．ピットフォール・トラッ

プは��時間設置したため，この方法で生息を確認し

た場合のみ，採集日は�日間に渡って示される．同定

の際に，引用した文献を文末に示す．本報告の分類体

系は上野ら（����）に準じた．

　���������　オサムシ亜科

����．���������	�
	������������	　

ホソアカガネオサムシ

北茨城市関本町亀谷地周辺，��～�����

���������	
�　同，�～�����������	
����　同，��

～�����������	
���　高萩市中戸川土岳，��～

����������	
����　同，��～ ������������	


������　同，��～�����������	
���　日立市小木

津 町，��～����������	
���　同，�～������

���������	
�　同，��～ ������������	
������　

日立市田尻町，��～����������	�
��　同，�

～����������	
���

����．����������	��
����
���������（������）

エサキオサムシ

北茨城市関本町亀谷地周辺，��～�����

���������	
　同，�～�����������	�
���　同，��

～ ������������	
�����　同，��～ �����������	

������　高萩市中戸川土岳，��～����������	

�������　同，�～�����������	�
����　同，��～

������������	
������　同，��～ �����������	

������　日 立 市 小 木 津 町，��～����������	

�������　同，�～����������	
������　同，��～

������������	
�������　日立市田尻町，��～���

��������	
����　同，�～ ����������	
������　

同，��～������������	
�����

����．���������	
���	����	
���	����������	
　

アオオサムシ

北茨城市関本町亀谷地周辺，�～�－����

����������	
　同，��～�����������	
���　高 萩

市中戸川土岳，��～����������	�
��　日立市

小木津町，��～����������	�
��　日立市田尻

町，��～ ����������	�
��　同，�～ ������

���������	
　同，��～������������	
����


����．��������	�
���	���	�����	���	�����（��������）

クロナガオサムシ

北茨城市関本町亀谷地周辺，��～������

���������	

����．��������	�
���	
�	�����	�������（������）

トウホククロナガオサムシ

北茨城市関本町亀谷地周辺，��～��������

���������	
��　同，��～�����������	�
����　高

萩市中戸川土岳，　�～�����������	�
���　同，

��～ ������������	
������　同，��～ ������

���������	
��　日立市小木津町，　�～������

��������	
��　日立市田尻町，同，�～������

���������	
��　同，�～���������	�
��

����．���������	
���������������　

マイマイカブリ

高萩市中戸川土岳，��～����������	�
��　

同，�～�����������	
��

　��������	
����　ナガゴミムシ亜科

����．�����������	
������������������	
���　

アカガネオオゴミムシ

北茨城市関本町亀谷地周辺，��～��������

���������	
　同，�～�����������	�
���　日立市

田尻町，�～���������	�
��

����．��������	
�������������　キバナガゴミムシ

高萩市中戸川土岳，��～������������	
���

����．���������	
�����������������　

ヨリトモナガゴミムシ

北茨城市関南町神岡下湯の網鉱泉入口付近，

����������	
����　北茨城市関本町亀谷地周

辺，�～ �����������	
���　同，�����������

���������	
　高萩市中戸川土岳，���������		�
�

������　同，��～������������	
�����　日立市田

尻町，���������		�
������　同，��～��������

���������	

�

オサムシ科甲虫類�
���������	
���
	
��
��
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�����．���������	
�����������������　

ニッコウヒメナガゴミムシ

高萩市中戸川土岳，��～����������	�
���　

同，�～�����������	
����　日立市小木津町，

�～����������	
���　日立市田尻町，�～��

���������	�
��

�����．���������	
���������������　

タカオヒメナガゴミムシ

北茨城市関本町亀谷地，����������	
�����

高萩市柳沢，������������	
��　高萩市米平，

������������	
��　多賀郡十王町黒坂，�����

���������	
　北茨城市関本町亀谷地周辺，��～

����������	�
���　同，�～ �����������	
����　

同，��～������������	
����　同，��～������

���������	
　高萩市中戸川土岳，��～�����

���������	
�　同，�～�����������	
����　日 立

市田尻町，��～����������	�
���　同，�～��

���������	�
��

�����．���������	
����
����（���������������）　

ミヤマナガゴミムシ

北茨城市関本町亀谷地周辺，��～��������

���������	

�����．����������	�
�
���������　

ホソヒラタゴミムシ

北茨城市関本町亀谷地周辺，��～������

���������	

�����．���������	�
�
����（�������	�
�）　

オオクロツヤヒラタゴミムシ

北茨城市関本町亀谷地周辺，�～�����������	

�����　同，��～�����������	
���　高萩市中戸

川土岳，�～�����������	
���　同，���������

����������	
　日立市小木津町，�～���������	

�����　日立市田尻町，�～���������	
���

�����．���������	���
������（�����）　

クロツヤヒラタゴミムシ

北茨城市関本町亀谷地周辺，�～�����������	

�������　同，��～�����������	�
����　高萩市

中戸川土岳，��～����������	�
��　同，��～

�����������	�
���　日立市小木津町，�～��

���������	��
���　同，�～ ���������	�
����　

日立市田尻町，�～����������	
������　同，�

～���������	�
���

�����．���������	
�������（�����）　

コクロツヤヒラタゴミムシ

北茨城市関本町亀谷地周辺，�～�����������	

������　同，��～ ������������	
������　同，��

～�����������	
�����　高萩市中戸川土岳，�

～ �����������	
���　同，��～ ������������	


�������　同，��～�����������	
�����　日立市

田尻町，�～���������	
���

�����．���������	
���
������	（���������	
）　

マルガタツヤヒラタゴミムシ

高萩市中戸川土岳，��～����������	�
��　

同，�～ �����������	
���　同，��～ ������

����������	
�　日立市小木津町，��～�����

���������	
　同，�～���������	
����　日立市田

尻町，�～���������	�
��

�����．���������	
��������（�����）　

ホソツヤヒラタゴミムシ

北茨城市関本町亀谷地周辺，��～������

���������	

�����．��������	
��	���	���������　

ニッコウホソヒラタゴミムシ

北茨城市関本町亀谷地周辺，��～������

���������	

��������　マルガタゴミムシ亜科

�����．���������	�
���������　

マルガタゴミムシ

久慈郡里美村里川，������������	
�

���������	　ゴモクムシ亜科

�����．��������	
��	�
��	������（�����）　

クビナガゴモクムシ

北茨城市関本町富士ヶ丘，����������	
�����　

高萩市中戸川土岳，�～�����������	
��

�����．�����������	
����	�

��（�������	�
�）　

ヒメツヤゴモクムシ

久慈郡里美村里川，������������	
��

�����．��������		
���
���
��（�����）　

コクロヒメゴモクムシ

久慈郡里美村里川，������������	
�

�����．��������		
��������������（�����）

クロヒメゴモクムシ

久慈郡里美村里川，������������	
��　高萩市

上君田，������������	
�

���������　スナハラゴミムシ亜科

�����．��������	
��	�������������　

キベリカタキバゴミムシ



－　���　－

茨城県北東部地域における土壌動物

久慈郡里美村小妻，������������	
��　常陸太

田市真弓町弁天，������������	
��

����������	　アオゴミムシ亜科

�����．��������	
���������������	
　

アトボシアオゴミムシ

高萩市中戸川土岳，���������		�
������　日立

市小木津町，�～����������	
�����　日立市田

尻町，�～����������	
����

��������	
	���　ツブゴミムシ亜科

�����．���������	
���������������　

カドツブゴミムシ

久慈郡里美村小妻，������������	
��　多賀郡

十王町黒坂，������������	
�

��������　アトキリゴミムシ亜科

�����．��������	
����������　

ミヤマジュウジアトキリゴミムシ

高萩市鳥曽根小滝キャンプ場上，�����������

����

�����．���������	�
�����	��������	
���　

ジュウジアトキリゴミムシ

多賀郡十王町黒坂，������������	
�

�����．�����������	�
������������	
　

フタホシアトキリゴミムシ

高萩市上君田，������������	
��　日立市諏訪

町諏訪ダム，������������	
��

文　献

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

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

���������）�������	�
�����
��

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

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

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

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

�������	
��
����）�����������		
��������������������

��������	
���������
��
�

土生昶申．����．マルガタゴミムシとニセマルガタゴ

ミムシ（新称）の相違点について．昆虫学評論，�����

�����．

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

�������	
��
����）����������　���������	
�������������

��������	
��　�������	
�	�

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

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

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

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

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

中根猛彦．����．日本の甲虫（新シリーズ）（�）ヒゲ

ブトオサムシ科・オサムシ科．昆虫と自然，�（��）：

���．

中根猛彦．����．日本の甲虫（新シリーズ）（��）ゴミ

ムシ科�．昆虫と自然，��（��）：�����．

中根猛彦．����．日本の甲虫（新シリーズ）（��）ゴミ

ムシ科�．昆虫と自然，��（��）：�����．

中根猛彦．����．日本の甲虫（新シリーズ）（��）ゴミ

ムシ科��．昆虫と自然，��（�）：�����．

中根猛彦．����．日本の甲虫（新シリーズ）（��）ゴミ

ムシ科��．昆虫と自然，��（�）：����．

中根猛彦．����．日本の甲虫（新シリーズ）（��）．昆

虫と自然，��（�）：�����．

中根猛彦．����．日本の甲虫（新シリーズ）（��）．昆

虫と自然，��（��）：�����．

中根猛彦．����．日本の甲虫（新シリーズ）（��）．昆

虫と自然，��（��）：�����．

中根猛彦．����．日本の甲虫（新シリーズ）（��）．昆

虫と自然，��（�）：�����．

上野俊一・黒澤良彦・佐藤正孝．����．原色日本甲虫

図鑑（��）．保育社，東京．

調査研究および執筆　

細田浩司（茨城県林業技術センター）



動 物

－　���　－

アリ類

摘　要

　県北東部の範囲で土壌動物を対象に調査をおこなっ

た結果，�亜科��属��種のアリが確認された．その

うちイガウロコアリは茨城県内における初記録であ

る．

はじめに

　茨城県からはこれまでに樹上活動性，地表徘徊性，

地中活動性を含めて��種のアリが報告されている�

（芳賀，������　萩原，����，������　井上，����，����，

������　村田，����，������　寺山・木原，������　寺山・

緒方・崔，����）．今回茨城県自然博物館第三次総合調

査の土壌動物調査でツルグレン法により抽出されたア

リ類をみる機会を得たので，その結果について報告す

る．

　本報告にあたり，調査計画策定をしていただいた坂

寄　廣氏および細田浩司氏，また多数の試料を提供し

ていただいた茨城土壌動物研究会の諸氏，本報告のま

とめに対してご助言をいただき，また土壌動物関係原

稿のとりまとめの労を執られた田村浩志博士に感謝の

意を表します．

調査方法

　����年から����年の�年間に合計��地点で土壌

サンプルを採取し，ツルグレン装置で土壌動物を抽出

してその中からアリ類を選別した．本報告はこの��

地点の中からアリ類の標本が得られた��地点につい

て報告する．

　

採集地点

　����年から����年の�年間に調査した��地点の

内，アリ類の標本が得られた地点を，地点番号（��．表

記），地点名，標高，調査月日，地点でみられた主な

樹種の順に示す．

��．����十王町友部十王ダム脇　�����　����．��．�：コ

ナラ・アカマツ・クリ・シラカシ・ホオノキ・

ヤマザクラ・ヒサカキ　

��．����十王町高原平　�����　����．��．�：コナラ・ホ

オノキ・ハウチワカエデ・ヤマザクラ・スズタ

ケ

��．����日立市宮田町金山北西　�����　����．��．�：ア

カメガシ・ミズキ・クヌギ・ヤブツバキ・コナ

ラ・ミズナラ・アオキ　

��．����日立市入四間町　赤根林道　�����　����．

��．�：クヌギ・コナラ・クリ

��．����日立市入四間深荻橋　�����　����．��．�：ヤブ

ツバキ・イロハカエデ

��．����常陸太田市茅根町洪沢　�����　����．��．�：コ

ナラ・スギ・アオキ・ヒイラギ・ヒサカキ・ツ

バキ・ハンノキ・シキミ　

��．����日立市諏訪町　日立高鈴��下　�����　����．

��．�：コナラ・ヒサカキ・クロモジ・シキミ・

ハンノキ・アオキ　

��．����日立市諏訪町　上諏訪ダム　�����　����．��．

�：コナラ・ヒサカキ・ヤマザクラ・シキミ・

チャ

��．�����常陸太田市高貫岡の内　�����　�����������：シ

ラカシ・コナラ・スダジイ・アオキ・ヒサカ

キ・テイカカズラ　

��．�����常陸太田市真弓町弁天　�����　����．��．�：シ

ラカシ・アオキ・ヒサカキ・ヤツデ・ヤシャブ

シ

��．�����北茨城市関本町亀谷地①　�����　����．�．��：

コナラ・ミズナラ・シデ類・カエデ類

��．�����北茨城市関本町小川定波　小川学術参考林　

�����　����．�．��：ブナ・イヌブナ・ミズナ

ラ・シデ類・カエデ類

��．�����北茨城市華川町花園　花園山南西　�����　

����．�．��：イヌブナ・ホオノキ・アオダモ・ハ

クウンボク・ウリハダカエデ・ヒナウチワカエ

デ・リョウブ・スズタケ

��．�����北茨城市関本町亀谷地②　�����　����．�．��：

クリ・ヤマザクラ・コシアブラ・イヌブナ・オ

オモミジ・ミズナラ・リョウブ・ハクウンボ

ク・ヒトツバカエデ・アオハダ・チゴユリ・ギ

ボウシ　

��．�����北茨城市華川町水沼　水沼ダム北岸　�����　

����．�．��：コナラ・ヤマザクラ・ホオノキ・ア

カシデ・ヤマモミジ・ムシカリ・アオキ・ササ

類　

��．�����北茨城市磯原町内野　�����　����．�．��：コナ

ラ・ヤマザクラ・シラカシ・ヒサカキ・アカシ

デ・ホオノキ・アセビ・アオキ

��．�����北茨城市関本町富士見ヶ丘　里根川横　������

����．�．��：コナラ・クヌギ・スギ・サワグル

ミ・アオキ・チャ
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��．�����北茨城市関南町神岡下　湯の網鉱泉入口付近

����　����．�．��：アカマツ・コナラ・ホオノ

キ・ヤマザクラ・クリ・ヒサカキ・アオキ・ス

ダジイ　

��．�����北茨城市中郷町松井　大北渓谷　�����　

����．�．��：シラカシ・アオキ・ヒサカキ・ツバ

キ・コナラ・アズマネザサ　

��．�����高萩市大金田　�����　����．�．��：ミズナラ・

ヤマザクラ・シデ類・エゴノキ・コゴメウツ

ギ・アズマネザサ

��．�����高萩市富岡　�����　����．�．��：ミズナラ・シ

デ類・シキミ・フジ・スズタケ

��．�����高萩市柳沢　�����　����．��．��：クリ・コシ

アブラ・アカシデ・エゴノキ・ヒノキ・アズキ

ナシ・スズタケ

��．�����里美村三鈷室山　�����　����．��．��：ミズナ

ラ・クリ・ヤマザクラ・ウリハダカエデ・ホオ

ノキ・ブナ・サワシバ・リョウブ・ミズメ・ス

ズタケ

��．�����北茨城市関本町才丸平袖　�����　����．��．

��：クリ・クヌギ・ヤマザクラ・アカメガシワ・

クマシデ・ウリハダカエデ・エゴノキ・アズマ

ネザサ

��．�����里美村八丈石　�����　����．��．��：コナラ・

ミズナラ・コシアブラ・リョウブ・ヒノキ・ク

リ・バイカツツジ・アセビ

��．�����高萩市上君田　����　����．��．��：コナラ・ミ

ズナラ・クリ・リョウブ・ホオノキ・ネジキ・

アセビ

��．�����高萩市若栗　�����　����．��．��：クヌギ・ヤ

マザクラ・ミズナラ・アズマネザサ

��．�����里美村小妻　�����　����．��．��：スギ

��．�����里美村里川　�����　����．��．��：クリ・イロ

ハカエデ・ヤマボウシ・カジカエデ・ヒトツバ

カエデ・ウリハダカエデ・リョウブ

��．�����高萩市下君田　�����　����．��．��：ブナ・ス

ギ・イロハカエデ・ホオノキ・コナラ・ササ類

��．�����十王町黒坂　�����　����．��．��：コナラ・ク

リ・ヤマザクラ・ホオノキ・シデ類・アズマネ

ザサ

��．�����高萩市米平（沢沿い）　�����　����．��．��：コ

ナラ・ヤマザクラ・スズタケ

��．�����高萩市鳥曽根　小滝沢キャンプ場上　�����　

����．��．��：クリ・ホオノキ・スズタケ（密生）

��．�����日立市東多賀町　����　����．�．��：マテバシ

イ・アカマツ・アズマネザサ・ドクダミ

��．�����日立市水木町　����　����．�．��：タブノキ・

ヤブツバキ・サクラ・リュウノヒゲ

　　

調査結果　

　以上��地点から�亜科��属��種のアリ類が確認

された．

　リストは亜科，種，採集地点の順に記した．採集地

点は，地点番号の��．�～��で表してある．アリの学

名・和名ならびに分類は日本蟻類研究会（����）なら

びに寺山（����，����，����），寺山　他（����）に

従った．

FORMICIDAE　アリ科　　　

　���������　ハリアリ亜科　

�������������	
����
����（�������）

ノコギリハリアリ　　

採集地点：������，��，��，��，��，��．

�������������	
��	��	�（�����）

イトウカギバラアリ

採集地点：�������，��，��．

�������������	
�������	�（�������）

ワタセカギバラアリ　　　　

採集地点：�������，��，��，��．　

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


モリシタカギバラアリ

採集地点：�������　

�������������	�
�����������（�����）

オオハリアリ　　　　　

採集地点：������，�，�，��，��，��，��，��，

��，��，��，��．

��������������	
���	���（�������）

トゲズネハリアリ　　　　

採集地点：������，�，�，�，�，�，�，��，��，

��，��，��，��，��，��，��，��，

��，��，��，��，��，��，��，��．

������������	�
�������������

ヒメハリアリ

採集地点：������，�，�，��，��，��，��，��，

��，��，��，��，��，��，��，��，

��，��．

������������	
������������

テラニシハリアリ　　　

採集地点：�������，��，��，��，��，��，��，

��．
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��������������	
�	������������

ニセハリアリ　　　　　

採集地点：������，�，�，�，�，��，��，��，

��，��，��，��，��，��，��，��，

��，��，��，��，��，��，��，��．

　���������	　フタフシアリ亜科　

�������������	
���
�������

シワクシケアリ

採集地点：�������，��，��．

����������������	

�����������������	�
������

ヒメナガアリ

採集地点：�������，��，��，��，��，��，��．

�������������	�
�����������������

ヤマトアシナガアリ　　　

採集地点：������，��，��，��，��，��．

��������������	
�������������	


アズマオオズアリ

採集地点：������，�，�，��，��，��，��，��，

��，��，��，��，��，��，��，��，

��，��，��，��，��，��．

���������������	
�	�������������

ヒメムネボソアリ　　　

採集地点：������，��，��．

�������������	�
������������������

コツノアリ　　　　　　

採集地点：������，��，��，��，��，��，��，

��，��．

�������������	
��
�
���������

キイロカドフシアリ　　

採集地点：�������

�������������	
�	���	��
��������

カドフシアリ　　　　　

採集地点：������，�，��，��，��，��，��．

�������������	��
�����
�������

アミメアリ　　　　　　

採集地点：�������，��．

�������������	�
�����
���
�
������

キイロシリアゲアリ　　　

採集地点：������．

�������������	
���	�����������	

ウロコアリ　　　　　　

採集地点：�������，��．

�������������	
��������

キタウロコアリ　　　　

採集地点：������，�，�，�，��，��，��，��，

��，��．

��������������	�
������（�����）

ノコバウロコアリ　　　

採集地点：�������，��，��，��．

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

イガウロコアリ

採集地点：�������

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

マナヅルウロコアリ　　

採集地点：�������，��．

　　　　　　　　　　

　��������	
　ヤマアリ亜科　

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

アメイロアリ　　　　　

採集地点：������，�，�，�，�，�，��，��，

��，��，��，��，��，��，��，��，

��，��，��，��，��，��，��，��，

��，��，��．

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

ハヤシケアリ　　　　　　　　

採集地点：�������，��，��．

���������������	
������������	


トビイロケアリ　　　　　　　

採集地点：�������，��，��，��，��．　

��������������	
������������

ヒゲナガケアリ　　　　

採集地点：�������

���������������	�
����������	

ミナミキイロケアリ　　　

採集地点：������

����������������	
������������　

クサアリモドキ

採集地点：�������

考　察

　茨城県ではこれまでに�亜科��属��種のアリが報

告されている．今回の調査により確認された��種の

アリのうち，��������	
����イガウロコアリはこれま

でに茨城県では報告されていなかった種である．本種

を加えると，茨城県で確認されたアリ類は合計�亜科

��属��種になる．本種は体長������程度の小型の

アリで，照葉樹林の林縁からやや開けた場所の土中に

営巣するといわれており（日本蟻類研究会編，����），

今回の調査でも������日立市水木町の標高����にあ
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茨城県北東部地域における土壌動物

るタブノキ林から採集された．

　����年の第�次報告（萩原，����）で確認された�

��������	��
���マナヅルウロコアリは，今回の調査

でも�地点で確認された．本種はこれまでに神奈川県

真鶴岬（����������	
��������），広島県（緒方・頭

山・崔，����），埼玉県（南部，����），栃木県（萩原，

����）で局所的に報告されており確認例が非常に少な

い種である．第�次報告では茨城町中石崎親沢の標高

����にあるシラカシ・スダジイ林，難台山北西斜面の

標高�����にあるブナ林で確認されており，今回の調

査では北茨城市関本町の標高�����にあるコナラ・ミ

ズナラ林と同市華川町の標高�����にあるコナラ林で

確認されている．萩原・田村（����）は本種が照葉樹

林，落葉樹林を問わず広く広葉樹林の林床に生息し，

低地から山地まで広く分布すると考えられると述べて

いるが，今回の結果もそれを支持している．
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