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Introduction

Plantmega-fossilsfromthelateEarlytoearly
MiddleMioceneAsakawaFormationwerecollected
atInuboePass,YamagataTown,IbarakiPrefecture,
KantoDistrict(Fig.1).
StudiesoflateEarlytoearlyMiddleMiocene

florasin Japan havebeen reported by many
authorsfromHokkaidointhenortheasttoNagasaki
Prefecture,Kyushuinthesouthwest.Thefloras
arecharacterizedbywarmtemperateelementsand
arecalledtheDaijima-typefloras.Thecharacteristic
componentsoftheDaijima-typeflorasarecoexistence
ofComptonianaumaniiandLiquidambarmiosinica
associatedwithrichevergreenelementssuchas
genera and species of Lauraceae, Quercus
(Cyclobalanopsis)andothers(HuziokaandUemura,
1979).
IntheKantoDistrict,studiesoflateEarly

toearlyMiddleMioceneflorashavebeenreported
by Oyama(1960),Tanai(1961)and Horiuchi

(1996)buttheyarestillsmallinnumber.Horiuchi
(1996),whodiscussedonplantfossilsfrom the
DaigoareainIbarakiPrefecture,concludedthat
the“DaigoFlora”(Takahashi,1984)inthisarea
canbedividedintothelowerKitatakeFlorule
and theupperAsakawaFlorulebased on the
floristiccompositionandassumedenvironments.
ThoughbothflorulesincludeComptonianaumanii
andLiquidambarmiosinica,thetypicalcomponents
oftheDaijima-typefloras,theKitatakeFlorule
includes many deciduous elements while the
AsakawaFloruleincludesrichevergreenelements
andindicateshighertemperaturecomparedtothe
KitatakeFlorule.
Oyama(1960)reportedonsomeplantfossils

from theKitatakeFormationatKamikanazawa,
IbarakiPrefecture,withoutdescriptions,andcalled
thefloraasKanazawaFlora.Tanai(1961)reported
13plantfossilspeciesfromtheAsakawaFormation
andcalledthem theAsakawaflora.Inthisstudy,
plantfossilsfrom theAsakawaFormationwill
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becalledtheAsakawaFloraafterTanai(1961).
Horiuchi(1996)reported21plantmega-fossils
speciesbelongingto19generaof14familiesin
theAsakawaFlora(originallyAsakawaFlorule).
In thisstudy,over50 additionalspeciesare
describedfrom theAsakawaFormationbasedon
specimenscollectedfromanewroadcutexposure
atInuboePass,YamagataTown,IbarakiPrefecture.
Mostspecimensdescribed herewerecollected
andofferedforstudybyMr.ToshioHosogaiof
HitachiCity.

Geologicalsetting

Plant mega-fossils discussed herein were
collectedatInuboePass,YamagataTown,Ibaraki
Prefecture(Fig.1).Thelocalityisgeologically
situated in the western side ofthe Tanakura
Shearedzone.Omori(1958),Otsuki(1975)and
othersstudiedthegeologyofthisarea.According
tothem,theTertiaryrocksaredividedintothe
Kitatake Formation,OsawaguchiTuffMember,

Asakawa Formation, Yuridani Formation and
KazekinokusaFormation,inascendingorder.
Basedonfissiontrackstudies,Amano(1989)

datedtheOsawaguchiTuffMember,conformably
underlyingtheAsakawaFormation,tobe16．7ma,
indicatinglateEarlyMioceneinage.From the
upperpartofthe Asakawa Formation,Noda
(1973)andOtsuki(1975)reportedVicaryacallosa
japonicaandAnadara(Hataiarca)kakehataensis,
whichareimportantelementsoflateEarlyMiocene
to early Middle Miocene Kadonosawa Fauna.
Miogypsina kotoi and Operculina complanata
japonicahavealsobeenreportedfrom theupper
partoftheAsakawaFormation.Theseforaminifers
indicatetheupperpartofzoneN.8tothelower
partofzoneN.9ofBlow(1969).
From the evidence described above,the

Asakawa Formation is considered to be late
EarlyMiocenetoearlyMiddleMioceneinage.
Allthespecimensdescribedherearekeptin

IbarakiNatureMuseum,IwaiCity,IbarakiPrefecture.
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Fig.1.LocalitymapofplantfossilsatInuboePass,IbarakiPrefecture,Japan.A mapindicatingplantfossil
localityatInuboePass.



Compositionoftheflora

TheAsakawaFloraconsistsof77species
belonging to 50 genera and 26 familiesand
additionaluncertainfamilies.Theyarecomposed
of2 conifers and 75 angiosperms (Table1).
Pteridophyteshavenotbeenrecognizedsofar.
Among the 75 angiosperm species, the

largestfamilyisFabaceaewith8speciesin6
genera,followedbyLauraceaewith6speciesin
4genera,Aceraceaewith6speciesin1genus.
Inthe8Fabaceousspecies,2podsmaybelong
tosomeoftheleafspecies.Amongthespecies
listedinTable1,leavesofSapindus,Paliurus,
QuercusandPlafkeriaaredominantinnumber.
ThecompositionoftheAsakawaFlorais

characterizedasfollows:1)co-existenceofComptonia
naumaniiandLiquidambarmiosinica;2)dominant
occurrenceofspeciesand generawhich their
living equivalents are now found in warm
temperateto subtropicalregionsofJapan and
southeastAsia;3)many speciesthathasnot
beenpreviouslyreportedfrom theDaijima-type
florasareincluded;4)averysmallnumberof
cooltemperate elementsare included;and 5)
lackofFagusandZelkovaspecies.

The co-existence of Comptonia naumanii
andLiquidambarmiosinicashowsthatthisflora
can be correlated to the Daijima-type flora
(HuziokaandUemura,1979)thatwidelyoccurred
from thelateEarly Mioceneto early Middle
Miocene in Japan.The occurrence ofwarm
temperateandsubtropicalelementsintheflora
supportsthisview.
Table2showstheassumedlivingequivalents

oftheAsakawaspeciesandTable3showsthe
presentdaydistributionofthelivingequivalents.
Fig.2graphicallyshowsthepresentdaydistribution
ofliving equivalents.Among the 45 species
whoselivingequivalentscouldbeassumed,over
50percentofthespeciesarenow growingin
southwestHonshu,andnearly50percentofthe
speciesarenow growinginKyushuandSouth
China.Manyofthesespeciesextendtheirpresent
distributiontowarmtemperatetosubtropicalregions
ofSoutheastAsia.Amongthewarm temperate
tosubtropicalcomponents,speciesofLauraceae
with6speciesin4generaaremostdiversified.
Threelauraceousspecies,Cinnamomummiocenum,
Machilusugoana,and Neolitsea japonica,are

considered to be evergreen species.In many
areas,vegetationwithrichevergreenlauraceous
speciesandgeneraareaccompaniedwithevergreen
Quercus (Cyclobalanopsis),butin this flora,
evergreenQuercus(Cyclobalanopsis)hasnotbeen
found.
TheexoticgeneraareCunninghamia,Metase-

quoia,Liquidambar,Parrotia(Shaniodendron)and
Comptonia.
Specieswhoselivingequivalentsnowextend

theirdistribution to cooltemperate areasare
extremelysmallinnumber.Mostofthosespecies
arealsofoundinwarm temperateareas.Acer
miyabei(Acerprotomiyabei)istheonlyspecies
nowgrowingmainlyincooltemperateareas.
SpeciesofFagusarethepopularelements

amongtheMioceneflorasinJapan.However,
therecordofthegenusisfrequentlymissing
from theDaijima-typeflorasthatdepositedin
thecoastallowlands.Fagusismissingfrom the
AsakawaFlora.From thisevidenceandthatthe
AsakawaFormationwasdepositedfromterrestrial
environmentinthelowerparttomarineenvironment
intheupper,theAsakawaFloraisconsideredto
havedepositedinthecoastallowland.Asshown
in Horiuchi(1996),Fagusdid notextend its
distributioninlateMioceneYagiiFlorainthe
KantoDistrict.
Zelkovaungeriisanotherelementfoundin

manyMioceneflorasinJapan.However,Zelkova
ungerihassofarnotbeenfoundintheAsakawa
FloracollectedatInuboePass.
Ofthe73angiosperm leafspecies,7are

consideredtobeclimbingvines.Thisisasomewhat
largenumbercomparedtomanyoftheDaijima-type
floras.

Physicalconditions

Among72angiospermleafspecies,11species
areassumedtobeevergreenand51speciesare
assumedtobedeciduous.Thegrowthhabitsof
othertenspeciesareunknown.Thesefactsindicate
thattheAsakawaFlorarepresentsMixedBroad-
leavedEvergreenandDeciduousforestofWolfe
(1979).
Manyofthelivingequivalentsnowgrowin

humid valley oflow slopeand somespecies
grow alongriversornearlakes.Judgingfrom
the composition and growth habits ofliving

PlantMega-fossilsfromAsakawaFormationatInuboePass 3
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Table1.Systematiclistofplantsmega-fossilsfromtheAsakawaFormationatInuboePass.

OrderRosales
FamilyRosaceae
PhotiniamioserrulataHoriuchietTakimotosp.nov.
RosausyuensisTanai
R.sp.A
R.sp.B
Pyrussp.

OrderFabales
FamilyCaesalpiniaceae
CaesalpiniahosogaiiHoriuchietTakimotosp.nov.

FamilyFabaceae
Cladrastissp.
Maakiasp.
PodogoniumknorriiAl.Braun
Wisteriafallax(Nathorst)TanaietOnoe
Leguminositessp.A
Leguminositessp.B
Leguminocarpumsp.A
Leguminocarpumsp.B

OrderMyrtales
FamilyMyrtaceae
Syzygiumsp.

OrderCornales
FamilyCornaceae
CornusmegaphyllaHuetChaney
Cornussp.

OrderCelastrales
FamilyCelastraceae
CelastrusparaorbiculatusHoriuchietTakimotosp.nov.

Order
FamilyCaprifoliaceae
Ilexsp.

OrderEuphorbiales
FamilyEuphorbiaceae
Mallotussp.

Order
FamilyRhamnaceae
BerchemiamiofloribundaHuetChaney
Berchemiasp.
PaliurusprotonipponicaK.Suzuki

OrderSapindales
FamilySapindaceae
AcerezoanaumOishietHuzioka
AcernordenskioeldiiNathorst
AcerprotomiyabeiEndo
AcersubnikoenseTanaietOzaki
AcertricuspidatumBronn
AceryamanaeTanaietOzaki
Acersp.A
Acersp.B
SapindustanaiiOnoe

OrderandFamilyinsertisedis
Dicotylophyllumsp.A
Dicotylophyllumsp.B
Dicotylophyllumsp.C
Dicotylophyllumsp.D
Dicotylophyllumsp.E
Dicotylophyllumsp.F
Dicotylophyllumsp.G
Dicotylophyllumsp.H

ClassLiliopsida
OrderLiliales
FamilyLiliaceae
SmilaxtrinervisMorita

ClassConiferopsida
OrderPinales
FamilyTaxodiaceae
CunninghamiaprotokonishiiTanaietOnoe
Metasequoiaoccidentalis(Newberry)Chaney

ClassMagnoliopsida
OrderLaurales
FamilyLauraceae
CinnamomummiocenumMorita
Linderagaudini(Nathorst)Tanai
L.paraobtusilobaHuetChaney
L.sp.
MachilusugoanaHuzioka
NeolitseajaponicaTanai

OrderHamamelidales
FamilyHamamelidaceae
Corylopsissp.
LiquidambarmiosinicaHuetChaney
Parrotiapristina(Ettingshausen)Stur

OrderUrticales
FamilyMoraceae
Ficussp.

FamilyUlmaceae
UlmusappendiculataHeer
UlmuspseudolongifoliaOishietHuzioka
UlmussubparvifoliaNathorst

OrderJuglandales
FamilyJuglandaceae
Juglanssp.
PlatycaryamiocenicaHuetChaney
Pterocaryajaponica(Tanai)Uemura

OrderMyricales
FamilyMyricaceae
Comptonianaumanii(Nathorst)Huzioka

OrderFagales
FamilyFagaceae
CastaneamiomollisimaHuetChaney
QuercusmiovariabilisHuetChaney
QuercusprotoalienaOzaki
Quercussp.

FamilyBetulaceae
AlnussubfirmaTanaietSuzuki
CarpinusmiocenicaTanai

Order,Theales
FamilyTheaceae
Camelliasp.

OrderMalvales
FamilyTiliaceae
Plafkeriacf.basiobliqua(OishietHuzioka)Tanai

OrderSalicales
FamilySalicaceae
PopulusbalsamoidesGoeppert
SalixibarakiensisHoriuchietTakimotosp.nov.
Salixsp.A
Salixsp.B

Order
FamilyEricaceae
Enkianthussp.
Rhododendronsp.
Tripetaleiacf.almquistiNathorst

OrderEbenales
FamilyEbenaceae
Diospyrossublotus(Tanai)HoriuchietTakimoto

FamilyStyracaceae
Pterostyraxsp.



equivalents,thefloraisconsideredtorepresenta
mixtureoflowslopevalleyandriversidevegetation
underhumidconditionofnearthecoastallowland.
Amongthe72dicotleafspecies,30species,

43% haveentirelymarginedleaves.Basedonthe
studyofWolfe(1979),meanannualtemperature

isestimatedas14．4℃.Table4showsthefrequency
ofentirelymarginedspeciesamongtheDaijima-
typeflorasinJapan.Asisclearfrom thetable,
thispercentageofentirelymarginedspeciesis
higherthanthoseoftheDaijima-typeflorasin
northeastJapan,butclosetomanyoftheknown
Daijima-typeflorasincentralandsouthwestJapan.
Fromtheestimatedmeanannualtemperature,

theoccurrenceofthreeforesttypes,Microphyllous
Broad-leavedEvergreenForest,NotophyllousBroad-
leavedEvergreenForestandMixedBroad-leaved
EvergreenandDeciduousForestcanbeexpected.
AsakawaFloraatInuboePassincludesdominant
deciduousspecieswithmixtureofevergreenspecies.
Thisfloralcompositionindicatesthattheflora
corresponds to Mixed Broad-leaved Evergreen
andDeciduousForest.ItisindicatedbyWolfe
(1979)thattheMixed Broad-leaved Evergreen
andDeciduousForestnow grow inareaswith
widemeanannualrangeoftemperature(27℃ to
32．5℃)andthecoldmonthmeantemperature
between－2℃ and1℃.

ComparisonwithotherDaijima-typefloras
inJapan

The Daijima-type floras are known from
HokkaidotoKyushuinJapan.Asdiscussedby
Tanai(1991),thecompositionandassumedphysical
conditiondifferbetweentheflorasaccordingto
theirlatitudinaldistribution.HuziokaandTakahashi
(1973)mentioned thatthecomposition ofthe
Daijima-typeflorasinsouthwestJapanisdifferent
betweeninlandmountainousandlowlandcoastal
depositionalconditions.
Composition of the Asakawa Flora was

comparedto7majorDaijima-typeflorasdistributed
from relatively high latitudesin Hokkaido to
relativelylowlatitudesinsouthwestHonshu.
TakinoueFloraisknowntobeoneofthe

Daijima-typeflorasinHokkaido.Thefloraconsists
of27speciesbelongingto12familiesandsome
uncertain affinities(Tanaiand Uemura,1988).
Onlythreespecieswerecommonbetweenthe
Takinoue Flora and the Asakawa Flora from
InuboePass.IntheTakinoueFlora,mostofthe
angiosperm speciesarethosenowgrowinginthe
temperatetocooltemperateareas.
FujikuraFloraisknownastheDaijima-type

flora ofnorthern end ofHonshu.The flora

PlantMega-fossilsfromAsakawaFormationatInuboePass 5

Table2.Thenearestlivingequivalentsofplants.

LivingequivalentsFossilspecies

C.konishiiCunninghamiaprotokonishii
M.glyptostroboidesMetasequoiaoccidentalis
C.camphoraCinnamomummiocenum
L.glaucaLinderagaudini
L.obtusifoliaL.paraobtusiloba
M.japonicaMachilusugoana
N.sericeaNeolitseajaponica
LiquidambarformosanaLiquidambarmiosinica
P.subaequalisParrotiapristina
U.davidianaUlmusappendiculata
U.lanceofoliaU.pseudolongifolia
U.parvifoliaU.subparvifolia
F.japonicaFicussp.
J.ailanthifoliaJuglanssp.
P.strobilaceaPlatycaryamiocenica
P.stenopteraPterocaryajaponica
C.peregrinaComptonianaumanii
C.mollisimaCastaneamiomollisima
Q.variabilisQuercusmiovariabilis
Q.alienaQ.protoaliena
A.firmaAlnussubfirma
C.latifoliaCarpinusmioicenica
S.babylonicaSalixsp.A
P.canadicansPopulusbalsamoides
D.lotusDiospyrossublotus
P.serrulataPhotiamioserrulata
R.taiwanensisRosausyuensis
P.calleryanaPyrussp.
C.japonicaCaesalpiniahosogaii
C.platycarpaCladrastissp.
M.tashiroiMaakiasp.
W.floribundaWisteriafallax
C.brachypodaCornusmegaphylla
C.orbiculataCelastrusparaorbiculata
B.floribundaBerchemiamiofloribunda
B.berchemiaefoliaB.sp.
P.nipponicaPaliurusprotonipponica
A.miyabeiAcerprotomiyabei
A.palmatumA.nordenskioeldii
A.nikoenseA.subnikoense
A.rubrumA.tricuspidata
A.nigrumA.yamnae
S.mukrossiSapindustanii
S.chinaSmilaxtrinervis
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Fig.2.DistributionoflivingequivalentsofAsakawaspecies.

Table3.DistributionoflivingequivalentsinJapan.

N-AmericaN-ChinaHokkaidoNE-HonshuC-HonshuSW-HonshuKyushuTaiwanC-ChinaS-ChinaFossilspecies

×C.konishiiCunninghamiaprotokonishii
×M.glyptostroboidesMetasequoiaoccidentalis

××××C.camphoraCinnamomummiocenum
××L.glaucaLinderagaudini

××××L.obtusifoliaL.paraobtusiloba
××M.japonicaMachilusugoana
×××××N.sericeaNeolitseajaponica

×LiquidambarformosanaLiquidambarmiosinica
（×）P.subaequalisParrotiapristina

××××××U.davidianaU.appendiculata
×U.lanceofoliaU.pseudolongifolia

××××U.parvifoliaU.subparvifolia
×××××F.japonicaFicussp.

×××××J.ailanthifoliaJuglansjaponica
×××××P.stenopteraPlatycaryamiocenica

×P.strobilaceaPterocaryasp.
×C.peregrinaComptonianaumanii

××C.mollisimaCastaneamiomollisima
×××××Q.variabilisQuercusmiovariabilis

×××××××Q.alienaQ.protoaliena
×××A.firmaAlnussubfirma

×××××C.latifoliaCarpinusmiocenica
××S.babylonicaSalixsp.A

×P.canadicansPoplusbalsamoides
×D.lotusDiospyrossublotus

×××P.serrulataPhotiniasp.
××R.taiwanensisRosausyuensis

××P.calleryanaPyrussp.
××××C.japonicaCaesalpiniahosogaii

C.platycarpaCladrastissp.
××M.tashiroiMaakiasp.

××××W.floribundaWisteriafallax
××××××C.brachypodaCornuscf.megaphylla

××××××C.orbiculataCelastrusparaorbiculata
×B.floribundaBerchemiamiofloribunda

×B.berchemiaefoliaB.sp.
×P.nipponicaPaliurusprotonipponica

××A.miyabeiAcerprotomiyabei
××××××A.palmatumA.nordenskioeldii
××××A.nikoenseA.subnikoense

×A.rubrumA.tricuspidata
×A.nigrumA.yamnae

×××××S.mukrossiSapindustanii
××××××××SmilaxchinaSmilaxtrinervis

41611182423131619Totalnumberofspecies



consistsof34speciesbelongingto17families
(TanaiandUemura,1988).Among34species,7
specieswerecommonwithspeciesfromtheInuboe
Pass.IntheFujikuraFlora,evergreenspeciesare
morenumerousthanintheTakinoueFloraof
Hokkaido.SuchevergreenspeciesasCinnamomum
miocenumandMachilusugoanaarecommonwith
theAsakawaFlora.IntheFujikuraFlora,evergreen
oaksarefrequentlyencountered.However,evergreen
oaksarenotfound in theAsakawaFloraat
InuboePass.
UttoFloraisanotherDaijima-typeflorain

northernHonshuandthelocalityissituatedalittle
southoftheFujikuraFlora(latitude,approximately
40°N).Thefloraconsistsof91speciesbelonging
to35familiesandischaracterizedbyamixture
oftemperatetowarmtemperateelements.Among
theUttospecies,10speciesarecommonwith
theAsakawaFlorafrom theInuboePass.Most
ofthe common species are warm temperate
elements.
OguniFloraisfoundatapproximately38°N

latitude.ItbelongstotheDaijima-typefloraand
consistsof58speciesbelongingto26families.
AmongtheOgunispecies,10arecommonwith
theAsakawaFlorafromtheInuboePass.Sapindus
tanaii,PaliurusprotonipponicusandPodogonium
knorrii,whicharenotfoundintheDaijima-type
florasofhighlatitudes,arecommonhere.
NoroshiFloraisfoundfromIshikawaPrefecture

locatedapproximately37．5°N.Thefloraconsists
of84speciesbelongingto33familiesandsome
uncertainaffinities.Twelvespeciesarecommon
between the NoroshiFlora and the Asakawa
Flora.Among thecommon species,Berchemia

miofloribunda,Rosausyuensis,Ulmussubparvifolia
and Castanea miomollisima arenotknown in
higherlatitudes.
HiramakiFlorafoundinMizunamiatGifu

Prefecture is located atapproximately 35°N.
HiramakiFloraconsistsof104speciesbelonging
to44families(Ina,1981).Ofthese104species,
18speciesarecommonwiththetheAsakawa
Flora.
TheShimonosekiFloraisreportedinthe

southwestendofHonshu(latitude,approximately
34°N).Thefloraconsistsof37speciesbelonging
to23families(HuziokaandTakahashi,1973).
Amongthe37Shimonosekispecies,6arecommon
withtheAsakawaFlora.Thoughthelocalityof
theShimonosekiFloraissituatedinlowerlatitude
thanotherDaijima-typeflorasdiscussedabove,
thefloraindicatesaforestclosetowarmtemperate
totemperatevegetationwhichisconsideredto
representmountainousforestofthisage(Huzioka
andTakahashi,1973).
Besidestheflorasdiscussedabove,Horiuchi

(1996)reportedsomeplantfossilsfrom thesame
AsakawaFormationintheDaigodistrictsome
15to20km northoftheInuboePasslocality.
Thecompositioniscloselysimilartothespecies
from theInuboePass.Howeverasingleleafof
FagusandmanyZelkovaleaveswerereported.
IntheareawheretheAsakawaFormationdeposited,
theinvasionofoceantookplacefrom thesouth
extending gradually to the north.The Inuboe
Passlocalityisconsideredtohavebeencloserto
thecoastthanthelocalitiesintheDaigoDistrict.

Discussionandconclusion

The co-existence of Comptonia naumanii
andLiquidambarmiosinica,andvariedevergreen
speciesindicatesthattheAsakawaFlorarepresents
oneoftheDaijima-typeflorasincentralJapan.
AsshownbyTanai(1961,1991),theDaijima-

typeflorasinJapangenerallyindicateahigher
mean annualtemperaturethan florasofother
Mioceneages.Themeanannualtemperaturetends
toincreasesouthwardandasuddenchangeis
recognizedataround40°N.Asshownearlier,the
mean annual temperature of Asakawa Flora
estimatedfrom ratioofentirely-marginedleaves
isca.14．4℃.Thismean annualtemperature
matcheswellwithotherDaijima-typeflorasof
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Table4.Estimatedmeanannualtemperatureofsome
Daijima-typeflorasinJapan.
EMS＝Entire Margined Species, MAT＝Mean Annual

Temperature.

MAT(℃)EMSFLORA

8．322%Takinoue(TanaiandUemura,1988)
1028%Fujikura(TanaiandUemura,1988)
13．540%Utto(Huzioka,1963)
15．246%Oguni(Onoe,1974)
14．443%Asakawa(thisstudy)
14．744%Noroshi(Ishida,1970)
10．630%Hiramaki(Ina,1981)

11．533%
Shimonoseki(Huzioka and Takahashi,
1973)



similarlatitudesinJapan.
ThecompositionoftheAsakawaFlorais

quitedifferentfrom thoseoftheTakinoueand
FujikuraFlorasofnorthernJapan.Forexample,
BetulaceaeandFagaceaeoftheAsakawaFlora
arenotdiversifiedasintheflorasofnorthern
Japan.Theestimatedmeanannualtemperatureis
muchhigherthanthoseoftheTakinoueFlora
(ca.8℃)andFujikuraFlora(ca.10℃).Though
the Utto Flora indicates highermean annual
temperature(ca.14℃),BetulaceaeandFagaceae
arealsodiversifiedintheflora.
Meanannualtemperatureestimatedfrom the

NoroshiFloraisclosetothatoftheAsakawa
Flora.Asshownearlier,12speciesarecommon
to thetwo floras,butin theNoroshiFlora,
conifersaremuchmorediversifiedandevergreen
oaks(Cyclobalanopsis)arefrequentlyfound.
AmongthemajorDaijima-typeflorasinJapan,

HiramakiFlorashowsthelargestnumber(18)of
commonspecieswiththeAsakawaFlora.Hiramaki
FloraisalsosimilartotheAsakawaFlorainits
lackofFagusspeciesandexistenceofonlya
smallamountofevergreenoaks,whicharenot
foundintheAsakawaFlora.However,theHiramaki
Floraconsistsofrichanddiversifiedbetulaceous
generaandspecies.Themeanannualtemperature
estimated from theflora,ca.11℃,ismuch
coolerthan thatestimated from the Asakawa
Flora(ca.14．4℃).
Judging from the floralcomposition,the

AsakawaFloraindicateshumidlowslopevegetation
with amixtureofriparian vegetation.In the
forest,deciduoustreesdominatedinnumberbut
evergreentreeswerealsocommonwithdiversified
vines.Asawhole,thevegetationseemstoindicate
awarmtemperateconditionwithsomesubtropical
elements.Elementsofhighermountainousforests
are not included.Though the mean annual
temperatureishigh,themeanannualrangeof
temperatureiswideandthecoldmonthmean
temperatureisslightlybelowzero.
TheDaijima-typeflorasofnorthernJapan

havebeenreviewedbyTanaiandUemura(1988),
andthoseofsouthwestJapanhaverecentlybeen
reviewedbyUemura(2000).However,thereis
stillinadequatedatafromcentralJapan.Themean
annualtemperatureestimatedfrom theAsakawa
Floramatcheswellwiththetrendintemperature
change within the Japanese Islands.However,

manyspeciesarenotcommonwiththeDaijima-
typefloraseveninthesimilarlatitude,andmany
generaandspeciesnotknownintheotherregions
arefoundintheAsakawaFlora.Todetermine
whetherthisdifferenceinfloralcompositionis
causedbylocalconditionsand/orbyotherreasons
willrequireforfurtherstudiesincentralJapan.

SystematicDescriptions

Systematicdescriptionsaregivenformost
ofthespeciesfoundfromInuboePass.Terminology
usedinthedescriptionsmainlyfollowsHickey
(1979)and LeafArchitecture Working Group
(1999).Thesystematicorderofangiospermsfollows
thatofQronquist(1981).

Order
FamilyTaxodiaceae

GenusCunninghamiaR.Br.
CunninghamiaprotokonishiiTanaietOnoe,1961

Pl.1,Fig.1.

CunninghamiaprotokonishiiTanaietOnoe,
1961,p.18-19,Fig.1.―Ina,1981,Pl.2,Figs.4,
5.―Uemura,1988,p.105,Pl.1,Figs.1～3.
―Horiuchi, 1996, p.153-154, Figs.21-1～4.
―Takimoto,HoriuchiandHosogai,1998,p.53,
Figs.2-4,8,Figs.3-1～4.

Remarks:Thespeciesischaracterizedby
spirally arranged lanceolate leaveswith finely
serratemargins.ItisfoundinthelateEarly
MiocenetoEarlyPlioceneflorasinJapan.The
speciesiscloselysimilartoCunninghamiakonshii
now gowinginTaiwanbutitscuticularfeatures
areslightlydifferent(Horiuchi,1996).
Specimens:INV-1028,1047.

GenusMetasequoiaMikiexHuetChen
Metasequoiaoccidentalis(Newberry)Chaney,1951

Pl.1,Fig.2.

TaxodiumoccidentalisNewberry,1863,516
Metasequoiaoccidentalis(Newberry)Chaney,

1951,p.225andallFigs.—Uemura,1988,p.106
(seesynonymy).
Metasequoia japonica (Endo)Miki,1941,

p.262,Pl.5-D,Fig.8,A～G.
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Remarks:Thisspeciesiswidelyknownin
manyMioceneflorasinJapan.Metasequoialeaves
areverycommoninmanylocalitiesbuttheyare
foundonlysporadicallyattheInuboePasslocality.
Specimens:INV-1110,1115,1140,1354,1578.

OrderLaurales
FamilyLauraceae

GenusCinnamomumBlume
CinnamomummiocenumMorita,1931

Pl.1,Fig.9.

Cinnamomum miocenum Morita,1931,p.6,
Pl.1,Fig.6.—Tanai,1961,p.334,Pl.23,Fig.6.
—Matsuo,1963,p.202,Pl.33,Fig.5.—Ishida,
1970,p.83,Pl.13,Fig.1.—Onoe,1974,p.42,
Pl.9,Figs.1,2.—Horiuchi,1996,p.157,Fig.
23-3.

Description:Leavessimple,laminaeelliptic
inshape,symmetrical,baseobtuselyconvex,apex
convex,marginsentire.Petiolebasal,morethan
17mmlong.Venationacrodromousorsuprabasally
acrodromous,secondary veinsbrochidodromous,
spaceirregular,agrophicveinssimple.Tertiary
veinsnearlyperpendiculartothemidvein.
Remarks:Although theleavesarepoorly

preserved,thespecimensareconsidered to be
Cinnamomum miocenium based on suprabasally
acrodromousoracrodromousvenationandlamina
shapeandsize.Thespeciesiswidelyknownin
theMioceneflorasofJapan.Oneleafdoesnot
show strongacrodromousveinsbutitisrather
close to brochidodromous.Such variation is
recognizedamongthelivingspecies.
Specimen:INV-1536.

GenusLinderaThumb.
Linderagaudini(Nathorst)Tanai,1961

Pl.1,Figs.4,5.

LinderagaudiniTanai,1961,p.335,Pl.22,
Fig.1.—Horiuchi,1996,p.161,Figs.22-5,25-1
～3.

Description:Leavessimple,laminaemicro-
phyllus,ca.60to78mm longand24to30mm
wide,elliptic in shape,base symmetricaland
decurrently cuneate, petiole marginal, slightly
acuminate, margins entire. Venation pinnate,

secondaryveinsweakbrochidodromous,5to6
pairs in number,vein space irregular,angles
increasingtowardbase,intersecondaryveinsabsent.
Tertiary veins mixed opposite and alternate
percurrent,veincoursemixtureofconvexand
sinuous.(Higherorderedveinsnotpreserved.)
Remarks:Thepresentleavesareidentical

with Lindera gaudiniwidely known from the
NeogeneflorasofJapan.Itiscloselysimilarto
L.glaucanowlivinginJapan.
Specimens:INV-1437,1011,1225,1034.

LinderaparaobtusilobaHuetChaney,1938
Pl.1,Fig.6.

LinderaparaobtusilobaHuetChaney,1938,
p.43,Pl.18,Figs.1-3;Pl.20,Fig.4.—Ozaki,
1991,p.126,Pl.2,Fig.14b.—Horiuchi,1996,
p.163,Fig.22-3.

Description: Leaf palmately three lobed,
laminamesophyll,90mm longand85mm wide,
ellipticinshape,basenearlysymmetrical,base
convextorounded,apexobtuselyconvex,margins
entire.Venationbasalactinodromouswith3basal
veins,secondaryveinsbrochidodromous,irregularly
spaced with strong intersecondaries in central
lob,agromorphicveinssimple.Highorderedveins
notpreserved.
Remarks: The specimen is identical to

LinderaparaobtusilobareportedfromtheMiocene
floraofShanwangbyHuetChaney(1938)and
closelysimilartoL.obtusilobanow growingin
Japan.Onlyasingleleafhasbeenfoundatthis
locality.
Specimen:INV-1208.

Linderasp.
Pl.1,Fig.8.

Description:Aleafsimple,laminanotophyll,
94mm longand40mm wide,ellipticinshape,
basesymmetricalandacute,apexacute,margins
entire.Venation pinnate,secondary veinsweak
brochidodromouswithapairofweaksecondary
veinsrunning from nearthe base.Secondary
veinspaceirregular,spacebetweenthestrong
basalpairandthenextpairbeingwidest,vein
course of upper pairs irregular, number of
secondary veins8 pairs.Higherordered veins
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notpreserved.
Remarks:Based on the leafshape and

brochidodromous veins with a pairofweak
secondary veins near the base,the leaf is
considered to havelauraceousaffinity.Among
thelauraceousgenera,itisclosetospeciesof
Lindera.However,sinceonlyoneleafhasbeen
collectedandthedetailsarenotwellpreserved,
itisdifficulttoprovidefurtherinformation.
Specimen:INV-1410.

GenusMachilusNees.
MachilusugoanaHuzioka,1949
Pl.1,Fig.10;Figs.3-1a,1b.

MachilusugoanaHuzioka,1949,Pl.11,Fig.
4.—Tanai,1961,p.336,Pl.22,Fig.3.—Huzioka,
1963,p.203,Pl.40,Fig.7.—Ishida,1970,p.84,
Pl.13,Fig.4-6.—Onoe,1974,p.43,Pl.8,Figs.
2,3,5.—Ina,1981,Pl.18,Figs.1,2.—Horiuchi,
1996,p.165,Fig.22-6.

Description:Leavessimple,laminanotophyll,
19to24mm longandca.75to120mm wide,
oblong to lanceolate in shape,base acutely
symmetrical,cuneatetoslightlydecurrent,apex
acuminate,laminamarginsentire.Venationpinnate,
secondary veins weak brochidodromous,space
decreasingtowardthebase,anglesnearlyuniform,
intersecondaryveinsweak.Tertiaryveinsalternate
percurrent,anglesagainstthe midvein obtuse.
Areoleswelldevelopedbyquaternaryveins,4to
5sided,freelyendingveinletsabsent.
Remarks:Thespecimensareidenticalto

Machilusugoana,aspecieswidelyknowninthe
Daijima-typeflorasinJapan.Thespecieswas
establishedbyHuzioka(1949,MS)onthebasis
ofleafimpressionsfrom theMiocenefloraof
theOgaPeninsula,NortheastHonshu,butithas
notyetbeenvalidlydescribed.Amongtheliving
species,itissimilartoM.japonicainJapan.
Specimens:INV-1213,1274,1336,1615.

GenusNeolitseaMerril.
NeolitseajaponicaTanai,1961

Pl.1,Fig.7.

NeolitseajaponicaTanai,1961,p.337,Pl.22,
Fig.8

Description:Leafsimple,notophyll,ca.85mm
longand35mm wide,oblonginshape,base
obtuselysymmetrical,apexconsideredtobeacute,
marginsentire.Venationsuprabasalacrodromous,
secondaryveinsbrochidodromous,spacingirregular.
Tertiaryveinsnearlyoppositepercurrent,sharply
changingtheircoursesnearthemiddle.(Higher
orderedveinsnotpreserved.)
Remarks:Basedonoblonglaminashape,

laminasize,andsuprabasalacrodromousvenation,
theleafisconsideredtobelongtothegenus
Neolitsea.Among the fossilspecies reported
from theTertiaryflorasinJapan,itisidentical
to Neolitsea japonica.Asdiscussed by Tanai
(1961),thisspeciesisrelatedtoN.sericeanow
growinginJapan,TaiwanandChina.
Specimen:INV-1158.
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Fig.3.GeneraloutlineandvenationofMachilusugoana
Huzioka.(＝indicates1cm,—indicates1mm),INV-
1016b.



OrderHamamelidales
FamilyHamamelidaceae

GenusCorylopsisSieb.etZucc.
Corylopsissp.
Pl.3,Fig.10.

Description:Aleafasymmetricallywideovate
inform,60mmlongand45mmwide,baseslightly
cordate,apexacuminatelyattenuate,marginsdentate,
dentitionslightlyspinose,petiolenotpreserved.
Venationbasallyactinodromous,secondaryveins
craspedodromous,4pairsinnumber,eachentering
thedentition.
Remarks:TheleafisclassifiedasCorylopsis

from itsvenation and dentition charactersbut
withsomehesitation.Theleafbasecharacteris
closetoC.spicatanowgrowinginJapanbutit
hasfarfewersecondaryveinsthantheextant
species.
Specimen:INV-1052.

GenusLiquidambarLinnaeus
LiquidambarmiosinicaHuetChaney,1938

Pl.2,Figs.1～3.

LiquidambarmiosinicaHuetChaney,1938,
p.46,Pl.23,Fig.1,2.—Huzioka,1963,p.204,
Pl.34,Fig.7;Pl.35,Fig.1.—Matsuo,1963,
p.239,Pl.52,Fig.4.—TanaiandSuzuki,1963,
p.128,Pl.23,gigs.6,8,11.—Ishida,1970,
p.85,Pl.13,Fig.7.—Huzioka,andTakahashi,
1973,p.138,Pl.3,Fig.4.—Onoe,1974,p.44,
Pl.9,Figs.6,8.—Ina,1981,Pl.21,Figs.4,6.
—Ozaki,1991,p.139,Pl.7,Fig.9.—Horiuchi,
1996,p.Figs.23-5,27-1～4,28-2,3,5,7.
—TakimotoandHoriuchi,1998,p.55,Figs.2-9
～11.
LiquidambarformosanaHance,Okutsu,1955,

p.98,Pl.2,Figs.1～3.—Suzuki,1961,p.70,
Pl.5,Fig.5,Pl.16,Figs.3,4,5,7,8.
LiquidambarmioformosanaTanai,1961,p.327,

Pl.20,Figs.2,6,9.
LiquidambarendoiSuzuki,1961,p.69,Pl.15,

Fig.6.
Liquidambarcordata(K.Suzuki)Uemura,1983,

p.28,Pl.1,Figs.1,2.

Description:Leavessymmetrical,palmately
three-lobed,basallobesexpandingwith40to50
degreesbetweenthemiddlelobe,basecordateto

obtuse,sinusobtuse,petiole1mm wide,more
than 30mm long,apex ofeach lobe acute.
Venationbasallyperfectactinodromous,allprimary
veinstaperingtotheapex,nearlystraight,one
subprimaryveininthelowersideoflaterallobes
diverging from thelateralprimaries,secondary
veins,diverging from theprimary veinsata
wideangle,abruptlycurvingupalongthemargin
toform aloopwithsuperadjacentsecondaries.
Marginserrate,eachtoothacute,concave-convex,
bowedinwardwitharcuatesinus.
Remarks:AsdiscussedbyHoriuchi(1996),

theleafformsofextantL.formosanashow a
widerangeofvariation.Thoughthespecimens
show widerangeofvariationinleafform,we
considerthespecimenstobeofasinglespecies,
Liquidambarmiosinica.Thisspeciesisclosely
similartoextantspecies,Liquidambarformosana
in Taiwan butdiffers in cuticular structures
(Horiuchi,1996).
Specimens:INV-1146,1147,1206,1218,1219,

1560,1566,1630.

GenusParrotiaC.A.Mey.
Parrotiapristina(Ettingshausen)Stur,1867

Pl.1,Figs.3,11,12.

Parrotiapristina(Ettingshausen)Stur,1867,
p.192,Pl.5,Figs.2,3.—Uemura,1988,p.113,
Pl.5,Figs.7-10,Fig.20.—Horiuchi,1996,p.173,
Figs.23-1,8.
Parrotia fagifolia (Goeppert) Heer,1859,

p.306.—TanaiandSuzuki,1963,p.129,Pl.20,
Figs.1-3.—Huzioka,1963,p.204,Pl.35,Figs.2-4.
—Tanai,1967,p.61,Pl.7,Fig.1.—Ishida,
1970,p.84,Pl.14,Fig.7.—Huzioka,1972,p.56,
Pl.5,Fig.3.—Onoe,1974,p.44,Pl.Fig.9;
Pl.10,Figs.1,2.—Huzioka,1974,p.101,Pl.3,
Fig.5. —Ina, 1974, p.342, Pl.107, Fig.6.
—Ina,1981,Pl.22,Figs.2,5,6,7.

Description:Leavessimple,laminaasymmet-
rically elliptic,microphyllto notophyll,32 to
62mm long and 26 to 38mm wide,base
asymmetricallyacuteandslightlydecurrent,apex
acutetoobtuse,leafmarginsonthebasalhalf
ononesideoflaminaentireandapicalhalf
dentate,two-thirdsoftheothersideofthelamina
entireandapicalone-thirdsdentate,petiolestraight
but only partly preserved. Venation pinnate,
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secondaryveinsbasicallycraspedodromousexcept
foracutebasalpair,numberofsecondaryveins
4to5oneachside,spaceincreasingtowards
the base,angle uniform.(Tertiary and higher
orderedveinsarenotpreserved.)
Remarks:TheleavesareidenticaltoParrotia

fagifolia widely known from the Daijima-type
florasandsomeotherMioceneflorasinJapan.
AsdiscussedbyUemura(1988),thenameP.
pristinahastheprioritytoP.fagifolia.Recently
a new hamamelidaceous genus,Shaniodendron
Dengetal.,hasbeenestablishedwithitstype
species,S.subaequale(Deng,Weiand Wang,
1992).Thespecieswasdiscoveredgrowingon
the hilly land of Yixing Country, Jiangsu
Province,centralChina.Mao and Wei(1998)
include Shaniodendron in the GenusParrotia.
WangandLi(2000)madeadetailedstudyon
leavesofsome hamamelidaceousgenera with
externalresemblanceandclassifiedthemasgenus
Shaniodendronwithoutreferringtotheworkof
MaoandWei(1998).Accordingtotheirstudy,
leavesofParrotia persica and Shaniodendron
subaequalelookverymuchalike.Theyindicated
thattwogeneradifferinsecondaryveinnumber
andthicknessoflaminablade.InParrotiapersica,
thenumberofsecondarypairsare6to8(11)
butShaniodendronsubaequalehas2to6.The
leavescollectedfrom InuboePassshow 4to5
pairsofsecondaryveins.Thisnumberisinthe
rangeofShaniodendronandindicatesthepossibility
ofAsakawaspeciestobeincludedinShaniodendron.
LivingequivalentofParrotiapristinahasbeen
consideredtobeParrotiapersicanow growing
inwesternAsia.However,thediscoveryofParrotia
subaequalis(＝Shaniodendronsubaequale)shows
thepossibilitythatthelivingequivalentisin
centralChina.
Specimens:INV-1254b,1212,1543.

OrderUrticales
FamilyMoraceae

GenusFicusLinnaeus
Ficussp.

Pl.2,Figs.7,8;Fig.4.

Description:Aleafsimple,nanophyll,23mm
long and 12mm wide,ovate in shape,base
roundedorslightlycordate,petiolenotpreserved,
apex acute,margins entire.Venation pinnate,

secondaryveinscamptodromous,5to6pairsin
number,basalpairoriginatingfrom thelamina
base,spaceincreasing towardsthebase,vein
coursegraduallycurvedtojointhesuperadjacent
secondaryveintoform aloop,divergingangle
from themidveinca.60degrees.Intersecondary
veinsfrequentlydeveloped.Tertiaryveins,though
notwellpreserved,alternatepercurrent.(Higher
orderedveinsnotpreserved.)
Remarks:Thespecimenischaracterizedby

asmallandovatelaminawithbrochidodromously
pinnate secondary veins with the basalpair
originatingfrom thelaminabase.Exceptforits
smaller size,the specimen is similar to F.
nipponicaFr.etSav.now growinginsouthern
partofJapan,TaiwanandsouthernChina.No
fossilspeciesclosetoourspecimenhavebeen
reported so farand may belong to a new
species,butsinceonlyasinglepoorlypreserved
specimenisinhand,thespecimenwillbetreated
asFicussp.

Specimen:INV-1254b.

FamilyUlmaceae
GenusUlmusLinnaeus

UlmusappendiculataHeer,1878
Pl.2,Fig.4.

UlmusappendiculataHeer,1878,p.40,Pl.9,
Figs.7-9.—Oishiand Huzioka,1954,p.127,
Pl.14, Fig.6, Pl.15, Fig.5, Pl.16, Fig.1.
—Tanai,1961,p.316,Pl.17,Figs.3,6,11.
—Tanai,1971,p.158,Pl.7,Fig.7;Pl.8,Fig.3.

Remarks:TheleavesareidenticaltoUlmus
appendiculataknownfromtheDaijima-typefloras
innorthernJapan.AccordingtoTanai(1961),
thisspeciesiscloselysimilartoU.davidiana
growinginChinaandtoU.americanagrowing
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Fig.4.GeneraloutlineandvenationofFicussp.(bar
indicates1cm),INV-1254b.



inNorthAmerica.
Specimens:INV-1254a,1255.

UlmuspseudolongifoliaOishietHuzioka,1954
Pl.2,Fig.5.

Ulmus pseudolongifolia OishietHuzioka,
1954,p.131,Pl.14,Figs.1-3;Pl.15,Fig.5.
—Tanai, 1971, p.159, Pl.7, Fig.6a; Pl.8,
Fig.1;Pl.9,Fig.8;Pl.11,Fig.2.

Remarks:Severalincomplete leaveswere
collectedfrom InuboePass.Theelongatedleaf
form and obscure serration shows thatthese
specimens belong to Ulmus pseudolongifolia.
According to Oishiand Huzioka (1954),this
speciesissimilarto U.lanceaefolia and U.
castaneaefolianowgrowinginChina.
Specimen:INV-1397.

UlmussubparvifoliaNathorst,1883
Pl.2,Fig.6.

Ulmussubparvifolia Nathorst,1883,p.77,
Pl.15,Figs.5a-c.—Tanai,1961,p.321,Pl.17,
Fig.9.—Ishida,1970,p.77-78,Pl.10,Fig.4.
—Hayashi,1975,p.19,Pl.6,Figs.3,8,9.

Remarks:AsmallnumberofleavesofUlmus
subparvifoliaarefound.Thisspeciesisclosely
similartoU.parvifolianowlivingincentraland
southernpartofJapan,Taiwan,KoreaandChina.
Specimen:INV-1232.

FamilyJuglandaceae
GenusJuglansLinnaeus

Juglanssp.
Pl.2,Figs.9,10,12.

Description:Leafletselliptic,basestrongly
asymmetricalandrounded,petiolenotdeveloped,
marginsserrulate,teethacute.Venationweakly
brochidodromous,secondary veinsdiverging at
differentangleson both halvesofa lamina,
branching atcostalareas,intersecondary veins
composite,tertiary veins orthogonalreticulate,
approximatelyrightangle,areoleswelldeveloped,
random,irregularlyshaped.
Remarks: Leaflets are characterized by

asymmetricallyoblongshapeandserrulatemargins.

OurleafletsaresimilartothoseofJ.ailanthifolia
growinginnortheasternAsia,butaredifferentin
venationnearthemarginalareaandintypeof
serration.
Specimen:INV-1132,1341,1472.

GenusPlatycaryaSieb.etZucc.
PlatycaryamiocenicaHuetChaney,1938

Pl.2,Fig.13;Pl.10,Fig.6.

PlatycaryamiocenicaHuetChaney,1938,p.
27,Pl.4,Figs.6,7;Pl.5,Figs.1,3,4.—Tanai,
1961,p.276,Pl.5,Fig.11.—Horiuchi,1996,
p.190,Fig.36-4.

Remarks: Though details are not well
preserved,ourspecimeniscorrelatedtoPlatycarya
miocenicabasedonlaminashape,asymmetrical
baseandserrationcharacters.Thisspeciesissimilar
P.strobilaceanowgrowinginJapan,southKorea,
andcentralandsouthChina.
Specimen:INV-1379,1335.

GenusPterocaryaKunth.
Pterocaryajaponica(Tanai)Uemura,1988

Pl.2,Fig.11.

PterocaryaasymmetrosaKonno,Tanai,1952,
124,Pl.5,Fig.1.—Tanaiand Suzuki,1965,
p.12,Pl.11,Fig.5;Pl.21,Figs.7,8.Huzioka
andUemura,1974,p.348,Pl.3,Figs.11,12.
Ozaki,1991,p.150,Pl.14,Fig.6.
JuglansjaponicaTanai,1961,p.275,Pl.6,

Fig.10.
Pterocaryajaponica(Tanai)Uemura,1988,

p.132,Pl.8,Fig.1.—Horiuchi,1996,p.190,
Figs.36-6,11～14.

Description:Leafletsnarrowellipticinshape,
apex acute,base cuneately acute,petiole not
developed,marginsserrulate,teethsmall.Venation
semicraspedodromous,secondaryveinsbranching
justwithin the margin,one ofthe branches
terminatingatthemargin,theotherjoiningthe
superadjacentsecondaryatanacuteangle.
Remarks:The specimenshave irregularly

spacedsecondaryveins.Thischaracteristicresembles
thatofCyclocaryaezoanadescribedbyOzaki
(1991).However,thesecondaryveinsdonotcurve
abruptly asin Cyclocarya.Though Pterocarya
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japonicaisknowntoresembleP.rhoifolianow
growing in Japan,thepresentspecimenshave
many featuresin common with P.stenoptera
nowgrowingincentralChina.
Specimen:INV-1530.

FamilyMYRICACEAE
GenusComptoniaL’Her

Comptonianaumanii(Nathorst)Huzioka,1961
Pl.3,Figs.1,2.

Comptonianaumanii(Nathorst)Huzioka,1961
p.65,Pl.6,Figs.7,8.—Huzioka,1963,p.191,
Pl.29, Figs.4, 5. —Matsuo, 1963, p.235,
Pl.47,Figs.1a,2.—Ishida,1970,p.69,Pl.4,
Fig.4.Tanai,1971,p.155,Pl.5,Fig.7.—Onoe,
1974,p.33,Pl.2,Figs.13～18;Pl.3,Fig.3.
—Ina,1981,Pl.3,Figs.1～3.—Horiuchi,1996,
p.187,Figs.36-1～3.
Comptoniphyllum NaumaniiNathorst,Endo

and Morita, 1932, p.43, Pl.5, Figs.3～16.
—Oishi and Huzioka, 1941, p.202, Pl.45,
Figs.1～6.—Okutsu,1955,p.80,Pl.1,Figs.1
～4.
Myrica (Comptonia) naumanii (Nathorst)

Tanai,1961,p.271,Pl.5,Figs.1～3,6～10,13,
14,16,18.

Remarks:Comptonianaumaniiiscommonly
found in lateEarly to early MiddleMiocene
florasofHonshuandHokkaido.Thisspeciesis
oneoftherepresentativesoftheDaijima-type
floras.ComparedtootherDaijima-typeflorasof
Japan,thenumberofComptonialeavesisextremely
smallatthislocality.
Specimen: INV-1035,1057,1092,1149,1152,

1160,1210.

FamilyFagaceae
GenusCastaneaMiller

CastaneamiomollisimaHuetChaney,1938
Pl.3,Fig.7.

CastaneamiomollisimaHuetChaney,1938,
p.35-36,Pl.13,Fig.3.—Huzioka,1964,—Ishida,
1970,p.75.Pl.8,Fig.1.—Onoe,1974,p.38,
Pl.4,Figs.9,10.—Ina,1981,Pl.13,Figs.6,7.
—Horiuchi,1996,p.177,Fig.32-2,Fig.34-4.

Description:Leavesoblanceolateoroblong

inshape,basecuneateacute,marginsserrulate,
teethattenuate,apexandpetiolenotpreserved.
Venation craspedodromous,allsecondary veins
straight,terminating atthe margins,secondary
veins atleast16 pairs,an average distance
betweenthesecondarieslessthan5mm.
Remarks:Since the fine veins are not

preserved,itissomewhatdifficulttomakeclose
discussion.However,basedonfeaturesofsecondary
veins,thespecimensathandarecorrelatedto
Castaneamiomollisima,originallydescribedfrom
ShanwangFloraofChina.Thisspeciesisconsidered
tobecloselysimilartoCastaneamollisimawidely
distributedinChinaandKorea.
Specimens:INV-1463,1237,1636.

GenusQuercusLinnaeus
QuercusmiovariabilisHuetChaney,1938

Pl.3,Fig.3.

QuercusmiovariabilisHuetChaney,1938,
p.36,Pl.15,Figs.5,6.—Ishida,1970,p.77,
Pl.8,Figs.2,3,6,7.—Onoe,1974,p.39,
Pl.4,Fig.8;Pl.5,Figs.1～5;Pl.6,Figs.1～4.
—Ina,1981,Pl.13,Figs.3～5.
Quercussubvariabilis,Tanai,1961,p.314,

Pl.13,Figs.5-8.

Description:Leaveslanceolateoroblongin
shape,apexacuteorattenuate,basecuneate,petiole
missing,marginsserrulate,teethattenuateoracute.
Venationsimplecraspedodromous,secondaryveins
14pairsinnumber,anaveragesecondaryintervals
over 6mm,allof secondary veins straight,
terminatingatthemargins.
Remarks:Thespecimensinhandarereferable

toQ.miovariabilisinhavingoblongshape,marginal
serrationwithspinytip.Thespeciesisfound
mainlyintheDaijima-typeflorasinJapan.This
speciesissimilartotheextantQuercusvariabilis
nowgrowinginJapan.
Specimens:INV-1179,1194,1382.

QuercusprotoalienaOzaki,1979
Pl.3,Fig.4.

QuercusprotoalienaOzaki,1979,p.54,Pl.7,
Figs.1,2.—Horiuchi,1996,p.179,Figs.32-3,
34-1.
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Description:Leafnarrow ovatein shape,
length over170mm and width about90mm,
apex,baseandpetiolemissing.Marginsserrulate,
teethattenuateoracute.Venationcraspedodromous,
primaryveinstout,nearlystraight.Secondaryveins
approximately12pairs,stout,emergingfrom the
primaryveinatanglesof50-60degrees,nearly
straightorgentlycurvingup,endinginthetooth
apex.
Discussion:Thisspeciesiscloselysimilarto

theextantQ.aliena,althoughfossilleavesare
generallylargerinsizeandhavemoresecondary
veins.
Specimen:INV-1026.

Quercussp.

Description:Leavesnarrow oblanceolatein
shape,lengthover120mmandwidthabout30mm,
apexandbasemissing.Marginsserrulate,teeth
attenuate,apicalsideconcave,basalsideconvex,
sinusbetweenteethrounded.Veinscraspedodromous,
primaryveinstout,nearlystraight.Secondaryveins
stout,morethan 13 pairsemerging from the
midveinatanglesof60-70degrees,nearlystraight
orgentlycurvingupward,endinginthetooth
apex.
Discussion:Thisspeciesmaybeincludedin

Quercusmiovariabilis,butitsshapeandteeth
areextremelypeculiar.Thesecharacteristicsare
differentfromspecimensofQuercusmiovariabilis
describedabove.
Specimens:INV-1348,1374,1534.

OrderBetulales
FamilyBetulaceae
GenusAlnusGaertner

AlnussubfirmaTanaietSuzuki,1965
Pl.3,Fig.9.

AlnussubfirmaTanaietSuzuki,1965,p.15,
Pl.5,Fig.3a;Pl.10,Fig.5.

Remarks:Thespecimensarecharacterized
bynarrowovateleaveswithdoubleserratemargins,
craspedodromousvenationwithsecondaryveins
enteringtheserration.Thespecimensareclosely
similartoAlnussubfirmaknowninlateMiocene
florasofnorthernJapan.Thespecimenisalso
closelysimilartoA.firmanow growinginthe

Pacificsideofsouthern Honshu,Shikoku and
Kyushu.
Specimens:INV-1157,1333.

GenusCarpinusLinnaeus
CarpinusmiocenicaTanai,1955

Pl.3,Fig.8.

Carpinus miocenica Tanai, 1955, Pl.5,
Figs.1,2.—Tanai,1961,p.294,Pl.8,Fig.6,
13;Pl.14,Fig.6.—Ishida,1970,p.72,Pl.6,
Fig.1.

Remarks:Verypoorlypreservedspecimens
arecorrelatedtoCarpinusmiocenicabasedon
leafform andfeaturesofserrations.Thespecies
isconsideredtobeclosetoC.latifolianow
growingfromHokkaidotoKyushuinJapan.
Specimens:INV-1472b,1287,1385,1569a.

OrderTheales
FamilyTheaceae

GenusCamelliaLinnaeus
Camelliasp.

Discussion:Animperfectandpoorlyreserved
leafhavingserratemarginsandbrochidodromous
venationshow similaritywithCamelliasinensis
nowgrowinginsouthwestChina.
Specimen:INV-1293.

OrderMalvales
FamilyTiliaceae

GenusPlafkeriaWolfe
Plafkeriacf.basiobliqua(OishietHuzioka)Tanai,1989

Pl.4,Figs.1～5;Fig.5-1,2.

Plafkeriacf.basiobliqua(OishietHuzioka)
Tanai,1989,p.135-137,Pl.2,Figs.2,3;Pl.3,
Fig.4;Pl.4,Fig.1;Pl.6,Figs.2,3;Pl.7,
Figs.4,6;Pl.8,Figs.5,6,Fig.3K,L.
Alangiumaequalifolium(Goeppert)Kryshtofovicn

etBursek,—Tanai,1961,p.371,Pl.30,Fig.1;
Pl.31,Fig.9.—Onoe,1974,p.p.55.Pl.13,
Fig.4;Pl.14,Figs.1～3.—Ina,1981,Pl.37,
Figs.1,2.

Description:Leaves simple,inequilaterally
elliptictooblonginshape,notophylltomesophyll,
33to160mm longand19to105mm wide,
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baseasymmetricallycordate,petiolate,acuminately
acutetoattenuate,marginsentire.Venationbasal
actinodromous,lateralprimaryveinsandsecondary
veinsformingdistinctloopswithsuperadjacent
secondariesnearthelaminamargins,veincourse
gentlycurved,spaceincreasingtowardslamina
base.Tertiaryveinsmixedoppositeandalternate
percurrentthoughoppositetypeismorefrequent,
angleobtuseand nearly uniform between the
lateralprimariesbuttheiranglesincreaseoutside
thelateralprimaries.Quaternary veinsforming
rectangularto polygonalareoles,freely ending
veinletssimpleornone,butrarelybranched.
Remarks:A largenumberofleaveswith

greatvariationwerecollected.Somespecimens
(e.g,Pl.4Fig.4)maybetterbetreatedasa
differentspecies.Theleavesarecloselysimilar
to“Alangium aequalifolium”,knownmainlyin
EarlytoMiddleMioceneflorasinJapan.Based
onhisstudyofPaleogenematerials,Tanai(1989)
showed the possibility that these “Alangium
aequalifolium”leavesmaybelongtoseveraldifferent
genera.Based on Tanai’sstudy,thematerials
collectedfrom InuboePasscanbeincludedin
thegenusPlafkeria.Theyarecloselysimilarto
Plafkeria basiobliquabutsincethisspeciesis

generally known from the Eocene floras in
Hokkaido,theywillbetreatedasPlafkeriacf.
basiobliquauntiladetailedcomparisonismade.
Specimens:INV-1345,1102,1356,1130,1568,

1215.

FamilySalicaceae
GenusPopulusLinnaeus

PopulusbalsamoidesGoeppert,1855
Pl.5,Fig.3.

PopulusbalsamoidesGoeppert,1855,p.23,
Pl.15,Figs.5,6.—Tanai,1961,p.269,Pl.4,
Figs.9.—Tanai,1971,p.154,Pl.4,Fig.8.
—Ina,1981,Pl.3,Fig.5.

Remarks:Tanai(1971)proposedthatPopulus
leaveswith basalsecondary veinsleaving the
midveinabout5mm abovethebaseofleaves
should be referred as Populus balsamoides.
However,theleavesof“Populusbalsamoides”is
greatly variable in shape and they may not
representasinglenaturalspecies.
Specimen:INV-1184.

GenusSalixLinnaeus
Salixibarakiensissp.nov.

Pl.5,Figs.4,5,6,8;Figs.6-1,2.

Diagnosis:Leavessimple,lanceolateinform,
notophyllinsize,100to150mmlongand10to
16mm wide,basenearlysymmetrical,obtusein
shape,petiolestraightandstout,morethan10mm
long,apexacuteorslightlyattenuateinsome
specimens,leafmarginsmarkedlyserrate,serration
convex-concave,2to3serrationspercm.Venation
pinnate,secondaryveinssemicraspedodromous,nearly
20pairs,divergingfrom themidveinatanangle
of40to50degreesexceptforapicalportion
increasingtheangle.Intersecondaryveinspresent
thoughnotfrequent.Tertiaryveinsmainlystraight
andoppositepercurrent,anglesslightlyobtuseto
themidvein.
Remarks:Leafformandvenationcharacters,

especiallythesecondaryandthetertiaryveins,
showthefeaturesofSalix.Theleavesareextremely
largeandcoriaceouscomparedtomostofSalix
speciesnow growinginJapan.NofossilSalix
speciesresemblingthespecimenshavebeenreported
previously.Thuswehereproposeanewspecies,
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Salixibarakiensis,namedafterIbaraki,theprefecture
nameofthelocality.Thistypeofleaveshasbeen
foundatDaigoTown,IbarakiPrefectureandwas
listedasSalixsp.byHoriuchi(1996).
Specimens:INV-1102(Holotype),1503,1557,

1016a(Paratypes).

Salixsp.A
Pl.5,Figs.1,7;Fig.6-3.

Description:Leaveslorate,smallleafca.40
mm longand6mm wide,largeleafmorethan

120mm long and 12mm wide,apex missing,
basenormalacute,petioleverythin,morethan
4mmlong,marginserrulate,teethminute,midvein
radiatingstraightfrom basetoapex,secondary
veinsjoiningthesuperadjacentsecondaryatacute
angle.
Remarks:TheleavesaresimilartoSalix

babylonicaandS.matsudanavar.tortuosanow
growinginJapanintheirserrationtypeandvein
courses,thoughtheycanbedifferentiatedfrom
the extantspeciesin having secondary veins
divergingwithwideranglefrom themidvein.In
addition,theintersecondaryveinsaremorefrequently
developedintheextantspecies.
Specimens:INV-1745,1449,1331.

Salixsp.B
Pl.5,Fig.2.

Description:Leaveselliptic,size40mmlong
and9mm wide,apexacute,basenormalacute,
marginsentire,midvein radiating straightfrom
basetoapex,secondaryveinsdivergingatless
than45degreesfrom themidvein,formingloops
withthesuperadjacentsecondaryatacuteangles,
tertiariesextendingfrom secondariesatanangle
ofnearly90degrees.
Remarks:Fromtheirleafshapeandvenation

characters,thespecimensathandarereferredto
asSalix.The specimensare characterized by
havingentirelymarginedleaves.Sofar,nofossil
Salix species resembling our specimens have
beenreportedfrom theMioceneflorasofJapan
andadjacentcountries.Sinceonlyonecomplete
leafandtheoneincompleteleafareinhand,the
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Fig.7.GeneraloutlineandvenationofEnkianthussp.
(×1．5),INV-1378.

Fig.6.GeneraloutlineofSalixspecies.
1a,b.GeneraloutlineandlaminamarginofSalix
ibarakiensissp.nov.(＝indicates1cm,—indicates
1mm),INV-1102.
2.GeneraloutlineandvenationofSalixsp.A.(bar
indicates1cm),INV-1058.

1b

2

1a



specimensaretreatedasSalixsp.B.
Specimens:INV-1745.

FamilyEricaceae
GenusEnkianthusLour.

Enkianthussp.
Pl.9,Fig.10;Fig.7.

Description:Aleafsuborbiculate,31mmlong
and26mm wide,baseobtusetoroundthough
slightlydeccurent,apexobtuse,petiolate,margins
minutelyserrate,serrationirregularinsizeand
distribution,petiolelength9mm.Venationweakly
brochidodromous,secondaryveins4pairs,diverging
frommidveinwithangleof50to70degrees.
Remarks:The leafresembles Enkianthus

campanulatustosomeextentbutdiffersinfeatures
ofserration.Itisdifficulttomakemoredetailed
observationowingtoitspoorpreservation.
Specimen:INV-1378.

GenusRhododendronLinnaeus
Rhododendronsp.
Pl.3,Fig.11.

Remarks:Asingleleafwithnarrowelliptic
and entirely margined lamina,brochidodromous
venationshowsresemblancetosomeRhododendron
species.However,thedetailsarenotwellpreserved
todiscussfurther.
Specimen:INV-1358.

GenusTripetaleiaSieb.etZucc.
Tripetaleiacf.almquistiNathorst,1883

Pl.9,Fig.4;Fig.12-6.

Tripetaleia almquistiNathorst,1883,p.52,
Pl.9,Figs.6,12,13.—Huzioka,1963,p.213,
Pl.39,Figs.1,1a.

Description:Leaforleafletasymmetrically
narrowelliptic,34mmlongand11mmwide,base
asymmetrically acute,apex acuminate,margins
entire.Venationeucamptodromous,secondaryveins
4 to 5 in number,diverging angle irregular.
Intersecondarieswelldevelopedononesideofa
lamina.

Remarks:AsakawaspecimenresemblesTripe-
taleiaalmquistireportedfrom theUttoFloraby
Huzioka(1963).However,theleafform ismuch

moreslenderthanthespecimenfrom theUtto
Flora.Thespeciesissomewhatdifferentfrom
extantTripetaleiapaniculatanowgrowinginJapan.
Specimen:INV-1107.

OrderEbenales
FamilyEbenaceae

GenusDiospyrosLinnaeus
Diospyrossublotus(Tanai)emended

Pl.6,Fig.1.

Emendeddiagnosis:Leavessimple,notophyll,
ca.105mmlongand45mmwide,ellipticinshape,
basecuneate,morethan5mm long,apexacute,
marginsentire.Venationpinnate,secondaryveins
brochidodromousorfestooned brochidodromous,
ca.8pairsinnumber,veincoursenearlystraight
inthelowerhalfofthelaminaandcurvedin
theupperhalf,spacenearlyuniform,divergence
angle ca.50 degrees,basalmostpairthin,
originatingfrom nearthelaminabase.Tertiary
veinsmixtureofoppositeandalternatepercurrent,
anglesnearlyperpendiculartoslightlyobtuse.
Comparisonandremarks:Thespecimenis

characterized by itsleafshape and festooned
brochidodromousveinswithstraightveincourse
inthelowerpartofthelamina.Originalspecimens
ofDiospyrossublotusknown in lateMiocene
florasinHokkaidoandtheTohokuDistricthas
beentransferredtoCladrastisinoueibyOzaki
(1980).Thuswehereemendtheoriginaldescription
andholotypeofthespecies.Thespecimenisclosely
similartoDiospyroslotusnowgrowinginsouthwest
ChinaandKorea.
Specimen:INV-1073(Holotype).

FamilyStyracaceae
GenusPterostyraxSieb.etZucc.

Pterostyraxsp.
Pl.10,Fig.7.

Description:Leafovateinform,atleast100
mm longand50mm wide,apexacute,margins
serrate,base notpreserved.Venation weakly
brochidodromous,secondaryveinsmorethan6
pairsinnumber,uniformlydivergingfrommidvein
atca.70degrees.Tertiaryveins,thoughpoorly
preserved,percurrent.
Remarks:Theleafform,serration,andvein

charactersaresimilartoextantPterostyraxhispida
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nowgrowinginJapan.However,thepreservation
istoopoortodiscussfurtheronthematerial.
Specimen:INV-1145.

OrderRosales
FamilyRosaceae

GenusPhotiniaLindl.
Photiniamioserrulatasp.nov.
Pl.6,Fig.18;Fig.8-1.

Diagnosis:Leafsimple,narrow ellipticin
shape,sizenotophyll,assumedlengthca.80mm
long and 30mm wide,base obtuse,slightly
asymmetrical,petioleatleast4mm long,apex
notpreserved,laminamarginsminutelyserrate,
densityca.8percm.Venationeucamptodromous
orweaklybrochidodromous,secondaryveincourse
nearlystraighttotwothirdsoflaminawidth,
thencurvedabruptlytorunnearlyparalleltothe
laminamargins,divergenceangleca.70degrees,
onetotwointersecondaryveinswelldeveloped
betweenthesecondaries.(Higherorderedveins
notpreserved.)
Remarks:Only a single incomplete leaf

wascollected.Sofar,fossilleavesresembling
thisspecimenhavenotbeenreportedfrom the
MioceneflorasinJapan.Thespecimenisclosely

similarto Photinia serrulata now growing in
restricted areas ofsouthwestJapan,Okinawa,
Taiwan,southChinaandIndonesia,thoughthe
intersecondaryveinsarenotaswelldevelopedas
seeninthisfossilspecimen.
Specimen:INV-1472(Holotype).

GenusRosaLinnaeus
RosausyuensisTanai,1955

Pl.6,Figs.9,16;Figs.8-2a,2b.

RosausyuensisTanai,1955,p.343,Pl.13,
Fig.5.—Tanai,1961,p.343.Pl.24,Figs.5,6,
9.—Ishida,1970,p.86,Pl.14,Fig.1.—Ina,
1981,Pl.23,Figs.2,7,8,9.

Description:Leafletssimple,microphyll,20mm
to33mm inlengthand10mm to20mm in
width,shapeelliptictoovate,baseconvex,slightly
asymmetricalinlateralleafletsandsymmetrical
inapicalleaflets,baseangle50degreesonlateral
leafletsand100degreesonapicalleaflets,petiolule
notwelldevelopedormissing,apex,convex.Leaflet
marginsserrate,withoneorrarelytwoordered
serrations,6to8serrationspercm,irregularly
spaced,convex-concaveinshape,sinusangular,
apexeithersimpleormucronate.Primaryvein
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Fig.8.GeneraloutlineandvenationofRosaceousspecies.
1.Photiniamioserrulatasp.nov.,INV-1472a.(×0．8)
2a,b.RosausyuensisTanai,INV-1033.(a.×0．9,b.×5)
3.Rosasp.B,INV-1121.(×1)
4a,b.Pyrussp.,INV-1564.(a.×1,b.×3．5)
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pinnate,secondaryveinssemicamptodromous,space
irregular,anglesincreasingslightlytowardsthe
base,ca.40degreesto70degrees,intersecondary
veinspresent.Tertiaryveinsmainlyalternatebut
slightly mixed percurrent,angleobtuseto the
primaryvein,uniform.
Remarks:Thespeciesisfrequentlyfound

intheDaijima-typeflorasinJapan.Accordingto
Ishida(1970),thespeciesissimilarto Rosa
taiwanensisnow growingincentralandnorthern
Formosa.
Specimen:INV-1009,1033,1648.

Rosasp.A
Pl.6,Figs.12～15.

Description:Leafletssimple,nanophyll,15mm
to22mm inlengthand7．5mm to12mm in
width,shapeelliptic;baseasymmetrical,convex
inshape,marginalpetioluleextremelyshortor
missing,apexconvex.Leafmarginsserrate,with
onetotwoorderedserrations,10to14serrations
percm,irregularlyspaced,convex-concaveinshape,
sinusangular,apexeithersimpleormucronate.
Primaryveinspinnate,secondaryveinssemicra-
spedodromous,spaceirregular,secondaryveinangle
nearly80degrees,withfrequentdevelopmentof
inter-secondary veins. Tertiary veins alternate
percurrentorrandomreticulate.
Remarks:Semicraspedodromoussmallleaflets

with thistypeofserrationsarefound among
leafletsofRosa.Theangleofsecondaryveinsto
theprimaryissomewhatwidecomparedtomost
RosaspeciesincludingRosausyuensis.
Specimens:INV-1019,1669.

Rosasp.B
Pl.6,Fig.10;Fig.8-3.

Description:Leafletssimple,microphyll,50
mm inlengthand22mm inwidth,shapeovate,
baseslightlyasymmetricalthoughtheexactbase
ismissing,apexslightlyacuminate.Leafmargins
serrate,withoneortwoorderedserrations,ca.4
serrationspercm,regularlyspaced,shapeconcave-
concaveto convex-convex,sinusangular,apex
eithersimpleormucronate.Primaryveinspinnate,
secondaryveinssemicraspedodromous,spaceirregular
andanglesuniform.
Remarks:Theleafletsshow similaritywith

speciesofRosa.However,densityoftheserrations
and leafletsize is largerthan Rosa species
reportedfrom theMioceneflorasofJapan.Since
thepreservationisnotsufficienttomakecloser
examination,thespecimenswillherebetreated
asRosasp.C.
Specimens:INV-1121.

GenusPyrusLinnaeus
Pyrussp.

Pl.6,Fig.17;Fig.8-4a,4b.

Remarks:A single leafresemblesPyrus
hokianensisreportedfromLateMioceneTatsumitoge
Flora(Ozaki,1980)andP.calleryananowgrowing
inChina.However,thecourseofthesecondary
veinisratherstraightandtheloopsformedby
thesecondaryveinsarenotasconspicuousasin
thosespecies.
Specimen:INV-1564.

OrderFabales
FamilyCaesalpiniaceae

GenusCaesalpiniaLinnaeus
Caesalpiniahosogaiisp.nov.
Pl.6,Figs.3,4,5;Fig.9.

Diagnosis:Leafletsnanophyll,11to17mm
longand6to10mm wide,elliptictooblongin
shape,baserounded,slightlyasymmetrical,apex
emarginate,marginsentire.Petiolulemarginal,1mm
orlessinlenght,flatandthickened.Venation
pinnate,secondary veinsbrochidodromouswith
widespacedloops,spaceirregular,anglesnearly
uniform inasingleleaflet,numberofsecondary
veins5to8,differingbetweentwosidesofa
leaflet,diverginganglevaryingfrom 50to70
degreesamongdifferentleaflets.(Highordered

20 JunjiHoriuchiandHideoTakimoto

Fig.9.Generaloutline and venation ofCaesalpinia
hosogaiisp.nov.(×2．4),INV-1718.



veinsarenotwellpreserved.)
Comparison and remarks:Based on the

leafletshape,emarginateapex,flatandthickened
petiolule,and secondary veins diverging with
wideanglefrom themidvein,theleafletsare
consideredtorepresentaspeciesofCaesalpinia.
FromtheTertiarystratainJapan,threeCaesalpinia
species,C.microphyllaHuziokaetTakahashi,C.
ubensisHuziokaetTakahashifrom theEocene
UbeFlora(HuziokaandTakahashi,1970),andC.
hokianaOzakifromthelateMioceneTatsumitoge
FlorainSouthwestJapan(Ozaki,1980)areknown.
Thepresentspeciesdiffersfrom C.microphylla
inhavingemarginateapexandwiderangleof
secondaryveins.Thespeciescanbedifferentiated
from C.ubensisinitsleafletshapeandsize.
Thoughhesomehowhesitatedingenericassignment,
Ozaki(1980)consideredC.hokianatobesimilar
toC.japonicanowgrowingincentraltosouthern
Japan.Thepresentspeciescanbedifferentiated
from C.hokianainhavingaclearemarginated
apex,wideangleofsecondaryveinsandclear
andwidelyspacedloopsformedbytwosecondary
veins.Sincenofossilspeciesareidenticaltothe
presentspecies,Caesalpiniahosogaiiisproposed
hereasanew species.C.hosogaiiisclosely
similartoC.japonicanowgrowinginJapanand
C.cristaLinn.andC.nugaAit.nowgrowingin
southernChina.
Specimens:INV-1084(Holotype),1718(para

type),1740,1746,1239,1032,1318.

FamilyFabaceae
GenusCladrastisRafinesque

Cladlastissp.
Pl.6,Fig.2.

Description:Leafletnotophyll,66mm long
and40mm wide,slightlyovateinshape,base
symmetrically obtuse,petiolule thickened,apex
attenuate,marginsentire.Venationpinnate,secondary
veinsassumedtobebrochidodromousbutnot
wellpreserved.
Remarks:Thoughthepreservationispoor,

thefeaturesofpetiolule,shapeofleafletand
venationindicatethespecimenasbelongingtoa
terminalleafletofCladrastisthoughthereissome
hesitationowingtothepoorstateofpreservation.
Specimen:INV-1257.

GenusMaakiaRupr.etMaxim.
Maakiasp.
Pl.6,Fig.11.

Description:A leafletmicrophyllus,39mm
longand18mm wide,slightlyovateinshape,
baseslightly asymmetrical,obtuse,apex acute,
marginsentire.Venationpinnate,secondaryveins
brochidodromous,spaceirregular,anglesnearly
uniform thoughtwosidesofthemidveinarenot
equal,onesidebeingwiderthantheother,ca.
70degreesinthewiderhalfandca.60degrees
orlessinthenarrowerhalf,6to7pairsforming
clear wide-spaced loops, with intersecondary
veins.Higherorderedveinsnotpreserved.
Remarks:Thespecimen isconsidered to

representaspeciesofMaakiabasedonitsslightly
ovateshapewithasymmetricalbase,brochidodromous
veinsformingclearwide-spacedloops,andleaflet
size.AmonglivingMaakiainJapan,thepresent
specimen ismostsimilarto Maakia tashiroi,
nowgrowinginsouthwesternJapan.Apodfrom
thisfloramaybelongtothisleafspecies.
Specimen:INV-1548.

GenusPodogoniumAl.Braun
PodogoniumknorriiAl.Braun,1859

Pl.6,Figs.6,7.

Podogonium knorriiAl.Braun,1859,p.90;
Ishida,1970,p.91,Pl.15,Figs.7-11.—Onoe,
1974,p.47,Pl.10,Fig.11.
Discussion:Apodandaleafletwerecollected.

TheyareidenticaltoPodogoniumknorriireported
fromtheShanwangFloraofChina,andtheNoroshi
FloraandOguniFlorafrom Japan.Theliving
equivalentsofthisgenusarenotwellknown.
Specimen:INV-1174(apod),INV-1587(a

leaflet).

GenusWisteriaNutt.
Wisteriafallax(Nathorst)TanaietOnoe,1961

Pl.6,Figs.8.

Wisteriafallax(Nathorst)TanaietOnoe,1961,
p.45,Pl.10,Fig.6,Pl.14,Figs.2-4.—Tanai,
1961,p.348,Pl.25.Fig.4.—Ishida,1970,
p.92,Pl.14,Figs.8,13.—Onoe,1974,p.48,
Pl.10,Fig.15.—Ina,1981,Pl.24,Figs.3,4.
—Uemura, 1988, p.150, Pl.14, Figs.7～9;
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Pl.9,Figs.6,15～17.

Remarks:A microphyllleafletswithovate
shapeandslightlycordatebaseisreferredtoas
Wisteriafallax,alegumespecieswidelyknown
intheMioceneflorasinJapan.Sincevenational
detailsarenotpreserved,itisdifficulttomake
furtherdiscussion.
Specimens:INV-1593,1635.

GenusLeguminositesBowerbank
Leguminositessp.A
Pl.6,Fig.19.

Discussion:Asinglelargeleafletwiththick
petioleappearestobealegume.Thoughitis
somewhatsimilartoPuerariainsomeextent,
thesecondaryveinisdifferentinformingloops
verynearthelaminamargins.
Specimen:INV-1453.

Leguminositessp.B
Pl.7,Fig.1.

Discussion:Asingleleafletwithasymmetrical
base,entirelymarginedlaminaandbrochidodromous
venationappearstobealegume.However,the
specimenisnotcomparabletoanyofthelegumes
sofarreportedintheMioceneflorasofJapan
andnearbycountries.
Specimen:INV-1207.

OrderMyrtales
FamilyMyrtaceae

GenusSyzygiumGaertn.
Syzygiumsp.

Pl.7,Fig.2;Fig.10.

Remarks:A singleleafwiththickpetiole,
entireleafmarginsandthesecondaryveinsending
inintramarginalveinwascollected.Thistypeof
leafisfoundamonggeneraofMoraceae,Myrtaceae
andothers.Inthisspecimen,intersecondaryveins
arewelldeveloped.
Specimen:INV-1637.

OrderCornales
FamilyCornaceae

GenusCornusLinnaeus
CornusmegaphyllaHuetChaney,1938

Pl.7,Fig.3.

Cornus megaphylla Hu etChaney,1938.
p.71,Figs.3-5.—TanaiandOnoe,1961,p.54,
Pl.17,Fig.9.—Tanai,1976,p.337,Pl.9,Fig.6.

Description:Leafsimple,wideellipticinshape,
sizenotophyll,ca.75mm longand52mm wide,
baseobtuse,petioleandapexnotpreserved,lamina
marginsentire.Venationweaklybrochidodromous,
4to5pairsinnumberoriginatingfrom basal
halfoflaminaexcludingsomewhatthinsecondary
veinsseennearthebaseandnearthelamina
apex,angle between midvein ca.50 degrees,
veincoursecurvedtowardtheleafapexandto
midvein.Tertiary veins mixed percurrentand
oppositepercurrent,angleperpendicularto the
midveinbutslightlyobliquenearmargins.
Remarks:Thespecimenischaracterizedby

wideellipticlaminawithsecondaryveinscurved
towardsthemidvein.Amongthefossilspecies,
thepresentspeciesiscloselysimilartoCornus
megaphyllaoriginallyreportedfromtheShanwang
FloraofChina.Thespeciesisconsideredtobe
closetoCornusbrachypodanowgrowinginJapan
(exceptHokkaido)andcentralandsouthernChina.
Specimen:INV-1414.
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Fig.10.GeneraloutlineandvenationofSyzygium sp.
(barindicates1cm),INV-11637.



Cornussp.
Pl.7,Fig.7.

Description:Leavessimple,laminaelliptic,
notophyll,40to58mm longand20to24mm
wide,basenearlysymmetrical,andslightlydecurrent,
apexacuminate,leafmarginsentire.Venationpinnate,
secondary veins weak brochidodromous,space
irregular,anglesincreasingtowardsthebase,3to
5pairsinnumber.Tertiaryveinsmainlyalternate
percurrentbutoccasionally opposite percurrent
nearlyperpendiculartomidveinbutslightlyobtuse
in basalone-thirds.Quaternary veins regular
polygonalreticulate.
Remarks:Theleavesarecharacterizedby

theirshapeandcurvedsecondaryveinsrunning
nearlyparalleltothemarginsandtertiaryveins
running almostperpendicularto the midvein.
Thesecharactersindicatetheaffinity ofthese
leavestothegenusCornusbuttheapexisnot
asacuminateandthebaseisnotdeccurentas
seeninourspecimens.Theleavesaresimilarto
Cornussp.reportedfrom theOligoceneKiwado
Formation in Yamaguchi Prefecture (Uemura,
1999),thoughinthelatterspecimen,thelamina
apexisnotasacuminateasthefossilspecimens.
Specimens:INV-1036,1098.

OrderCelastrales
FamilyCelastraceae

GenusCelastrusLinnaeus
Celastrusparaorbiculatussp.nov.

Pl.7,Fig.5.

Diagnosis:Leafsimple,laminaovateinshape;
notophyll,85mm longand51mm wide,base
obtusebutsomewhatdecurrentatverynearthe
midvein,petioleca.9mm long;apexacute,leaf
marginsserrate.Serration in oneorder,space
regular,density2percm,shapeconvex-concave
orconvex-retroflex.Venationpinnate,secondary
veinseucamptodromousorweaklybrochidodromous,
ca.4pairsinnumber,spaceirregular,course
curvedgraduallytowardsthelaminamargin,then
diminishwithoutformingaccurateloops.Higher
orderedveinsnotpreserved.
Comparisonandremarks:Thepresentspecies

ischaracterizedbyitsleafform,serrationtype,
size,andvenationpatterns.Thespeciesisclosely
similartoCelastrusorbiculatus,avinespecies

nowgrowingwidelyinJapan,KoreaandChina.
Thoughthepreservationispoor,sincenofossil
speciessimilartothepresentspecieshavebeen
reportedfromtheNeogeneflorasinJapan,Celastrus
paraorbiculatusisproposedhereasanewspecies.

Specimen:INV-1182(Holotype).

FamilyAquifoliaceae
GenusIlexLinnaeus

Ilexsp.
Pl.9,Fig.13.

Remarks:A single poorly preserved and
incompleteleafwithserratemarginsandbrochido-
dromousvenation issomewhatsimilarto Ilex
serrataingrossmorphology.
Specimen:INV-1217.

OrderEuphorbiales
FamilyEuphorbiaceae
GenusMallotusLour.

Mallotussp.
Pl.7,Fig.6.

Description:Leavessimple,ovatetowidely
ovate,notophyll,ca.40to100mm longand33
to80mm wide,basethoughnotwellpreserved,
obtusetorounded;petiolenotpreserved,apex
obtuselyacuminate,marginsentire.Venationpinnate,
secondary veins brochidodromous,6 to 8 in
number,veincoursegentlycurvedornearlystraight
tonearlaminamarginsthencurvetoform loops
with superadjacentsecondaries.Agrophic veins
simple,formingloops.Tertiaryveinsmixedof
oppositeandalternatepercurrent,nearlystraight
inoppositepercurrentveins,anglestothemidvein
perpendicularneartheapextoobtusenearthe
base.Quaternaryveinsalternatepercurrent,frequently
formingfourtofivesidedmeshes.
Remarks:Thespeciesischaracterizedbywide

ovateleafform with obtusely acuminateapex
andsecondaryveinsformingdistinctloopsnear
thelaminamargins.Frequentoppositepercurrent
tertiariesarealsocharacteristicofthespecimens.
ThespecimensareclosetoMallotusintheirleaf
architectures.However,glandularspotfoundin
Mallotus(Tanai,1989)hasnotbeenrecognized.
Specimen:INV-1597.
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FamilyRhamnaceae
GenusBerchemiaNeck.et.DC.

BerchemiamiofloribundaHuetChaney,1938
Pl.7,Fig.4.

BerchemiamiofloribundaHuetChaney,1938,
p.65,Pl.39,Fig.5,Pl.40,Figs.2,3.—Uemura,
1988,p.157,Pl.11,Fig.7a.—Ozaki,1991,p.157,
Pl.17,Fig.6.
BerchemiafloribundaBrongniart,—Ina,1981,

Pl.32,Figs.3,4.

Description:Leavessimple,laminaovateto
narrow ovate in shape,slightly symmetrical,
microphyll,ca.45mm longand21to27mm
wide,baserounded,petiolenotpreserved,apex
obtusetoacute.Venationpinnate,midveinstout
and straight,secondary veinseucamptodromous
orweaklycamptodromous,spaceirregular,angles
againstthemidvein 40 to 70 degrees,angles
decreasingtowardsthelaminacenter,beingwidest
nearbase,secondaryveincourseslightlycurved,
upturnednearthemargintodiminishortoform
loopswithsuperadjacentsecondaries,numberof
secondaryveins5inovateleafto10pairsin
narrow ovateleaves.Tertiaryveinspercurrentor
weakly percurrent,nearly perpendicularto the
midvein.Quaternaryveinsregularpolygonalreticulate
toform areolation,mainly4to5sided,veinlet
absent.
Remarks:Thoughthevariationinleafform

isrecognized,the specimensare characterized
withovateleafform andeucamptodromousor
weaklybrochidodromousveinwithtertiaryvein
nearlyperpendiculartothemidveinandareoles
withoutfreely ending veinlets.Thespeciesis
comparableto Berchemia miofloribunda Hu et
Chaney,widelyknownfrom Mioceneflorasof
ChinaandJapan.Thespeciesisconsideredtobe
closetotheextantB.floribubdaBrongniartof
ChinaandM.racemosaSieb.etZucc.ofJapan.
Specimen:INV-1197.

Berchemiasp.
Pl.7,Fig.8.

Description:Leafsimple,narrow ovatein
shape,notophyll,92mm long and ca.48mm
wide,baseroundedorslightlycordate,petioleat
least3mm long,apex acute,marginsentire.

Venationpinnate,secondaryveinseucamptodromous,
spaceuniform,anglesbetweenthemidvein30to
60degrees,increasingtowardthelaminabase,
numberofsecondaryveins12pairs,veincourse
gentlycurved,reachingnearthelaminamargins
anddiminishingwithoutformingloops.Tertiary
veins,thoughillpreserved,straightpercurrent.
Remarks:Thespecimenischaracterizedby

closelyspacedandgentlycurvedeucamptodromous
secondaryveinsreachingnearthelaminamargins.
Amongtheextantspecies,thespecimenresembles
B.berchemiaefolianow growinginsouthwestern
Japan,butlaminabaseisdifferentfromtheextant
species.
Specimen:INV-1291.

GenusPaliurusMill
PaliurusprotonipponicusK.Suzuki,1960

Pl.7,Figs.9,10,11.

PaliurusprotonipponicusK.Suzuki,1960,
p.319-320,Pl.33,Fig.5-7.—Ishida,1970,p.97,
Pl.15,Fig.18,19.—Onoe,1974,p.54.Pl.12,
Figs.8,9.—Uemura,1988,p.157,Pl.4,Fig.3.
—Ozaki,1991,p.157,Pl.17,Figs.3～5.

Description:Leavessimple,ovateinshape,
sometimesasymmetrical,23to80mm(estimated)
long(average46mm)and20to50mm(estimated)
wide(average31mm),apexacute,baseasymmet-
ricallyroundedorslightlycordate,petiolestraight,
stoutandshort,about5to8mm long,margins
serrulate,teethsimple,smallandsometimesdouble
serrateontheapicalpartofblade,onthebasal
part,teethverysmallandintervalsarelarge.
Venation imperfect basal acrodromous,lateral
primariesmakingangleofabout20-40degrees
withthemidvein,curvingupandrunninggradually
closetothemargin,reachingtheapicalregion,
pairsofthicksecondaryveinsdivergingat40-50
degreesfrom themidvein on themiddleand
apicalpartoflamina,thicksecondaryveinisnot
foundonthebasalpart,welldevelopingsecondary
veinsfrom lateralprimariescurvingupnearthe
marginandmakingaloop,tertiaryveinsarenot
wellpreserved.Fruitswiththickcoreandthin
circumference,wrinklestructureasaradialstriation
developed,margingentlyundulated.
Remarks:Theleavesarecharacterizedby

asymmetricallyovateshapeandserrulatemargin.
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ComparedtothelivingPaliurusramosissimus,
ourleafletsshowsimilaritytoleavesofZizyphus
jujubainmanyrespectsbutdifferentinvenation
ofsecondary veinsfrom centralprimary vein.
Ourleavesarequitedifferentfromthoseofextant
Paliurusramosissimusinshapeofapexandprimary
veinpattern.Fruitsproducedtogetherarealmost
identicaltothoseofextantPaliurusramosissimus.
AccordingtoIshida(1970),thisspeciesisclosely
similartoP.orientalisnow growinginYunnan
andP.hemsleyananow growingincentraland
southwestChina.Thisspeciesisoneofthemost
commonleavesfoundattheInuboePasslocality.
Specimens:INV-1006,1059,1501.

OrderSapindales
FamilyAceraceae
GenusAcerLinnaeus

“Acer”ezoanumOishietHuzioka
Pl.9,Figs.2,5.

AcerezoanumOishietHuzioka,Uemura,1999,
p.17,Pl.14,Figs.1-6.

Remarks:Samara-likeorganshavebeenfre-
quentlyfoundatInuboePass.Theyareclosely
similarto Acerezoanum reported by Uemura
(1999)from theOligoceneKiwadoFormationin
YamaguchiPrefecture.Inspiteofthelargenumber
ofspecimensobserved,noneonthespecimens
show attachedseeds.SinceinsamaraofAcer,
seedsdonoteasilydetachfrom thewings,these
materialscanbeconsideredaseithersterilefruits
ofAceroranorganofdifferentplants.Itis
noteworthythatthistypeoforganisfoundwith
“Alangium”typeleavesinmanylocalitiesand
mayhaveaffinitywiththoseleaves.
Specimen:INV-1079,1143.

AcernordenskioeldiiNathorst,1883
Pl.8,Fig.3.

AcernordenskioeldiiNathorst,1883,60.Pl.11.
f.10-16.—TanaiandOnoe,1961,—Tanai,1961,
p.358,Pl.28,Fig.6.p.47,Pl.15,Fig.1,Pl.17,
Fig.12.—Uemura,1988,p.151,Pl.4,Fig.14,
Pl.10,Figs.4,5.—Ozaki,1991,p.161,Pl.19,
Fig.1,Pl.20,Fig.1,2.

Description:Leavespalmately five lobed,

margin serrate.Each lobedeeply dissected by
narrow,round sinus,narrow ellipticin shape,
apexattenuate,basalpairoflobessmallerthan
theothers.Primaryveinsstout,palmatelyemerging
from base,nearlystraight,endinginlobeapex,
secondaryveinsindistinct,emergingfromprimaries
atanglesof60to70degrees,gentlycurving
upward,enteringteeth.(Petiolemissing.)
Remarks:Thespeciesiscloselysimilarto

extantAcerpalmatum ofJapan,butsomeextant
Acermono var.marmoratum f.dissectum are
alsosimilarinshapetothespecimens.
Specimen:INV-1100,1384.

AcerprotomiyabeiEndo,1950
Pl.8,Fig.7.

AcerprotomiyabeiEndo,1950,15,Pl.3,
Fig.11;Tanai,1983,334-336,Pl.6,Fig.4,Pl.8,
Fig.1-3,6.—Ozaki,1991,p.163,Pl.20,Fig.6.

Description:Leavespalmately five lobed,
margindentate.Centrallobeandupperlateral
lobeshave2pairsofdentateteethwithacuminate
tiponeachside.Primaryveinsstoutandnearly
straight,endinginlobeapex,secondaryveins5
to7pairsineachlobe.
Discussion:Onlyanimperfectspecimenwas

collectedanditsbasalcharacterscouldnotbe
clarified.However,shapeofeachlobeandmarginal
teetharesimilartothoseofAcerprotomiyabei
discussedbyTanai(1983).
Specimen:INV-1612.

AcersubnikoenseTanaietOzaki,1977
Pl.8,Fig.2.

AcersubnikoenseTanaietOzaki,1977,594.
Pl.4,Figs.1,2,4-7;text-Fig.6-c.—Ozaki,
1991,p.164,Pl.18,Fig.10,Pl.20,Fig.8a.

Description: Leafletasymmetrical,narrow
ellipticinshape,apexacuminate,baseasymmetrically
cordate,marginsserrulate,teeth acute,petiole
missing.Primaryveinemergingfrom thebase,
nearlystraight,endinginapex,10pairsofsecondary
veinsemergingfrom theprimariesatanangles
of30 to 45 degrees,gently curving upward,
endingintoothapex.
Discussion:Thisspeciesischaracterizedby

PlantMega-fossilsfromAsakawaFormationatInuboePass 25



trifoliateleavesanddetachedleaflets.Thespecies
closelycoincideswiththeextantAcernikoense.
Theleafletisconsideredtobethelateralleaflet
ofajuvenileform.
Specimen:INV-1231.

AcertricuspidatumBronn,1838
Pl.8,Fig.1.

Acertricuspidatum Bronn,1838,2.Pl.35,
Figs.10a,b.—Uemura,1988,p.153,Pl.4,Fig.13.
—Ozaki,1991,p.162,Pl.19,Fig.2.

Description:Leavesmediuminsize,palmately
threelobed,roundedatbase,ca.50mm long
and50mmwide.Marginsdoubleserrateatcentral
lobe,teethacutewithacutesinusatlaterallobes.
Centrallobewideovateinshapewithacuteapex,
beinglargerthanlaterallobes,basalpairoflobes
triangularinshape.Primaryveinsstout,lateral
primariesslightlyweak,palmatelyemergingfrom
thebase,nearlystraight,endinginlobeapex,
secondaryveinsdistinct,emergingfromtheprimaries
atanglesof60to70degrees,gentlycurving
upward,branchedatmarginalareaandentering
teeth.Petiolemissing.
Remarks:AccordingtoTanai(1983),this

speciesisrelatedtoA.rubrum now growingin
NorthAmerica.
Specimen:INV-1248.

AceryamanaeTanaietOzaki,1977
Pl.8,Figs.4,5.

AceryamanaeTanaietOzaki,1977,p.558,
Pl.3Fig.1,7-11;text-Figs.5-F,G;text-Figs.6-
E,F.

Description:Leavespalmatelythreelobed,
roundedatbase,marginsserrate.Centrallobe
largerthanthelaterals,oblonginshape,apex
acute,laterallobesoblonginshape.Primaryveins
stout,lateralprimariesslightlyweak,palmately
emergingfrom thebase,nearlystraight,ending
inlobeapex,secondaryveinsdistinct,emerging
fromtheprimariesatanglesof60to70degrees,
gentlycurvingupwardtojointhesuperadjacent
secondarieswithanacuteangle,basalpartof
secondary vein sometimesmaking smallloop.
Petiolemissing.

Remarks:AccordingtoTanai(1983),this
speciesisrelatedtoA.nigrum now growingin
NorthAmerica.
Specimens:INV-1186,1202,1570.

Acersp.A
Pl.8,Fig.6.

Remarks:Aleafwithshallowlythreelobed
lamina,sporadic minute serration and basally
actinodromousveinsisconsideredtobeamember
ofthegenusAcerwithslighthesitation.Sofar
asIknow,nofossilrecordsimilartothepresent
specimenhasbeenreportedfrom theMiocene
florasofJapanandnearbycountries.
Specimen:INV-1614.

Acersp.B
Pl.9,Fig.1.

Remarks:Animperfectleafwithpalmately
5-lobedlamina,twoorthreedentitiononlobes
andbasalactinodromousveinsareconsideredto
beamemberofthegenusAcer.Onthepetiole,
threestronggroovesareobserved.Thisspecimen
mightrepresentanunusualform ofAcerspecies
describedabove.
Specimen:INV-1209a.

FamilySapindaceae
GenusSapindusLinnaeus
SapindustanaiiOnoe,1974
Pl.9,Fig.3,7;Fig.11.

SapindustanaiiOnoe,1974,p.52-54,Pl.12,
Figs.5-7.—Tanai,1976,p.331,Pl.5,Figs.3a,
b.—Ina,1981,Pl.31,Fig.3;Pl.33,Fig.1.
—Ozaki,1991,p.159,Pl.18,Fig.11.

Description:Leafletselliptictooblongin
shape,notophyll,ca.90mm longandca.30mm
wide,baseslightlyasymmetrical,obtuse,petiolule
notpreserved,apexacutetoslightlyacuminate.
Venation pinnate,midvein stout and slightly
curved,secondaryveinsweaklybrochidodromous,
morethan13pairsinnumber,spaceirregular,
angles between midvein 60 to 80 degrees,
increasingtowardsbase,theveincoursestraight
tosomeextentandthencurvesabruptlynear
leafletmargintoform aloopwithsuperadjacent
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secondaryandintersecondaryveins.Intersecondary
veinsdeveloped strongly,frequently morethan
onebutamongthem,oneintersecondaryisthicker
thantheothers.Someintersecondaryveinsreach
theadjacentsecondaryveintoformaloop,while
othersbranch and join tertiary veins.Tertiary
veinsareweaklypercurrent,frequentlyforming
areoleswithquaternaryveins.Areolespolygonal
in shape,veinlets frequently branched several
times.
Remarks:The specimen is identified as

SapindustanaiireportedfromthelateEarlyMiocene
OguniFloraofYamagataPrefecture(Onoe,1974).
ThespeciesresemblesS.mukrossiGaertn.growing
inJapanandeasternAsia.Thespeciesisquite
similartoRhusmiosuccedaneafoundinMiocene
florasofJapan and toRhussuccedaneanow
growinginJapan.However,thevenationpatter,
especiallythesecondaryandthetertiaryveins
aredifferentfrom Rhus.Thisspeciesisone
ofthemostcommonleavesfoundatInuboePass.
Specimens:INV-1473,1144,1145,1124,1223,

1438,1454,1481,1482,1489,1405.

OrderLiliales
FamilySmilacaceae
GenusSmilaxLinnaeus

SmilaxtrinervisMorita,1931
Pl.9,Fig.11.

SmilaxtrinervisMorita,1931,p.7,Pl.1,Figs.
10-12.—Tanai,1961,p.267,Pl.4,Figs.2～5.

—Onoe,1974,p.57,Pl.14,Fig.7.—Ishida,
1970,p.68,Pl.4,Figs.3,5.—Ina,1981,Pl.40,
Figs.1～5.—Uemura,1988,p.160,Pl.11,Fig.3.

Remarks:Leaveswithroundlamina,entire
marginsandbasallyacrodromousveinswiththeir
lateralprimariescurvingtowardtheleafapexare
identical with Smilax trinervis known from
MioceneflorasofJapan.Thisspeciesisclosely
related to Smilax china,a vine speciesnow
growinginJapanandwideareasinChina.
Specimens:INV-1543,1275.

InsertaeSedis

Thefollowingspecimenscouldnotbeclassified
intoanyfamilyorgenera.Dicotylophyllumisused
forthosedicotyledonousleaveswith uncertain
affinity.

Dicotylophyllumsp.A
Pl.9,Fig.6.

Description:Leafsuborbiculate,40mm long
and30mmwide,baseobtuse,apexnotpreserved,
marginsentire.Venationbrochidodromous,secondary
veins6pairs,intersecondaryveinsoneornone
betweentwosecondaries.
Remarks:Theleafmay haveaffinity to

Fabaceaebutthepreservationisnotsufficient
forcloseexamination.
Specimen:INV-1349.

Dicotylophyllumsp.B
Pl.9,Fig.8.

Description:Leafelliptic in shape,more
than80mm longand40mm wide,apexacute,
margins entire,base not preserved.Venation
brachidodromous,secondaryveins7to8pairs,
formingdistinctloopswithsuperadjacentsecondaries.
Intersecondaryveinswelldeveloped.
Remarks:Theleafischaracterizedbyits

elliptic form, brochidodromous venation, and
secondaryveinswithextremelyirregularcourse.
Thepreservation istoo poorto makefurther
discussion.
Specimen:INV-1366.
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Dicotylophyllumsp.C
Pl.9,Fig.9;Fig.12-4.

Description:Leafsuborbiculateinform,ca.
35mm longand25mm wide,basenearlyround,
marginsminutelyserrate,apexandpetiolenot
preserved.Venationeucamptodromousorweakly
brochidodromous,secondaryveins3pairsinnumber,
divergingfrom midveinwithacuteangleexcept
forbasalpair.
Remarks:Theveinpatternandtheminute

serrationoftheleafshowspossibleaffinityto
Ericaceae.However,thepreservationistoopoor
tomakefurtherdiscussion.

Specimen:INV-1590.

Dicotylophyllumsp.D
Pl.9,Fig.12;Figs.12-2a～c.

Description:Leafsimple,oblanceolateinform,
morethan110mm longand40mm wide,base
acute,marginsserrate,apexnotpreserved.Venation
weakly brochidodromous,numberofsecondary
veinsfiveormore,basalsecondariesoriginating
basally,anglesbetweenmidveinincreasingapically.
Tertiaryveinsmixedoppositetoalternatepercurrent,
angle between midvein nearly perpendicular.
Quaternaryveinsformingregularpolygonalareoles.
Veinletsbranchedtwotothreetimes.
Remarks:Theleafischaracterizedbyits

leafform,serratemargins,andveincharacters.
Theveincharacterissomewhatsimilartothose
ofsomehamamelidaceousleaves,butsofar,it
isdifficulttodecidewithaccuracy.
Specimen:INV-1332.

Dicotylophyllumsp.E
Pl.9,Fig.14;Fig.12-1.

Description:Leafellipticinshape,ca.90mm
longand36mmwide,baseacute,petioleflattened,
atleast6mm longand1．5mm wide,margins
entire, apex not preserved. Venation weakly
brochidodromous,secondaryveinsmorethan5,
divergenceangleirregular.Tertiaryveinsnearly
perpendiculartomidvein.
Remarks: The leaf is characterized by

ellipticform,entiremargins,andflattenedpetiole.
Ithasfeaturesincommonwithsomelauraceous
leavesbutitspetiolarfeaturesaredifferent.

Specimen:INV-1205.

Dicotylophyllumsp.F
Pl.10,Fig.1.

Description:Leafnarrowellipticinform,ca.
96mmlongand30mmwide,apexacutetoslightly
attenuate,marginsentire,basenotpreserved.
Remarks:Veinsarenotpreservedwellenough

todeterminewhetheritisbrochidodromousor
eucamptodromous.
Specimen:INV-1581.

Dicotylophyllumsp.G
Pl.10,Fig.9;Fig.12-5.

Description:Leafsimple,shallowlytrilobed,
laminaca.50mm longand58mm wide,base
slightlycordate,apexofeachlobslightlyemarginate,
petiolenotpreserved.Venationbasallyactinodromous,
secondaryveins,thoughobscure,formingloops
nearlaminamargins.
Specimen:INV-999.

Dicotylophyllumsp.H
Figs.12-3a,b.

Description:Leavesnarrowellipticinshape,
30mm longand10mm wide,baseandapex
acute,petioleac.2．8mm long,marginsentire.
Venationweaklybrochidodromous,secondaryveins
5pairsinnumber,divergingfrom midveinatan
angleofca.30 degrees.Intersecondary veins
developed.Tertiaryveins,whenpreserved,percurrent.
Quaternaryveinsformingareoleswithoutfreely
ending veinlets.Smallspot-like structures are
scatteredonleafsurface.
Specimen:INV-1213b.
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Fig.12.1.GeneraloutlineandvenationofDicotylophyllumsp.E.(×1．3)
2a,b,c.GeneraloutlineandvenationofDicotylophyllumsp.D.(a.×1．3,b.×9,c.×9)
3a,b.GeneraloutlineandvenationofDicotylophyllumsp.H.(a.×1．4,b.×13)
4.GeneraloutlineandvenationofDicotylophyllumsp.A.(×1．3)
5.GeneraloutlineandvenationofDicotylophyllumsp.G.(×1．3)
6.GeneraloutlineandvenationofTripetaleiacf.almquisti.(×2)
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（要 旨）

堀内順治・滝本秀夫．関東地方・茨城県・中新統浅川層より産出した植物化石について．

茨城県自然博物館研究報告 第4号（2001）pp.1-32,pls.1-10．
茨城県山方町犬吠峠の中新統浅川層から植物化石77種が産出し，その組成は裸子植物球果

類が2種，被子植物双子葉類が74種，単子葉類が1種類であった．植物組成的には日本国内
の初期中新世後期から中期中新世前期に広く知られている台島型フローラに含まれる．今回
のフローラは暖温帯の海岸沿いの湿潤な低い斜面のような環境を示している．これらの組成
は台島型フローラに含まれるが，これまでに知られているフローラとは異なる要素も多い．

（キーワード）:大型植物化石，初期中新世後期～中期中新世前期，台島型植物群，関東地方．
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図版1（Plate1）

(Allfiguresnaturalsize)

1.CunninghamiaprotokonishiiTanaietOnoe,INV-1407.
2.Metasequoiaoccidentalis(Newberry)Chaney,INV-1115.
3,11,12.Parrotiapristina(Ettingshausen)Stur,INV-1543,INV-1212,INV-1254b.
4,5.Linderagaudini(Nathorst)Tanai,INV-1012,INV-1034.
6.LinderaparaobtusilobaHuetChaney,INV-1208.
7.NeolitseajaponicaTanai,INV-1158.
8.Linderasp.,INV-1410.
9.CinnamomummiocenumMorita,INV-1536.
10.MachilusugoanaHuzioka,INV-1016b.
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図版2（Plate2）

(Allfiguresnaturalsizeunlessotherwisenoted)

1-3.LiquidambarmiosinicaHuetChaney.
4.UlmusappendiculataHeer,INV-1254a.
5.UlmuspseudolongifoliaOishietHuzioka,INV-1397.
6.UlmussubparvifoliaNathorst,INV-1232.
7.Ficussp.INV-1254b.
8.Ficussp.enlargedfromFig.7,x2.
9,10,12.Juglanssp.INV-1341,INV-1132,INV-1041.
11.Pterocaryajaponica(Tanai)Uemura,INV-1541.
13.PlatycaryamiocenicaHuetChaney,INV-1378.



Plate2



図版3（Plate3）

(Allfiguresnaturalsize)

1,2.Comptonianaumanii(Nathorst)Huzioka,INV-1210,INV-1035.
3.QuercusmiovariabilisHuetChaney,INV-1179.
4.QuercusprotoalienaOzaki,1979,INV-1026.
5.Leguminocarpussp.A,INV-1128.
6.Leguminocarpussp.BINV-1209c.
7.CastaneamiomollisimaHuetChaney,INV-1237.
8.CarpinusmiocenicaTanai,INV-1472b.
9.AlnussubfirmaTanaietSuzuki,INV-1157.
10.Corylopsissp.INV-1074.
11.Rhododendronsp.INV-1358.
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図版4（Plate4）

(Allfiguresnaturalsize)

1-5.Plafkeriacf.basiobliqua(OishietHuzioka)TanaiINV-1568,INV-1130,INV-1345,INV-
1356,INV-1102.
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図版5（Plate5）

(Allfiguresnaturalsize)

1,7.Salixsp.A,INV-1058.
2.Salixsp.B,INV-1737.
3.PoplusbalsamoidesGoeppert,INV-1184.
4-6,8.Salixibarakiensissp.nov.4,INV-1002(Holotype),INV-1503(Paratype),INV-1557,INV-
1016a.
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図版6（Plate6）

(Allfiguresnaturalsizeunlessotherwisenoted)

1.Diospyrossublotus(Tanai),INV-1073.
2.Maakiasp.,INV-1257.
3-5.Caesalpiniahosogaiisp.nov.,INV-1718(Paratype),INV-1072,INV-1084(Holotype).
6-7.PodogoniumknorriiAl.Braun,6;aleaf,INV-1587,7;apodINV-1174.
8.Wisteriafallax(Nathorst)TanaietOne,INV-1653.
9,16.RosausyuensisTanai,INV-1033,INV-1648.
10.Rosasp.B,INV-1121.
11.Wisteriafallax,(Nathorst)TanaietOne,INV-1548.
12-15.Rosasp.A12(x2),13INV-1019,14,15(x2),INV-1669.
17.Pyrussp.,INV-1564.
18.Photiniamioserrulatasp.nov.,INV-1472a.
19.Leguminositessp.A,INV-1453.



Plate6



図版7（Plate7）

(Allfiguresnaturalsize)

1.Maakiasp.,INV-1207.
2.Syzygiumsp.,INV-11637.
3.CornusmegaphyllaHuetChaney,INV-1414.
4.BerchemiamiofloribundaHuetChaney,INV-1197.
5.Celastrusparaorbiculatussp.nov.,INV-1182(Holotype).
6.Mallotussp.,INV-1597.
7.Cornussp.,INV-1036.
8.Berchemiasp.,INV-1291.
9-11.PaliurusprotonipponicaK.Suzuki,INV-1059,INV-1029,INV-1501.
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図版8（Plate8）

(Allfiguresnaturalsize)

1.Acertricuspidatum,INV-1248.
2.AcersubnikoenseTanaietOnoe,INV-1231.
3.AcernordenskioeldiiNathorst,INV-1100.
4.Aceryamanae,INV-1186.
5.Aceryamanae,INV-1202.
6.Acersp.A,INV-1614.
7.Acerprotomiyabei,INV-1612.
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図版9（Plate9）

(Allfiguresnaturalsize)

1.Acersp.B,INV-1207a.
2,5.“Acer”ezoanumOishietHuzioka,INV-1079,INV-1143.
3,7.SapindustanaiiOnoe,INV-1473,INV-1124.
4.Tripetaleiacf.almquistiNathorst,INV-1107.
6.Dicotylophyllumsp.A,INV-1349.
8.Dicotylophyllumsp.B,INV-1366.
9.Dicotylophyllumsp.C,INV-1590.
10.Enkianthussp.,INV-1378.
11.SmilaxtrinervisMorita,INV-1543.
12.Dicotylophyllumsp.D,INV-1332.
13.Ilexsp.,INV-1217.
14.Dicotylophyllumsp.E,INV-1205.
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図版10（Plate10）

(Allfiguresnaturalsize)

1.Dicotylophyllumsp.F,INV-1581.
2.PopulusbalsamoidesGoeppert,INV-1628.
3-5.uncertainplantorgans,INV-998,INV-1264,INV-1262.
6.PlatycaryamiocenicaHuetChaney,INV-1335.
7.Pterostyraxsp.,INV-1148.
8.Plafkeriacf.basiobliqua(OishietHuzioka)Tanai,INV-1215.
9.Dicotylophyllumsp.G,INV-999.
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はじめに

茨城県南東部の鹿島台地には，最終間氷期の汎世界
的な海水準変動を反映した上部更新統下総層群木下層
が広く分布している．木下層は，下末吉海進時に出現
した古東京湾（Yabe，1931）を埋積した浅海成堆積物

を主体とし，近年では堆積相解析の進展に伴いバリ
アー島システムの堆積物の存在が報告され（牧野・増
田，1989;岡崎・増田，1992;MurakoshiandMasuda，
1992など），シーケンス層序学的観点に基づいた考察
がなされている．この結果，木下層は下末吉海進に伴
う1回の海進－海退サイクルにより形成された堆積物
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Abstract

ThedepositionalfaciesandmolluscanfaunalsuccessionsofthelatePleistoceneKioroshi
Formation,ShimosaGroupattheTazukaoutcropsection,TaiyoVillage,IbarakiPrefecture,reveal
thepresenceoftwoparasequences(PS1andPS2)incontrasttopreviousstudiesthatinterpretedthe
formationbyasinglesequence.ItunconformablyoverliestheYabuFormationandconsistsofseven
units,AtoG.UnitsAandBconstitutePS1withanerosionalsequenceboundaryandtransgressive
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Molluscan assemblages from shellbeds 2 to 5 in unitB indicate an upward-deepening
(transgressive)trendaccordingtothebathymetricalrangesofequivalentRecentbivalves.PS2is
composedoflagoonalfacies(D)withabasalbayravinementsurfaceandtransgressivelags(C),
andanupward-coarseningfaciessuccession(E-G)oflowershorefacetobackshorefacieswitha
basalwaveravinementsurface(E).TheKioroshiFormationappearstohavebeenformedbytwo
small-scalesea-levelchangesreflectingglobalglacialeustasyduringtheoxygenisotopestage5e.
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であると解釈されている．
茨城県下における木下層は軟体動物化石を多産する

ことから，真野（1965）以降多くの研究例があり，そ
の軟体動物化石群集の概要は成田層研究会・茨城地学
会（1998）により集大成されている．しかし，軟体動
物化石密集層の堆積シーケンス中における位置付けや
堆積相との詳細な対比，また露頭レベルの詳細な観察
に基づいた形成論に関しては十分に研究されていると
は言い難い状態にあり，村越（1999）による大洋村阿
玉の研究例があるに過ぎない．
本研究では，鹿島台地西側斜面北部に位置する鹿島

郡大洋村田塚（図1）の露頭において，詳細な堆積相
の記載を行うとともに，産出する軟体動物化石密集層
における二枚貝を対象とした群集解析を実施した．田
塚では木下層の多くの層準に多数の軟体動物化石を挟
在することから，下末吉海進期における精度の高い古
環境復元が期待できる．
その結果，従来一連のサイクルで説明付けられてい

た本地域の木下層に，顕著な海面低下と引き続く海面
上昇の形跡が認められた．このことは，下末吉海進期
に発生した，短い周期の海面変動に起因したパラシー
ケンスを反映しているものと考えられる．また，軟体
動物化石密集層は海進時に形成された海進ラグ化石
層，ストームに起因した単一イベント化石層および多
重イベント化石層，散在的な現地性の化石層に区分で
きた．

地形・地質概説

鹿島台地は茨城県南東部に位置し，北浦と鹿島灘に
挟まれた北北西－南南東に伸びる標高40m程度の台
地である．鹿島台地中軸部は関東ローム層と下総層群
から形成され，標高は台地中部で44～45mと最も高
く両翼では35～38m程度と低下する傾向があり，台
地縁辺では段丘崖に切られている．
鹿島台地を形成する下総層群は，下位より薮層，木

下層，常総層に対比されている（岡崎，1992）．鹿島
台地南部における木下層には東西方向に延びる解析谷
地形が知られており（真野，1965;岡崎，1992など），
厚い泥層が埋積している．このような谷地形は，酸素
同位体比ステージ6の氷期に開析され，その後の下末
吉海進時（ステージ5e）初期にエスチュアリーとし
て埋積されたものと推定されている（Okazakiand
Masuda，1995）．このようなエスチュアリーシステム
の形成後，海水準の上昇に伴って出現したバリアー島
システム，海退時に形成された浜堤平野システムによ
り木下層が形成されたものと解釈されている（Mura-
koshiandMasuda，1992）．
鹿島台地南部における木下層には，とくに海進の進

行に伴い潮流堆積物が堆積し，潮汐チャネル，潮流口
を伴うバリアー島システムが発達したと解釈されてい
る（岡崎，1992）．また，村越（1999）は，本報告の
田塚露頭の北西400mに位置する大洋村阿玉で，本論
のユニットAと同じ層準における海進ラグ堆積物にお
ける軟体動物化石密集層の堆積プロセスについて考察
している．さらに，阿玉ではNakazatoetal.（1993）
により，木下層基底の礫層中から産出した Spisula
sachalinensisのESR年代測定が実施されており，160
±19Kaという年代値が得られている．

堆 積 相

大洋村田塚における総合柱状図を示す（図2）．田
塚は高さ14m，幅30m程度の露頭であり，露出する
下総層群は下位より薮層，木下層に区分できる．ここ
では，木下層を堆積相の特徴からA～Gの7のユニッ
トに分類した．

1．薮層

露頭下部は木下層に不整合に覆われる薮層からな
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図1．調査露頭位置．国土地理院発行2万5千分の1地
形図「鉾田」を使用．
Fig.1.Localityofthestudiedoutcrop.Basemapis
after1:25，000-scale topographic map “Hokota” by
GeographicalSurveyInstituteofJapan.
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る．薮層は鹿島台地周辺の台地下部に広く分布してお
り，木下層に不整合に覆われている（岡崎，1992）．
薮層は主に生物擾乱を呈する細粒砂からなるが，最上
部はハンモック状斜交層理を呈する細粒砂からなり，
多数の管状生痕が認められる．管状生痕は上位の木下
層との不整合面から穿孔されているものが多い．

2．木下層

ユニットA

木下層最下部には薮層を緩く削り込んだ，明瞭な侵
食面を呈する不整合面が認められる（図版1a）．この
侵食面を介してユニットAの，全体的に分級の悪い最
大層厚45cmの軟体動物化石を含む中礫層が発達して
いる．軟体動物化石密集部は全体的にレンズ状で，幅
6m程度である．基底には細～中礫が密集するが，中
部ではSpisulasachalinensis，Mactrachinensisなどの
比較的大形の二枚貝化石が密集し，上位に向かって細
粒化，殻の小型化が認められるほか，再堆積した生痕
化石Rosseliaisp.も散在的に含まれる．破片化，磨耗
の程度は弱く，Spisulasachalinensis，Acilainsignis，
Glycymerisyessoensis，Mactrachinensisが合弁で産出
する．この礫層は側方に収束し，薄い部分では層厚
10cm以下となり，軟体動物化石はキャストのみ，も
しくは全く含まれなくなる．礫層の上位は比較的小型
の軟体動物化石が散在する厚さ10cm程度の細～中粒
砂層に漸移する．

ユニットB

礫質ウェーブデューンと癒着型ハンモック状斜交層
理極細粒～細粒砂層との互層，およびトラフ状斜交層
理を呈する層厚250cmの粗粒～中粒砂層を一括して
ユニットBとした．
ウェーブデューンは波高8～10cm程度で分級のや

や悪い粗粒砂～中礫からなり，最上部のものを除いて
Glycymerisyessoensis，Astartehakodatensis，Clinocar-
diumcaliforniense，Spisulasachalinensisなどの軟体動
物化石を含む．最下部のウェーブデューン砂層は，再
堆積したRossseliaisp.を含むとともに，下位層に掘り
込んだ生痕化石Piscichnuswaitemataを充填した化石
密集部（図版1b）がある．ウェーブデューンから得
られた波浪の振動方向は北東－南西方向を示し，現在
の鹿島灘の方向に直交する．
ハンモック状斜交層理砂層は，ウェーブデューンに

引き続く生物擾乱を呈する細粒砂層をやや削りこんで
堆積している（図版2a）．生物擾乱を呈する細粒砂層
にはウェーブデューンを覆う薄いシルトや管状生痕が
認められる．ハンモック状斜交層理砂層は2層準認め
られるが，下位の層準のものには，層理に沿って殻の
薄いCadellalubrica，Clinocardiumcalifornienseなどの
軟体動物化石が密集して挟在する．
ハンモック状斜交層理砂層の上位には，浅くチャネ

ル状に削り込む，分級が悪くトラフ状斜交層理を呈す
る粗粒～中粒砂層が認められる．古流向は北西方向が
卓越するが南西方向を示すものもあり，直交した方向
を示している．この上位には化石を含まない礫質
ウェーブデューン粗粒砂層が累重する．

ユニットC

Dendostreapaulucciaeなどの軟体動物化石を含む，
層厚10～15cmの分級の悪い中礫層である（図版
2b）．基質はシルト分に富む．下底は下位層を浅く削
り込んでいるともに，管状生痕が穿孔する．

ユニットD

ユニットCを覆う塊状青灰色シルト層である（図版
2b）．層厚は340～360cm程度である．生物擾乱は殆
ど認められないが，合弁の Theolalubrica，Raeta
pulchellaを散在的に含むほか，単子葉植物の葉化石片
などの植物片を含んでいる．侵食面を介して上位のユ
ニットEよりOphiomorphaisp.と考えられる管状生痕
が穿孔する．

ユニットE

ユニットDを平坦な侵食面で覆う，癒着型ハンモッ
ク状斜交層理を呈する分級の良い極細粒砂層である．
層厚は400cm程度である．

ユニットF

トラフ状斜交層理を呈する分級の中程度の極細粒～
細粒砂層であり，ユニットEから漸移する．層厚は
120cm程度である．トラフ状斜交層理から得られた
古流向は東北東を示している．

ユニットG

平行層理を呈する細粒砂層であり，カレントリップ
ルが認められるほか，薄い極粗粒砂層を挟在する．ユ
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ニットFから漸移し，層厚は100cm程度である．

軟体動物化石

田塚露頭では，ユニットA～Dにおける7層準から
軟体動物化石が多産し，下位より化石層1～7の名称
を与えた（図2）．特に，ユニットA～Bに含まれる
化石層1～5は密集度が高く重要であると考えられる
ことから，堆積相とともに産状を詳細に観察し，産出
種の出現比率の推移を調べた（図3）．なお，群集解
析を行うにあたっては，軟体動物遺骸の供給源からの
運搬の認識が容易（佐藤・下山，1992）な二枚貝を対
象に，古生態学的考察を行った．
各化石層から得られた化石試料は，殻の破片化度に

より殻数を1～0．25まで1/4刻みで4段階に区分して
殻数を計測し，その総数を示した（表1）．また，優
占種の殻数が20に満たない化石層3，7以外の試料を
除き，各試料における優占種の相対頻度の推移を示し
た（図4A）．さらに，波部（1977）による現生種の生
息深度で，水深30m以浅に生息する種を浅海種，
50m以深に生息する種を深海種，これ以外の深度に
広く生息する種は中間種とし，各化石層における種の
産出頻度の変化も調べた（図4B）．

各化石層の産状

化石層1

木下層基底のユニットAの礫層に含まれる群集であ
る（図版1a）．最大層厚45cmのレンズ状中礫層中に
貝殻片支持で著しく密集し，殻サイズは礫層中部で最
大となり，下部，上部では小型化する傾向がある．殻
の方向は下部では凹面上位が目立つが，中部では凸面
上位，凹面上位の個体が乱雑に密集し，大型個体の内
側は細粒堆積物やより小型の貝化石により充填されて
いる．このような産状は，懸濁物密度の高い流れや波
浪に運搬された大量の軟体動物遺骸が急速に埋没，堆
積した結果であるものと考えられる（Allen，1984）．
これに対して化石層上部では凸面上位の姿勢を示す個
体が卓越し，流れのエネルギーの低減に伴って安定し
た姿勢で堆積した経過を反映しているものと推測でき
る．
優占種はSpisulasachalinensisであり，全殻数の60

％を占める．主要な随伴種はMactrachinensis，Mer-

cenariastimpsoniで，Spisulasachalinensisと併せて占
有率は86％に達し，比較的多様度に乏しい群集であ
るといえる．これらは，いずれも水深20～30m以浅
の外洋砂底環境に生息する種であり，浅海種の出現比
率は91％を占めている．合弁個体はSpisulasachalin-
ensis，Mercenaria stimpsoni，Yoldia notabilis，Solen
krusensterniなどに認められるが，いずれも生息姿勢
は保たず離弁個体とともに特定の方向性を持たずに堆
積している．また，合弁個体を注意深く観察すると，
Mercenariastimpsoniでは靱帯部の保存が良く，Solen
krusensterniも殻前部を下位に向けた姿勢で産出する．
さらに，離弁個体でも破片化の程度は弱く，磨耗の程
度も弱いこと，生痕化石Rossseliaisp.が底質から洗い
出されて挟在することなどから，生息地において洗掘
されたのち，急速に堆積した半現地性の産状と考えら
れる．

化石層2

化石層2は，ユニットB最下部に認められる礫質
ウェーブデューン砂層に含まれる化石層である（図版
1b）．Yoldianotabilisの1個体を除いて全て離弁個体で
あり，凸面上位個体が多く破片化が進行している．ま
た，下部層に掘り込んだ大型の生痕化石Piscichnus
waitemataの形成する凹地を充填して，とくに破片化
の著しい小型の個体が密集する．
優先種はSpisulasachalinensisであるが，その占有

率は37％と化石層1に比較して減少し，随伴種の
Glycymerisyessoensis，Astartehakodatensisと併せても
その占有率は52％に過ぎない．化石層2では浅海種
は54％を占めるが，Astartehakodatensis，Venericar-
diaferrugineaなどの深海種も13％出現し，化石層1
に比較して急増する．

化石層3

化石層3は，厚さ5cm程度の砂層を挟んで化石層2
の上位に認められる礫質ウェーブデューン砂層に含ま
れる化石層である（図版1b）．化石層1に比較して化
石の含有量は少なく，部分的にレンズ状の貝殻密集層
が認められるに過ぎない．ウェーブデューンの波高は
10cm程度で，下底は緩い侵食面を示すが，化石層2
に認められるような生痕密集部は認められない．全て
離弁個体からなり破片化の進行した個体も多く，凸面
上位の個体が卓越する．Astartehakodatensis，Ca-
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表1．茨城県大洋村田塚の木下層から得られた二枚貝化石リスト．
Table1.ListofbivalvefossilsfromtheKioroshiFormationatTazuka,TaiyoVillage,IbarakiPrefecture.

生息水深は波部（1977）に基づく．



dellalubrica，Glycymerisyessoensisが比較的多産す
る．

化石層4

化石層3に累重するハンモック状斜交層理極細粒砂
層に認められる層厚30cm程度の化石層である（図版
2a）．小型で殻の薄いCadellalubrica，Clinocardium
californienseなどの軟体動物化石が葉理状に密集して
産出し，おもに凸面上位の産状を示す．優先種はCa-
dellalubricaであり，全殻数の40％を占める．比較的
破片化は少なく，磨耗の程度も弱い傾向がある．随伴
種としてClinocardiumcaliforniense，Mactrachinensis
を伴い，Cadellalubricaとあわせて60％を占めてい
る．このほか，Spisulapolynympha，Limatulakurodai
なども比較的多産するが，いずれも殻の薄い小型の種
で特徴付けられる．化石層4ではCadellalubricaに代
表される中間種が卓越し，84％を占める．浅海種は
20％，深海種が2％であり，個体数は少ないがPan-
dora wardiana，Astarte hakodatensis，Limopsis ob-
longaなどの深海種が産出する．Cadellalubrica，
Carditellatoneana，Glycymerisyessoensisは合弁で産
出するが，いずれもハンモック状斜交層理に沿って配

列し，現地性の産状は示さない．

化石層5

化石層4を覆う，波高10cm程度の礫質ウェーブ
デューン砂層に含まれる化石層である．軟体動物化石
はウェーブデューン下部に密集して産出し，凸面上位
の姿勢で産出する個体が多い．優占種のAstartehako-
datensisの占有率は全殻数の29％を占めるに過ぎない
が，随伴種のGlycymerisyessoensis，Cadellalubrtica
を加えると71％に達する．比較的殻の厚いAstarte
hakodatensis，Glycymerisyessoensisが産出することが
特徴である．また，合弁個体はCarditellatoneana3個
体に限られる．磨耗の進行した離弁個体が多いが，特
に殻の厚い種のGlycymerisyessoensisを例に取れば，
化石層4では産出個体数が少ないにも関わらず合弁個
体が産出していることに対して，化石層5では全て離
弁で産出し，破片化，磨耗が著しいといった特徴を有
している．また，扁平な左殻に対して膨らみの強い右
殻をもつMyadorafluctuosaでは，右殻が7割を越えて
いる．化石層5では深海種が33％を占め，浅海種の
25％を上回り，田塚の化石層において唯一深海種が
浅海種の比率を上回る群集である．
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A B

図4．A:化石層1～6における主要二枚貝種の頻度変化．
B:化石層1～6から産出した二枚貝の現生種の生息水深（波部，1977）から見た頻度変化．

Fig.4.A:Relativefrequencychangeofthemajorbivalvespeciesfromtheshellbeds1to6.
B:Relativefrequencychangeofthethreebathymetrictypes(Habe,1977)ofbivalvesoccurredfromthe
shellbeds1to6.



化石層6

ユニットCの分級の悪い中礫層に含まれる層厚
10cm程度の化石層である（図版2b）．破片化，磨耗
を被ったDendostreapaulucciaeなどの離弁個体が凸面
上位の姿勢で産出し，合弁で産出する種は認められな
い．優先種はDendostreapaulucciaeであり，占有率は
56％に達する．随伴種はAstartehakodatensis，Pro-
tothacajedoensisで，Dendostreapaulucciaeと合わせて
77％を占める．本群集は，Dendostreapaulucciae，
Protothacajedoensis，Tapesjaponicaといった内湾潮間
帯に生息する種と，Astartehakodatensis，Venericar-
diaferrugineaといった水深50m以深に生息する種が
混在している．さらに，浅海種，深海種とも破片化が
進行しており，深海種ではとくに著しく磨耗を被って
いる．

化石層7

ユニットDの塊状青灰色シルト層に化石が散在する
群集である．離弁個体が多いが合弁個体も見受けら
れ，生息地から運搬された形跡が認められないことか
ら，現地性から準現地性の群集であると考えられる．
軟体動物化石はTheolalubrica，Raetapulchellaのみが
産出し，多様度の低い群集であるといえる．

化石層1～5における構成種の変化

化石の特に密集して多産する化石層1～5における
産出種の出現頻度の変遷について特に触れてみたい
（図3，4）．Spisulasachalinensis，Mercenariastimpsoni
に代表される浅海種は化石層2を境にして上方に減少
し，Cadellalubrica，Astartehakodatensisなどの中間
種，深海種は増加する傾向がある．ウェーブデューン
を呈する化石層2，3，5では殻サイズが相対的に大型
かつ厚質なGlycymerisyessoensisが多産することに対
して，ハンモック状斜交層理をなす化石層4では殻の
小型で薄質なCadellalubrica，Clinocardiumcaliforni-
enceが卓越する傾向がある．ウェーブデューン，ハン
モック状斜交層理はいずれもストームに伴うベッド
フォームである（斉藤，1989）．ウェーブデューンの
方がより浅海側の粗粒堆積物を特徴づけることから，
後者ではより大型で厚質な軟体動物遺骸が礫質堆積物
とともに選択的に洗掘，残留したことを示していよう．

考 察

1．推定される堆積環境とその変遷

薮層を不整合に覆い，基底に侵食面を伴う礫質堆積
物からなるユニットAは，後述するユニットBの上方
深海化傾向を示す下部外浜～内側陸棚相に覆われてい
る．このことから，ユニットAは海進時に粗粒堆積物
（砂礫や軟体動物遺骸）が残留したラグ堆積物と考え
られる．その堆積深度は，浅海種の軟体動物化石が非
常に卓越していること，含まれる化石は磨耗が少な
く，さらに靱帯のよく保存された合弁二枚貝個体が産
出することから，生息地近傍の水深30m以浅の外浜
環境においてかなり急速に堆積したことが推測され
る．
ユニットBは，一部で生物擾乱砂層を挟むハンモッ

ク状斜交層理砂層からなり，礫質ウェーブデューン砂
層も含まれることから，暴浪波浪の卓越する下部外浜
から内側陸棚における堆積環境が推測される
（Harmsetal.，1975;斉藤，1989）．化石層2～5にお
ける軟体動物化石から推定される堆積深度は，下位層
からの洗掘や浅海からの遺骸の運搬などの作用を考慮
しても，上方に向かって増加する傾向がある．化石層
5では浅海種が著しく減少し深海種が多産することか
ら，その堆積深度は30～40m前後であり，ユニット
Bの貝化石層のなかで相対的に最も深い堆積環境を示
すものと考えられる．この結果は堆積相により推定さ
れる深度と良く合致しており，ユニットBはユニット
Aに比較してより深い堆積相であると判断でき，さら
にユニットB内部では化石層2～5の層準において上
方深海化の傾向を認めることができる．
ユニットCでは，堆積環境復元に有効な示相堆積構

造は認められないが，化石層6に含まれるDendostrea
paulucciae，Protothacajedoensisなどの浅海生の軟体
動物化石からは，潮間帯から水深10m程度の浅い内
湾環境が推測される．破片化，磨耗を被っている深海
種も同時に産出するが，これらは下位の層準より洗掘
されて混合したことによって説明できよう．ただし，
浅海種も破片化が進行しており，かなり運搬を受けて
いることがわかる．さらに，上位には強内湾浅海成の
ユニットDが累重することから，ユニットB堆積時に
比較して内湾かつ浅海の環境下で形成されたものとみ
なすことができる．
田塚において最も細粒な堆積相で特徴づけられ，塊
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状の青灰色シルト層からなるユニットDは，静穏な低
エネルギー環境で形成されたことが明らかである．化
石層7に認められるTheoralubrica，Raetapulchellaの
みが卓越する多様度の小さな軟体動物群集は，水塊の
停滞性が著しい内湾奥の泥底における貧酸素環境に特
有な群集である（波部，1956）．例えば，閉鎖的内湾
性環境を代表する三河湾において，主に知多湾湾央部
や渥美湾湾央部の水深6～15mの水域で同様の群集
が卓越することが知られている（延原ほか，1991）．
したがって，ユニットDの堆積環境は，水塊の交換に
乏しいラグーン状の閉鎖的な強内湾環境であることが
推測できよう．
ユニットEは，癒着型ハンモック状斜交層理が卓越

することから，下部外浜相であると推測される
（Harmsetal.，1975;斉藤，1989）．さらに，累重す
るトラフ状斜交層理を呈するユニットF，平行層理，
カレントリップルを呈するユニットGは，下部外浜に
引き続く上部外浜から海浜の環境下において堆積した
ことが推測され（斉藤，1989;岡崎・増田，1992），
ユニットEからGにかけて上方浅海化あるいは海退の
傾向が認められる．
これらのことから，田塚における木下層は下部外浜

～内側陸棚環境を示すユニットA～B，強内湾環境を
示すユニットC～D，下部外浜～海浜環境を示すユ
ニットE～Gに大別することができる．そして，セク
ション中部のユニットC～DはユニットA～B，E～
Gとは堆積相が大きく異なっており，より内湾側の環
境を示すことから，ユニットA～B→C～Dとユニッ
トC～D→E～Gの堆積環境変化の存在が読み取れ
る．

2．シーケンス層序学的解釈

堆積相層序から読みとれる，田塚における木下層の
2回の堆積環境変化にはどのようなシーケンス層序学
的意義があるのだろうか．以下に用いるシーケンス層
序学用語は安藤（1990），斉藤ほか（編）（1995）など
に基づく．
まず，ユニットA基底に認められる薮層との不整合

面をなす侵食面上には，先述したように海進ラグ堆積
物が累重している．このようなラグ堆積物は，村越
（1999）も指摘しているように，海進の進行に伴い外
洋環境が成立した際の波浪侵食によって形成された波
浪ラビンメント面（ここではシーケンス境界と一致）

上の海進ラグ堆積物であると解釈することができる．
村越（1999）は，阿玉においてユニットBに相当す

る層準に最大海氾濫面を求め，上位には外浜－海浜相
が累重することから，最大海氾濫面より上位の層準を
高海水準期堆積体として一括し，木下層の形成を1回
の海水準変動によって説明づけた．しかし，田塚では
上述のようにセクション中部のユニットC，Dにラ
グーン相が認められ，上下に波浪卓越環境の堆積物
（内側陸棚相，下部外浜相）が発達する．さらに上位
のユニットE～Gには外洋性の海退相が発達する．し
たがって，木下層を1回の海水準変動により解釈する
ことは困難である．ユニットC基底の侵食境界と化石
層1～7の群集構成から推定される古環境から，ユ
ニットA～BとユニットC～Gの形成を異なる海水
準変動，つまり2回の海水準変動で解釈する方が容易
である．そして，ユニットDは，2回目の海進時に陸
側に後退するバリアー島の内側のラグーンで形成され
た堆積物と解釈される．このことから，ユニットCは
2回目の海進に伴う海進ラグ堆積物であり，基底の侵
食面は内湾ラビンメント面であると考えられる．
ユニットE基底の侵食面は，上位にユニットE～G

の外浜－海浜相サクセッションが累重することから，
海進期にラグーン相（ユニットC，D）が形成された
後に，外浜侵食面が陸側に後退することによって形成
された，外洋性の波浪ラビンメント面であると解釈で
きよう．ユニットE～Gに相当する外浜・海浜相海退
性サクセッションは，鹿島台地南部では台地上部に広
く認められている（例えば，荒川，1986;岡崎，1992;
市原ほか，1996）．
以上を統合すると，下末吉海進の進行に伴う外浜侵

食によってユニットA基底の波浪ラビンメント面が形
成された．その後，波浪ラビンメント面上に下部外浜
～内側陸棚相が発達し（ユニットB），化石層2～5が
形成された．したがって，ユニットA，Bは第1回目
の海進によって形成されたパラシーケンス1（以下
PS1:parasequence1，Posamentieretal.，1988）である
と解釈することができる．そして，その最大海氾濫面
は，ユニットB中の堆積相層序と化石層2～5の種組
成変化から，ユニットBにおける最大水深を示す化石
層5より上位で，かつユニットCより下位の層準であ
ることが推定できよう．
その後，一時的に小規模な海面低下が発生し，2回

目の海進に伴ってバリアー島が形成され，陸側にラ
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グーンが形成された．このラグーンにおける内湾ラビ
ンメント面上にはラグ堆積物としてユニットCが堆積
し，ラグーン泥層としてユニットDが厚く堆積した．
そして，海進の進行に伴ってバリアー島が陸側に後退
すると，ラグーンより波浪の卓越する外浜環境に変化
し，波浪ラビンメント面が形成された．高海水準期に
なると，浜堤平野が海側に前進することによってユ
ニットE～Gが形成された．ここではユニットC～
GをPS2と呼称する．PS2における最大海氾濫面は外
浜～海浜相の基底付近，つまり波浪ラビンメント面直
上の層準にあるものと推測される．したがって，ユ
ニットC，Dは海進期堆積体，ユニットE～Gは高海
水準期堆積体と解釈できる。

3．軟体動物化石層の形成要因

次に，軟体動物化石層の形成要因について安藤・近
藤（1999）の化石密集層区分にしたがって位置付けて
おきたい．化石層1，6は，それぞれPS1，PS2におけ
る海進期堆積体の基底をなす礫質の化石密集層である
ことから，海進ラグ化石層（安藤・近藤，1999）であ
るとみなされる．したがって，内湾潮間帯生種の卓越
する化石層6においてAstartehakodatensis，Venericar-
diaferrugineaなどの深海種が混在することは，PS1上
部の内側陸棚－下部外浜相がPS2形成初期の海進時に
波浪侵食されたことによるものと説明づけられる．
一方，化石層2～5はそれぞれウェーブデューン，

ハンモック状斜交層理といったストーム成のベッド
フォームの形成に伴うイベント化石層であると考えら
れる．しかし，化石層2，3，5では，含まれる化石の
磨耗や破片化が進行していること，合弁個体が殆ど認
められないことなどから，村越（1999）も指摘してい
るように，下位の層準からの洗掘による混合が生じて
いる可能性が高い．したがって，化石層4は単一イベ
ント化石層，化石層2，3，5は複数のイベント化石層
の癒着した，多重イベント化石層であると解釈でき
る．

4．従来の木下層形成論との比較

田塚における木下層には2層のパラシーケンスを認
識することができるが，これまで1つのシーケンス

（もしくは海水準変動）で説明づけられていた鹿島台
地の木下層（MurakoshiandMasuda1992;岡崎，1992）
では，このような2層のパラシーケンスがほかの露頭

でも認められるであろうか．
岡崎（1992）によれば，鹿島台地南部では田塚のユ

ニットC，Dに相当する層準に，潮汐チャネル，潮流
口で形成された潮流堆積物が認められている．そし
て，その最上位にラグーン相が累重するとされてい
る．一般に潮流堆積物は海進期にバリアー島の内湾側
で形成されやすい堆積システムと考えられている
（Zaitlinetal.，1994）．したがって，田塚に認められ
るラグーン相は，バックバリアーにおける潮流口の埋
積後あるいは側方に移動した後に出現した閉鎖環境に
おいて形成されたものと解釈できる．このような海進
期のバックバリアー堆積物の上位には，引き続く高海
水準期に形成されたと解釈される外浜～海浜相が累重
する．このことから，岡崎（1992）の示した鹿島台地
南部で認識される1回のシーケンスとは，本論のPS2
に相当するものと考えられる．また，同様のラグーン
相と考えられるTheolalubricaを含む泥質堆積物は東
茨城台地東部の大洗町から旭村でも坂本（1975）に
よって報告されており，下末吉海進期にラグーン環境
が出現したことが示唆されている．したがって，鹿島
灘沿岸部の広い範囲においてPS2の海進期にラグーン
が発達した可能性が十分考えられる．
一方，筆者らの調査によれば，PS1に相当する層準

は，鹿島台地南部ではPS2によって削剥されているこ
とに対し，鹿島台地北部では田塚と同様PS2のラグー
ン相もしくは潮汐三角州相などに覆われる外浜相が認
められている．従来の研究（例えば，Murakoshiand
Masuda，1992）では，PS1の内側陸棚－下部外浜相と
PS2の外浜－海浜相を一連の堆積システムにおける堆
積物として解釈していたことから，パラシーケンスの
分離がなされていなかったものと考えられる．木下層
は、酸素同位体比ステージ5eに堆積したことが判明
している（OkazakiandMasuda，1995）ことから，パ
ラシーケンスの形成はステージ5eにおける小規模な
海水準変動に起因している可能性がある．なお，この
ようなパラシーケンスの分布や形成要因に関しては，
今後の広域的な調査結果をもとに改めて報告したい．

ま と め

鹿島台地北部の大洋村田塚における下総層群木下層
において，詳細な堆積相解析と軟体動物化石群集を
行った結果，以下のことが判明した．
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1．堆積相解析と軟体動物化石群集解析の結果，大洋
村田塚の木下層は内側陸棚－外浜で形成されたユ
ニットA～B，ラグーンで形成されたC～D，外
浜－海浜で形成されたE～Gに大別され，外洋－
内湾－外洋の2回の顕著な堆積環境変化が認めら
れる．そして，ユニットA，C，Eの基底には明瞭
な侵食面が認められる．

2．シーケンス層序学的な考察から，ユニットA～B
とユニットC～Gは異なる海水準変動（すなわち
2回）で形成されたものと解釈され，木下層に2つ
のパラシーケンス（PS）が認められた．すなわ
ち，薮層に重なる波浪ラビンメント面（シーケン
ス境界）を介して，外洋成のユニットA～Bが
PS1の海進期堆積体の主体をなす．PS2の再海進に
伴って形成されたバリアー島の湾側においてユ
ニットC～Dが堆積し，外洋側でユニットE～G
が堆積した．PS2は内湾ラビンメント面を覆う海
進ラグ（ユニットC），海進期堆積体（ユニット
D），波浪ラビンメント面，高海水準期堆積体（ユ
ニットE～G）から構成されるものと解釈される．

3．軟体動物化石密集層の二枚貝の群集解析を行った
結果，化石層1～5はいずれも外洋の浅海環境にお
いて形成されたものとみなされ，その中でも相対
的に上方深海化する傾向が認められた．一方，化
石層6，7はラグーンのような内湾で形成された．
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茨城県南部，鹿島台地の大洋村田塚における木下層を対象に堆積相解析と軟体動物群集解

析を行った結果，これまで1回の海水準変動による1シーケンスと解釈されていた研究に対
し，2つのパラシーケンスの存在が確認された．薮層を覆う木下層は，A～Gの7ユニットに
細分される．ユニットA，Bはパラシーケンス1（PS1）を構成し，シーケンス境界，海進ラ
グ（ユニットA），上方細粒化する下部外浜～内側陸棚相からなる．ユニットBに含まれる化
石層2から5の軟体動物群集における現生種の生息環境から，PS1に上方深海化（海進）が読
み取れる．PS2は，内湾ラビンメント面，海進ラグ，ラグーン相，外洋波浪ラビンメント面，
上方粗粒化する下部外浜～後浜相からなる，木下層は酸素同位体比ステージ5eの氷河性海水
準変動を反映した2回の小規模の海水準変動によって形成されたと考えられる．

（キーワード）:下総層群，木下層，更新統，鹿島台地，軟体動物化石，堆積相，シーケンス層序．
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図版1（Plate1）

a.藪層と木下層の不整合（シーケンス境界:SB）とユニットAにみられる化石層1の産状．
地質柱状図における位置は本文中の図3を参照．

a.Unconformity (sequence boundary:SB) between the Yabu Formation and Kioroshi
Formation,andcloseupview ofunitA,withshellbed1.Refertotext-Fig.3forthe
stratigraphicalposition.

b.ユニットAにみられる化石層1とユニットB下部の化石層2，3の産状．P:Piscichnus
waitemataの掘穴を埋める化石密集層，W:ウェーブデューン．

b.CloseviewoftheupperpartofunitAwithshellbed1andthelowerpartofunitBwith
shellbeds2to3.P:Piscichnusweitemataburrow;W:waveripple.
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図版2（Plate2）

a.ユニットB中部の化石層3，4の産状．4にはハンモック状斜交層理が発達する．
a.Closeview ofthemiddlepartofunitB withshellbeds3to4.Hummockycross-
stratificationisdevelopedinshellbed4.

b.ユニットC（海進ラグ）にみられる化石層6とユニットD（ラグーン相）の化石層7の産
状．地質柱状図における位置は本文中の図2を参照．

b.CloseviewofunitC(transgressivelag)withshellbed6andunitD(lagoonalfacies)with
shellbed7.Refertotext-Fig.2forthestratigraphicposition.
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Introduction

Severalstudiesonthepopulationstructure
and the life history ofJapanese soil-dwelling
pseudoscorpionshave been reported in Japan.
Morikawa(1962)reportedonthelifehistoriesof
ninesoil-dwellingspeciesinMatsuyama,Shikoku.
Sato(1982,1984,1988)estimatedthelifehistories
ofthreespeciesatKaruizawa,studiedtheseasonal
fluctuationsoffivespeciesatMt.Takao,andthe
seasonalchangesoftwospeciesatYokohama.
Kobari(1983,1984)reportedonthelifehistories
ofMicrobisiumpygmaeumatShimotsuma.
Thepresentstudywasdesignedtoestimate

the life history ofTyrannochthoniusjaponicus
basedonseasonalchangesinagecomposition.

Materialsandmethods

Thesamplingsiteforthepresentstudy,an
evergreenoak(Quercusmyrsinaefolia)forestmixed
withJapanesecedar(Cryptomeriajaponica),islocated
atSugenoya,Yachiyo-machi,IbarakiPrefecture,
centralJapan(36°11′N,139°54′E).Thissiteis
about50m longand50m wideandabout27m
abovesealevel.Thereisasmallshrineatthe

centeroftheforest,andvegetablefieldssurround
theforest.Thissitehasbeenknowntobevery
richinT.japonicus(Sakayori,1990).
Samplingwasdonetwotimesamonthduring

27monthsfromSeptember1981toNovember1983.
Eachsample,contained10litersofamixtureof
litterandsoilwastakenfromarandomlyselected
placeinthesamplingsite.Thelitterandsoilwere
putinalargepaperbagandbroughttothe
laboratory.SoilanimalswereextractedwithTullgren
funnels.Extractedpseudoscorpionswerepartially
dissected,ifnecessary,andindividuallymounted
onslideglassplateswithHoyer’ssolutionasa
mountingmedium.Eachspecimenwasexamined
throughamicroscopetodetermineitsdevelopmental
stage.

Resultsanddiscussion

Sincethisstudyisbasedonqualitativesampling,
strictquantitativeanalysesaredifficulthere.Even
from suchlimiteddata,however,thefollowing
traitsofthelifehistorycouldbederived.
Atotalof2，364individualsofT.japonicus,

composedof425protonymphs,569deutonymphs,
507tritonymphsand863adults(481malesand

ASeasonalChangeoftheAgeCompositioninaPopulationofPseudoscorpion,Tyrannochthoniusjaponicus 75茨城県自然博物館研究報告 Bull.IbarakiNat.Mus.,(4):75-78(2001)

ASeasonalChangeoftheAgeComposition
inaPopulationofPseudoscorpion,Tyrannochthoniusjaponicus

(ELLINGSEN)(Arachnida:Pseudoscorpionida)

HiroshiSAKAYORI＊

(AcceptedMarch8,2001)

Abstract

Theagecompositioninapopulationofpseudoscorpion,Tyrannochthniusjaponicus(ELLINGSEN),
wasstudiedtwiceamonthfor27monthsfrom September1981toNovember1983.A totalof
2，364individuals,composedof425protonymphs,569deutonymphs,507tritonymphsand863
adults(481malesand382females),werecollectedfrom thestudysiteinYachiyo,Ibaraki
Prefecture,centralJapan.Seasonalpopulationchangeswereestimatedonthebasisofthenumbers
ofnymphsandadults.Abriefdescriptionofthelifehistoryofthisspeciesisalsogiven.

Keywords:Pseudoscorpionida,Tyrannochthoniusjaponicus,agecomposition,seasonalchange.

＊ ShimotsumaDainiSeniorHighSchool,347-8Shimotsuma-otsu,Shimotsuma304-0067,Japan．



382females),wascollectedduringthesurveyperiod
(Table1).Seasonalfluctuationsofnymphalstages
areshowninhistogramsseparatelyforeverystage
(Fig.1).Protonymphswereobtainedduringthe
summerseasonfrom lateJunetoearlyOctober.
Deutonymphsandtritonymphsappearedmoreor
lessthroughoutallseasons,buttheirnumbers
seemedtodecreaseduringwinter,andinspring
fromlateMaytoJunejustbeforetheappearance
ofprotonymphs(Fig.1).Intheadultstage,males
andfemalesappearedmoreorlessthroughoutall
seasonsasindeutonymphsandtritonymphs.On
25May1983,Icollectedtwofemalescarrying
eggsontheventralsideoftheirabdomens.
Basedontheabovedata,thelifehistoryof

T.japonicusatthisstudysitewasestimatedas
follows:Thebreedingseasonoccursfrom late
springtosummer,becauseprotonymphsappear
fromearlysummertomid-autumn(fromlateJune
toearlyOctober).Eachnymphseemstogrowto
thenextstagewithinamonth.Individualsborn
inearlysummermaygrowintoadultsinautumn
ofthesameyearandthenoverwinter.Onthe

otherhand,theindividualsborninearlyautumn
mayoverwinterasdeutonymphsortritonymphs,
and then reach the adultstage by the next
summertoparticipateinbreeding.Therefore,the
presentstudysuggeststhatthenew-bornindividuals
ofthisspeciesgrowintoadultswithinoneyear,
thoughtherecruitmenttimerangeswidelyfrom
late June to early October.Morikawa (1962)
estimatedthatT.japonicusfrom Dogo,Shikoku,
westernJapan,hasonlyonebreedingseasona
year.Butitisstillunknownhow manytimes
theadultsbreedperyearandhow longthey
survive.
Thelowernumberofindividualscollectedin

wintermightbeattributedtooneofthefollowing
tworeasons.Thefirstpossibilityistheymightmove
intothesoildeeperthantheusualsamplingdepth
toavoidcoldness.Theotherpossibilityisthat
theymightconstructimmobilizedsilkenchambers
forhibernation(Sato,1984).
ThelifecyclesofJapanesepseudoscorpions

havesofarbeenstudiedorestimatedasfollows:
onceayear(Morikawa,1962forMicrocreagris
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Fig.1.Seasonalchangesofthenumberof4developmentalstagesinTyrannochthoniusjaponicus.
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Table1.ThenumberofindividualsineachstageofTyrannochthoniusjaponicus(ELLINGSEN),obtainedfrom
Yachiyo-machi,IbarakiPrefecture(1981-1983).

TotalFemaleMaleTritonymphDeutonymphProtonymphSamplingdate

4888814108September,1981
2410518024 ditto
53410162218October
33101436024 ditto
58811182107November
193349024 ditto
15642307December
93222022 ditto
0000008January,1982
113530026 ditto
1010009February
31011023 ditto
2101009March
91512025 ditto
3251359011April
53813923025 ditto
3161375010May
381314110024 ditto
33112110011June
8419180262129 ditto
7282203847July
1616632249320 ditto
85181214162510August
8951246121425 ditto
17124343837388September
8513927231325 ditto
341628718October
538131616026 ditto
35581111010November
489121611024 ditto
54617211009December
6110192210022 ditto
14527007January,1983
91413025 ditto
4002207February
111172022 ditto
4102106March
100325024 ditto
9133207April
33581010024 ditto
59152515405May
4910＊26130025 ditto
103700010June
42104002826 ditto
11018120265413July
763316183626 ditto
128121331482411August
9010321223430 ditto
444101114512September
9524159281926 ditto
245437512October
112414025 ditto
60420013November
224477024 ditto

2364382481507569425Total
＊Twofemalesattachedeggsontheventralsideoftheirabdomens.



microdivergens,Microcreagrismacropalpus,Tyran
nochthonius japonicus, Allochernes japonicus,
PararoncusjaponicusandMundochthoniusjaponicus;
Sato,1982 forAllochthoniusopticus,Mundo
chthoniusjaponicusand Pararoncusjaponicus;
Sato,1988forTyrannochthoniusjaponicus;Kobari,
1983forMicrobisium pygmaeum)andonceper
two years (Morikawa,1962 forAllochthonius
opticus,BisetocreagrisjaponicaandParobisium
magnum).The Japanese pseudoscorpions have
mostlythelifecycleofonceayearassameas
inthepresentspecies,Tyrannochthoniusjaponicus.
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（要 旨）

坂寄 廣．ムネトゲツチカニムシ個体群の齢構成の季節的変化．茨城県自然博物館研究報

告 第4号（2001）pp.75-78．
ムネトゲツチカニムシ個体群の齢構成の季節的変化を明かにするために，茨城県結城郡八

千代町菅谷のシラカシ・スギ混交林で，1981年9月8日から1983年11月24日まで，毎月2
回計54回調査を行った．各調査日ごとに，林床の深さ約5cmまでの土壌試料を約10�かき集
めて採取し，実験室でツルグレン装置を用いて抽出して2，364（成体雄481，成体雌382，第
３若虫507，第２若虫569，第１若虫425）個体の標本を得，月ごとに各発育段階の出現状況
をまとめた．その結果，この種は晩春から夏にかけて第１若虫が出現することから，その直
前に繁殖が行われると判断された．そして，この新生個体の一部は秋の終わりまでに成体に
成長するが，残りは第２若虫・第３若虫の段階で越冬し，翌春から再び成長を続けて夏まで
に成体に達し，繁殖に関与するものと推定された．

（キーワード）:カニムシ目，ムネトゲツチカニムシ，齢構成，年間消長．



はじめに

日本産土壌性カニムシ類の季節消長に関する研究報
告は，Morikawa（1962），佐藤（1980，1982，1988），
Sato（1984），Kobari（1983），小針（1984），Sakayori

（2001）がある程度で，まだまだ少なく，生活史など
その生態に関してほとんど明らかになっていない状況
である．
筆者は関東平野北部低地林において土壌性カニムシ

類の季節消長の調査を行い，1つの知見を得たのでこ
こに報告する．

調査地の概要および調査方法

調査地は茨城県下妻市大宝の大宝八幡宮境内の社叢
林である（東経 139°58′32″，北緯 36°12′08″，標

高22m）．この林はシラカシ，アカガシ，カヤ，スダ
ジイ，ヒノキ，スギなどの混交林で，林床にはアズマ
ネザサが目立ち，ほかにアオキ，シロダモ，シュロな
ども見られる．
土壌試料の採取は1995年4月5日より1996年4月27

日まで，毎月1回の割合で計13回行った．各回とも林
内のリターの積もっている場所を任意に25cm×
25cmの方形枠を当て，枠内の土壌試料を深さ5cmま
で移植ゴテを用いて採取して紙袋に入れ，毎回8袋の
定量の土壌試料を得た．
採取した土壌試料は，その日のうちにツルグレン装

置にセットし，土壌動物の抽出を開始した．抽出時間
は土壌試料が完全に乾燥するまでおよそ5～7日間と
した．その後，定量枠ごとにカニムシ類を拾いだし，
一部は解剖してプレパラート作成し，光学顕微鏡下で
種の同定とその発育段階の判定を行った．
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Abstract

Theseasonalfluctuationofsomesoilpseudoscorpionswasstudiedbymonthlysamplingsfrom
April1995toApril1996.A totalof1，339individuals,composedof1，236individualsof
Tyrannochthoniusjaponicus,17Microbisiumpygmaeumand86Pararoncusjaponicus,werecollected
inShimotsuma-City,IbarakiPrefecture,centralJapan.Seasonalchangesintheirnumberswere
estimatedseparatelyfordifferentdevelopmentalstages.ThelifehistoryofT.japonicus,ofwhich
manyindividualswerecollectedthroughouttheyear,wasdiscussed.

Keywords:soilpseudoscorpion,IbarakiPrefecture,seasonalfluctuation.

＊ 茨城県立下妻第二高等学校（〒304-0067下妻市下妻乙347-8;ShimotsumaDainiSeniorHighSchool,Shimotsuma-otsu,
Shimotsuma-City304-0067,Japan）．



結 果

調査期間中に定量土壌試料より採集されたカニムシ
類は3科3属3種で，総個体数は1，339個体であった．
調査日ごとに得られた各種の発育段階ごとの個体数を
表1に示した．種ごとの総個体数とその割合は，ムネ
トゲツチカニムシTyrannochthoniusjaponicusが1，236
個体（92．3％），チビコケカニムシMicrobisiumpyg
maeumが17個体（1．3％），アカツノカニムシPara
roncusjaponicusが86個体（6．4％）で，ムネトゲツ
チカニムシが圧倒的に優占していた．生息密度が最も
高かったのは7月19日，最も低かったのは1月23日
で，その値はそれぞれ1m2あたり584個体と70個体
と推定された．
各種の発育段階ごとの出現の様子を見ると，まず，

ムネトゲツチカニムシでは成体，第3若虫，第2若虫
ともほぼ1年を通して見られ，特に夏から秋にかけて
多くの個体数が得られた．しかし，第2若虫は第1若
虫が出現する直前の5月に，第3若虫は第1若虫の出
現した6月に採集されなかった．第1若虫は6月から9

月にかけての4カ月間にだけ採集され，特に初夏にそ
の個体数が多かった．チビコケカニムシは，成体の雌
が9月，10月，12月に合計7個体，第2若虫が9月と
12月に合計7個体，第1若虫が7月，11月，12月に
1個体ずつ総数17個体採集されただけで，成体雄は得
られなかった．また，アカツノカニムシは11月から3
月までの寒冷期にのみ，成体と第3若虫，第2若虫が
採集されたが，第1若虫は得られなかった．

考 察

表1に示したように，土壌性カニムシ類の生息密度
は春の終わりから夏にかけて密度が高く，冬季に低く
なる傾向がある．これは，小針（1984），佐藤（1982，
1988），Sato（1984），Sakayori（2001）と同様の結果
であった．夏に生息密度が高くなる理由は，繁殖期を
経て若齢個体が多数加わるためと考えられる．また，
冬季に密度が低くなる理由について，佐藤（1988）は
横浜での調査で12月から4月にかけて全く採集できな
かったことから，冬季には越冬用のシルクの巣の中に
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表1．調査期間中に採集された種と発育段階ごとの月別個体数．

合計
1996年1995年月／日

4/273/252/251/2312/2111/2910/269/198/217/196/305/254/5種

1811811561131912186193221♂

A

145126531131412171521206♀

21124198511173524243329T

373561774122740322674699D

326313316399P

7412♀

B 716D

3111P

9117♂

C

182493♀

447106147T

1511634D

0P

1，33911061393564851091191182922085445合 計

2，678220122787012817021823823658441610890
1m2あたりの
個体数

A:ムネトゲツチカニムシTyrannochthoniusjaponicus B:チビコケカニムシMicrobisiumpygmaeum C:アカツノカニムシ
Pararoncusjaponicus;♂:雄 ♀:雌 T:第3若虫 D:第2若虫 P:第1若虫．



いるためにツルグレン装置では抽出できないためであ
ろうと推測している．そのほかの理由として，冬の寒
さを避けて林床の表層から土壌深く移動したりするた
め，今回のように深さ5cmまでの土壌試料では採集
されにくかったとも推測される．この点についてはさ
らなる研究が必要である．
この調査で圧倒的に多く採集されたムネトゲツチカ

ニムシについて，各調査日に得られた発育段階ごとの
個体数を図1に示した．その出現の様子から，おおよ
その生活史の推定が可能である．すなわち，初夏に第
1若虫が多数出現していることから，その直前の5月
下旬から繁殖期となり産卵・孵化し，順次第1若虫と
なる．そして繁殖期は8月末頃に終了する．その第1
若虫は約1カ月で脱皮し第2若虫に，その多くは約1
カ月後に脱皮して第3若虫に成長し，さらに冬になる
前に成体になってから越冬する．しかし，遅く産まれ
た個体や栄養状態が悪いなど何らかの原因で成長が遅
れた個体は，第2若虫や第3若虫の段階で越冬し，翌
年の春以降にさらに脱皮成長を続けて，遅くとも5月

下旬からの繁殖時期までには成体となって，繁殖を行
うものと推定される．したがって，ムネトゲツチカニ
ムシの生活史は1年かけて完結する一化性であると推
定される．ほぼ同様の調査結果がMorikawa（1962），
Sato（1984），Sakayori（2001）によっても報告されて
いる．
次に採集個体数の多かったアカツノカニムシは寒冷

期にのみ採集され，しかも成体とともに第2若虫，第
3若虫も得られたが，第1若虫は得られなかった．本
種は，寒冷期にのみ採集される種であることはこれま
でにも指摘されている（Morikawa，1962;佐藤，1980，
1982;Sato，1988;小針，1984;Sakayori，1990）．本種
は温暖期の採集記録が全くないため，その生態につい
てはほとんど知られていない．
チビコケカニムシの生息密度は低く，総数で17個

体しか得られなかったのは，この調査地が比較的環境
の保全状態が良好な林であったためと考えられる．こ
の種は，安定した環境を維持してきた森林土壌中より
はむしろ，遷移の途中であったり，樹木の伐採などに
よって環境が撹乱された後の，まだ不安定な二次遷移
過程のところに多く見いだされる傾向がある（坂寄，
1990，1993，1998）．また，ほかの種では第3若虫に
相当する形態で成体となる幼形成熟を示し，しかも雄
がごくまれにしか採集されないことから，単為生殖を
しているのではないかと推測されている（Kobari，1983;
1984;Sakayori，1989）．
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（要 旨）

坂寄 廣．茨城県下妻市における土壌性カニムシ類の季節消長．茨城県自然博物館研究報

告 第4号（2001）pp.79-82．
茨城県下妻市大宝において，土壌性カニムシ類の季節消長を明かにするために，1995年4

月から1996年4月まで，林床の土壌試料を毎回25×25×5cm3を8個採集して定量調査を
行った．この調査で採集されたカニムシ類は３科３属３種で合計1，339個体であった．その
内訳は，ムネトゲツチカニムシ1，236，チビコケカニムシ17，アカツノカニムシ86個体で，
あわせて各月ごと発育段階ごとの数を調べた．この中で特に採集個体数の多かったムネトゲ
ツチカニムシについて，そのおおよその生活史を推定した．

（キーワード）:土壌性カニムシ，茨城県，季節消長．



はじめに

昨今の博物館の国際的な情勢の中で，教育的役割が
重視されてきていることは明白である．このことは，
最近のICOM（国際博物館会議）およびAAM（アメ
リカ博物館協会）の大会においても教育的役割の重要
性が大きく取り上げられていることからもわかる．
博物館のもつ教育的役割は博物館内での教育活動と

博物館外での教育活動に分けられる．このうち，博物
館内での活動については，展示解説・ガイドツアー・
各種の講座・学生向けワークシートなど，国内外の博

物館で昔から行われてきた．博物館外での活動（いわ
ゆるアウトリーチ事業）はどうだろうか，自然観察会
のような事業は昔から行われているものの，国内の博
物館では学校などに運んで使えるプログラム（資料や
様々な情報がキットになったもの）はまだまだ発展途
上の段階にある．しかし，海外の博物館では学校教育
や社会教育の場で使用できるプログラムが多く準備さ
れ活用されている．国内でもここ数年の動きの中で試
行的なものを見かけるが，これから本格的な需要が見
込まれる．
本研究はこういった時代の流れの中で，海外の先進
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Abstract

Theneedforeducationalfunctionsofmuseumsiswellknownbothwithinandoutsidethe
museum community.Museumsthatareeagertodeveloptheireducationalfunctionsfullymust
extendtheiractivitiesbeyondthebuilding.Forexample,theoutreachactivitiesareverypopular
amongthemuseumsintheUnitedStates.ThisstudysurveyedseveralAmericanmuseumswhich
haveactiveoutreachactivitiesinordertoconsiderhowJapanesemuseumsshouldundertakethese
activitiesinthefuture.Inthesurvey,theoutreachactivitiesofthemuseumsweredividedintothe
followingcategories:1)loanofmaterials,2)educationalkits,3)outreachprogram withinstructors,
4)mobilemuseums,5)outdooractivities,and6)prolongedprograms.Mostoftheprogramsare
developedtobeuser-friendly,andhavereceivedmuchattentionfrom schoolsbecauseofgood
publicrelationscampaigns.Someofthem haveawaitinglistforthenextseveralyears.Thetime
hascomeforJapanesemuseumstodevelopsuchhighqualityoutreachprograms.

Keywords:museum,education,outreach,UnitedStates.
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＊＊ ミュージアムパーク茨城県自然博物館（〒306-0622岩井市大崎700;IbarakiNatureMuseum,Iwai306-0622,Japan）．



的なアウトリーチ事業を紹介することによって国内の
博物館関係者および教育関係者に博物館が持つポテン
シャルを示すとともに，これからの教育活動のひとつ
の指針を示すことを目的としている．

研究方法

今回の研究を行うにあたって以下の段階を踏んだ．
1．インターネットの検索による世界各地の科学系博

物館の調査
2．アウトリーチ活動が盛んな施設のリストアップ
3．emailによる担当者および担当部署へのアプロー

チ
4．返信のまとめと現地調査先の決定
5．現地調査に対する協力依頼の文書発送
6．受け入れの確認と日程の調整
7．現地調査
8．礼状の送付
9．取材内容と資料の整理
10．論文執筆

インターネットを用い地域別に博物館のアウトリー
チ活動の状況を検索してみたが，歴史の長いヨーロッ
パの博物館は教育活動およびアウトリーチ活動をあげ
ているところがほとんどなかった．それに対して北米
の博物館は教育活動全般にたいへん積極的な様子が見
られ，アウトリーチ活動についても活発であることが
わかった．今回の現地調査先には入らなかったが，北
米の中でも子供を対象とした施設はアウトリーチ活動
を行っているところが多かった．
施設別の傾向としては，やはり大型で人的，資金的

に恵まれているところが実施内容も豊富であったが，
後に述べるように助成金制度がたいへん発達している
ため，小さい施設でも優れたプログラムを企画するこ
とで実施できる可能性はあることがわかった．
現地調査先を決定するにあたっては，今後当館およ

び同規模の日本の博物館が参考になることを念頭に選
考した．また，相手先の対応を見ると，やはり全くの
事前のつながり無しに調査を申し入れるのは難しいと
いうことを感じた．

現地調査先および主な対応者

1．ロサンゼルス郡立自然史博物館（図1）

NaturalHistoryMuseum ofLosAngelesCounty

合衆国内でも5本の指に数えられるほどの大型博物
館で，当館とは姉妹館の関係にある．館長および教育
部長のとの懇談の際に博物館規模の話が出たが，博物
館のスケールには様々な観点があり，標本のコレク
ションの数，スタッフの数，建物の大きさ，展示の規
模などが上げられる．教育部スタッフだけでも80名
を越え，サマープログラムの実施時期にはさらに学生
や外部講師が動員される．
〈対応者〉

リンダ・アブラハム
LindaAbraham:ChiefofEducation

メガン・ウォルシュ
MeganWalsh:SchoolProgramManager

ジム・キーシル
JimKisiel:CoordinatorEarthmobile/Seamobile

サラ・トンプソン
SarahThompson:OutreachCoordinator

2．ペイジ博物館（図2）

PageMuseum attheLaBreaTarPit

ロサンゼルス郡立自然史博物館の分館のひとつであ
る．世界的にも有名なタール・ピットが今も吹き出し
ている敷地内に建てられている．スタッフの数も少な
く，小規模な博物館である．
〈対応者〉

ジョン・ハリス
JohnM.Harris:Director
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図1．ロサンゼルス郡立自然史博物館．
Fig.1.NaturalHistoryMuseumofLosAngelesCounty.



カート・アブドック
CurtAbdouch:Administrator

3．フィールド博物館（図3）

TheFieldMuseum

大手デパート経営者が設立し，現在はシカゴ市が運
営している大型博物館．歴史，文化から自然史まで幅
広い範疇を持っている．最近，話題のT-REX，SUE
をオークションにおいて競り落とし，メインホールに
展示していることでも有名．
〈対応者〉

ランディ・ストリックランド
RandellE.Strickland:ManagerofPublicPrograms

キャロル・フィアルコウスキ
CarolFialkowski:EnvironmentalEducator

4．カリフォルニア科学アカデミー（図4）

CaliforniaAcademyofScience

サンフランシスコのゴールデンゲートパーク内にあ

る自然史系の博物館．館内に水族館とプラネタリウム
を併せもっている．教育部は現在14名いるが，さら
に増員を予定している．高校生のインターン制度や充
実したサマープログラムなどが特徴．
〈対応者〉

パメラ・デュプジック
PamelaDupzick:OutreachCoordinator

調査先でのアウトリーチ事業実施の状況

1．ロサンゼルス郡立自然史博物館

（1）メンバーズ・ローン・サービス
Member’sLoanService

料 金:有料（入会金5ドル，テーマ別キットのレン
タル料10ドルなど）

対 象:主に小学校の教師
具体例:動物の剥製，生態のミニジオラマ，先住民の

暮らし学習キット
内 容:教師が教育活動で使用する個々の資料（剥

製，化石標本など）とテーマに沿った学習
キット（資料，ビデオソフト，子供用書籍，
教師用指導書など）に分けられる．教師が学
校に備えられている教材などでは十分でない
と考えた場合，これらの資料を借りて授業な
どで使用することを目的としている．あくま
でも教師が考えた授業の中で資料として利用
するものである．

（2）クラスルーム・コレクション
ClassroomCollection

料 金:有料（8ドル）
対 象:学校
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図2．ペイジ博物館の周辺のハンコック公園．
Fig.2.HankockParkaroundthePageMuseum.

図4．カリフォルニア科学アカデミー．
Fig.4.CaliforniaAcademyofScience.

図3．フィールド博物館のメインホール．
Fig.3.MainhalloftheFieldMuseum.



具体例:タールピット中の化石，ゴールドラッシュ，
先住民の道具（図5）

内 容:ハンズオンの教育活動で使用できるコレク
ションを貸し出すもの．

（3）アースモービル，シーモービル（図6）
TheEarthmobile,TheSeamobile

料 金:無料（ある財団からの助成金で構築，運営さ
れている）

対 象:ロサンゼルス郡内の学校
アースモービルは小学校3～5年生，シー
モービルは中学生

具体例:有史以前のカリフォルニアの暮らし（アース
モービル）
海洋汚染と生物の多様性（シーモービル）

内 容:それぞれ大型のトレーラーの内部を改造し，
その中で子どもたちがさまざまな学習活動を
展開できるようになっている．大切なことは
子どもたちが本当の研究者になったような雰

囲気で科学的な探求活動を体験できることに
ある．

（4）出前博物館
MuseumOnTheMove

料 金:150ドル（50分を1単位として）同じ学校で
同じ日に複数のクラスで行う場合は1クラス
追加するごとに75ドル

対 象:主に小学生（プログラムにより対象年齢と人
数が決まっている）

具体例:昆虫の移動動物園（図7），恐竜探検，先住
民の暮らし

内 容:インストラクターが資料を持って学校に出向
き，学習プログラムを展開する活動．子ども
たちは具体的な資料を見たり，さわったりし
ながら，専門のインストラクターの説明を聞
くことで，たいへん印象的な学習活動をする
ことができる．

（5）アース・オデッセイ（図8）
EarthOdessey（準備中）

料 金:無料（企業からの助成金で構築，運営されて
いる）

対 象:小学生
具体例:鳥，昆虫，植物などの多様性を感じ，環境の

意識を持たせる予定
内 容:4つのステップに分かれる．

第1ステップ
―インストラクターと教師の打ち合わせ
第2ステップ
―学校での活動（後にくる野外活動の説明

をする）

86 滝本秀夫

図5．先住民の生活学習セット．
Fig.5.TrunkkitofIndigenouspeople.

図7．小学校での昆虫学習プログラム．
Fig.7.Outreachprogramattheelementaryschool.

図6．シーモービルの外観．
Fig.6.TheSeamobile.



第3ステップ
―野外での活動（例えば昆虫や植物の多様

性などの調査）
第4ステップ
―学校に戻り調べたことをまとめ，発表し

会う．
ある企業はこの事業にミニバンを一台と
運営資金を提供している．

（6）障害児用プログラム
SpecialEducationOutreachProgram

料 金:無料
対 象:障害を持つ子どもたち
設 定:15名，50分
具体例:恐竜，海の生物，北米の哺乳類
内 容:障害を持つ子どもたちの学校や施設に資料を

もった教育部スタッフが訪れ，自然史の基礎
を学ぶ，あるいは資料を基に探求活動をする．

2．ペイジ博物館

（1）坑夫物語
料 金:無料
対 象:小学生から一般まで
内 容:インストラクターが100年ほど前の油田作業

員の服装で，一輪車に道具や化石のレプリカ
を乗せて登場し，それらを用いながら当時の
発掘の様子を語るもの（図9）．

（2）サーベルタイガー組み立てキット
料 金:無料
対 象:小学生
内 容:サーベルタイガーの化石骨のレプリカを用意

し，復元図などを元に全身骨格として組み立
てていく活動．

3．フィールド博物館

（1）教育貸出資料（図10）
HarrisEducationalLoanProgram

料 金:シカゴ市内の学校は無料，シカゴ以外は年間
で30ドル

対 象:学校
内 容:標本ボックス ExhibitCases（図11）

植物標本や動物剥製が木箱の中に入ってお
り，背景が生態的なミニジオラマ風になっ
ている．箱の横に引き出し式のパネルがあ
り，ここに基本データなどの説明が書いて
ある．
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図8．アースオデッセイの参加者用キット．
Fig.8.Children’skitofearthodyssey.

図9．コスチュームを着て雰囲気を盛り上げる．
Fig.9.Performanceoncostume.

図10．貸出資料が整備された棚．
Fig.10.Loanmaterials.



体験ボックス ExperienceBoxes（図12，13）
標本，ビデオソフト，参考資料，文献，指
導者用情報などを箱に詰めたもの．

オーディオ・ビジュアル資料
動植物の生態や化石・鉱物の産状などを記
録したスライド，ビデオテープ，フィル
ム，カセットテープなど．

（2）土壌研究車（図14）
TheSoilAdventureMobile（SAM）

料 金:1プログラム100ドル（数が増えるに従い割
引有り）
移動費（車の燃料費など）は地域によって
15ドルから45ドル

対 象:学校，図書館，公民館，公園など
年齢としては2年生から8年生程度

内 容:改造した専用車にプログラム実施に必要なも
のを詰め込み，学校などに出張して土壌のし
くみや働きを学習するプログラム．

4．カリフォルニア科学アカデミー（CAS）

（1）ワイルド・シティ（学校向けプログラム）
WildCityinSchool

料 金:無料（助成金により実施されている）
対 象:学校（小学校高学年以上）
内 容:レッスン1

導入として「生命の多様性」というこのプ
ログラムのテーマを様々なゲームや話し合
いの中から認識させる．

レッスン2
「生命の多様性はどうして重要なのか」「自
然はどのように我々の助けを必要としてい
るのか」などの質問を投げかける．博物館
の標本や雑誌，新聞などを資料に子どもた
ちに考えさせる．

レッスン3
子どもたちはグループに分かれ，開発者と
自然保護者の立場でロールプレイを行い，
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図13．キットには解説カードが付属する．
Fig.13.Cardsforteachers.

図11．貸出資料（解説が横に引き出せる）．
Fig.11.Loanmaterial.

図12．日本文化を学習するキット．
Fig.12.LoankitofJapaneseculture.

図14．土壌学習用に改造された車両．
Fig.14.Thesoiladventuremobile.



それぞれのシナリオを書く．また，その中
で哺乳類，鳥類，植物，企業家それぞれの
立場について考えていく．子どもたちは開
発の前と後の絵を描く．子どもたちはそれ
ぞれの提案について賛成，反対の投票を行
う．持続可能な開発，保全，保存や自然環
境のシステムについて議論をする．

レッスン4
子どもたちはCASの博物館を訪れる．学
芸員の案内でバックヤードのツアーに参加
し，質問があれば学芸員に尋ねる．配られ
たカードに書かれた生物について博物館の
展示などで調べ，その内容については自分
が責任を負う．昼食後，ゴールデンゲート
パークでの植物の回復活動や鳥の巣箱作り
などの活動を行う．子どもたちはインター
ネットを通じて，あるいは家族での再来館
を通じてCASとのつながりを持っていく．
教師にはフォローアップのための情報を送
る．

（2）ワイルド・シティ（サマープログラム）
WilidCityinSummer

料 金:無料（助成金により実施されている）
対 象:学校（小学校高学年以上）
内 容:9才から12才の子どもたち約10名を対象に

した火曜日から金曜日までの4日間連続のプ
ログラムであり，各日とも10時から14時30
分までが活動時間である．
火曜日
午前中はゲームや実習をとおして「生命の
多様性」の概念を学ぶ．また，博物館の研
究部門を訪れ昆虫のコレクションを見ると
ともに学芸員の話を聞く．午後は公園内の
メトソン湖というところで水生昆虫の採集
と観察を行う．

水曜日
サンブルノ山にハイキングに行く．山頂か
らの眺めや景観などについて全体を見渡し
た絵とどこかをズームインした絵を描く．
また，糸を使って地面に囲いを作りその枠
の中に何種類の植物がどのように生えてい
るかを地図にプロットする．午後は貝塚か
ら貝を掘り出し，有史以前の人々の暮らし

について話し合う．その後，蝶の採集と同
定を行い，希少種の重要性と保護について
話し合う．

木曜日
マウンテンレイクというところに出かけ午
前中は双眼鏡の使い方とバードウォッチン
グを行う．午後はプランクトンネットの使
い方を学び，採集したプランクトンを携帯
式の顕微鏡で観察する．

金曜日
植物の保護地域において植物の植裁活動を
行う．午後はこれまでの活動を振り返りな
がら「生命の多様性」の意義とその保護の
重要性を話し合う．最後に全員で記念写真
を撮影する．

参加体験レポート

1．ロサンゼルス郡立自然史博物館による学校でのア

ウトリーチプログラム

（1）日 時 2000年6月21日 午後2時～2時50分
（2）場 所 小学校
（3）対 象 1，2年生
（4）担当者 博物館インストラクター1名
（5）テーマ 昆虫に親しむ
（6）内 容

約20人の子どもたちが会場となる小ホールに入っ
てくる．子どもたちが通る脇のテーブルの上にはイン
ストラクターが運んできた8種類の昆虫が飼育箱に入
れて置いてある．子どもたちは興味深そうにその横を
通って入ってきた．担任の教師が子どもたちを半円形
に床に座らせる．
インストラクターのカールはその中心に立ち，話し

始める．「どんな昆虫を知っているかな？」子どもた
ちはそれぞれの経験からさまざまな昆虫の名前を挙
げ，それらの昆虫の体のつくりについて確認をしてい
く．次にカマキリのぬいぐるみを持ち出して子どもた
ちに体のつくりや生態についての質問をする．「目は
どこにあるかな？」「耳はどこにある？」「触覚は何の
ためにあるの？」「胸はどこ？昆虫は胸から足が出て
いるんだね．」「人は鼻，口，胸，おなかを使って呼吸
をするけど，昆虫はおなかの穴でするんだよ．」「昆虫
の身体はいくつの部分からできているのかな？」子ど

アメリカ合衆国の博物館におけるアウトリーチ事業の現状と日本の博物館の課題 89



もたちは一斉に応える．「3！」
インストラクターはさらにクモのぬいぐるみを取り

出して問いかける．「足は何本あるの？」「8！」「ク
モは2つの部分からできているんだね．」インストラ
クターはさらにムカデのぬいぐるみを出して同様の話
をし，節足動物と昆虫についてまとめた．
インストラクターは子どもたちに昆虫の触り方を説

明する．「指を2本このようにしてそっと触るんだよ．
さわるのがいやな場合はこうして両手を胸にあてるん
だ．」インストラクターは昆虫を１つずつ取りだし，
子どもたちに順番に触らせている．そしてそうしなが
ら，その昆虫の身体の特徴や生態について説明を加え
る．例えば，マダガスカルゴキブリについてはこんな
やりとりが聞かれた．「この虫が出す音は何かの音に
似ていないかい？」「蛇の音に似ている！」「もし，こ
の音を森の中で聞いたらどうする？」「逃げる！」「そ
うだね，昆虫たちは自分の身を守るためにいろいろな
しくみをもっているんだ．」また，サソリについては
インストラクターが自分の手のひらに乗せ，ブラック
ライトをあてることによって身体が光ることなども見
せていた．子どもたちは怖がりながらも熱心に見入っ
ていた．
（7）感 想

このプログラムはインストラクター1名が大きな
バッグの中に8種類の昆虫と小道具を入れて行う小規
模なものだったが，子どもたちに昆虫や分類の基礎を
教えつつ昆虫に興味を持たせるたいへん有意義なもの
であった．担任の教師は有料のプログラムということ
もあってか，完全にお客さんとなっていた．ビデオと
カメラを持参し，取材を申し込んだが，家庭環境が複
雑な子が多く，後で両親からクレームがくると困ると
いうことで，残念ながら子どもたちの顔が写らないよ
うに写真を1枚撮るだけにした．今回のプログラムを
実施したカールに話を聞いたところ，インストラク
ターには教育的な技術とバックグランドインフォメー
ションが必要だと言っていたのが印象的だった．彼の
場合はマリンバイオロジーがバックグラウンドだと
言っていた．

2．カリフォルニア科学アカデミーによるサマー・ア

ウトリーチプログラム

（1）期 日 2000年6月27日～29日
（2）場 所 カリフォルニア科学アカデミー博物館お

よびゴールデンゲートパーク，ほか
（3）対 象 9-12才，12名
（4）担当者 博物館教育部スタッフ2名，学生イン

ターン1名，ボランティア2名
（5）テーマ 生命の多様性
（6）内 容
6/27（火）
サークルにいすを並べ子どもたちを座らせる．「自

分に当てはまることだったら立ち上がってほかの席に
移動するのよ．」と今日の主担当者であるパメラは説
明する．「昨日はシャワーをあびた．」ほとんどの子ど
もたちは立ち上がってほかの席に移る．「私はカリ
フォルニアで生まれた．」「私はドッグフードを食べた
ことがある．」子どもたちはゲームをしながら少しず
つうち解けてくる．続いて自己紹介を兼ねた言葉の遊
びをする．「自分の名前と同じ頭文字の言葉を使って
自己紹介するのよ．たとえば，MynameisHideo.I
likeHockey.」子どもたちはそれを真似て自己紹介を
していく．
次にパメラがレクチャーをする．「今回のプログラ

ムで大切なことを話すわよ．以下のことを大切にして
ね．まず，一緒に活動する仲間を尊敬すること．植
物，動物，環境を大切にすること．…」これらのこと
を書いた紙の下の方に子どもたち１人１人にサインを
書かせる．
日程の説明と質問を受ける．子どもたちにはバック

パックが1つずつ配られる．これも無料で支給され
る．中にはノート，筆記用具，帽子など活動に必要な
ものが入っている．どれにもみな今回のプログラムの
名前WildCity！ 2000と書かれている．
ハングマンというゲームをする（図15）．Biodiversity
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図15．ゲームをしながらオリエンテーション．
Fig.15.Orientationongame.



という単語をアルファベットひとつずつ書き込んでい
くのだが，子どもたちが間違うと横にあるイラストに
線を記入していき，しまいには人の首がつられてしま
うというゲームだ．
「どんな動物を知っているかな？」子どもたちは身
近な動物や動物園で見たことのある動物などを上げて
いく．「地球上にはどれくらいの種類の動物がいると
思う？ 実はわかっているだけでも140万種類もいる
のよ．」「では，どれくらいの数か書いてみましょう．」
といってレクチャー室の壁に貼ってある大きな紙を指
す．「1つの点を40種類として140万種類がどんなも
のか書いてみましょう．」子どもたちは1人8本のペン
を持ち360回点を打たされる．壁に貼られた紙には無
数の点が書き込まれる（図16）．
博物館の昆虫の研究部門を訪ね，昆虫標本を見せて

もらう．子どもたちは昆虫の種類の多様性を知る．
野外で昼食を取り，食後はチキンとルースターとい

う鬼ごっこのようなゲームをして遊ぶ．
午後はゴールデンゲート公園内の池に水生昆虫の採

集に行く（図17）．採集後に配られた資料に書かれて
い る イ ラストと比較し，自分が捕まえたものに色を
塗っていく．
6/28（水）
大型のミニバンに乗りサンブルノ山に向かう．途中

で車を降り，歩いて山頂まで登る．山頂では「多様性
の島」の危機とその保護活動について話し合う．
ズームイン・ズームアウトという活動をする．自分

で決めたエリアや場所について全体的な絵を描いた後
に双眼鏡を使ってその中のどこかに焦点を当てた絵を
描く．スケールによって展望に大きな違いがあること
を学ぶ．

地面にひもを張り，その範囲の中にどれくらいの種
類の植物が生えているかを調べる．ここでは植物の種
類を特定することはせず，何種類あるかということに
注意していた．下山して昼食を食べた後，貝塚のある
ところに車で移動する．貝塚では貝を採集し，原住民
の暮らしについて推測をする．捕虫網で蝶を採集し，
写真やカードを使って同定を行う．また，希少種につ
いてその重要性と保護について考える．
6/29（木）
マウンテンレイクと呼ばれる湖とその周辺で活動を

行う．今日は鳥に詳しい講師が来たので自己紹介から
始まる．
双眼鏡の使い方を練習する．主な注意事項は「自分

の目の幅に合わせる」「肘が上がらないように絞って
使うと楽だよ．」「近くの木でピントを合わせる練習を
して，少しずつ遠くのものも見るようにしよう．」（図
18）
2人組になって自分の相手をよく見る．お互いに背

アメリカ合衆国の博物館におけるアウトリーチ事業の現状と日本の博物館の課題 91

図16．ドットを打つことで多様性を感じる活動．
Fig.16.Feelthebiodiversity.

図17．池で水生昆虫の採集．
Fig.17.Collectionofaquaticinsectsinthepond.

図18．バードウォッチングの説明．
Fig.18.Explainofbirdwatching.



を向けて自分の身に小さな変化をつける．合図で振り
返って相手のどこが変わったのか当てる．
実際のバードフォッチングにうつる．まず，自分で

何種類の鳥が見つかるかを競う．次に1つの鳥をみん
なで見て鳥の見分け方のポイントなどについて解説を
する．
鳥のスケッチを行う（図19）．コツとして「最初の

アウトラインは素早く書くこと．」「細かいところは
時々，双眼鏡で観察しながら描き加えていくんだ．」
というようなことを説明していた．
昼食後はプランクトンネットの使い方を練習し，プ

ランクトンを採集する（図20）．携帯用の生物顕微鏡
を使いプランクトンの観察をする．イラスト集のうち
見つかったものに色を塗っていく．

（7）追 記
サマープログラムには有料のものもあり，4日間で

100ドル以上かかるものもある．しかし，このプログ
ラムは助成金により無料になっているため，経済的に
恵まれない子どもたちにも参加できるのだとパメラが
言っていた．このプログラムでは学生インターンやボ
ランティアが活躍していた．10名程度の子どもたち
に博物館のインストラクターが2名にインターンが1
名，ボランティアの運転手が2名もつくという人的に
恵まれた環境で実施されていた．

アウトリーチ事業のカテゴリー

以上のようにアウトリーチ事業をみてきたが，これ
らはいくつかのカテゴリーに分類することができる．

1．貸出資料

プログラムは付随せずに教育活動を行う際のひとつ
の教材として貸し出すものである．単純に標本のみを
貸し出すもの，ミニジオラマ的に作成してあり生態的
なことまで再現しているもの，映像ソフトなど実に
様々である．料金も有料，無料，それぞれ違いがある
が，有料で会員になってもらうことで利用回数が増え
たり，その料金でメンテナンスができたりするという
例も見られた．

2．学習キット

箱の中に，標本，指導者用マニュアル，映像ソフ
ト，実験用具，参考文献などをセットにしたもの．教
師や指導者はこのキットを使うことによって有効な教
育活動を展開できるようになっている．料金は有料，
無料それぞれである．

3．出張授業

インストラクターが標本や小道具類を持って学校な
どに出かけ授業を行うもの．子どもたちは学校の先生
とは違う雰囲気で学習活動をすることができる．この
分類にあてはまるものは有料のものがほとんどである．

4．モバイルミュージアム

2t車程度の小型の車両から大型のトレーラーまで
大きさは様々であるが，車両そのものをアウトリーチ
プログラム用に改造し，運転手とインストラクターが
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図19．見つけた鳥をスケッチする子供たち．
Fig.19.Childrenmakingsketchofbirds.

図20．プランクトンネットを操るこども．
Fig.20.Agirlhandlingaplanktonnet.



学校や施設に出かけ教育活動を行うもの．これはたい
へん大がかりなもので，準備と運営にかなりの経費が
かかるので財団などの助成や寄付金などを元に企画さ
れたものがほとんどである．

5．野外活動

上記1から4は学校や社会教育施設など相手方が決
まっているものであるが，博物館で募集して集めた参
加者に対する野外での活動もアウトリーチ活動のひと
つと認識されている．日本の博物館でもよく行われて
いる自然観察会などがこれにあたるであろう．

6．集中プログラム

1週間程度の日数をかけて目的を達成するプログラ
ム．これは日によって活動場所が変わる．夏休み中に
連続で行われるものが多いが，週末ごとに何回か連続
で行うものもある．ほとんどが有料であるが助成金に
より無料化しているところもある．

事業実施の背景

1．博物館の社会的役割

欧米において博物館は社会の中にとけ込んでおり，
大きな役割を果たしている．役割のひとつは資料の収
集保管ということがもちろんあるわけで，海外の博物
館関係者と話をしていると，よくどれくらいのコレク
ションを持っているのか？と聞かれることがある．博
物館の歴史や規模を示すひとつの目安になっているこ
とは確かなようである．
一方，教育的な役割についても，社会教育，学校教

育の両面において果たす役割は大きい．

2．助成金制度

博物館活動に関する社会的な重要度は助成金の豊富
さにも現れている．今回現地調査をした博物館の大が
かりなプログラムは助成金を元に構築されたもので
あった．また，その運営に関しても同様に助成金が使
われていた．このことによって博物館独自の財源では
不可能な魅力的なプログラムが開発されていた．ま
た，運営面に助成金を出してもらえることで，経済的
に恵まれない子どもたちでも夏休み中のサマープログ
ラムに1週間参加するようなことが可能になるわけで
ある．

考 察

アウトリーチは博物館にとってよけいな仕事に見え
るかもしれない．また，必要性のない部分かもしれない．
実際，歴史のある欧米の博物館でもアウトリーチ事業
をもたない館はいくらでもある．つまり，用があれば
博物館にでかけてくればよい，という考え方である．
しかし，博物館がより教育的であろうとするとき，

アウトリーチ事業という方法がでてくるのだと私は考
える．多くの学校は博物館までやってくるバス代を容
易に準備できるわけではない．博物館の展示は一定以
上の対象年齢向けなのである．手にとってじっくり考
える時間は少ない．しかるに博物館の中には教育的に
利用できる資料が無限にと言っていいほどある．ま
た，それについて豊富な知識を持つ専門家もいる．こ
れを世に出して教育に役立てようとすれば，おのずと
アウトリーチ的発想が生まれるのではないだろうか．
日本でも貸出資料やトランクキットなどを整備する

動きがはじまっている．しかし，本格的な事業展開は
これからの状態であるし，何よりも利用する側にその
意識がないのだから，相当の広報活動をする必要があ
るのではないだろうか．日本の学校はまだ博物館に期
待していないのである．これは，博物館の歴史が浅い
こともあるし，博物館がこれまで教育にかかわってこ
なかったことが原因であり，ある意味でしかたがない
ことである．
博物館の数が増え，その周辺の動きが活発になりつ

つある今，博物館のポテンシャルを示すべき時であ
る．来館者を待っているだけでなく，積極的に外に出
ていこうとする動きが，博物館の本館をも活性化する
ことになるのではないだろうか．
最後に，教育活動全般にもいえることであるが，海

外の様々なプログラムを見て思うことは，第1に目的
と対象がはっきりとしているということである．言い
換えれば，それだけ多様な目的および多様な対象のプ
ログラムが数多く準備されているということである．
我々多くの日本の博物館関係者はあまりにも多くの人
数を相手にしすぎていないだろうか．小中学校は40
人学級である．しかし，博物館の教育活動が40人を
対象にしなければいけないことはない．もっと人数や
対象を絞り，充実したプログラムを展開する必要があ
るのではないだろうか．博物館の評価を数ではかるべ
きではない．これからの日本の博物館がすべきことは
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量よりも質の高いプログラムを実施し，それに対する
しっかりした評価をしていくことにあるのではないだ
ろうか．
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（要 旨）

滝本秀夫．アメリカ合衆国の博物館におけるアウトリーチ事業の現状と日本の博物館の課

題．茨城県自然博物館研究報告 第4号（2001）pp.83-94．
今日，博物館業界の内外で博物館の教育的機能を必要視する見方が高まっている．博物館

が，その教育的機能を最大限に発揮しようとするとき，館外にまで活動を広げることになる．
これが昨今北米の博物館で活発になりつつあるアウトリーチ活動である．本研究では，その
アウトリーチ活動が盛んな北米の博物館を現地で調査し，これからの日本の博物館活動を考
えることを目的としている．北米での調査の結果，博物館のアウトリーチ活動を貸出資料，
学習キット，出張授業，モバイルミュージアム，野外活動，集中プログラムの6つのカテゴ
リーに分けることができた．各活動とも利用者に便利なように整備され，広報活動も十分な
ため学校などから要望が多く，人気のあるものは数年先までウェイティングリストができて
いるものまである．日本の博物館もこれからの必要性と重要性を考え，本格的なプログラム
の開発に着手すべき時期が来ている．

（キーワード）:博物館，教育，アウトリーチ，アメリカ合衆国．



はじめに

ニッポンハナダカバチ（Bembixniponica）は，砂地
に好んで営巣し，坑道を深く掘るので分布域が限られ
ている．茨城県では小菅（1993）や茨城生物の会

（1985，1995），茨 城 県（1978a，1978b，1982，1985）
が，東海村や鹿嶋市の海浜部に生息することを報告し
ているが，生息地の開発などで個体数の減少が懸念さ
れ，茨城県のレッドデータブックでも危急種に選定さ
れている（茨城県希少野生生物（動物部門）保護対策
委員会，2000）．
1999年以前には本種が生息していなかった茨城県

岩井市岩井の中央児童公園敷地内で，2000年7月に本
種の生息が確認されたので報告する．

状 況

ニッポンハナダカバチの生息が確認された場所は，
茨城県岩井市岩井の中央児童公園敷地内の砂場である
（図1）．中央児童公園は市街地の中心にあり，周囲は
住宅地である．岩井市役所から公園砂場に生息するハ
チの調査を依頼され2000年7月14日に現地を訪れ，
本種の生息を確認した（図2）．訪問時には，すでに
巣穴が人為的に壊されており，営巣規模は調べられな
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茨城県におけるニッポンハナダカバチ（Bembixniponica）の
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図1．中央児童公園のニッポンハナダカバチ生息地．
Fig.1.AnewhabitatofBembixniponicaatChuo-Jido-
Park(IwaiCity).

図2．岩井市岩井で採集されたニッポンハナダカバチ．
Fig.2.BembixniponicacollectedinIwai,IwaiCity.



かったが，10数個体の飛翔が確認され，1♀4♂を採
集した．7月17日に訪れた際には，巣穴を掘る様子な
どが観察され，営巣活動が再開されたことを確認し，
1♀4♂を採集した．営巣活動は7月いっぱい観察さ
れ，8月初旬には成虫の姿を見ることができなくなっ
た．

考 察

ニッポンハナダカバチは，常木（1948）にあるよう
に海浜や河川敷の砂地に好んで営巣する．茨城県にお
けるニッポンハナダカバチの記録は，従来鹿島灘に面
した海浜地域のみであったが（表1），今回生息が確
認された岩井市は，鹿島灘からほど遠い内陸での記録
となる．1999年まで生息していなかった岩井市で，
2000年夏に本種がはじめて観察されたのは，何らか
の理由によってほか地域より移入されたためと考えら
れる．営巣活動が見られた中央児童公園の砂場には，
昨年，栃木県二宮町の鬼怒川河川敷の川砂が大量に運
び込まれており，その中に幼虫あるいは蛹が入ってい
たと考えられる．川砂の採集地は，中村（1995）が確
認した本種の鬼怒川河川敷での生息地ともほぼ一致す
る．
茨城県岩井市でのニッポンハナダカバチの新たな生

息地は，人為的なものによるといえるが，移入元がほ
ぼ特定できた稀なケースといえる．また，移入場所が
公園の砂場という特異的な環境であり，ニッポンハナ
ダカバチの安定した生息地として定着するには，地域
住民の理解が不可欠である．今回のニッポンハナダカ

バチの記録は，本来の生息地とは異なる環境での生態
を知る上でも，個体数の減少が懸念されている本種の
新たな生息地の保護という点でも興味があり，今後の
生息状況を見守りたい．
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表1．茨城県でのニッポンハナダカバチの記録．
Table1.RecordsofBembixnipponicainIbarakiPrefecture.

確 認 文 献確 認 者確 認 地
小菅（1993），茨城生物の会（1995）小菅次男東海村村松の海岸砂丘
茨城生物の会（1995）茨城生物の会東海村照沼
中村（1995）廣瀬 誠ひたちなか市の常陸海浜公園
茨城県（1978a,1978b,1982,1985），茨城生物の会（1985）茨城県ひたちなか市の水戸射爆場跡地

（現在は常陸海浜公園）
中村（1995）廣瀬 誠鹿嶋市
茨城生物の会（1985）茨城生物の会鹿嶋市平井の平井浜
中村（1995）大森健治波崎町
今回の報告久松正樹岩井市岩井



スズメバチ科（FamilyVespidae），アシナガバチ亜
科（SubfamilyPolistinae）のハチに寄生する昆虫につ
いては，牧野（1983a）が詳しくまとめている．それ
によると，日本産のアシナガバチ属（GenusPolistes）
に寄生するヒメバチ科（FamilyIchneumonidae）のハ
チとしては，トガリフタモンアシナガバチ（P.ripar
iusSk.etSô.Yamane:P.biglumisの名称を用いてい
る）とコアシナガバチ（P.snelleniSaussure）を寄主
とする Latibulusargiolus（Rossi）（ヨーロッパのアシ
ナガバチの１種，P.gallicusLinnéにも寄生する），お
よびキボシアシナガバチ（P.nipponensisPérez）を寄
主とするArthulaflavofasciata（Uchida）の2種が記録

されている．さらに，Makino（1983b）はトガリフタ
モンアシナガバチ（P.biglumisの名称を用いている）
に寄生するL.argiolusの生態を詳しく報告している．
しかし牧野（私信）によると，近年Horstmann博士
は，本種が真のL.argiolusではないという意見をもっ
ているとのことである．この寄生蜂のグループは分類
が難しく，今後さらに検討を要するという．
著者の1人，金井は，1975年に茨城県結城市で採集

したコアシナガバチの巣から，牧野のL.argiolusとは
明らかに異なるヒメバチの１種がコアシナガバチの巣
から羽化するのを観察した．その後，現在に至るまで
同様の寄生を数例観察し，さらにキボシアシナガバチ
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Abstract

Parasitism by an ichneumonid wasp,Latibulus nigrinotum on Polistes snelleniand P.
nipponensiswasnewlyrecordedinYuki,IbarakiPrefecture,centralJapan.Insixexaminednestsof
P.snelleni,5．2-15．8% oftotalnumberofcellswereparasitized.Sixteenhardcocoons(wintering
form)andasoftcocoon(summerform)wereobtainedfromthesenestsand5adultwasps(1♂,1
♀,3exs.)emergedfromthehardcocoons.Fouradultwasps(1♂,1♀,2exs.)emergedfromhard
cocoonsofapost-emergencenestofP.nipponensis.

Keywords:Parasitoidwasp,Ichneumonidae,Latibulusnigrinotum,Polistessnelleni,Polistesnipponensis.
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の巣からも発見したので報告する．
1975年9月8日に，茨城県結城市戸野町の県立結城

第一高校の敷地内で採集したコアシナガバチの巣1個
の育室から17個の寄生蜂の繭を得たが，1976年4月
にそのうちの3個から成虫が羽化した（1♂，1♀，
1ex.）．さらに，1977年7月31日には，西茨城郡岩瀬
町でコアシナガバチの巣に何度も接近して，産卵を試
みている寄生蜂（図1）が小川 宏氏によって観察さ
れたが，それは著者が羽化させて得たものと同種であ
る．
その後，本種がコアシナガバチの巣に寄生した例と

して以下の記録を得ている:（1）結城市戸野町県立結
城第一高校敷地内:1990年10月6日，1繭（硬殻型で
春型の個体を作るもの:Makino，1983b），1991年7月
27日，3繭（硬殻型），1991年7月30日，3繭（うち
2個は硬殻型，ほかは夏型の個体を作る殻の薄い軟殻
型），1999年11月10日，6繭（保存悪く羽化失敗した
が，繭から本種と同定した）;（2）結城市四ツ京:
1991年7月23日，6繭（硬殻型）;（3）結城市大谷瀬:
1992年9月12日，12繭（うち1個は軟殻型で空，ほ
かの繭から1993年5月30日と5月31日に各1ex.羽

化）．この間，結城市内に生息するほかのコアシナガ
バチの巣も調べたが，本寄生蜂は発見されなかった．
寄生蜂の繭の平均長と平均最大直径（±標準偏差）

は，硬殻型ではそれぞれ13．50±0．65mmと3．95±
0．25mm（n＝11），軟殻型では13．0mmと3．5mm（n
＝1）であった（1999年の6繭は未測定）．硬殻型の繭
は赤褐色で硬い皮に包まれているが（図2，a，3），
夏型の繭は色も淡く，ごく薄い膜に包まれている（図
2，b）．採集されたコアシナガバチの巣の育室数は38
～216室で，育室数に対する寄生蜂の繭数の割合は
5．2～15．8％であった．
キボシアシナガバチへの寄生は，結城市四ツ京にお

いて1998年7月20日，ワーカーが2～3頭羽化した
巣で発見された．この時，寄生蜂の繭1個が確認され
たので，巣ごとガラス容器で保存しておいたところ，
翌年の5月10日から15日にかけて4頭（うち2頭は，
それぞれ♀と♂）が羽化した（図4，5）．
金井から著者の一人，櫛下町に送られた成虫の標本

はLatibulusnigrinotum（Uchida）（♂）と同定された．
本種は内田登一博士が1936年に台湾と日本の四国，
朝鮮半島で採集された標本に基づいて，Endrusflavo
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図2．アシナガバチヤドリヒメバチの硬殻型（越冬型:
a）と軟殻型（夏型:b）の繭．
Fig.2.Ahardcocoon(winteringform:a)andasoftco-
coon(summerform:b)ofanichneumonidwasp,La
tibulusnigrinotum.

a b

図1．コアシナガバチ，Polistessnelleniの巣に近づき，
産卵の機会をうかがうアシナガバチヤドリヒメバチ，
Latibulusnigrinotumの雌（1977年 7月 31日，小川
宏撮影）．
Fig.1.A femaleichneumonidwasp,Latibulusnigrino
tum,gainingaccesstoanestofPolistessnellenito
layeggsinit(photographedon31July1977byH.
Ogawa).



fasciatus（Uchida）f.nigrinotumとして記載したもの
である（Uchida，1936）．Holotypeには台湾（Raisha）
の雄標本が，またParatypeには四国（Susaki＝須崎;
1♂）と朝鮮（BergKongo＝金剛山;1♂）の2雄個
体が指定されている．さらに，Uchida（1940）は，本
種をflavofasciatusとは別の種と認めて種に昇格させ，
同時にLatibulus属に移した．さらに，flavofasciatusは
Arthula属に含まれるべきものとした．
ところで，内田の論文（Uchida，1936，1940）には

寄主についての記録はなく，その後出版されたTow-
nesetal.（1965）においても寄主についての引用はな
い．さらに，農林水産省北海道農業試験場の小西和彦
博士によると，ヒメバチ類に関する最新のデータベー
ス，TAXAPAD（1999年版）にも寄主に関する引用が
ない．なお，牧野（1983a）は伊藤嘉昭氏の未発表資
料に基づきL.nigrinotumの寄主としてオキナワチビア
シナガバチ（Ropalidiafasciata（Fabricius））を記録し
ているが，その後の同氏の私信によると，オキナワチ
ビアシナガバチに寄生したとされる種は，L.nigrino
tumではない可能性が高いとのことである．このよう
に，今日までL.nigrinotumの寄主に関する確かな記録
はないので，今回報告するコアシナガバチとキボシア
シナガバチの2種が新しい記録となる．
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付 記

以下のように茨城県土浦市内でも，アシナガバチヤ
ドリヒメバチのものと思われる繭がコアシナガバチの
巣から発見されたので記録しておく．土浦市矢作の大
塚和子氏は，1993年に自宅庭のサツキの枝に営巣し
た巣から本種の越冬型の繭を数個発見した．さらに，
1996年10月には隣家の庭に作られた巣から，越冬型
の繭8個を得ている．残念ながら，まだ成虫は得てい
ない．
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図5．キボシアシナガバチの巣から羽化したアシナガバ
チヤドリヒメバチとその硬殻型の繭．
Fig.5.AnadultwaspofLatibulusnigrinotum andits
hardcocoonobtainedfromanestofPolistesnipponensis.

図4．キボシアシナガバチの育室内に作られたアシナガ
バチヤドリヒメバチの繭．
Fig.4.AcocoonformedinabroodcellofPolistesnip
ponensisnest.

図3．コアシナガバチの巣の育室とアシナガバチヤドリ
ヒメバチの繭を切り開いて中の後摂食幼虫を見たと
ころ．
Fig.3.Apost-feedinglarvaofLatibulusnigrinotumcon-
tainedinitscocoonformedinacellofPolistessnel
leninest.
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（要 旨）

金井節博・山根爽一・櫛下町鉦敏．アシナガバチヤドリヒメバチ（新称），Latibulus

nigrinotum（Hymenoptera，Ichneumonidae）の寄主の新記録．茨城県自然博物館研究報

告 第4号（2001）pp.97-100．
ヒメバチ科の１種，アシナガバチヤドリヒメバチLatibulusnigrinotumのコアシナガバチお

よびキボシアシナガバチへの寄生が，茨城県結城市において記録された．調べた6つのコア
シナガバチのコロニーでは，全育室数の5．2～15．8％が寄生されており，これらの巣から，
16個の硬殻繭（冬型）と1個の軟殻繭（夏型），および5頭の成虫（1♂，1♀，3exs.）が得ら
れた．また，キボシアシナガバチの1巣から4個の硬殻繭が得られ，4頭の成虫（1♂，1♀，
2exs.）が羽化した．本種の寄主についての正確な記録はこれまでなく，今回報告したコアシ
ナガバチとキボシアシナガバチが最初の記録となる．

（キーワード）:寄生蜂，ヒメバチ科，アシナガバチヤドリヒメバチ，コアシナガバチ，キボシア
シナガバチ．



Introduction

Ixodidticksaremedicallyandveterinarily
importantarthropodsasnotonlytheparasiteof
mammals,birds,reptiles,andsomeofamphibians
butalsothevectorofmanyharmfulinfections.
Itisknownthatthereisaspecificrelationship
betweenatickandahostanimal(Hoogstraal
andKim,1985).
Asiaticblackbear,UrsusthibetanusG.Cuvier,

isalargemammal,whichlivesinmountainous
areaofHonsyu,ShikokuandKyushuIslands.
However,thebeararereportednotonlyasa
threatenedspeciesinIUCN RedList(1996)but
alsoassomelocalpopulationsthatshouldbe
conservedinRedListofEnvironmentAgency,
Japan(EnvironmentAgency,1998).Researchof
parasiticfaunawithrarespeciesisimportantfor
wildlifeprotection.
We investigate the tick parasite on the

Asiaticblackbearcapturedforsciencestudyin
OkutamaMts.,centralJapan.

MaterialsandMethods

WecarriedoutanecologicalstudyofAsiatic
blackbearintheOkutamaMts.(theareacovered
intotalabout550km2),inTokyoMetropolitan
ofcentralJapan,andcapturedbearsusinghand-

madebarreltrapsinMine-dani,Okutama-Town,
inJuneandJulyoftheyears1997-2000.We
checkedthetrapsonceortwiceaweek,and
whenabearwastrapped,weimmobilizeditwith
anintermuscleinjectionofatropine(0．025mg/kg),
andamixtureofXylazineHCL(1mg/kg)and
KetamineHCL(15mg/kg)usingblowpipedarts.
Wecollectedticksbyvisuallyscanningtheleft
partofthebody,andpreservedthecollectedticks
with 70% ethanolforidentification underthe
microscopeatthelaboratory.Wereleasedallof
theimmobilizedbearsaftertickinspectionand
otherexamination.

ResultsandDiscussion

TicksthatparasitizedsevenAsiaticblackbear
areshowninTable1.Thefifteentickscollected
comprisedtwogeneraandfivespecies.Haemaphysalis
japonicawascollectedfrom sixofsevenbears.
H.megaspinosa,H.flava,IxodesovatusandI.
monospinosuswerealsocollectedfromthebears.
SixspeciesofIxodesticks(Ixodesacutitarsus,

I.monospinosus,I.nipponensis,I.ovatus,I.
persulcatus, I. tanuki) and four species of
Haemaphysalis ticks (Haemaphysalis flava,H.
japonica,H.longicornis,H.sp.)werecollected
from14AsiaticblackbearintheTohokudistrict,
northeasternJapanbyTakadaandFujitain1978.
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Abstract

Tickswerecollectedfrom theAsiaticblackbear,UrsusthibetanusG.Cuvier,capturedin
Minedani,OkutamaTown,Tokyo,inJuneandJuly1997to1999.

Keywords:Asiaticblackbear,tick,OkutamaMts.,Ursusthibetanus,TokyoMetropolitan.
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Kadosakietal(1990)found thatsix Asiatic
blackbearswereinfestedmostlybyH.japonica
innorthernpartofHonshuIsland.OnKyushu
Island,numerousH.megaspinosaparasitizedan
Asiaticblackbear(Yokohataetal.,1990).Although
H.megaspinosa,H.flava,andH.japonicahave
been detected throughout Honshu Island,H.
japonica and I.monospinosusarelimitedtothe
northernandeastern
partoftheIsland(YamagutiandKitaoka,1980).
Ourreportsupportsthishost-parasiterelationship
andbiogeographicaldistributionoftheticksin
Japan.
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（要 旨）

角田 隆・茅根重夫・山﨑晃司．東京都奥多摩山地のツキノワグマUrsusthibetanusか

ら採取されたマダニ類について．茨城県自然博物館研究報告 第4号（2001）pp.101-102．
1997-99年にかけて，東京都奥多摩町峰谷地域において6-7月に捕獲された7頭のニホンツ

キノワグマより15個体のマダニを採集した．それらは2属5種からなることを確認した．

（キーワード）:ツキノワグマ，マダニ，奥多摩山地，Ursusthibetanus，東京都．

Table1.SpeciesandnumbersofticksfoundontheAsianblackbearsintheOkutamaMts.,centralJapan.

H.mH.fH.jI.mI.o
SexofbearSamplingdate

FMNFMFF

222M1997/6/30
2M1998/7/21
1M1998/7/27

11M1999/6/14
11M1999/6/22

1F1999/7/23
1M2000/7/31

M:Male,F:Female,N:nymph.
I.o:Ixodesovatus,I.m:Ixodesmonospinosus,H.j:Haemaphysalisjaponica,H.f:Haemaphysalis
flava,H.m:Haemaphysalismegaspinosa.



はじめに

茨城県の哺乳類に関する調査研究はこれまで散発的
に行われてきているものの，種の確認に関する報告が
ほとんどで，その生息動態に言及するものは少なく，
情報の蓄積としてはまだ不十分といえる．今後の調査
研究の進展が期待されるところである．ここでは，現
在までのそれら断片的な情報に，筆者らが開始してい
る哺乳類生息動態調査の情報を加味し，茨城県哺乳類
リストをまとめると共に，それら生息の現況の概説も
試みた．なお，文献記録については信頼のおける情報
のみを選択し，さらに例えば当該文献がさらに孫文献
を参照して生息確認の記録報告を行っている場合は，
本稿ではその部分の情報は原則として採用しなかった．

哺乳類の分類については，原則的に阿部（1994）を
用いたが，目については一部従来の名称を用いた．

概 況

茨城県でこれまでに記録された哺乳類を，消滅種も
含めて表1に示した．
現在も，生息が確認されている哺乳類は7目12科
32種である．ただし，食虫目，翼手目，ネズミ科な
どの小型哺乳類については，調査がまだ不十分で，今
後さらに種数が増加することが期待される．
県内からの生息情報が，比較的最近になって途絶え

た種としては，3目4科4種があげられるが，これら
消滅種はすべて大型哺乳類であることが特筆できる．
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Abstract

WearecompilingalistofmammalsinIbarakiPrefectureincentralJapanbasedonprevious
reportsandour-ownrecentstudies.Sofar,wehavecataloguedatotalof32mammalianspeciesin
12families,and4speciesin4familiesthathaverecentlydisappearedfrom theprefecture.Allof
thedisappearedspecieswerelargemammalsthatarestillfoundinthesurroundings.Furtherstudy
ofmammalsinIbarakiPrefectureshouldbeconductedtodeterminemammals’statusandto
formulatemeasuresforadequatemanagement.

Keywords:mammal,fauna,IbarakiPrefecture,TsukubaMts.,YamizoMts.,AbukumaMts.,Japan.
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大型哺乳類

茨城県の哺乳類相の特徴を考えたとき，隣接する関
東各都県に比較し，大型哺乳類相がきわめて貧弱であ
ることが指摘できる．ここでいう大型哺乳類とは，ツ
キノワグマ，ニホンジカ，カモシカ，イノシシ，ニホ
ンザルの5種であるが，茨城県に現在も生息する大型
種は，イノシシ1種だけである．その要因の特定につ
いては，今後のさらなる検討を必要としよう．しかし

現時点で考え得ることは，本県の場合，それら大型哺
乳類にとって好適な生息環境である森林面積（林野率
31．3％）が関東各都県の中で最低であることに加え，
さらにその限られた山地の経済的利用が広範に行われ
てきたことがある．森林面積に占めるスギ，ヒノキなど
人工林への転化率は関東各都県の中でも高く，61．3％
に達している（茨城県林政課2000年度統計資料）．こ
うした動物からみた場合の，生息環境の質の低下や不
連続化は，大型哺乳類の生存にとって厳しい要因で
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表1．茨城県でこれまでに記録されている哺乳類のリスト．
Table1.AlistofmammalsthathavebeenrecordedinIbarakipref.,centralpartofJapan.

レッドリストでの指定
学 名種 1）科目

哺乳類学会 5）茨城県 4）環境庁 3）IUCN2）

Sorexcaecutiensトガリネズミトガリネズミ科食虫目
Chimarrogaleplatycephalaカワネズミ
Crociduradsinezumiジネズミ
Urotrichustalpoidesヒミズモグラ科
Mogeraimaizumiiアズマモグラ

Rhinolophusferrumequinumキクガシラコウモリキクガシラコウモリ科翼手目
Rhinolophuscornutusコキクガシラコウモリ
Myotismarcrodactylusモモジロコウモリヒナコウモリ科
Pipistrellusabramusアブラコウモリ

希少種危急種絶滅危惧Ⅱ類Nyctalusaviatorヤマコウモリ
希少種絶滅危惧Ⅱ類Plecotusauritusウサギコウモリ
希少種絶滅危惧種絶滅危惧Ⅱ類Murinaussuriensisコテングコウモリ

危急種Macacafuscata＊ニホンザル＊オナガザル科霊長目

Lepusbrachyurusノウサギウサギ科ウサギ目

希少種Sciuruslisニホンリスリス科囓歯目
Pteromysmomongaホンドモモンガ

希少種Petauristaleucogenysムササビ
危急種絶滅危惧種準絶滅危惧希少種Glirulusjaponicusヤマネヤマネ科

Microtusmontebelliハタネズミネズミ科
不能 6）希少種Micromysminutusカヤネズミ

Apodemusargenteusヒメネズミ
Apodemusspeciosusアカネズミ
Rattusnorvegicusドブネズミ
Rattusrattusクマネズミ
Musmusculusハツカネズミ

地域個体群危急種Ursusthibetanus＊ツキノワグマ＊クマ科食肉目
Nyctereutesprocyonoidesタヌキイヌ科
Vulpesvulpesキツネ
Martesmelampusテンイタチ科
Mustelaitatsiイタチ

希少種絶滅危惧種準絶滅危惧Musteraermineaオコジョ
Melesmelesアナグマ
Pagumalarvataハクビシンジャコウネコ科

Susscrofaイノシシイノシシ科偶蹄目
Cervusnippon＊ニホンジカ＊シカ科
Capricorniscrispus＊カモシカ＊ウシ科

7目12科32種茨城県での現在の生息種数
3目 4科 4種茨城県から消滅したと考えられる種数

1）○○＊は茨城県から消滅したと考えられる種．
2）BaillieandGroombridge（1996）による．
3）環境庁（1998）による新カテゴリー:未出版物．
4）茨城県（2000）による．
5）日本哺乳類学会（編）（1997）による．
6）情報が不足していて，絶滅～希少種のどのランクに相当するかが判断できない種．



あったことが示唆できる．
ニホンザルについては，1923年に東北帝国大学が

行ったアンケート調査で，筑波郡筑波町（当時）から
の解答に，「筑波山に時折サルが出没する」というく
だりが読めるが，本県のほかの郡域からの回答は，
「生息なし」となっている（三戸，1989）．ただし北茨
城市や里美村などには“猿”の付く地名があり，過去
の本種の生息を伺わせる（小菅，1984）．現在でも
時々，単独個体が県内に出現するが，飼育個体の籠抜
けなのか，あるいは隣接県からの分散・放浪個体なの
か，その由来の詳細は不明である．
ツキノワグマの本県での記録については，「新編常

陸国誌」に，1765年（明和2年）に大子町男体山で狩
猟により捕獲された記述があるが（小室，1984），そ
の後の確実な記録は現在のところ発見できていない．
ところで，これまで環境庁（1979）によりツキノワグ
マが分布しないとされてきた，阿武隈山地の福島県側
（いわき市，楢葉町，河内村など）で，1995年頃から
複数のツキノワグマの目撃報告がされ，1997年には
飯舘村でオス個体が交通事故死している（稲葉，1998;
日本ツキノワグマ研究所 藤田昌弘氏私信）．本県で
も1996年5月23日に，日立市宮田町のかみね鉱山跡
地でツキノワグマらしき動物が目撃されているほか
（神峰鉱山 遠藤昭一氏私信），1994年および1999年
には大子町の八溝川水系で足跡やツキノワグマらしき
姿が目撃されている（大子町猟友会 金澤 佑氏私信）．
阿武隈山地が本県に連続していることや，本種の移動
能力から考えると，ツキノワグマが本県に再出現して
いる可能性も示唆される．
イノシシは，筑波・加波山地および県北地域の山地

帯を中心に広く分布する．茨城県環境政策課の1999
年度統計によれば，狩猟により600個体が捕獲され，
また農作物被害の防除を目的とした駆除捕殺が128個
体行われている．1970年代頃に伝染病により個体数
が激減したとされるが，最近はまた増加傾向にある
（千代田町猟友会 近藤孝一氏私信）．また人工飼育し
たイノブタを，山中に組織的に放逐している地域があ
るとされ，事実とすれば遺伝および生態的な攪乱が懸
念される．
ニホンジカは1890年代頃（明治中頃）まで八溝山

地に生息し，最後の捕獲は1920年代（大正末期）に
常陸太田市でなされたという記録（小室，1984）があ
るほか，常陸風土記や鹿島神社伝にも記載がある（小

菅，1975）．
カモシカについては，過去の分布を再現するための

記録が十分ではない．稲葉（1991）は，1986年頃の
十王町でのカモシカの目撃記録を報告しているが，目
撃されていた個体は単独のようで，その後の信頼でき
る報告はない．

小・中型哺乳類

食虫目，翼手目，ネズミ科が，記録された種数に大
きな割合を占め，特に翼手目についてはその多くが，
県北の阿武隈山地で確認されている．
カワネズミは，高萩市の大北川（元常磐女子高等学

校 江幡栄氏私信）で記録があるほか，個体数は減少
しているものの，阿武隈山地に広範に分布するという
情報もある（阿武隈淡水動物研究会 稲葉修氏私信）．
ジネズミについては，結城市（金井，1983），谷和

原村（堀越，1975），高萩市（高萩市，1992）で報告
があり，今後調査が進めば，さらに多くの地域で確認
されるものと考えられる．
翼手目については，キクガシラコウモリが水戸市の

森林公園（吾妻，1999），つくば市筑波山（今村，1966;
茨城県動物研究会，1998），高萩市および桂村（茨城
県生活環境部，1996）で記録がある．コキクガシラコ
ウモリおよびモモジロコウモリは，日立市大久保の風
穴で記録がある（Yoshiyuki，1989）．アブラコウモリ
の分布については江幡（1992）および桐原（1987）が
あり，大子町，常陸太田市，水府村，里美村，山方
町，大宮町，瓜連町，那珂町，常北町，高萩市，東海
村，水戸市，土浦市，水海道市と，県内の低標高地に
広く分布すると報告している．茨城県環境局（1985）
は，大子町，水府村，里美村，山方町，大宮町，瓜連
町，那珂町，常陸太田市，常北町，土浦市，水海道
市，また茨城県生活環境部（1996）は，水戸市，日立
市，古河市，石岡市，笠間市，ひたちなか市，常北
町，大洗町，友部町，岩瀬町を付け加えて報告してい
る．ウサギコウモリは，日立市の本山鉱山跡で1例の
みの採集記録がある（元常盤女子高等学校 江幡 栄
氏私信）．コテングコウモリは，1990年（元常磐女子
高等学校 江幡栄氏私信）および1993年（長岡，
1998）に北茨城市の四時川渓谷で各1個体の採集記録
があるが，その後の確実な情報は得られていない．
以上の既存報告に重複しない記録として，筆者らは
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1997-2000年のコウモリ類についての分布調査で，キ
クガシラコウモリ（日立市，大子町，北茨城市），コ
キクガシラコウモリ（水戸市，大子町，北茨城市），
アブラコウモリ（五霞町，境町，取手市，守谷町，
竜ヶ崎市，麻生町，鉾田町，岩井市）を現認してい
る．ヤマコウモリについては，本種と推定される個体
が北茨城市で目視，バッドディテクターによる確認，
また御前山村でバッドディテクターによる確認（コウ
モリの会 重比達也氏私信）があるが，個体の捕獲確
認にまで至っていない．それら詳細については稿を改
めて詳しく報告したい．
ムササビは，少なくとも1986年までは，牛久市結

束町の鹿島神社で複数個体が生息していたことが確認
されているが（牛久市みどり課牛久自然観察の森，
1992），現在は情報を得られなくなっている．した
がって現在の本種の県内での分布南限は，つくば市の
筑波山神社周辺であると考えられる．文献記録として
は，金砂郷村，御前山村，常北町（茨城県環境局，
1985），高萩市，里美村（茨城県生活環境部）がある．
筑波・加波山地のほかに，八溝・阿武隈山地の社寺林
を中心にパッチ状に分布する種といえる（山﨑，未発
表データ）．
ヤマネは，県北地域久慈郡の落葉広葉樹林で4例の

記録がある（茨城県生活環境部，1996）．1988年以降
確実な記録は報告されてこなかったが（茨城県，
2000），1998年10月に，北茨城市の花園川流域で1個
体の写真撮影がなされた（日立市 井上良一氏私信）．
オコジョは1988年7月に大子町の八溝山地でオス生

獣が目撃されているが，その後の確実な情報はない
（青海町青年の家 野紫木洋氏私信）．

アナグマは近年，特に市街地周辺部において，分布
域および生息個体数の減少が懸念される種といえる．
その原因について言及するための十分な資料はない
が，人為的環境の変化や過剰な捕獲圧に加えて，ほか
の中型動物が媒介する伝染病などにより，家族単位で
消滅していったことが考えられる（国土交通省土木研
究所 金子弥生氏私信）．
キツネ，タヌキ，イタチは，県下全域に分布する普

通種といえるが，特に県西，県南地域では，里山環境
の開発と同調して，交通事故による斃死体が目立つよ
うになっている（岸本・山﨑，未発表データ）．加え
て，1997年からは，疥癬症に羅患したタヌキが保護
される事例が見られるようになった（野生動物保護管

理事務所，1998）．

国外移入動物

国外侵入種（村上，1998）として，ハクビシンがあ
げられる．本県での確実な記録は1963年の大子町に
おけるもので（川上，1975），その後，分布域を南下
させ，1990年代にはほぼ全県的に分布することが報
告されている（吉武，1998）．本種はさらに利根川を
渡って分布域を広げ，本県が千葉県への移入経路と
なったことが指摘されている（落合，1998）．
村上（1998）のいう国外野生化移入種と考えられる

ため，今回リストには加えていない種として，プレー
リードッグの１種Cynomyssp.（標本番号INM-1-
002183）およびタイリクモモンガPteromysvolans（標
本番号INM-1-002178）がそれぞれ猿島町（1997年）
と守谷町（1996年）で捕獲された後，標本化されて
ミュージアムパーク茨城県自然博物館に収蔵保管され
ている．プレーリードッグの１種についてはさらに，
2001年1月下旬に水戸市の那珂川河川敷において，飼
い主によって捨てられた複数個体が捕獲されるまでの
少なくとも5日間，地下トンネルを掘って生活してい
た事例を現認している．また同じくアライグマPro
cyonlotorについては，猿島町（1996年），十王町
（1996年），総和町（1998年）などで目撃あるいは個
体の保護情報を得ている．
現在のところ，筆者らが情報を直接確認してはいな

いものの，チョウセンイタチMustelasibiricaやマスク
ラットOndatrazibethicus（あるいはヌートリアMyo
castorcoypus）なども含め，外国産哺乳類種の茨城県
内での繁殖定着の有無について，今後の注意深い情報
収集が求められる．

おわりに

県内の哺乳類に関する情報蓄積はまだまだ不十分で
ある．今後も生息種の確認にとどまらず，それら生態
も含めた継続的な調査研究が必要とされる．こうした
研究の結果はまた，県内における哺乳類とその生息環
境の適切な管理のための基礎情報として役立つことも
期待される．
大型哺乳類の項で示したように，過去（特に近世か

ら近代にかけて）の県内での哺乳類の分布を再現する
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ための，古い文献（例えば鉄砲拝借文など）を洗い直
す作業も求められる．本稿では触れなかったが，本県
のみならず日本から絶滅したオオカミCanislupusや，
絶滅した可能性の強いカワウソLutralutraについても
同様である．こうした情報や資料（古文書など）をお
持ちの方がいらっしゃれば，筆者らにご連絡いただけ
れば幸いである．
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（要 旨）

山﨑晃司・小柳恭二・辻 明子．茨城県でこれまでに確認された哺乳類について．茨城県

自然博物館研究報告 第4号（2001）pp.103-108．
既存文献と，現在筆者らが実施している生息動態調査結果を基に，茨城県における哺乳類

リストを作成した．その結果，7目12科32種の哺乳類の現時点での分布と，またこれまで
に，3目4科4種の哺乳類が県内から姿を消したことがあきらかになった．姿を消した哺乳類
はすべて大型種で，茨城県近隣の都県にはまだこれら大型哺乳類のほとんどが生息している
ことと対照的であった．県内での哺乳類生息動態のより精査な把握と，また適切な管理計画
を策定するための，今後のさらなる継続的な調査研究が求められる．

（キーワード）:哺乳類，動物相，筑波山地，八溝山地，阿武隈山地，茨城県．



はじめに

茨城県を中心とした南は犬吠埼から，北は東茨城郡
大洗町付近までの海は，俗に鹿島灘とよばれる．
今回の調査海域は，大洗町を基地とした犬吠埼から

塩屋埼迄の全長約200kmの海域である．
調査海域の海岸線は，北方の塩屋埼付近で約数km，

ほぼ中央部の大洗町付近で，12km東方（沖合）へ
行っても水深が50mに満たない遠浅の砂質海岸であ
る．全体に南下するに従い，少しずつ緩やかな角度に
なり，遠く浅くなる傾向がある海岸形状である．この
形状は，陸地部分でも切り立った崖が海にせり出した
北方地形と，なだらかな砂浜が海中消える陸上地形に
よっても推察することができる．
海には潮流があり，潮流は地球の自転，風の力に

よって地球的規模で形成されている．大きな潮流とし
て，北方に端を発する寒流と，南方に端を発する暖流
がある．寒流は，栄養塩類が多く，多くのプランクト
ンを発生させるために「親潮」，暖流は，その水色か
ら「黒潮」ともよばれている．
茨城県は，約180kmの海岸線を形成する．この海

は寒流の親潮と暖流の黒潮の入り混じる海域といわれ
ている．潮流は，地球的規模の環境，季節，年などに
よって変化する．この海では，寒暖両方の水温に生息
する生物相を見ることができる．
この海に年間，数例のサメなどの大型魚類，ウミガ

メなどの爬虫類，鯨類や鰭脚類などの海生哺乳類－大
型海生動物が漂着する．今回は，主に鯨類について述
べることとする．
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茨城県に漂着した海生動物
―とくに鯨類資料―

吉田征紀＊・国府田良樹＊＊

（2001年3月15日受理）

TheStrandingofWhalesandOtherMarineAnimals
inIbarakiPrefecture

YukunoriYOSHIDA＊ andYoshikiKODA＊＊

(AcceptedMarch15,2001)

Abstract

IbarakiPrefecturehasacoastlinethatis180kmlong.ThemergingoftheJapanCurrentand
KurilCurrentoffitscoastmeanthatbigmarineanimalslikelargefishes,reptiles,whalesand
pinnipediaareashore.Regardingstrandedwhales,aninformationnetworkhasbeenconstructedto
analyzethearealdata,examineimprovementofnursingataquariums,andconductpathologicaland
anatomicalinvestigations.FivepygmyspermwhaleswerestrandedonIbarakibeachesfromFebruary,
1999toApril,2000.

Keywords:stranding,IbarakiPrefecture,useofstrandedwhale,pygmyspermwhale.
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＊＊ ミュージアムパーク茨城県自然博物館（〒306-0622岩井市大崎700;IbarakiNatureMuseum,Iwai306-0622,Japan）．



鯨類の漂着

調査海域で確認された鯨類は14種類（吉田征紀，
1994）であった．その後，漂着した鯨類を調査，ある
いは目視により短期間にスジイルカ，コマッコウ属な
ど数種類の鯨類の生息を追加確認することができた．
このことは，生物調査における多方面からのアプロー
チの必要性と，緻密で標本採集可能な漂着個体調査方
法の優秀性および，この期間に多くの漂着個体に恵ま
れたことと相まっての結果と思われる．
地元に生息する生物を知ることで，生物を通した

「地元」の海象，気象など環境状況を知る一端になる．
理想的な生物調査方法は，生命保護の観点から，致

死的な方法を取るべきではないが，個体保護の結果死
亡した場合など，「致死的な方法」に至ったにしても
漂着個体の調査は千載一遇のチャンスであり，詳細な
調査，標本の入手など，優れた調査方法である．
漂着とは個体の死亡後漂着と生存漂着があり，生存

漂着は定置網入網など，自力で生活圏に復帰できない
個体もここでは漂着とした．
鯨類は，陸上とは無縁の一生水中で過ごす動物であ

るが，希に岸に乗り上げることがある．生存した状態
で岸に乗り上げたか，死亡後に潮の流れで漂着したか
は，発見までの時間経過もあり区別が困難である．こ

こでは，両方を漂着として扱うが，漂着から発見まで
の経過時間は不明であっても，発見時に生存が確認さ
れた事例は生存として記録した．
鯨類の生存漂着要因として大隅（1993）は次のよう

に示している．
1．エコーロケーションの乱れ
2．衰弱による避溺死
3．天候や磁気の乱れ
4．リーダーへ追随など
このうちエコーロケーション（反響定位）の乱れる

要因としては，脳や内耳などへの寄生虫が多いことが
漂着鯨類の解剖調査から知られている．森満は，寄生
虫性聴覚神経障害説によるイルカの集団自殺説を提唱
している（Morimitsuetal.，1986，1987）．更に，茨
城県の特徴的な海岸の様な遠浅で砂地の海岸線は，音
の反射が弱く，エコーロケーションの乱れが発生し易
い．衰弱による避溺死としては，疾病や負傷，老衰や
幼弱などの衰弱が考えられ，また，外敵からの回避も
考えられる．磁気嵐や満月の日に漂着が多いことか
ら，鯨類の回遊は地磁気と関係し，海岸線と地磁気の
角度との関係が漂着を起こし易いと考える研究者もい
る（Klinowska，1986）．また，群のリーダーがエコー
ロケーションの乱れなどから誘導を誤り，これに群全
体が従うことも考えられる．
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表1．1975年2月から1997年6月までに鹿島灘に漂着した鯨類．
Table1.WhalesstrandedontheKashimanadacoastfromFebruary,1975toJune,1997.

漂 着 場 所状態性別体重（kg）体長（cm）種 名日月年番号

鹿嶋市大野海岸死亡不明不明不明コマッコウsp.11119751
大洗町大洗港生存M未計測535マッコウクジラ281119812
大洗町那珂川河口生存M1，275526メソプロドンsp.8619823
北茨城市平潟（定置網）生存M20129スナメリ12519834
日立市会瀬（定置網）生存M19118スナメリ141119835
神栖町鹿島港生存M未計測218ユメゴゴンドウ13719866
大洗町那珂川河口腐敗F未計測71スナメリ27519877
東海村生存M44170ハナゴンドウ17819878
東海村動燃下海岸腐敗F未計測165スナメリ25119889
鹿嶋市明石海岸（40～50頭）生存M154235カズハゴンドウ192199010
大洗町大洗サンビーチ死亡F165246カズハゴンドウ212199011
大洗町大洗サンビーチ死亡M2．1554イシイルカ34199012
大洗町大洗サンビーチ死亡F81173スナメリ85199013
日立市水木海岸生存M35143ハナゴンドウ227199314
大洋村生存M132204コマッコウsp.258199615
いわき市勿来延縄生存M21118スナメリ410199616
日立市久慈浜海岸生存F46160マイルカ265199717
不明生存M78．5188スナメリ176199718



いずれにしろ生物である以上，単独の要因は少な
く，これら多くの要因が複雑に緩衝しあった結果であ
ろう．
今回の茨城県鹿島灘での場合も漂着の原因は特定し

難い．表1と表2（図1に座礁位置を示す）を比較す
ると明確なように，年間数例であった目撃情報が，10
例近くの情報が寄せられるようになった．情報量が増
加したのか，漂着例が増加したのか比較の方法はない
が，増加の要因としては，次のことがあげられる．
1．自然や野生生物への保護意識の高揚
2．知識欲
3．季節に左右されない「目」（目撃情報の通報）の

増加
4．情報網整備の成果など
「目」の増加については，少なかった厳冬期の情報
が増えていることから，趣味の多様性や車社会の反映
も無視できない．
以上を要約すれば，野生を観察する「目」が増えた

ことになろう．
そのほかの漂着個体の増加要因については，今後も

調査を継続することで，海況によるものか，種類，
群，個体によるものか，あるいは「目」の増加による
ものかなど，解析結果ができることと思われる．
なお，今後の比較のために，茨城県水産試験場漁業

無線局が定期的に作成している「海況速報」より鯨類
漂着時の海況と水温（定地水温・過去30年間の平均
水温）および，漂着個体近辺の漁獲種類を図2，表3
に示した．これによると過去30年間の平均水温より

茨城県に漂着した海生動物 111

表2．1999年2月から2000年4月までに鹿島灘に漂着した海生哺乳類．
Table2.MarinemammalsstrandedontheKashimanadacoastfromFebruary,1999toApril,2000.

気温天候漂着海岸の表水温状態性別体重（kg）体長（cm）種 名日月年番号

8．0晴11．2生存M94204ハナゴンドウ20219991
20．5晴12．8生存M139．5221コマッコウsp．6319992
22．0晴15．1死亡M未計測318コマッコウsp．15419993
21．0晴16．5死亡M未計測182スナメリ25519994
33．0晴25．3死亡F145218コマッコウsp．13919995
21．5曇／晴19．1生存M160249ハナゴンドウ281019996
14．0晴16．1生存F145221コマッコウsp．121219997
11．0曇15．5死亡F22130スジイルカ7120008
11．0晴不明死亡M205227コマッコウsp．11120009
9．0晴／曇10．4死亡F36119スナメリ161200010
13．5曇不明死亡F未計測120（推定）オットセイ233200011
14．5晴11．4生存F未計測100（推定）スナメリ273200012
19．0晴13．4生存M9．589．5スナメリ124200013

図1．1999年2月から2000年4月に鹿島灘に漂着した
鯨類の分布図．数字は，表2と表3のNo.と同じ．
Fig.1.DistributionofwhalesstrandedontheKashimanada
coastfromFebruary,1999toApril,2000.



高水温であることが読みとれる．
動物の生存には餌生物との関連を否定できない．漁

獲種類については漂着と直接的な関係は解明し難いと
思われるが，直接捕食でなくても捕食対象魚種が漂着
鯨類の近辺にいた可能性は高い．よって，今後の検討
の材料にするために記載した．

漂着鯨類の研究利用

生存個体の場合，そのまま「沖へ逃がす努力」をす
べきか否か漂着の現場で良く質問されるが，漂着の原
因が個体によるものか，環境によるものかを見定めな

いで（原因を取り除かないで）沖へ逃がす作業を実施
しても無駄である．漂着現場では原因の究明よりも個
体の「命を助ける」ことを第一に考えて行動する．
このことは大部分の通報者の望みであり，漂着鯨類

の調査を目的としたネットワーク構築上，不可欠事項
でもあり，生物の観察者である飼育に携わる者の習性
のようなものでもある．
生命を救うに一番確実で，安全な方法は，水族館な

どの飼育，治療の可能な施設へできるだけ早く搬入
し，生存処置を施すことである．漂着の原因が環境で
あれば，環境の変化を与えられるし，個体であればよ
り詳しい検査が実施できる．そして，最大のメリット
は，飼育することで生理，生態，習性，心理などの観
察，調査，研究ができることである．大洋に棲み，広
範囲に回遊する鯨類については，野外調査が困難で，
前記調査は水族館での飼育，治療を通して無理なく実
施することが可能である．
このようにして得られた歯鯨類に関する資料や技術

は，将来，漂着個体のみならず，繁殖など，種の保護
にも役立つものである．また，これらを展示すること
で，漁業関係者以外の人々でも多くの時間と経費，船
酔いなどに苦しめられることなく，観察することがで
き，さらに知識を得ることができるのである．
死亡個体の場合，大洋に立体的に生活する鯨類は，
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表3．漂着鯨類の発見場所と水温の検討．
Table3.Comparisonofwatertemperature.

近 辺 の 魚 類
発見時の水温帯

（℃）

那珂湊定地水温（℃）
漂 着 場 所性別番号 過去30年間の

平 均 水 温
発見時の表水温

マイワシ13．08．910．5高萩市有明町海岸M1
サヨリ13．09．612．1大洗町大洗サンビーチM2
サバ15．011．414．8日立市八反原海岸M3
マイワシ16．014．416．3旭村上釜海岸M4
カタクチイワシ27．022．125．7鹿嶋市武井釜海岸F5
イナダ20．018．519．2大洗町大洗サンビーチM6
アジ17．013．015．6旭村柏熊海岸F7
サヨリ14．011．115．3大洗町大洗水族館下岩場F8
ヒラメ15．010．913．9ひたちなか市磯崎漁協下M9
マイワシ・カタクチイワシ13．010．615．3高萩市高浜町海岸F10
ヤリイカ・チダイ14．010．111．0東海村新川河口F11
サバ13．010．110．8鹿嶋市武井釜海岸F12
サバ・マイワシ14．011．312．5鹿嶋市大野海岸M13

漁海況速報（茨城県水産試験場漁業無線局発行）引用．
定地水温は過去30年間の平均水温よりも高い．
発見時，発見場所の水温帯が定地水温よりも更に高い．

図2．漂着鯨類の水温の比較．―◆― 表水温，―■― 平均
水温，―▲― 水温帯．
Fig.2.Whalestrandingspotsandtheirwatertemperature.



内臓諸器官の調査，骨格や筋肉の状態，餌料の種類や
量，死因の究明などは，標本の入手なくしては調査で
きない．死亡漂着個体は，これらの標本が入手可能で
あり，入手標本は，多くの研究機関に提供され，基礎
研究に役立つものである．
海洋での食物連鎖の頂点に立つ歯鯨類は，死亡後に

表皮，脂皮などから重金属類濃度，海洋で濃縮された
状態で知ることができ，水界外で生活する生物の環境
汚染濃度の指針，警告などの研究に役立っている．表
4は，1次配布先の例であるが，各標本はこれより更
に2次，3次と各研究機関に配布，詳細に調査され，
その種におけるプロポーションなどの形態，繁殖期や
寄生虫，血液性状や体温などの解明に役立っている．

考 察

今回の漂着した鯨類のなかに，これまで観察事例の
少ない5例のコマッコウ属が含まれていた（表5）．西
脇（1965）は，この属には2種あることを認めてい

る．また，大村（1984）は，コマッコウ（Kogia）は
マッコウクジラ科に属しているが，小型で体長は3．7
m，体重は408kg以下，頭部は，イルカよりもサメに
似た形をしている．体の色は背側が黒で，腹側は白
い．眼と胸鰭の間に白い模様があって，これを括弧班
（bracketmark）というが，そのある位置も形も奇妙な
ことに，魚の鰓蓋に似ているからニセのエラ（false
gill）ともいう．この白斑はこの属Kogiaの特徴であ
るとしている．
コマッコウ属は，分類学的に随分問題のあった動物

で，小川（1936，1937）はK.brevicepsとK.simusの2
種であるとした．山田（1954）は，弧班の形が日本近
海のものとアメリカ東西両海岸のものとでは異なって
いることを報告したが，この問題は長い間未解決のま
まであった（大村，1984）．その後，大村（1986，1987）
の調査および資料の追加に伴い，弧班の形には二つの
タイプがあることも分かった．レザーウッドなどがコ
マッコウとオガワコマッコウの外形上の区別について
まとめ，両種の脊椎骨数が異なることなどを記載して
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表4．鯨類資料の1次配付先．
Table4.Distributionofstrandedwhales.

調査目的譲渡保管場所の住所譲渡・保管場所標本部位

病理組織検索鳥取県鳥取市南湖山町4-101鳥取大学農学部内臓
DNA解析静岡県清水市折戸5-7-1水産庁遠洋水産研究所皮膚
DNA解析東京都中央区豊海町4-18苛日本鯨類研究所皮膚
汚染物質解析愛媛県松山市樽味3-5-7愛媛大学農学部脂皮
汚染物質解析同上同上筋肉
汚染物質解析同上同上肝臓
汚染物質解析同上同上腎臓
汚染物質解析同上同上血液
DNA解析東京都新宿区百人町3-23-1国立科学博物館皮膚
汚染物質解析同上同上脂皮
汚染物質解析同上同上筋肉
汚染物質解析同上同上肝臓
汚染物質解析同上同上腎臓
汚染物質解析同上同上脾臓
汚染物質解析同上同上腸管
寄生虫調査同上同上胃内容物
汚染物質解析同上東京大学大学院農学生命科学研究科水産生理学研究室脂皮
汚染物質解析同上同上筋肉
汚染物質解析同上同上副腎
汚染物質解析同上同上血液
DNA解析三重県津市上浜町1515三重大学生物資源学部皮膚
機能形態学研究宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町1-1東北大学農学部機能形態学研究室乳腺
機能形態学研究同上同上卵巣
骨学的研究茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8252-3大洗水族館骨格
骨学的研究茨城県岩井市大崎700ミュージアムパーク茨城県自然博物館骨格



い る（Leatherwood，1982）．ま た，OmuraandTaka-
hashi（1981）には，1979年9月に茨城県東海村で漂着
したコマッコウが報告されている．この属の観察例が
少ないので，観察事例を増やすことが必要であろう．
そして，今まで報告されているコマッコウ（Sub-
familyKOGIALL，1971）の化石としては，水戸市の
鮮新統から発見され，Kogiapriscaとして発表された
（松本，1926）3本の歯の破片（復元サイズで50mm
～90mm，Kogia化石の世界最初の報告）など，茨城
県とは馴染み深く，太古からこの近海にこの属が多く
生息し，この海岸に漂着していたことが推察される．
将来は，今回漂着した鯨類のうちコマッコウ属を特

に取り上げて，これらの記録と漂着コマッコウ属の計
測値などから種類の同定を試みる必要がある．
漂着したコマッコウ属をはじめ，ほとんどの個体

（スナメリ幼体を除く）では，脂皮を破り筋肉層に達
する，直径数cmのほぼ円形の外傷が，まだ体液の滲
出する傷のものから，治癒，白色化した傷痕まで1個
体について最大10数個まで観察できた．この円形外
傷の成因については，繊毛虫の寄生（Mackintosh
andWheeler，1929），ミツバヤツメ（Entosphenustri
dentatus，Pike，1951）による咬み傷，ダルマザメ（Isistius
brasiliensis，Jones，1971）による咬み傷と諸説がある

が，いずれも決定的な証拠を欠く．最新のダルマザメ
咬傷説についても，小型鯨類（イルカ類）飼育をして
いる水族館の立場からは承認し難い．
咬み傷や生息分布などから合致する部分は多々ある

であろうが，生存機能から，健康な個体が真皮に達す
る外傷であれば当然痛みを伴う．即ち『防御反射』が
働き，短期間に繰り返し同じ傷（状況－痛み）を負う
ことは考え難い．この様な状況にいたる条件として
は，次の3点が考えられる．
1．傷を与え得る生物が対象鯨類より高速であるこ

と．
2．痛みを陵駕する空腹のため接近し，逆に噛みつ

かれること．
3．痛みを感じず，防御反射が形成されないこと．
2については，種の保全上考え難い．1については，

ダルマザメのコバンザメの様な瞬間，短距離のダッ
シュ遊泳力を有するかどうか．3については，ある種
類の麻酔物質を注入後に，咬み取る生物や機能の調査
に待たなければならないなど，再調査が必要であろう．
参考までに今回漂着したコマッコウ属（茨城県自然

博物館登録番号INM-1-008082，INM-1-001764）のプ
ロポーション比較（表6）頭骨写真を掲載しておく
（図版1，2）．以上，茨城県沿岸に漂着した海生哺乳
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表5．1999年３月から2000年１月までに鹿島灘に漂着したコマッコウ属．
Table5.PygmyspermwhalesstrandedontheKashimanadaCoastfromMarch,1999toJanuary,2000.

備 考状態漂着場所性別
体重
（kg）

体長
（cm）

学 名種 名日月年標本登録番号

1999/3/8死亡確認．
処理

生存
東茨城郡大洗町サ
ンビーチ（砂浜）

M139．5221Kogiasp.コマッコウ631999INM-1-008082

漂着は4/12死亡
日立市八反原海岸
（砂浜）

M―318Kogiasp.コマッコウ1541999INM-1-001764

頭骨等は国立科学
博物館に搬送・保
管

死亡
鹿嶋市武井釜海岸
（テトラポットの
中）

F145218Kogiasp.コマッコウ1391999INM-1-007609

1999/12/15死亡．
国立科学博物館に
搬送・保管．胎児
有り．腰骨X線撮
影依頼

生存
東茨城郡旭村柏熊
海岸

F145221Kogiasp.コマッコウ12121999INM-1-007743

回収時の釣り人の
証言では当日午前
6時頃は生存して
いた

死亡
ひたちなか市磯崎
漁協下（阿字ヶ浦
防砂提内側）

M205227Kogiasp.コマッコウ1112000INM-1-007752

フォルマリン標本
を測定

胎児
INM-1-007743の
胎児

？0．1719．7Kogiasp.コマッコウ12121999INM-1-008083

INM:IBARAKINATUREMUSEUM
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類のうち，鯨類，特に観察例の少ないコマッコウ属に
ついての概略を述べたが，今後は継続調査を進めなが
らこれら漂着標本を分類，整理，茨城県自然博物館な
どへの資料保管，茨城県を含む地域環境の状況を知る
今後の調査研究に役立てていかなければならない．

謝 辞

本稿をまとめるに当たって，大洗水族館および，
ミュージアムパーク茨城県自然博物館からは，研究に
対する数々の援助を受けた．国立科学博物館の山
田 格博士，倉持利明博士には，漂着鯨類の文献の提
供を受けた．さらに漂着鯨類の現地での解剖調査で
は，常磐大学コミュニティ振興学部の中原史生博士，
田島木綿子氏，東京大学大学院農学生命科学研究科の
伊藤春香氏，鈴木美和氏，東北大学農学部の高橋裕子
氏，および大洗水族館海獣展示課にお世話になった．
また，茨城県農林水産部漁政課からは，情報の提供お
よび漂着鯨類の処理について，茨城県水産試験場漁業
無線局からは那珂湊の定地海水温に関する資料の提供
を受けた．以上の方々にお礼を申し上げる．

引用文献

Klinowska.M.1986.Cetaceanlivestrandingdatesrelateto
geomagneticdisturbances.AquaticMammals.11:109-119.

Leatherwood,S.,R.R.Reeves,W.F.PerrinandW.E.Evans.
1982.Whales,dolphins,andporpoisesoftheEasternNorth
Pacific and adjacentArctic waters.A guide to their

identification.NOAATechnicalReportNMFSCircular444.
245pp.,Seattle,Washington.

レザーウッド．S.andR.リーヴス．（吉岡 基・光明義文・
天羽綾郁訳）．1996．クジラ・イルカハンドブック．
358pp.，平凡社．
Mackintosh,N.A.andJ.F.G.Wheeler.1929.Southernblue
andfinwhales.Disc.Rep.1:257-540.
Matsumoto.H.1926.OnsomefossilcetaceansofJapan.Sci.
Rep.oftheTohokuImperialUniv.,2ndser.(Geol.)10:17-
27.
Morimitsu.T.,T.NagaiandM.Ide.1986.Parasitogenicoctavus
neuropathyasacauseofmassstrandingofodontoceti.J.
Parasitol.72:469-472.
Morimitsu.T.,T.Nagai,M.Ide,H.Kawano,A.Naichuu,M.
KoonoandA.Ishii.1987.Massstrandingofodontceti
causedbyparasitogeniceighthcranialneuropathy.J.Wildlife
Dis.,23:586-590.

西脇昌治．1965．鯨類・鰭脚類．394pp.，京大学出版会．
小川鼎三．1936．本邦の歯鯨目録に加ふべき4属．動物学雑
誌，48（4）:175．

小川鼎三．1937．日本産歯鯨目録．斉藤報恩会事業年報，
12:92-95．
Omura,H.andY.Takahashi.1981.A pygmysperm whale
strandedatTokaimura.Ibaragi,Japan.Sci.Rep.Whales
Res.Inst.,(33):119-124.

大村秀雄．1984．コマッコウ．鯨研通信，（358）:119-120．
大村秀雄．1986．続コマッコウ．鯨研通信，（361）:20-22．
大村秀雄．1987．続・続コマッコウ．鯨研通信，（368）:83-
85．

大隅清治．1993．クジラのはなし．187pp.，技報堂出版．
Pike,G.C.1951.Lampreymarksonwhales.J.Fish.Res.
Bd.Can.,8:275-280.
Yamada.M.1954.SomeremarksonthePygmyspermwhale.
Kogia.Sci.Rep.WhalesRes.Ins.,9:37-58.

吉田征紀．1994．鹿島灘で認められた海獣類．日本動物園水
族館誌，36（1）:24-31．

116 吉田征紀・国府田良樹

（要 旨）

吉田征紀・国府田良樹．茨城県に漂着した海生動物―とくに鯨類資料―．茨城県自然博

物館研究報告 第4号（2001）pp.109-116,pls.1-4．
茨城県は約180kmの海岸線をもち，黒潮と親潮の混合域で，ここには大型魚類や爬虫類，

鯨類，鰭脚類などの大型海生動物が漂着する．大洗水族館と茨城県自然博物館では，鯨類漂
着についての茨城県ストランディングネットワークを構築し，漂着個体は，海域における種
の調査資料，水族館での飼育技術の向上，病理学的および解剖学的基礎研究に供してきた．
1999年2月から2000年4月までの間に5体のコマッコウ属が漂着している．

（キーワード）:鯨類，漂着，茨城県，漂着鯨類の研究利用，コマッコウ．
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図版1（Plate1）

a.コマッコウ（Kogiasp.）（INM-008082）頭蓋上面（×0．25）．
a.Pygmyspermwhale(INM-008082)Skull.Dorsalview.(×0．25).

b.コマッコウ（Kogiasp.）（INM-008082）頭蓋側面（×0．35）．
b.Pygmyspermwhale(INM-008082)Skull.Lateralview.(×0．35).

c.コマッコウ（Kogiasp.）（INM-008082）下顎骨上面（×0．36）．
c.Pygmyspermwhale(INM-008082)Mandible.Dorsalview.(×0．36).
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図版2（Plate2）

a.コマッコウ（Kogiasp.）（INM-001764）頭蓋上面（×0．22）．
a.Pygmyspermwhale(INM-001764)Skull.Dorsalview.(×0．22).

b.コマッコウ（Kogiasp.）（INM-001764）頭蓋側面（×0．44）．
b.Pygmyspermwhale(INM-001764)Skull.Lateralview.(×0．44).

c.コマッコウ（Kogiasp.）（INM-001764）下顎骨上面（×0．34）．
c.Pygmyspermwhale(INM-001764)Mandible.Dorsalview.(×0．34).
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図版3（Plate3）

a.高萩市有明町に漂着したハナゴンドウ（1999.2.20）．
a.Risso’sdolphinstrandedatAriake-cho,TakahagiCity(1999.2.20).

b.東茨城郡大洗町大洗サンビーチに漂着したコマッコウ（1999.3.6）．
b.PygmyspermwhalestrandedatOaraiSunBeach,Oarai-machi,Higashiibaraki-gun(1999.3.6).

c.日立市八反原海岸に漂着したコマッコウ（1999.4.15）．
c.PygmyspermwhalestrandedatHattanbara,HitachiCity(1999.4.15).

d.鹿島郡旭村上釜海岸に漂着したスナメリ（1999.5.25）．
d.FinlessporpoisestrandedatAgekama,Asahi-mura,Kashima-gun(1999.5.25).

e.鹿嶋市武井釜海岸に漂着したコマッコウ（1999.9.13）．
e.PygmyspermwhalestrandedatTakeikama,KashimaCity(1999.9.13).

f.東茨城郡大洗町大洗サンビーチに漂着したハナゴンドウ（1999.10.28）．
f.Risso’sdolphinstrandedatOaraiSunBeach,Oarai-machi,Higashiibaraki-gun(1999.10.28).
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図版4（Plate4）

a.鹿島郡旭村柏熊海岸に漂着したコマッコウ（1999.12.12）．
a.PygmyspermwhalestrandedatKashiwaguma,Asahi-mura,Kashima-gun(1999.12.12).

b.東茨城郡大洗町大洗水族館下岩場に漂着したスジイルカ（2000.1.7）．
b.StripeddolphinstrandedonareefatOaraiAquarium,Oarai-machi,Higashiibaraki-gun
(2000.1.7).

c.ひたちなか市磯崎漁協下に漂着したコマッコウ（2000.1.11）．
c.PygmyspermwhalestrandedatIsozaki,HitachinakaCity(2000.1.11).

d.高萩市高浜町に漂着したスナメリ（2000.1.16）．
d.FinlessporpoisestrandedatTakahama-machi,TakahagiCity(2000.1.16).

e.鹿嶋市武井釜海岸に漂着したスナメリ（2000.3.27）．
e.FinlessporpoisestrandedatTakeikama,KashimaCity(2000.3.27).

f.鹿嶋市大野町に漂着したスナメリ（2000.4.12）．
f.FinlessporpoisestrandedatOhno-machi,KashimaCity(2000.4.12).
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はじめに

メ ン ダ コOpisthoteuthisdepressaIijimaandIkeda，
1895は頭足綱（Cephalopoda），八腕形目（Octopoda），
メンダコ科（Opisthoteuthidae）に属する中深性のタコ
である．本種は特殊な臭味があるため，水産資源とし
ては利用されていないが，その形態のユニークさか
ら，よく話題にのぼる動物である（奥谷・神崎（編
著），1994;鈴木，1996;安原，1992）．日本固有種で，
北海道から九州にかけての太平洋側，そして東シナ海
まで広く分布することが知られている（Ijimaand
Ikeda，1895;石川・安原，1998;奥谷，1985;奥谷ほ
か，1987;安原（編著），1987）．しかし，これまでの
記録は，相模湾以南の深海域でのものがほとんどで，
相模湾以北での記録は乏しく，茨城県沖ではまだ報告

されていない．今回，茨城県日立市沖からメンダコの
完全標本が得られたのでその詳細を報告する．

採集海域および採集方法

本個体は1999年9月28日，ミズダコ漁を目的とす
る底曳網漁船「祥天丸」により，日立沖の水深約
185mの地点（北緯36°31′東経140°58′）で採集され
た（図 1）．なお，同じ地点で，本種のほかにキア
ンコウ，アオメエソ，ホッケ，マダラなども混獲され
た．採集された個体は冷凍庫で一時保管された後，計
測された．その後，10％中性ホルマリンで固定・保
存され，ミュージアムパーク茨城県自然博物館の液浸
収蔵庫に保管された．資料番号はINM-1-008087であ
る．

茨城県沖のメンダコ（頭足綱:八腕形目）の初記録 127茨城県自然博物館研究報告 Bull.IbarakiNat.Mus.,(4):127-130(2001)
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（2001年3月10日受理）

FirstRecordofOpisthoteuthisdepressa
(Cephalopoda:Octopoda)offtheCoastofIbaraki,

KantôRegionofHonshu

MasatakaFUNABASHI＊ andHiromiIKEZAWA＊＊

(AcceptedMarch10,2001)

Abstract

A JapaneseopisthoteuthidoctopusOpisthoteuthisdepressawascollectedinoceanwaterabout
185m deepoffHitachi,IbarakiPrefecture.Itwasamaleindividual,about20．5cm inmaximum
width.ThisisthefirstrecordofthisspeciesbeingfoundoffthecoastofIbaraki,Kantôregionof
Honshu.

Keywords:Mollusca,Cephalopoda,Octopoda,Opithoteuthisdepressa,Ibaraki,firstrecord.
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採集個体の特徴

以下に，生時の個体の外部形態を記載する．計測値
については，冷凍保存後のものである．

1．概観

雄．最大幅:20．5cm．最大間傘膜径:16．5cm．体
は寒天質で柔らかく，外套膜は押しつぶされたように
前後に扁平で，全体的に円盤状をなす（図2）．

2．反口側

表面は淡褐色で，外套膜の縁から各腕の先端にむ
かって，5-6個の淡斑点が分布する．外套膜は平滑で
あるが，傘膜には浅い皺が存在する．外套膜の後端付
近は少し盛り上がり，その両側に長さ約2．5cm，幅
約1cmの1対の肉鰭が存在する．肉鰭は耳状で，その
先端は鈍い．鰭に接して半球状に膨らんだ1対の眼が
あり，その周辺は青味を帯びる．鰭に直角に長さ約
1cmの小さな漏斗が存在する．

3．口側

表面は全体的に濃褐色であるが，周辺付近および腕
の先端付近はやや淡色である．8本の腕は放射状に拡

がり，厚くて広い傘膜で連結し，先端部分でのみ傘膜
と遊離する（図3）．その腕の遊離部分は平均約2．
8cm（2．5-3cm）である．各腕には平均48個（45-50
個）の吸盤が並ぶ．腕の吸盤基部から第5番目あたり
から丸く肥大化し，2列にジグザクに並ぶが，先端は
単列になる．吸盤の両側には白色の触毛が生えている．

考 察

表1に示したように，茨城からタコ類はこれまで4
科6属11種が報告されている（堀，1996;鴨川，1991;
環境を創る日立市民会議（編），1993;叶野，1981;中
沢，1975;Taki，1963;冨永，1993，1996）．茨城県沖
ではこれまでメンダコについては記録がないが，同属
のオオメンダコが棲息していることが分かっている．
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図2．茨城沖で採集されたメンダコ（生体）の反口側．
Fig.2.Aboralveiw ofO.depressacollectedaliveoff
thecoastofIbaraki.

図3．茨城沖で採集されたメンダコ（生体）の口側．
Fig.3.OralveiwofO.depressacollectedaliveoffthe
coastofIbaraki.

図1．採集地点（St.1）．
Fig.1.Thecollectinglocality(St.1).



オオメンダコは鹿島灘水深530-560mで採集された5
個体を基に日本初記録種として詳細に記載された
（Taki，1963）．オオメンダコは寒冷水種で，日本沿岸
では鹿島灘から三陸沖，北海道周辺の水深500-600m
に棲息することが知られている（窪寺，2000）．メン
ダコ属は世界で8種が記載されているが（Varghese，
1976），国内では上記2種のほかにセンベイダコO.ja
ponicaとオオクラゲダコO.albatrossiが報告されてい
る（窪寺，2000）．このうちメンダコは日本特産種と
思われ，オオメンダコとは対照的に主に暖海域の中深
層での棲息が確認されている．

メンダコは1895年（明治28年）4月，相模湾三崎
沖の沖の瀬水深約375mで採集され，同年に飯
島 魁・池田作次郎両氏によって新種として記載され
た（IjimaandIkeda，1895;飯島・池田，1895）．その
後，本種は相模湾をはじめ，駿河湾，遠州灘，潮岬
沖，土佐湾，鹿児島沖，東シナ海など，主に相模湾以
南の水深60-1，500mから記録されている（安原，1987
（編著）;奥谷ほか，1987）．特に，タカアシガニ漁が
盛んな駿河湾では，底曳網で多数のメンダコが捕れる
ことが知られている（奥谷・神崎（編著），1994;鈴
木，1996）．
一方，相模湾以北の報告としては，1977年度から

3カ年にわたり，水産庁によって大陸棚斜面の未利用
資源調査が実施され，茨城県を含む東北海域（本州東
方太平洋側海域）およびオホーツク海域でメンダコが
採集された記録が残されているが，詳細な採集場所ま
では記載されていない（奥谷ほか，1987）．また，そ
の基礎データとなる水産庁の調査報告書の中でも，タ
コ類は種まで特定されておらず，東北海域では‘タコ
類’，オホーツク海域では‘メンダコ類’という括り
でまとめられているのみで詳細は不明である（水産
庁，1979;1980）．
このように，相模湾以南での報告は比較的多いが，

以北でのメンダコに関する情報は非常に乏しいのが現
状である．よって，今回の茨城でのメンダコの記録は
相模湾以北の海域での正確な記録として初めてのもの
となる．メンダコに関しては，まだその分布や生態に
ついて十分な研究がされていないので，今回の記録が
それらの解明のための一助となれば幸いである．
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表1．茨城産タコ類リスト．
Table1.ListofoctopusesfromtheseaoffIbaraki.

八腕形目Octopoda
メンダコ科Opisthoteuthidae
1 オオメンダコ（1）（7）

OpisthoteuthiscalifornianaBerry,1949

テナガヤワラダコ科Idioctopodidae
2 テナガヤワラダコ（7）

IdioctopusgracilipesTaki,1962

マダコ科Octopodidae
3 マダコ（2）（4）（5）（7）

OctopusvulgarisCuvier,1797
4 イイダコ（7）

OctopusocellatusGray,1849
5 ミズダコ（6）（7）

Octopus(Enteroctopus)dofleini(Wülker,1910)
6 ヤナギダコ（6）（7）（8）

Octopus(Paroctopus)conispadiceus(Sasaki,1917)
7 クロダコ（7）

BenthoctopusfuscusTaki,1964
8 スミレダコ（7）

BenthoctopusviolescensTaki,1964

カイダコ科Argonautidae
9 アオイガイ（3）

ArgonautaargoLinnaeus,1758
10 タコブネ（3）

Argonautahians(Lightfoot,1786)
11 チヂミタコブネ（3）

ArgonautaboettgeriMaltzan,1888

和名・学名などは基本的に窪寺（2000）に準拠した
が，テナガヤワラダコについてはTaki（1963）を参照し
た．和名の後の（ ）は確認された文献番号を示す．文
献番号は以下の通りである．（1）:Taki（1963）;（2）:中
沢（1975）;（3）:叶 野（1981）;（4）:鴨 川（1991）;（5）:
環境を創る日立市民会議（1993）;（6）:冨永（1993）;
（7）:堀（1996）;（8）:冨永（1996）．



多大なご協力を賜った．この場を借りて心より感謝申
し上げる．最後に，本稿に眼を通し，貴重なコメント
をして下さった査読者にお礼を申し上げる．
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舟橋正隆・池澤広美．茨城県沖のメンダコ（頭足綱:八腕形目）の初記録．茨城県自然博

物館研究報告 第4号（2001）pp.127-130．
メンダコ1個体が茨城県日立市の沖合水深約185mで採集された．それは雄の完全な個体

で，最大幅約20．5cmである．これは茨城県沖からの初めての記録となる．

（キーワード）:軟体動物，頭足目，八腕綱，メンダコ，茨城県，初記録．



はじめに

茨城県自然博物館植物研究室では，平成12年度の
分野別調査研究として，岩井市内の雑木林およびその
周辺における植物相の調査を実施した．これは，平成
13年7月に開催を予定している第22回企画展
「SATOYAMA―人と自然のコミュニティスペース
‘里山’―」に向けてのデータ収集を目的としたもの
である．クヌギ－コナラ林やクリ－コナラ林（宮脇
（編），1967）などは一般に雑木林とよばれ，里山的環
境を構成する1つの要素となっている（田端（編），
1997）．関東地方の平野部に存在する雑木林は，その
ほとんどが二次林であり，農業との深いつながりのも
とに人為的な管理がなされてきた．このような雑木林
には，人為的に管理された環境に適応した植物が生育
すると思われる．しかしながら，現在では，農業形態
の変化によってほとんどの雑木林において管理放棄さ
れている（日本林業技術協会（編），2000）．一方，管
理が施されている雑木林の植物相については，そのよ
うな雑木林が農業管理地の一形態としてとらえられて

いたこともあり，詳細な調査報告が少ない（田端
（編），1997）．そこで我々は，岩井市内で比較的よく
管理されている雑木林とその周辺を調査対象地域とし
て，その植物相の現状を調査した．

調査地および調査方法

調査は2000年の5月29日，7月31日，10月2日に
実施した．調査地は，2000年5月17日，18日，25日
に行った事前調査の結果をもとに，岩井市内の雑木林
で3カ所，その付近にある水田の畦で2カ所，計5カ
所にした．調査地は図1に示したとおりである．
調査では，調査地に生育しているすべての維管束植

物を記録した．また，原則として，調査地に生育する
維管束植物のうち，特徴的なものやその場での同定が
むずかしいものを採集し，さく葉として保存した．な
お，和名および学名は原則として「日本の野生植物シ
ダ・草本・木本（平凡社）」（岩槻（編），1992;佐竹
ほか（編），1981，1982a，b;佐竹ほか（編），1989a，
b）に従った．

岩井市における雑木林の植物相について 131茨城県自然博物館研究報告 Bull.IbarakiNat.Mus.,(4):131-144(2001)

岩井市における雑木林の植物相について

廣瀬孝久・太田俊彦・中川久夫・小幡和男・櫻井稔郎・高野信也＊

（2001年3月16日受理）

TheVascularPlantFloraoftheSecondaryForestinIwai

TakahisaHIROSE,ToshihikoOTA,HisaoNAKAGAWA,
KazuoOBATA,ToshiroSAKURAIandNobuyaTAKANO＊

(AcceptedMarch16,2001)

Abstract

Inthespring,summerandfallof2000,wesurveyedthefloraofvascularplantsinrelatively
wellmanagedcoppicesandadjacentfootpathsaroundricefieldsinIwai.Werecorded223species
inthecoppicesand124speciesatridgesbetweenricefields.

Keywords:Iwai,coppice,flora,vascularplant.

＊ ミュージアムパーク茨城県自然博物館（〒306-0622岩井市大崎700;IbarakiNatureMuseum,Iwai306-0622,Japan）．
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図1．調査区域．a:岩井市上矢作，b:岩井市辺田，c:岩井市上大口．
Fig.1.SitesofSurvey.a:Kamiyahagi,Iwai-City,b:Heta,Iwai-City,c:Kamiooguchi,Iwai-City.



調査地の概要

岩井市は，茨城県の南西部に位置し，総じて起伏の
乏しい平坦な地域である．地形は，大別すると2タイ
プ，すなわち標高20m前後の平坦な洪積台地（天野
（編），1994）と河川に伴う沖積低地にわけられる．台
地は，そのほとんどが畑地や居住地として利用されて
いるが，所々に底が平坦な谷がみられ，谷津田や湿地
となっている．台地の縁辺部や斜面には，クヌギやコ
ナラを優占種とする雑木林が点在している．これらの
雑木林は，昭和30年代頃までは薪炭林として利用さ
れ，人為的管理がなされていたが，それ以降は放置さ
れ，林内には2～3mの高さのアズマネザサが密生し
ている．調査地の設定にあたっては，事前調査を行
い，現在に至るまで比較的よく管理がなされてきた雑
木林3カ所を選定した．
本調査区域は，岩井市の南東部にあたり，菅生沼の

両岸に沼をはさむように広がる台地上にある．調査地
はいずれも台地の縁辺部に位置し，それぞれの面積は
ほぼ10aである．そのうちの2カ所については，林が
水田に隣接している．

結 果

1．調査地の特徴

（1）岩井市上矢作・雑木林

岩井市南部の，標高16mの台地の縁にある雑木林
である．斜面のすぐ下には水田があり，里山的景観を
保持しているが，3年前の下草刈りを最後に管理が行
われていない．この場所は，地元の人によって「一本
松」と呼ばれており，昭和40年代まではアカマツ林
になっており，その後昭和 52年までは胸高直径が
1．5mにもおよぶアカマツが1本残っていたといわれ
る．現在，朽ち果てた幹の一部と切り株が残ってお
り，その上方はギャップとなっている．そのため，林
床の一部にはクズやアズマネザサなどが繁茂しだし，
約1mの高さの藪となっている．
高木層では，コナラが優占し，イヌシデ，クヌギ，

ヤマザクラ，コブシなどがみられる．亜高木層には，
ミズキ，ゴンズイ，イロハモミジ，コナラ，エゴノ
キ，低木層には，ヒサカキ，シラカシ，シロダモ，ア
オキ，ムラサキシキブ，モチノキなどがみられる．草
本層では，アズマネザサが優占し，タチツボスミレ，

ナルコユリ，ヤマユリ，サルトリイバラ，サンショ
ウ，ヤマノイモ，チヂミザサなどがみられる．なお，
斜面には，スダジイ，シラカシの高木が数本みられる．
個体数は少ないが，環境庁自然保護局野生生物課

（編）（2000）で絶滅危惧Ⅱ類に指定されているキンラ
ンやギンラン，暖地性のヤマイタチシダ，ホシダ，カ
ニクサ，ベニシダ，マンリョウ，カラタチバナの生育
が確認された．

（2）岩井市上矢作・畦

調査地区（1）に隣接する台地に刻まれた小規模な
谷の深奥部にある狭い水田と用水路にはさまれた畦を
調査対象とした．
春期は，目立って優占する種は認められず，オオジ

シバリ，ヘビイチゴ，ハルジオン，スカシタゴボウ，
イヌガラシ，コオニタビラコ，オオイヌノフグリ，ク
サヨシなどが混生している．秋期は，キツネノマゴ，
セイタカアワダチソウが優占し，アメリカセンダング
サ，センダングサ，ヒガンバナ，ヨシ，イノコズチ，
ミゾソバなどがみられる．付近の参考となる環境とし
ては，道路をはさんだすぐ反対側が，休耕田となって
おり，ヨシの群落のほか，オノエヤナギや推定樹齢
20～25年位のマルバヤナギがみられる．

数個体であったが，茨城県環境保全課（編）（1997）
で希少種に指定されているミズワラビの生育を確認し
た．

（3）岩井市辺田・雑木林

岩井市の東部，菅生沼の右岸に位置する台地の縁辺
部にある．寺が所有する雑木林で，現在でも景観維持
の目的で年1回下草刈りが行われているため林床は明
るく，整然としている．
高木層では，クヌギ・コナラが優占し，ヤマザク

ラ，コブシ，エゴノキ，イヌシデなどがみられる．亜
高木層はほとんど発達しておらず，エゴノキ，カキノ
キがわずかにみられるのみである．長年にわたる人為
的管理による影響と思われる．低木層では，シラカ
シ，エゴノキ，ガマズミ，カキノキ，草本層では，タ
チツボスミレ，チゴユリ，ナルコユリ，ヤマユリ，サ
ルトリイバラ，チヂミザサ，ハエドクソウ，ヌスビト
ハギ，フタバハギ，ヤブラン，フタリシズカ，タカト
ウダイなどがみられる．
個体数は多くないが，環境庁自然保護局野生生物課
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（編）（2000）で絶滅危惧Ⅱ類に指定されているキンラ
ンをはじめ，ギンランやノダケ，ほかの調査地区では
確認されなかったオケラ，リンドウの生育がみられ
た．上記のチゴユリ，ナルコユリとあわせて，7種の
里山に特徴的であると思われる植物を確認した．

（4）岩井市上大口・雑木林

岩井市の東部，水海道市との境界付近に位置する台
地の縁辺部にある．北東側は国道と隣接し，南西側に
は規模の大きな水田が広がっている．すぐ隣は畑地と
なっており，ハチなどの危険防止および景観維持の目
的で現在に至るまで年1回下草刈りが継続されてい
る．所有者によると，この場所は約40年前まではク
リ畑であり，周辺の林はほとんどがアカマツ林であっ
たという．
高木層では，コナラがやや優占し，シラカシ，エノ

キ，クリ，ニガキ，ニワウルシ，キリなどがみられ
る．亜高木層は発達しておらず，ミズキ，コナラがみ
られるのみである．低木層では，シラカシ，コナラ，
ガマズミ，カマツカ，ウワミズザクラ，アオキ，エノ
キ，イヌツゲなどがみられる．草本層では，タチツボ
スミレ，フタリシズカ，アマチャヅル，チヂミザサ，
アズマネザサ，ツユクサ，ハリギリ，サンショウ，ミ
ツバ，コナラ，シケシダ，イヌワラビなどがみられ
る．林の中央東寄りにギャップがあり，ダンドボロギ
ク，カナムグラ，ウド，ヤブマメなどがみられる．
フタリシズカは，どちらかといえば山地性の植物で

あるが，本調査地区では30～40個体の比較的大きな
群落を形成していた．また，ヤマハタザオ，ハナタ
デ，シュンランなど，ほかの調査地区では確認できな
かった種が認められた．

（5）岩井市上大口・畦

調査地区（4）に隣接する大規模な水田で，水田と
用水路にはさまれた畦を調査対象とした．
春期は，目立って優占する種は認められなかった

が，スズメノテッポウ，チガヤは小群落を形成してい
た．ほかには，オニタビラコ，ノゲシ，オオジシバ
リ，ヤハズエンドウ，ナズナ，イヌガラシ，タチイヌ
ノフグリ，ウシハコベ，カモジグサ，アオカモジグ
サ，ヨシ，ツルヨシ，クサヨシなどがみられる．秋期
は，セイタカアワダチソウやオオアレチノギクがやや
優占し，カントウヨメナ，カヤツリグサ，エノキグ

サ，ヒメムカシヨモギ，オモダカ，キツネノマゴ，イ
ヌタデ，タカサブロウ，ハキダメギク，コケオトギ
リ，ヒメジソなどがみられる．なお，用水路の対岸は
未舗装道路の法面となっており，そこではセイタカア
ワダチソウが優占し，オオアレチノギク，ヒメムカシ
ヨモギ，ナワシロイチゴ，ヤブカラシなどがみられる．
数個体であったが，茨城県環境保全課（編）（1997）

で希少種に指定されているミズワラビの生育を確認し
た．

2．確認および採集された植物

今回の調査において，雑木林では223種，畦では
124種の維管束植物を確認した．そのうち，122種に
ついては標本を採集した．調査地区ごとに確認した植
物と採集した植物を整理したのが付表1および付表2
である．

3．特記すべき植物

（1）里山（雑木林）で希少になりつつある植物

本調査では，人為的に管理（かく乱）された環境に
適応していると思われる種を多数確認した．その中に
は，雑木林の荒廃や開発あるいは山野草愛好者による
採取などによって個体数が減少し，希少な存在になっ
てきているもの（後藤，1995）がある．
①オケラ（キク科）
AtractylodesjaponicaKoidz.exKitam.

多年草で，花期は9～10月．白色または淡紅色の花
をつけ，頭花の径は2cmほどで，総苞直下に魚骨状
の苞がある．岩井市辺田で，数個体の生育を確認した．
②チゴユリ（ユリ科）
DisporumsmilacinumA.Gray

山野の林下に普通に生える多年草．花は4～5月，
茎頂に付き，横向きまたは下垂する．岩井市辺田で，
十数個体の小群落を形成しているのを確認した．
③ヤマユリ（ユリ科）
LiliumauratumLindley

山地，丘陵地に生える大型の多年草で，高さ100-
150cmになる．岩井市上矢作および岩井市辺田で生
育を確認した．いずれも10個体程度であったが，開
花していたのは1～2個体のみである．
④ナルコユリ（ユリ科）
PolygonatumfalcatumA.Gray

山地の林下に生える多年草であるが，茨城県では平
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地でもふつうに見られる．花は5～6月，葉腋につい
て下垂する．岩井市上矢作および岩井市辺田で生育を
確認した．いずれも個体数は比較的多いが，上矢作で
は，アズマネザサの繁茂により環境が悪化している．
⑤キンラン（ラン科）
Cephalantherafalcata(Thunb.)Blume

山や丘陵地の疎林下に生える多年草で，4～6月に
黄色の花をつける．環境庁自然保護局野生生物課
（編）（2000）では，絶滅危惧Ⅱ類に指定されている．
岩井市上矢作では10個体ほどの群落を確認し，岩井
市辺田では数個体を確認した．上矢作では，アズマネ
ザサの繁茂により環境が悪化している．
⑥ギンラン（ラン科）
Cephalantheraerecta(Thunb.)Blume

山や丘陵地の疎林下に生える多年草で，5～6月に
白色の花をつける．岩井市上矢作および岩井市辺田で
生育を確認したが，いずれも個体数は少なかった．
⑦シュンラン（ラン科）
Cymbidiumgoeringii(Reichb.fil.)Reichb.fil.

おもに乾いた落葉樹林の林床に生える多年草で，3
～4月に淡黄緑色の花をつける．岩井市上大口で，1
個体のみの生育を確認した．
⑧ミズワラビ（ホウライシダ科）
Ceratopteristhalictroides(L.)Brongn.

一年生の水生シダ植物で，茨城県は本種の北限地に
あたる．近年生育場所と個体数が減少し，茨城県環境
保全課（編）（1997）では希少種に指定されている．岩
井市上矢作および岩井市上大口の畦で生育を確認した
が，いずれも個体数は少なかった．

（2）山地要素の植物

本調査地は平地であったが，「茨城県植物誌」（鈴木
ほか，1981）の記載において，明らかに山地性を示す
植物および茨城県における分布が主に県北である植物
の生育が確認された．
①オノエヤナギ（ヤナギ科）
SalixsachalinensisFr.Schm.

一般に水辺を好む落葉高木で，4月中旬～5月中旬
に花をつける．茨城県では，県北山地にやや普通にみ
られる．岩井市上矢作の畦付近にある休耕田で生育を
確認した．
②ハナタデ（タデ科）
Persicariayokusaiana(Makino)Nakai

山野の林下に生える一年草で，8～10月に花をつけ
る．茨城県では，山地に普通にみられる．岩井市上大
口で，数個体の生育を確認した．
③フタリシズカ（センリョウ科）
Chloranthusserratus(Thunb.)Roem.etSchult.

林中に生える多年草で，頂生ときに腋生する穂状花
序を伸ばし，5月に開花する．茨城県では，山地に普
通にみられるとともに，県南および県西の一部の市町
村でみられる．岩井市上矢作，岩井市辺田および岩井
市上大口で生育を確認した．上大口では，30～40個
体の比較的大きな群落を形成していた．
④ヤマハタザオ（アブラナ科）
Arabishirsuta(L.)Scopoli

山野に生える越年草で，5～7月に白色の花をつけ
る．茨城県では，県北で普通にみられ，ほかの地域で
は大洋村，加波山，取手市，下館市でみられる．岩井
市上大口で，1個体のみの生育を確認した．

考 察

岩井市における雑木林のほとんどは，林床が密生し
たアズマネザサに覆われているために，林床には草本
植物が極めて少なく，種組成も単純化している．これ
は，雑木林の管理が放棄された結果である．そこで，
この地域における本来の雑木林の植物相を明らかにす
るために，現在でも比較的よく人為的な管理がなされ
ている雑木林を選定し，調査を行った．
今回の調査によって，岩井市の雑木林で生育が確認

された植物は223種であった．調査地区別でみると，
上矢作が116種，辺田が144種，上大口が153種とな
る．出現種数を調査地区で比較すると，上矢作（116
種）はほかの2地区よりも28～37種少なかった．共
通する種については，全調査地区に共通して出現した
のは62種（クヌギ，コナラ，シラカシ，エノキ，
ジャノヒゲ，アマドコロ，ツユクサなど）であり，2
調査地区では，上矢作－辺田で22種（ツリガネニン
ジン，ヒヨドリバナ，ヤマユリ，ナルコユリ，ギンラ
ン，キンランなど），上矢作－上大口で14種（カニク
サ，テリハノイバラ，ヤブコウジ，ホウチャクソウ，
カラスビシャクなど），辺田－上大口で28種（ミズヒ
キ，モミジイチゴ，ヌスビトハギ，アマチャヅル，ヤ
マハッカ，アキノノゲシなど）であった．また，1カ
所の調査地区のみで出現した種数とそれが全出現数に
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占める割合は，上矢作が17種（14．7％）（ホシダ，ス
ダジイ，ヤマウコギ，カラタチバナ，ヤクシソウな
ど），辺田が31種（21．5％）（ミツバツチグリ，タカト
ウダイ，リンドウ，オケラ，チゴユリ，ツルボなど），
上大口が48種（31．4％）（ハナタデ，ヤマハタザオ，
キンミズヒキ，コバギボウシ，オニユリ，シュンラン
など）であった．これらのことは，同一地域で同じよ
うに立地している雑木林でありながら，上矢作と辺
田・上大口とでは林のタイプが異なることを示してい
る．要因としては，人為的管理の違いが考えられる．
両者で大きく違っているのは，林床の状態である．上
矢作では，約3年前から人為的管理が行われなくな
り，部分的に高さ1mにおよぶアズマネザサの群生や
クズがみられるのに対し，辺田・上大口では現在にい
たるまで定期的な人為的管理が継続されているため，
林床には植物がまばらである．上矢作での出現種数が
ほか地区よりも少ないのは，管理放棄による林の荒廃
化が始まったためと思われる．また，辺田・上大口で
みられる植物の多くは，人為的に管理された環境に適
応した植物であると推測される．したがって，雑木林
においては，定期的に人為的管理を施すことなしには
その特有の植物相の維持が難しいことが示唆された．
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（要 旨）

廣瀬孝久・太田俊彦・中川久夫・小幡和男・櫻井稔郎・高野信也．岩井市における雑木林

の植物相について．茨城県自然博物館研究報告 第4号（2001）pp.131-144．
2000年の春と夏，秋に，岩井市の最近まで管理が継続されてきた雑木林およびその近隣の

水田の畔について，維管束植物の植物相調査を行った．その結果，雑木林では223種，畦で
は124種の植物を確認した．

（キーワード）:岩井市，雑木林，植物相，維管束植物．
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付表1．雑木林の各調査区域において各調査日（平成12年5/29，7/31，10/2）に確認された維管束植物．
Appendix1.AListofvasucularplantsineachareaofsecondaryforests.

987654321種 名No.
○○Equisetumarvense スギナ1
○Botrychiumternatum フユノハナワラビ2

○○Osmundajaponica ゼンマイ3
○○○●○Lygodiumjaponicus カニクサ4

○Pteridiumaquilinumvar.latiusculum ワラビ5
○○Dryopteriserythrosora ベニシダ6

○Dryopterisbissetiana ヤマイタチシダ7
○Polystichumpolyblepharum イノデ8

○○●○○Thelypterisjaponica ハリガネワラビ9
●Thelypterisacuminata ホシダ10

○○Thelypteristorresianavar.calvata ヒメワラビ11
○Stegnogrammapozoisubsp.mollissima ミゾシダ12
○●○○○○Athyriumniponicum イヌワラビ13
○●○○●Depariajaponica シケシダ14
○○○○○○○Cryptomeriajaponica スギ15
○○○○Chamaecyparispisifera サワラ16
○○○○Chamaecyparisobtusa ヒノキ17

○○○○●○Carpinustschonoskiiイヌシデ18
○○○○○○○○○Quercusserrata コナラ19
●○○○○○○○○Quercusmyrsinaefolia シラカシ20
○○○○○Quercusacutissima クヌギ21
○○○○○○Castaneacrenata クリ22

○○Castanopsissieboldiiスダジイ23
○○○○○○○○Aphanantheaspera ムクノキ24
○○○○○○○○Celtissinensisvar.japonica エノキ25
○○○○○○Zelkovaserrata ケヤキ26

○○○○○○○Morusalba マグワ27
○○Broussonetiakazinokiヒメコウゾ28
○Fatouavillosa クワクサ29
●Humulusjaponicus カナムグラ30
○○●○○○Antenoronfiliforme ミズヒキ31
○●○Persicarialongiseta イヌタデ32

○Persicariayokusaniana ハナタデ33
○○Polygonumaviculare ミチヤナギ34
○○○●○Phytolaccaamericana ヨウシュヤマゴボウ35

○○Myosotonaquaticum ウシハコベ36
○Stellariamedia ハコベ37

○Chenopodiumalbum シロザ38
●○○○Achyranthesbidentatavar.japonica イノコズチ39

●○Achyrantheslongifolia ヤナギイノコズチ40
○○○○○○○○Magnoliapraecoccisima コブシ41

○Magnoliaobovata ホオノキ42
○○○○Neolitseasericea シロダモ43

○○○○○Linderaglauca ヤマコウバシ44
○○Nandinadomestica ナンテン45
○○○○○○○Akebiaquinata アケビ46

○○○○○Akebiatrifoliata ミツバアケビ47
○○○○Cocculustrilobus アオツヅラフジ48
○○○○○○Houttuyniacordata ドクダミ49
○○●○○○○Chloranthusserratus フタリシズカ50

（続く，tobecontinued）



138 廣瀬孝久・太田俊彦・中川久夫・小幡和男・櫻井稔郎・高野信也

987654321種 名No.
○○○○●○○○Euryajaponica ヒサカキ51
●●○○○Camelliasinensis チャノキ52

●Camelliajaponica ヤブツバキ53
●○○○Macleayacordata タケニグサ54

●Arabishirsuta ヤマハタザオ55
○Saxifragastolonifera ユキノシタ56

○○○○○○Rosamultiflora ノイバラ57
○○○○○○Prunusjamasakura ヤマザクラ58

○○○Rosawichuraiana テリハノイバラ59
○○○○○Rubusparvifolius ナワシロイチゴ60

○○○○●○○●Prunusgrayana ウワミズザクラ61
●○Potentillafreyniana ミツバツチグリ62

○○○○Rubuspalmatusvar.coptophyllus モミジイチゴ63
○○○Pourthiaeavilosavar.laevis カマツカ64
○○○Prunusbuergeriana イヌザクラ65
○Agrimoniapilosavar.japonica キンミズヒキ66
○Duchesneachrysantha ヘビイチゴ67

●○●○○Viciaunijuga ナンテンハギ68
○○○○○○○○Wisteriafloribunda フジ69
●○○○○Amphicarpaeabractaetasubsp.edgeworthiivar.japonica ヤブマメ70
○○○○○○Puerarialobata クズ71

○○○○○Albiziajulibrissin ネムノキ72
○Dunbariavillosa ヒメクズ73

○●Rhynchosiaacuminatifolia トキリマメ74
●○○Desmodiumpodocarpumsubsp.oxyphyllum ヌスビトハギ75
○○Lespedezabicolor ヤマハギ76

○○○○Oxaliscorniculata カタバミ77
○○Geraniumnepalensesubsp.thunbergiiゲンノショウコ78
○○○○●○○○Mallotusjaponicus アカメガシワ79

●○Euphorbiapekinensis タカトウダイ80
○Acalyphaaustralis エノキグサ81
●○○●○○○○Zanthoxylumpiperitum サンショウ82
●○○Ailanthusaltissima ニワウルシ83

○○●Picrasmaquassioides ニガキ84
○○○○○○○Rhusjavanicavar.roxburghiiヌルデ85
○○Rhustrichocarpa ヤマウルシ86

○○○Acerpalmatum イロハモミジ87
○○Ilexintegra モチノキ88

○○○○○○○Ilexcrenata イヌツゲ89
○○○○○Celastrusorbiculatus ツルウメモドキ90
○○○○○Euonymussieboldianus マユミ91
○○○●○○○○Euscaphisjaponica ゴンズイ92
○○●○○○○○○Ampelopsisbrevipedunculatavar.heterophylla ノブドウ93
○○○○○○○○Vitisthunbergiiエビヅル94
○○●○○Parthenocissustricuspidata ツタ95
○○●○○Cayratiajaponica ヤブカラシ96

●●Tiliamiqueliana ボダイジュ97
○○○○○○○○●Violagrypoceras タチツボスミレ98

○Violamandshurica スミレ99
○○○○○○Trichosanthescucumeroides カラスウリ100
○○●○Gynostemmapentaphylla アマチャヅル101

（付表1．続き，Appendix1,continued）
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987654321種 名No.
●○Melothriajaponica スズメウリ102

○○○○○○○○○Aucubajaponica アオキ103
○●○○○○Swidacontroversa ミズキ104
●○○○○○○○Araliacordata ウド105
○○○●○○○○○Araliaelata タラノキ106
○○○●○○○○○Kalopanaxpictus ハリギリ107
○○○○○○Hederarhombea キヅタ108

○○Acanthopanaxspinosus ヤマウコギ109
○○○○Centellaasiatica ツボクサ110

○○○○Angelicadecursiva ノダケ111
○Torilisscabra オヤブジラミ112

○●○Cryptotaeniajaponica ミツバ113
●●Saniculachinensis ウマノミツバ114

○○○●○○Ardisiacrenata マンリョウ115
●○Ardisiacrispa カラタチバナ116

○○●○Ardisiajaponica ヤブコウジ117
●Lysimachiajaponica コナスビ118

○○○○Diospyroskakiカキノキ119
○○○○○○○●Styraxjaponica エゴノキ120
○○○○○Symplocoschinensisvar.leucocarpaf.pilosa サワフタギ121

○○○Ligustrumobtusifolium イボタノキ122
○○Gentianascabravar.buergeriリンドウ123

○○●Trachelospermumasiaticum テイカカズラ124
○○○○●○○○○Paederiascandens ヤイトバナ125
○○○○○Rubiaargyiアカネ126
○○○○○●○○Callicarpajaponica ムラサキシキブ127

○○○○Clerodendrumtrichotomum クサギ128
●○○○Rabdosiainflexa ヤマハッカ129

○Teucriumjaponicum ニガクサ130
●Moslapunctulata イヌコウジュ131

○Perillafrutescensvar.crispa シソ132
○Solanumlyratum ヒヨドリジョウゴ133

○Solanumamericanum アメリカイヌホオズキ134
○○○Paulowniatomentosa キリ135

●Linderniacrustacea ウリクサ136
●○○○Justiciaprocumbens キツネノマゴ137

○●●○Phrymaleptostachyavar.asiatica ハエドクソウ138
○○Plantagoasiatica オオバコ139

○○●○○○Loniceragracilipes ヤマウグイスカグラ140
●○○○○○○●○Viburnumdilatatum ガマズミ141
○○○○○○○●Lonicerajaponica スイカズラ142
○○○○○○○Sambucusracemosasubsp.sieboldiana ニワトコ143

●Loniceragracilipesvar.glabra ウグイスカグラ144
●○○Adenophoratriphyllavar.japonica ツリガネニンジン145

○○○Youngiajaponica オニタビラコ146
○○○○○Solidagoaltissima セイタカアワダチソウ147

●●○○○Asterscaber シラヤマギク148
○●○○Eupatoriumchinense ヒヨドリバナ149

●○Cirsiumjaponicum ノアザミ150
○Youngiadenticulata ヤクシソウ151

○Atractylodesjaponica オケラ152

（続く，tobecontinued）

（付表1．続き，Appendix1,continued）



140 廣瀬孝久・太田俊彦・中川久夫・小幡和男・櫻井稔郎・高野信也

987654321種 名No.
○○Asterageratoidessubsp.ovatus ノコンギク153

○●○○○○Cirsiumoligophyllum ノハラアザミ154
●Ixerisdentata ニガナ155

●○○Lactucaindica アキノノゲシ156
○○Stenactisannuus ヒメジョオン157

○○○Artemisiaprinceps ヨモギ158
●Picrishieracioidessubsp.japonica コウゾリナ159

●Galinsogaciliata ハキダメギク160
○Cirsiumtanakaeform.obvallatum クルマアザミ161
○Bidensbiternata センダングサ162

○○Erigeronphiladelphicus ハルジオン163
○Bidensfrondosa アメリカセンダングサ164
○Erigeroncanadensis ヒメムカシヨモギ165
○Ixerisstolonifera イワニガナ166

○Kalimerispseudo-yomena カントウヨメナ167
○Sonchusoleraceus ノゲシ168
○Petasitesjaponicus フキ169
●Erechtiteshieracifolia ダンドボロギク170
○○○○○○○○○Smilaxchina サルトリイバラ171
○○○○○○○Ophiopogonjaponicus ジャノヒゲ172
○●○●○○○Liriopeplatyphylla ヤブラン173

○○●○○○Liliumauratum ヤマユリ174
○○○●○Polygonatumodoratumvar.pluriflorum アマドコロ175
●○●●Polygonatumfalcatum ナルコユリ176
○○○Disporumsmilacinum チゴユリ177
○○Hemerocallisfulvavar.kwanso ヤブカンゾウ178
○●●Smilaxripariavar.ussuriensis シオデ179

○Liliumlancifolium オニユリ180
○Hostaalbo-marginata コバギボウシ181

○○○Disporumsessile ホウチャクソウ182
○Hemerocallisfulvavar.longituba ノカンゾウ183

○Rohdeajaponica オモト184
○Scillascilloides ツルボ185
●○Lycorisradiata ヒガンバナ186

○○○○○●○○○Dioscoreatokoro オニドコロ187
○○○●○○○Dioscoreajaponica ヤマノイモ188

○Tritoniacrocosmaeflora ヒメヒオウギズイセン189
○○○●○○○○○Commelinacommunis ツユクサ190
○○○○○○○○○Pleioblastuschino アズマネザサ191
●○○○○○○○○Oplismenusundulatifolius チヂミザサ192

○Agropyronciliarevar.minus アオカモジグサ193
●○○○○Calamagrostisarundinaceavar.brachytricha ノガリヤス194

○Phyllostachysbambusoides マダケ195
○●Festucaparvigluma トボシガラ196

●Agrostisclavatavar.nukabo ヌカボ197
○○○○Miscanthussinensis ススキ198

○○Pseudosasajaponica ヤダケ199
○Phalarisarundinacea クサヨシ200

○○○Digitariaciliaris メヒシバ201
○Calamagrostisepigeios ヤマアワ202

○○Setariafaberiアキノエノコログサ203

（続く，tobecontinued）
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987654321種 名No.
○○Microstegiumvimineum アシボソ204

○Pennisetumalopeculoides チカラシバ205
○Panicumbisulcatum ヌカキビ206

○Eleusineindica オヒシバ207
○Eragrostisferruginea カゼクサ208
○Setariaglauca キンエノコロ209
○Imperatacylindrica チガヤ210
○Sporobolusfertilis ネズミノオ211
○○○○○○○Trachycarpusfortuneiシュロ212

○○○Arisaemaserratum マムシグサ213
○○○○Pinelliaternata カラスビシャク214

○Arisaemathunbergiisubsp.urashima ウラシマソウ215
○○○Carexlanceolata ヒカゲスゲ216

●●Carexjaponica ヒゴクサ217
○●○○○Carexlenta ナキリスゲ218

●Carexmeurocarpa ミコシガヤ219
○○Zingibermioga ミョウガ220

○○○●Cephalantherafalcata キンラン221
○○○●Cephalantheraerecta ギンラン222

○Cymbidiumgoeringiiシュンラン223

科の配列順はエングラー配列にしたがった．
表の○は確認を，●は採集を示している．
1．岩井市上矢作一本松 5月29日調査
2．岩井市辺田西念寺 5月29日調査
3．岩井市上大口 5月29日調査
4．岩井市上矢作一本松 7月31日調査
5．岩井市辺田西念寺 7月31日調査
6．岩井市上大口 7月31日調査
7．岩井市上矢作一本松 10月 2日調査
8．岩井市辺田西念寺 10月 2日調査
9．岩井市上大口 10月 2日調査

（付表1．続き，Appendix1,continued）
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654321種 名No.
○○○○○Equisetumarvense スギナ1

○Equisetumpalustre イヌスギナ2
●Ceratopteristhalictroides ミズワラビ3

●Salixchaenomeloides マルバヤナギ4
○Salixgilgiana カワヤナギ5

○Salixintegra イヌコリヤナギ6
●Salixsachalinensis オノエヤナギ7

○Fatouavillosa クワクサ8
○○○Humulusjaponicus カナムグラ9

○Pileamongolica アオミズ10
○Persicariahydropiper ヤナギタデ11

○○○○○Persicarialongiseta イヌタデ12
○○○Persicariathunbergiiミゾソバ13

○Rumexacetosa スイバ14
○Rumexcrispus ナガバギシギシ15

○○Cerastiumglomeratum オランダミミナグサ16
○○Myosotonaquaticum ウシハコベ17
○Silenearmeria ムシトリナデシコ18
○Stellariaalsinevar.undulata ノミノフスマ19

○○○Achyranthesbidentatavar.japonica イノコズチ20
○○Ranunculuscantoniensis ケキツネノボタン21

○○○○○Houttuyniacordata ドクダミ22
○●Sarothralaxa コケオトギリ23

○Capsellabursa-pastoris ナズナ24
○Cardamineflexuosa タネツケバナ25

○○○○○Rorippaindica イヌガラシ26
○○Rorippaislandica スカシタゴボウ27
○○Sedumbulbiferum コモチマンネングサ28

○○Duchesneachrysantha ヘビイチゴ29
○○Potentillasundaicavar.robusta オヘビイチゴ30

○Rubusparvifolius ナワシロイチゴ31
○○Amphicarpaeabractaetasubsp.edgeworthiivar.japonica ヤブマメ32

○○○Trifoliumrepens シロツメクサ33
○Viciaangustifolia ヤハズエンドウ34

○Wisteriafloribunda フジ35
○○Oxaliscorniculata カタバミ36

●○Geraniumnepalensesubsp.thunbergiiゲンノショウコ37
●Acalyphaaustralis エノキグサ38
○Euphorbiasupina コニシキソウ39
○○Cayratiajaponica ヤブカラシ40

○○○Ludwigiaepilobioides チョウジタデ41
○Swidacontroversa ミズキ42

○Hydrocotylematirima ノチドメ43
○○Hydrocotylesibthorpioides チドメグサ44

○○○○Oenanthejavanica セリ45
○Lysimachiajaponica コナスビ46

○○Metaplexisjaponica ガガイモ47
○○Galiumspuriumvar.echinospermon ヤエムグラ48

○Paederiascandens ヤイトバナ49
●○Bothriospermumtenellum ハナイバナ50

付表2．畦の各調査区域で確認された維管束植物．
Appendix2.Alistofvasucularplantsineachareaofridgesbetweenricefields.

（続く，tobecontinued）
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654321種 名No.
○○Glechomahederaceasubsp.grandis カキドオシ51

○Lamiumpurpureum ヒメオドリコソウ52
○Lycopusmaackianus ヒメシロネ53

○Lycopusramosissimus ヒメサルダヒコ54
●○○Mosladianthera ヒメジソ55

●●Perillafrutescensvar.frutescens エゴマ56
●Stachysriederivar.intermedia イヌゴマ57

○Linderniacrustacea ウリクサ58
○Linderniadubia アメリカアゼナ59

●Linderniaprocumbens アゼナ60
○Veronicaarvensis タチイヌノフグリ61

○Veronicapersica オオイヌノフグリ62
○○○Justiciaprocumbens キツネノマゴ63

○Plantagoasiatica オオバコ64
●○○○○Artemisiaprinceps ヨモギ65
●Bidensbiternata センダングサ66
●○○Bidensfrondosa アメリカセンダングサ67

○Bidenstripartita タウコギ68
●Cirsiumtanakaeform.obvallatum クルマアザミ69

●○Conyzasumatrensis オオアレチノギク70
○○●●Ecliptathermalis タカサブロウ71

●○Erigeroncanadensis ヒメムカシヨモギ72
○○○○○Erigeronphiladelphicus ハルジオン73
○○○Galinsogaciliata ハキダメギク74

○Gnaphaliumaffine ハハコグサ75
○●Ixerisdebilis オオジシバリ76

○○●○○○Kalimerispseudo-yomena カントウヨメナ77
○○Lactucaindica アキノノゲシ78

●Lapsanaapogonoides コオニタビラコ79
○○○○○○Solidagoaltissima セイタカアワダチソウ80

○Sonchusasper オニノゲシ81
○○Sonchusoleraceus ノゲシ82
○○Stenactisannuus ヒメジョオン83

○Youngiajaponica オニタビラコ84
○●○Sagittariatrifolia オモダカ85

○Alliumgrayiノビル86
○Alliumtuberosum ニラ87
○Dioscoreajaponica ヤマノイモ88

○○○Juncuseffususvar.decipiens イ89
○○○○Commelinacommunis ツユクサ90

○○Murdanniakeisak イボクサ91
○○Agropyronciliarevar.minus アオカモジグサ92
○○Agropyrontsukushiensevar.transiens カモジグサ93
○Alopecurusaequalisvar.amurensis スズメノテッポウ94

○Arthraxonhispidus コブナグサ95
○○○○Digitariaciliaris メヒシバ96

○○Echinochloacrus-gallivar.caudata イヌビエ97
○Echinochloacrus-gallivar.echinata ケイヌビエ98

○Eleusineindica オヒシバ99
●Ergagrostisferruginea カゼクサ100

○Hemarthriasibirica ウシノシッペイ101

（続く，tobecontinued）

（付表2．続き，Appendix2,continued）
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654321種 名No.
○○Imperatacylindrica チガヤ102
○Leersiajaponica アシカキ103
○Loliummultiflorum ネズミムギ104

●○Panicumbisulcatum ヌカキビ105
●Pennisetumalopeculoides チカラシバ106
○○○○○Phalarisarundinacea クサヨシ107
●○○○○Phragmitescommunis ヨシ108

○Phragmitesjaponica ツルヨシ109
○Setariafaberiアキノエノコログサ110

○Setariaglauca キンエノコロ111
○Setariaviridis エノコログサ112

○Lemnaperpusilla アオウキクサ113
○Spirodelapolyrhiza ウキクサ114

●Typhalatifolia ガマ115
●Carexidzuroeiウマスゲ116
●Carexmaximowicziiゴウソ117

○Cyperusbrevifoliusvar.leiolepis ヒメクグ118
●Cyperusflaccidus ヒナガヤツリ119
●○Cyperusiria コゴメガヤツリ120

○●Cyperusmicroiria カヤツリグサ121
○Fimbristylisaestivalis コアゼテンツキ122
○○○Fimbristylismiliacea ヒデリコ123

●Lipocarphamicrocephala ヒンジガヤツリ124

科の配列順はエングラー配列にしたがった．
表の○は確認を，●は採集を示している．
1．岩井市上矢作畦 5月29日調査
2．岩井市上大口畦 5月29日調査
3．岩井市上矢作畦 7月31日調査
4．岩井市上大口畦 7月31日調査
5．岩井市上矢作畦 10月 2日調査
6．岩井市上大口畦 10月 2日調査

（付表2．続き，Appendix2,continued）



はじめに

茨城県自然博物館は，シーボルト（PhilippFranz
vonSiebold，1796-1866）の日本自然史研究への貢献
を広く紹介するため，2000年3月18日から6月18日
の期間，第18回企画展「シーボルトの愛した日本の
自然―紫陽花・山椒魚・煙水晶―」（以下「企画展」
という）を開催した．
企画展で展示された主な資料は，オランダのライデン

市にある国立自然史博物館（NationaalNatuurhistorisch
Museum“Naturalis”），国 立 植 物 標 本 館（Nationaal
Herbarium NederlandUniversiteitLeidenBranch），国
立民族学博物館（RijksmuseumvoorVolkenkunde，以
下「ライデン民博」という）より借用したものであ
る．これらは，シーボルトが日本で収集した動物の剥
製や植物のさく葉標本など，ライデンの各館に収蔵さ
れている膨大なコレクションの中から選ばれた270点
におよぶ自然史関係資料であった．
この中に掛け軸になったアキタブキの拓本（以下

「アキタブキ拓本」という）があった．この資料はラ
イデン民博から借用したものである．事前にライデン
で行われた調査では，シーボルトによる日本での収集
品という情報だけで，この拓本がどのような経緯で彼
の手に渡ったのかは不明であった．しかし，企画展開
催中，アキタブキ拓本の贈り主が博物学者の宇田川榕
菴（1798-1846）であったこと，そしてこの拓本が
シーボルトの著書「日本」や「日本植物誌（フロラ・
ヤポニカ）」の中にある記述に関係していることなど，
新たな知見が得られたので報告する．

「アキタブキ拓本」発見の経緯

ライデンにおける企画展のための資料調査は1999
年3月11日から3月19日の9日間行われた．メンバー
は小幡和男，高橋 淳，久松正樹（以上当館資料課）
の3名と，熊本大学理学部の山口隆男教授，長崎純心
大学人文学部の宮坂正英助教授の5名であった．
その期間中の3月16日，ライデン民博本館内で同館

宇田川榕菴がシーボルトに贈ったアキタブキの拓本 145茨城県自然博物館研究報告 Bull.IbarakiNat.Mus.,(4):145-150(2001)

宇田川榕菴がシーボルトに贈ったアキタブキの拓本

小幡和男＊

（2001年3月10日受理）

AHerbalRubbedCopyfrom UDAGAWA Joan
toPh.F.vonSiebold

KazuoOBATA＊

(AcceptedMarch10,2001)

Abstract

AtIbarakiNatureMuseum’s18thspecialexhibition“VonSiebold’sPerspectiveonJapan’s
Nature”,wedisplayedahangingscrollofaherbalrubbedcopyfrom vonSiebold’scollections.
Duringtheexhibitionperiod,weacquirednew informationaboutthecopy,learningthatitwasa
giftfromUDAGAWA Joanandthatdescriptionsofthecopyarein“NIPPON”and“FloraJaponica”.

Keywords:Ph.F.vonSiebold,UDAGAWA Joan,herbalrubbedcopy.

＊ ミュージアムパーク茨城県自然博物館（〒306-0622岩井市大崎700;IbarakiNatureMuseum,Iwai306-0622,Japan）．



所蔵の文献調査が行われた．アキタブキ拓本は，調査
対象資料として予定していたものではなかったが，高
橋（淳）が閲覧室の収蔵品データベースシステムによ
りシーボルトコレクションを検索中に偶然に発見し
た．著者らの要望により，調査に立ち会っていたライ
デン民博のケン・フォス（KenVos）氏が，軸装され
たアキタブキ拓本を収蔵庫から閲覧室に運び，ひもを
解いて壁に掛けてくれた（図1，2）．シーボルトコレ
クションに詳しい山口・宮坂両氏にとっても，この拓
本は初めて見るものであった．
この日の調査では，掛け軸縦横の測定と写真撮影を

行った．ライデン民博に借用依頼を予定していた文献
資料は，住友家が銅精錬所の見学図録として出版した
「鼓銅図録（資料番号1-4635）」，水谷助六著の「本草
写真（資料番号1-4312）」の2点であった．しかし，

山口氏の「（この拓本の）出処はよく分からないが，
大変興味深い．ぜひ企画展で展示するといい」という
助言もあり，著者らは「アキタブキ拓本（資料番号1-
4316）」を加えて3点の借用依頼書をライデン民博へ
提出した．この結果，「本草写真」の借用は許可され
なかったが，「鼓銅図録」と「アキタブキ拓本」は借
用が許可されて企画展で展示できる運びとなった．
ところで，ライデン民博に収蔵されている資料には
1-4316とか360-4738という資料番号が付され，整理
保管されている．ハイフンの前の1や360はコレク
ターごとに付けられた番号で，1はシーボルトを表
す．これはライデン民博設立（1837年）が，シーボ
ルトの日本コレクションの購入を契機に始まったこと
を暗に示しているものと思われ，興味深い．

146 小幡和男

図2．拓本の各部分の寸法．
Fig.2.Thedimensionsoftheherbalrubbedcopy.

図1．掛け軸になったアキタブキの拓本．
Fig.1.Thehangingscrolloftheherbalrubbedcopy.



企画展開催中に贈り主が明らかになった

著者らは，2000年3月18日の企画展開催と同時に
発行した企画展の展示解説書（ミュージアムパーク茨
城県自然博物館，2000）に，アキタブキ拓本の写真を
掲載した．この写真を見た岡山大学文学部の高橋輝和
教授と東海大学文明研究所の石山禎一講師から「アキ
タブキ拓本は宇田川榕菴がシーボルトへ贈ったもので
はないか」という指摘をほぼ同時に受けた．それは，
企画展開催中の4月26日であった．
宇田川榕菴はシーボルトが来日した当時を代表する

江戸の博物学者で，日本最初の近代的な植物学の解説
書「植学啓原（しょくがくけいげん）」（1834年）や日
本最初の化学書「舎密開宗（せいみかいそう）」（1837-
47年）の著者として知られている（木村，1981）．
シーボルトは来日中，日本の多くの博物学者たちと

交流を持ち，植物や動物の標本のみならず，いろいろ
な情報を入手し，自身の日本自然史研究を大きく発展
させた．特に1826年に実施された江戸参府では，長
崎江戸間を往復する道中や，37日間滞在した江戸に
おいて多くの収穫を得た．榕菴もシーボルトと江戸で
深くかかわった学者の一人であり，多くの植物標本や
植物画をシーボルトに贈っている（山口，1997）．
シーボルトの著書「日本」にある江戸参府紀行2月
16日のところに，
「宿の主人の清楚な庭園の中にフキ（Tussilago）が

植えてあって，冬によく耐えている葉は大きく艶がよ

くて，この種類を一つの美しい観賞植物にしている．

私はこのうちの一本を植物園用として出島に送った

が，晩秋に花をつけた．われわれの植物群の中でフキ

はTussilagogiganteaとして光彩を放っている．のち

に友人のひとり，江戸の宇田川榕庵（菴）が大フキの

葉を一枚わけてくれたが，それは直径一メートルあっ

た．出羽国，秋田付近ではフキはもっと大きくなると

いうことで，日本の画家北斎は彼の画集の中で，農夫

がフキの大きな葉の下で雨宿りしている有様を描いて

いる．」

という記述があり（中井・斎藤，1978），高橋（輝）・
石山の両氏はこれを根拠に，この拓本が榕菴から贈ら
れたものであると推察した．また拓本の葉の大きさを
測定したところ，直径1メートルの記述とぴったり一
致した．
しかしこの文面だけでは，榕菴から生の葉をもらっ

たのか，拓本をもらったのかという疑問が残ったが，
その後の高橋（輝）氏の調査で，シーボルトの別の記
述が発見された．それは，（財）東洋文庫がマイクロ
フィルムで所蔵している「シーボルト文献」のファイ
ル（Ⅲ-1d）の中にある，シーボルトの著書「日本植
物誌」のオオツワブキに関するドイツ語の草稿であっ
た．その冒頭に，
「日本の本草学者達の信ずべき報告によればこの植

物は北緯約40度の日本の出羽地方には野生で分布し

ている．そこでは異常な大きさに達して，6-15フィー

トの高さに成長するそうだ．○○ある葉径を私に尾張

の経験豊かな植物学者，伊藤圭介が報告してくれ，最

大径が○○の葉拓（Blattabdruck）を何度も述べた江

戸の医師にして博物学者，宇田川榕菴が分けてくれ

た．」

という記述が発見された（高橋，2000）．○○の部分
は空白で後から寸法を書き込む予定だったと思われ
る．この事実は高橋（輝）氏からの手紙により，著者
に6月3日に知らされた．榕菴が拓本を贈ったことが
より確実となった．
さらに続いて，ここにも「北斎漫画」第7編「出

羽・秋田の蕗」の絵（図3）の記述が登場する．
「それ故に，江戸の宮廷絵師，北斎が並はずれた自

然の光景を写し取った彼の絵本の○巻中で示している

この植物の大人の背丈二つ分を越える高さの茂みと，

その葉（複数形）でもって雨をしのいでいる農民らを

描いた非常に機知に富む挿し絵は真実を多く含んでい

ると思われる．」
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図3．『北斎漫画』第7編「出羽・秋田の蕗」．
Fig.3.Theillustrationoftheplant“Akitabuki”from
the7thvolumeof“HokusaiManga”.



榕菴の自筆サインを発見

著者らはことの重大さを認識し，このアキタブキ拓
本のできるだけ詳細な記録を残そうと考え，6月6日
に，掛け軸の精密な測定および裏面の点検を行ったと
ころ，題箋に
TotgedachtenisaandenzeergeleerdenheervonSiebold

dooruEd.vriendWoedagawaJooan

和訳：フォン・シーボルト博士殿への記念品として

貴方の友人，宇田川榕菴による

とオランダ語で書かれた榕菴自筆の献辞と落款を発見
した（図4）．zeergeleerdenという語は，すり切れてい
て読みとるのが困難であったが，6月18日にライデン
国立植物標本館のタイセ（GerardThijsse）氏によっ
て判読された．和訳は，高橋（輝）氏によるものであ
る．著者らにはオランダ語の単語はすぐには分からな
か っ た が，「vonSiebold」と「WoedagawaJooan」が
シーボルトと宇田川榕菴を意味することはすぐに判断
でき，「榕庵」の落款もすぐに読めたので，この発見
にはいささか興奮した．同時になぜもっと早く掛け軸
の裏面を点検しなかったのかと自責した．オランダで
の調査のときも，当館で展示されるときも，アキタブ
キ拓本には当館職員は直接触っておらず，題箋の存在
には気付かなかった．
そして，企画展最終日の6月18日，茨城県立歴史館

の桐原治美首席研究員による掛け軸の調査が行われ
た．桐原氏によると，「この掛け軸は中国様式の軸装
で，当時文人に好まれていたシンプルな装丁である．
拓本の保存の手段として，榕菴がつくらせたものと考
えて矛盾はない」という結論であった．これで榕菴が
贈った大フキの葉がこの拓本であったことが確実と
なった．

拓本の写し方とインクの正体

この拓本は，葉身と葉柄がどちらもくっきりと写し
出されている．葉柄を動かしながら葉の裏側を先に写
し，その後で葉柄を写したに違いない．所々にインク
がたれたような跡があるが，盛り上がってはいない．
この拓本の色であるが，墨のような黒色ではなく，く
すんだ茶色をしている．インクや墨の類を使っている
とは考えにくく，フキの葉を和紙に直接押しつけ，植
物体の汁を和紙に移したのではないかと考えた．そこ
で実際のフキの葉を用意し，その上に和紙をのせ，バ
レンで擦ってみた．結果はこの拓本とよく似たものを
つくることができた．

シーボルトの混乱

ここまでのところでシーボルトがアキタブキとオオ
ツワブキを同一視し，混乱していたことは明らかであ
る．
「日本植物誌」の36．オオツワブキでシーボルトは
次のように述べている（大場，1996）．
「我々は日本で野生状態のこの植物を見たことがな

く，したがってそういったものに関しては日本の最も

著名な植物学者たちから聞いた話に頼らざるをえな

い．彼らによると，これは本州の北緯40度あたりに

位置する出羽国に自生する植物で，その根生葉は2．0

～4．9メートルという異常な高さに達する．尾張の学

識深い植物学者である伊藤圭介は，一枚の葉がその最

も幅の広いところで1．6メートルに達する例があるこ

とを我々に教えてくれた．またこれまでも何度か名前

を出した博物学者の宇田川榕菴からも，同じような例

を聞くことができた（この部分は『宇田川榕菴は我々

に同じようなものを分けてくれた』と訳す方が正しい

（高橋，2001））．要するに，江戸の絵師北斎が自然の

中の異様なものを描いた画帳の表紙を飾っている絵

は，誇張ではなかったように思われる．この表紙の絵

には，オオツワブキの茂みが描かれているが，葉はど

れも高さ3．9メートルほどの根生葉で，その下で農夫

が数人，雨宿りをしている絵柄である．…」

すでに示した，「日本」，「日本植物誌」の草稿にあ
る内容が，そのまま「日本植物誌」の文章に受け継が
れている．
オオツワブキの記述として，まるっきりアキタブキ
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図4．宇田川榕菴自筆の献辞と落款のある題箋．
Fig.4.The title sheetofthe hanging scrollwith
UDAGAWA Joan’sdedicationandstamp.



の話が登場してくる．ここで事実関係を整理してみ
る．
1． シーボルトは1832年刊行の「日本」（江戸参府紀

行の含まれる第5分冊の出版年は不明である．第7

～8分冊は1839年に出版されたことが分かっている

（講談社学術局・臨川書店出版部，1977）．）の中で，

オオツワブキをTussilagogiganteaとよんでいる．

Tussilagoはフキタンポポ属でフキタンポポはヨー

ロッパではふつうに見られる植物である．

1835年刊行の「日本植物誌」（36．オオツワブキ

のある分冊は1839年出版）では，オオツワブキは

LigulariagiganteaSieb.etZucc.と名付けられ，属

が移されている．Ligularia属はメタカラコウ属と

もよばれ，ユーラシア大陸に10数種ある．

現在，ツワブキ類は Farfugium属として，Ligularia

属とはふつう別にされる．

2． この拓本の右下にシーボルトの筆跡で，

Folium LigulariaegiganteaeSieb.

リグラリア・ギガンテアの葉

というラテン語の記述がある（図5）．この筆跡は

シーボルトの丁寧な自筆のものと考えられ，1．から

考えてヨーロッパに帰国してから，「日本植物誌」

の刊行前後に書いたものと思われる．

3．「日本」，「日本植物誌」の草稿，「日本植物誌」に

共通して，オオツワブキの解説のところに，アキタ

ブキの詳しい記述が登場している．

4． シーボルトは，ツワブキとオオツワブキの両種を

「日本植物誌」に掲載するとともに，観賞用植物と

して，ヨーロッパへの導入に成功している．1856

年に出版された日本産の園芸植物目録（ライデンに

おけるフォン・シーボルト商会の施設で栽培された

日本の植物および種子．説明付き価格表，20pp．，

ライデンおよびボンで出版）の中で両種が紹介され

ている．また，シーボルト2回目の来日後の1863年

に出版された目録（ライデンにおけるフォン・シー

ボルトの気候馴化園で栽培された日本と中国の植物

および種子．説明付き価格表，56pp．，アムステル

ダムで出版）にも両種は登場する（石山・金箱，

2000）．かなり気に入っていたようである．

5． シーボルトはフキの標本を数点作成し，それらは

ライデン国立植物標本館に収蔵されている．その中

にTussilagopetasitesTh（Thunbergの意味）と書

いたコヨリのついた標本がある．コヨリは日本でつ

けたと思われる．

シーボルトは後にフキの学名をNardosmiajaponica

Sieb.etZucc.と変更している．

以上のことから，シーボルトは，ツワブキ類，フ

キ類の分類について，苦労していた様子がうかがわ

れる．

6． シーボルトのアキタブキの標本はライデン国立植

物標本館には今のところ見あたらない．

以上の事実から考えて，次のように推測した．
1． シーボルトはアキタブキの話は聞いていたが，実

物は一度も見たことはなく，オオツワブキの北方系

の変異（より大きく変化したもの）と考えていた．

2． このアキタブキ拓本はシーボルトが手にすること

ができた唯一のアキタブキの資料であった．

九州の海岸に自生するといわれるオオツワブキと，
東北の日本海側を中心に自生するアキタブキは，葉の
形は似ているが，葉の厚さ・光沢，花の形・花期は全
く異なるものである．シーボルトがアキタブキの実物
の葉を一目でも見ていれば，彼の植物に関する専門的
知識と，宇田川榕菴や伊藤圭介ら日本の一流の学者の
協力を得ていたことから考えて，両種の混乱は起こら
なかっただろう．

おわりに

このアキタブキの拓本の保存状態は極めて良好で
あった．シーボルトがこの拓本をたいへん気に入り，
大切にしていた様子がうかがわれる．今回，このアキ
タブキ拓本が再発見されたことにより，「日本」や
「日本植物誌」におけるオオツワブキの記述のもとに
なった資料が判明したこと，また，オオツワブキとア
キタブキの記述について，混乱の原因が明らかにされ
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図5．「リグラリア・ギガンテアの葉」を意味するシー
ボルトのサイン．
Fig.5.“Folium LigulariaegiganteaeSieb.”writtenby
vonSiebold.



たことは幸運であった．
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小幡和男．宇田川榕菴がシーボルトに贈ったアキタブキの拓本．茨城県自然博物館研究報

告 第4号（2001）pp.145-150．
茨城県自然博物館の第18回企画展「シーボルトの愛した日本の自然」において，掛け軸に

なったアキタブキの拓本が展示された．この資料は，オランダのライデン市にある国立民族
学博物館のシーボルトコレクションより借用したものである．借用時には，この拓本がどの
ような経緯で彼の手に渡ったのかは不明であった．しかし，企画展開催中に，この拓本の贈
り主が博物学者宇田川榕菴であったこと，そしてこの拓本がシーボルトの著書「日本」や
「日本植物誌」の中にある記述に関係していることが明らかになった．
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はじめに

茨城県自然博物館は，シーボルト（PhilippFranz
vonSiebold，1796-1866）の日本自然史研究への貢献
を広く紹介するため，2000年3月18日から6月18日
の期間，第18回企画展「シーボルトの愛した日本の
自然―紫陽花・山椒魚・煙水晶―」（以下「企画展」
という）を開催した．
その際，当館の企画展開催と日蘭交流400周年（西

暦2000年）を記念して，オランダのライデン市にあ
る国立植物標本館（NationaalHerbariumNederland
UniversiteitLeidenBranch，以下「標本館」という）
よりシーボルト関連植物標本10種10点（以下「寄贈
標本」という）の寄贈を受けた．寄贈標本受け入れま
での経緯および標本の概要を報告する．

寄贈標本受け入れの経緯

標本館は1829年ウィレムⅠ世（FriedrichWillemⅠ，

1772-1843）によって設立されたハーバリウムで，ラ
イデン大学の付属の施設でもある．1万点を超える
シーボルトコレクションをはじめ，インドネシア，マ
レーシアなどの標本を中心に，世界の植物標本約400
万点が収蔵されている．
今回の寄贈標本は，企画展の始まる前の2000年3月
9日に標本番号INM-2-020001からINM-2-020006の6
点，企画展の終了する2000年6月18日にINM-2-
020007からINM-2-020010の4点が，標本館のチーフ
コレクションマネージャーであるタイセ（Gerard
Thijsse）氏自らの手によって当館に運ばれた．当館で
は2000年7月4日に寄贈標本の事務的な受入を完了し
ている．
タイセ氏によると，寄贈標本は，標本館の第２代館

長を務めたミケール（FriedrichAntonWilhelmMiquel，
1811-1871）によって整理された，シーボルト関連植
物標本のデュプリケート（同時に収集した同種の標本
の控え）の一部である．標本館から直接シーボルト関
連植物標本の寄贈を受け入れるのは，日本では当館が

ライデン国立植物標本館から寄贈されたシーボルト標本 151茨城県自然博物館研究報告 Bull.IbarakiNat.Mus.,(4):151-152(2001)

ライデン国立植物標本館から寄贈されたシーボルト標本
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Abstract

TheNationaalHerbariumNederlandUniversiteitLeidenpresented10herbalspecimensfromits
Ph.F.vonSieboldJapanesecollectionstoIbarakiNatureMuseum forthemuseum’s18thspecial
exhibition“VonSiebold’sPerspectiveonJapan’sNature”fromMarchtoJune,2000.

Keywords:Ph.F.vonSiebold,NationaalHerbariumNederlandUniversiteitLeiden,herbalspecimens.

＊ ミュージアムパーク茨城県自然博物館（〒306-0622岩井市大崎700;IbarakiNatureMuseum,Iwai306-0622,Japan）．



最初である．
当館と標本館とは，今回の企画展開催に際しての標

本の借用，標本寄贈の受け入れのほか，当館から標本
館への植物生態写真の寄贈，標本館から当館へCD-ROM
データベースの寄贈と親密な交流を行っている．当館
から標本館へ贈った写真は，標本館で2000年に作成
したCD-ROMデータベース「VonSiebold’sBotanical
TreasuresinLeiden」に掲載するための植物生態写真
200点である．このCD-ROMは標本館に収められてい
るシーボルト関連植物標本コレクションをまとめたも
のである．

寄贈標本の概要

寄贈標本には，INM-2-020002のイイギリを除く9点
に標本が整理されたミケール時代のラベルが付いてい
る．そのうち数点はミケール自筆のラベルと考えられ
る．また，ミケールのラベル以外にも収集・整理され
る過程で付けられた種々のラベルなどが付いており，
大変興味深い．
タイセ氏によれば，寄贈標本は1864年から1868年

の期間に，オランダ北部の都市フローニンゲン
（Groningen）の植物園に移されていたものが，最近ラ
イデンに戻されたものであるという．残念ながら収集
者がはっきり分かるものは少ないが，シーボルト関連
標本であることは間違いなく，日本植物研究で有名な
ロシアの植物学者マキシモビッチ（C.J.Maximowicz，
1807-1891）などの標本との混乱はないとのことであ
る．
ここでいうシーボルト関連標本とは，シーボルトの

ほかに，ビュルゲル（HeinrichBürger，1806？-1858），
ピエロー（JacquesPierot，1812-1841），テキストール
（CarlJuliusTextor，1816-？），モーニッケ（OttoGottlieb

JohannMohnike，1814-1887），そしてシーボルトに協
力した伊藤圭介らの収集標本をいう（山口，1997）．
なおこれらの人物は次のように標本収集に係わった．
〈ビュルゲル〉

1825-34年間日本に滞在し，シーボルトの協力
者・後継者として多数の標本を収集する．

〈ピエロー〉
シーボルトに派遣され，インドネシアを経由して
1841年に日本に向かったが，到着前に死亡した．

〈テキストール〉
ピエローの後任として日本に派遣され，1843-45

年間日本に滞在．
〈モーニッケ〉

長崎出島の商館医として1844-51年間日本に滞
在．
ミケールは，1862年に標本館長に任命されると，

これらシーボルト関連標本を丹念に調べ，膨大な論文
を書いて新種を多数記載した．このときに作成された
リストは，シーボルト関連標本のその後の研究に大き
な貢献をしている．
当館では，この寄贈標本に関して今後も継続的に研

究していきたいと考えている．
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図版と説明
（3図版）

PlatesandExplanations
(3plates)



図版1（Plate1）

a.INM-2-020001 クチナシ アカネ科
a.INM-2-020001 Gardeniajasminoides

ラベルはミケールの筆跡である．
GardeniafloridaL（ピリオドなし）
2行目の——— jasminoidesのスペルはインクも違うし，ミケールと筆跡も違う．後に誰かが
学名を訂正したものであろう．
ラベルの下にミケールの筆跡でSieboldとあり，シーボルトの収集であることが分かる．

b.INM-2-020002 イイギリ イイギリ科
b.INM-2-020002 Idesiapolycarpa

メモを切り張りしたような下記のアカメガシワを意味するラベルがついているが，イイギリ
である．
Rottlerajaponica
Akamegashiwa
ミケールのラベルは付いていない．
イイギリとアカメガシワを間違えて同定したのか，またはメモを取り違えて貼ったのかは不
明である．収集者も不明である．

c.INM-2-020003 オトコヨモギ キク科
c.INM-2-020003 Artemisiajaponica

ラベルはミケールの筆跡である．
ArtemisiajaponicaThb（ピリオドなし）
ラベルの下にミケールの筆跡でBとあり，ビュルゲルの収集であることが分かる．

d.INM-2-020004 ゲンノショウコ フウロソウ科
d.INM-2-020004 Geraniumnepalensesubsp.thunbergii

ラベルはミケールの筆跡である．
GeraniumnepalenseSweet
ちなみにシーボルトはゲンノショウコにGeraniumthunbergiiSieb.etZucc.の学名を与えてい
るが，ミケールはこの学名を正している．
ミケールの筆跡でBurgerとあり，ビュルゲルの収集であることが分かる．
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図版2（Plate2）

a.INM-2-020005 サカキ ツバキ科
a.INM-2-020005 Cleyerajaponica

山口氏は，「ラベルは，フローニンゲンへ移管された標本に特有な筆跡である．誰によるもの
なのか明らかでない」という．
CleyerajaponicaSetZ（ピリオドなし）
収集者は不明である．

b.INM-2-020006 ヤブツバキ ツバキ科
b.INM-2-020006 Camelliajaponica

ラベルはサカキのラベルと同一人物の筆跡と思われる．
CamelliajaponicaL（ピリオドなし）
花は八重咲きであり，葉も小さいことから栽培品と思われる．シーボルトはツバキの栽培品
（品種）をたくさん集めていた．その一部は東京都立大学理学部牧野標本館に収められてい
る．
収集者不明であるが，シーボルトの可能性が高い．

c.INM-2-020007 カキラン ラン科
c.INM-2-020007 Epipactisthunbergii

3枚のうち一番上のラベルは判読不明であるが，ビュルゲルの筆跡であり，ビュルゲルの収
集であることが分かる．ラベルには茎をさしていた切れ込みがある．
その下のラベルはEpipactisthunbergiiA.Grayとあり，２行目にJ.K.1966とある．
ラベルの紙は新しく，ミケールの時代からはかなり後に作られたラベルである．インクは
ボールペンと思われる．
その下の本ラベルはサカキのラベルと同一人物の筆跡である．
EpipactislongifoliaBl（ピリオドなし）

d.INM-2-020008 ヒサカキ ツバキ科
d.INM-2-020008 Euryajaponica

上のEuryajaponicaThの小さいラベルはビュルゲルの筆跡であり，ビュルゲルの収集である
ことが分かる．カキランのラベルと同じく，枝をさしていた切れ込みがある．
その下の本ラベルは，サカキのラベルと同一人物の筆跡である．
EuryajaponicaTh（ピリオドなし）
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図版3（Plate3）

a.INM-2-020009 アケビ アケビ科
a.INM-2-020009 Akebiaquinata

一番上のラベルには174LardizabalaceaeEndl.p.417とあり，科名を表している（誰が書いた
ものかは不明）．
下の小さいラベルにあるRajaniaquinataThはビュルゲルの筆跡であり，ビュルゲルの収集で
あることが分かる．枝をさしていた切れ込みがある．
その下の本ラベルはミケールの筆跡である．
AkebiaquinataDec（ピリオドなし）
ミケールはビュルゲルの学名を正している．
ミケールの筆跡でBurgerとあり，ビュルゲルの収集であることを表している．

b.INM-2-020010 ゴンズイ ミツバウツギ科
b.INM-2-020010 Euscaphisjaponica

ゴンズイと亥四月廿八日（1827年4月28日），和名と採集日を表すラベルがある．
加藤氏は，「このラベルの筆跡は，熊吉（シーボルトが長崎出島において雇っていた使用人）
のものであろう」という．シーボルト収集標本には同じ筆跡のラベルが時々あり，この標本
はシーボルト収集の標本と断定できる．
下の本ラベルは，サカキのラベルと同一人物の筆跡である．
EuscaphisstaphyleoidesSetZ（ピリオドなし）
一番下のラベルにはStaphyleaceaeEndl.p.573とあり，科名を表している（誰が書いたもの
かは不明）．
花の枝と実の枝と時期の違う時に採集した２本の枝がある．4月28日（旧暦）に採集したの
は花の枝である．
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はじめに

近年，公共施設においては障害者が快適に利用でき
ることが求められており，政府機関や地方自治体か
ら，これに必要な施設設備の設置指針が示されてい
る．国内の多くの博物館施設では，車椅子用スロー
プ，エレベーター，障害者用トイレ，点字ブロックな
ど，障害者の利用空間を保障する設備が整備されつつ
ある．しかしながら，博物館特有のサービスである展
示による情報提供という観点からは，一部の博物館を
除いて，特に視覚障害者に対しての対応が，未だ十分
になされていない状況である（奥野，1998）．
ミュージアムパーク茨城県自然博物館では，健常

者・障害者の分け隔てなくあらゆるタイプの人に対し
て，快適な利用空間を提供するのはもとより知的欲求
の充足感を共有できるユニバーサルデザインの展示な

らびに情報提供を目指している．その目的達成の一手
段として視覚障害者対応型音声ガイダンスシステムを
導入した．
この導入にあたっては，視覚障害者の特性をふまえ

た上でシステムの設計を行うことが重要であった．本
論文では，その構築の実際とシステムの評価について
紹介する．

システム構築の実際

1．視覚障害者が博物館を利用するための支援システ

ムの種類

視覚障害者が博物館などの公共施設を利用するにあ
たって，それを支援するシステムには，以下に示すよ
うに主に3つの方式に大別され，それぞれさらに細か
く分類される．
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Abstract

IbarakiNatureMuseum hasintroducedanaudioguidancesystem forvisuallyhandicapped
visitors.Carefullyconsideringthedifficultiesofthosepeople,weselectedtheequipmentandthe
pointsatwhichthetransmitterswereset,andcreatednarratives.Asaresult,webelievewecould
establishaneffectiveaudioguidancesystemnotonlyforthevisuallyhandicappedbutalsoforthose
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（1）視覚障害者移動支援装置

利用者が携帯型のID信号発信機を持ち，この信号
を受信した施設内設置の案内スピーカーから音声情報
が発せられる．施設・設備の案内および歩行の安全を
目的としたタイプで，視覚障害者だけを対象としてい
る．以下の2種があるが，双方とも詳しい展示解説に
は不向きである．また，スピーカーから発せられる音
声情報は，それを必要としない利用者にとって雑音と
なってしまう．
① 白杖型

白杖型の信号発信機と床に埋め込まれた受信機によ
り，利用者をナビゲートするタイプである．ガイドを
必要とする床下全面の工事が必要である．
② ペンダント型

ペンダント型の信号発信機からの信号により，施設
内に設けられたスピーカーから場所の案内が流れるタ
イプである．

（2）音声ガイダンスシステム

携帯型の音声プレーヤーにより，イヤホンをとおし
て音声ガイドを聞くことができる．展示解説を目的と
したタイプである．ガイド方法には以下の5種の方式
があり，それぞれに特性がある．
① テンキー入力タイプ

携帯型音声プレーヤーへのテンキー・コマンド入力
操作により，音声ガイドを聞くタイプである．視覚障
害をもたない利用者にとっては，操作が簡単で扱いや
すい．視覚障害者にとっては，付き添い者から解説ポ
イントごとに入力する番号を聞き出さなければなら
ず，あまり主体的な利用ができるとはいえない．
② 音声信号自動受信タイプ

施設内に取り付けたID信号発信機からの信号を携
帯型音声プレーヤーで受信し，自動的に音声ガイドが
スタートする．特別な操作はいらないが，利用者が情
報を必要としない場所でも音声が再生される．
③ ポインティングをおこなうタイプ

館内に取り付けたID信号発信機の方向に携帯型音
声プレーヤーを向け，スタートボタンを押すことに
よって音声ガイドがスタートする．視覚障害者はポイ
ンティングをする場所を視覚によって知ることができ
ないため，使用が困難である．
④ ループアンテナタイプ

床下に設置したループアンテナからのID信号を音

声プレーヤーによって受信し，ガイドを聞くタイプ．
動線にそって設置することにより，初歩的なナビゲー
トが可能である．しかし，音声ガイドを必要とする床
下全面の工事が必要であり，また，1カ所につき1種
のガイドしか設定できず，展示室内のような狭い領域
内で複数の解説を行う場合には不向きである．

（3）サーチ型音声案内システム

館内に設置された発信機から発せられる音声信号
（赤外線信号に変換されたもの）を携帯型音声レシー
バー（以下，レシーバーという）によって音声に再変
換し，情報を聞くタイプである．このレシーバーを用
いて信号の強弱をサーチすることで，その発信元の位
置を把握することができる．
機種によっては同発信機から同時に発せられるID

信号を受信することにより，レシーバー内蔵のプレー
ヤーに録音されたさらに詳しい案内や展示物の解説を
聞くことができる．利用者は必要とするときだけス
イッチを押して情報を得ることになる．このタイプ
は，一般的な音声ガイダンスシステムと視覚障害者移
動支援機器の特性を兼ねそなえたシステムであるとい
える．

2．システム機器の選定と導入機器の特徴

（1）機器選定の主たる観点

視覚障害者を主たる利用対象者とし，下記に留意し
ながら機器の選定を行った．
① 視覚障害者が主体性を損なうことなく行動できる

よう，館利用に必要な施設・設備の案内をおこな
えるシステムであること．

② 展示室の趣旨や展示そのものについての展示解説が，
システムを介して充分に行える方式であること．

③ ユニバーサルデザインの観点から，単に視覚障害
者のためだけのシステムではなく，これを使用す
ることによって健常者も視覚障害者も博物館利用
の楽しみを共有できるシステムであること．

④ ミュージアムパーク茨城県自然博物館は，平日は
学校遠足を中心とした団体利用，休日は家族連れ
の入館者が多く大変にぎやかである．しかも展示
物には音響を伴うものも多く，館内はさまざまな
音が混在している．そういう中で明瞭にガイドが
聞き取れ，また，ほかの来館者には不必要な音声
が流れて邪魔にならないよう，イヤホンや手元の
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スピーカーによって音声ガイドを聞き取る方式で
あること．

これらの条件に対応できるものは，1（3）のサー
チ型音声案内システムだけであった．

（2）導入機器の特徴

ミュージアムパーク茨城県自然博物館が導入したの
は，三菱プレシジョン（株）製のトーキングサイン・タ
イプ3である（図1）．標準装備の製品に対し，館側か
らの要望により下記の点を改良した．
① 音質

視覚障害者にとって，耳からの情報は大変重要であ
る．音質の良くない不鮮明な音声は，聞き取りにくい
だけでなく長時間の使用においてはかなりの疲労感を
生じさせてしまう．音質を良くするには，録音時の音
域を広く記録する必要がある．そこで，レシーバー内
蔵の音声記録用ROMカードを大容量のものに変更
し，音域を拡張して録音できるようにした．
② 携帯性

一般の音声ガイダンス機器は，ストラップにより胸
元に首掛けして使用するものが多い．このタイプは，
長時間の使用において首に疲労感が蓄積されやすいだ
けでなく，かがみ込んだときに首からまっすぐ下にぶ
ら下がってしまうため，白丈や盲導犬を利用する視覚
障害者にとっては障害物になってしまう可能性が高
い．そこで，携帯の疲労感をできるだけ少なく，また
必要なときだけ素早く手にすることができるよう，肩
がけ式ストラップ方式を取り入れた（図2）．使用し

ないときにはレシーバーは腰の位置にあるので，両手
が自由になる．
③ レシーバーの色

健常者，視覚障害者の別を問わず誰でも好感イメー
ジのある色を好むものである．また，貸出側として
は，目立つ色のほうが視認性が良く，使用者に声を掛
けるなどの人的サービスの向上にもつながる．そこ
で，レシーバーの標準色は黒であったが，好感色でか
つ視認性の良い水色のメタリックカラーに変更した．

3．解説ポイントの設置設計

（1）動線の設定

視覚障害者ができるだけ館内を迷わずに移動できる
ような動線を設定した．

（2）解説ポイントの決定

利用者がある解説ポイントに立った時に次のポイン
トの発する音声信号が移動の目標となるように順次解
説ポイントを決定した．この時，館利用上必要なトイ
レ・コインロッカーなどの施設設備の情報とともに，
できるだけ多くの展示解説を楽しめるように工夫した．
設置した解説ポイントは，図3に示すように全54カ
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図1．トーキングサイン・タイプ3の携帯型音声ガイド
機．
Fig.1.AreceiverofTalkingSignsType3.

図2．肩かけ式ストラップ．
Fig.2.Areceiverwithashoulderstrap.
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図3．解説ポイント．
Fig.3.Transmitterpoints.

設置個所数

3
8
7
4
2
2
4

第1
第2
第3
第4
第5
DP
その他



所（展示解説:30カ所 施設案内:24カ所）である．

4．シナリオの作成

（1）基本設計

このシステムを使用することで利用者が疲労感を生
じることのないようにするため，解説の総時間は一般
的な館内見学に必要とされる時間（当館では2時間）
の半分以下の50分とした．また，各ポイントにおけ
る解説時間は45秒を標準に，最長でも2分以内とした．
解説項目が複数にわたる場合は，途中で無録音部分

を挿入した．解説終了時には終了であることを示す電
子音を挿入した．

（2）解説文の作成

健常者・視覚障害者の別を問わず誰にとっても，わ
かりやすく聞く楽しさを共有できるような内容となる
よう配慮した．以下，その留意点を示す．
① 解説内容の順番

利用者はいつでも最初から最後まで解説を聞くとは
限らない．したがって，解説文は文章表現の美しさを
追求するよりも，展示物に関する情報など，伝えるこ
とが必須である項目が文頭になるよう配置した．例え
ば，『中生代海の生物』の解説では，「これは，海にす
む大型ハ虫類で，およそ1億8千年前に生きていた魚
竜の化石です．体はイルカやカジキマグロのような流
線型で，水中を素早く動くことができました．そうし
た魚竜も中生代の中頃に絶滅してしまいました．」と
したように，標本の種に関する情報を先に述べ，関連
した解説は後半に位置づけた．

② 文章末の情報

次の解説ポイントまでの距離が長いために目的の方
向が把握しにくい場合は，解説文の文末に，「次は～
～です．」というように，次の場所の情報を挿入した．
③ 明確な内容

視覚による周囲の状況判断ができないもしくは困難
な視覚障害者にとっては，展示物がさわっていいもの
であるかどうかの判断がしにくい．また，さわった経
験がないものに触れることには恐怖感を持つ人も多
い．したがって，さわれる展示やボタンを押すなどの
動作が必要な場所の解説においては，「さわれます．」，
「ボタンを押してください．」などのように明確な言葉
で表現した．
④ 臨場感

近年の博物館は，ジオラマの多用，また展示シナリ
オにマッチングさせた展示室の造形や色使い，さらに
は効果音・環境音などを用いて，さまざまな情景を展
示室内に再現することで，展示の理解度を向上させる
工夫がなされている．
健常者が主に視覚によって感じとっている臨場感

を，このシステムを用いることによって視覚障害者に
少しでも伝えられるよう，以下のような方法で音声に
よる情景の再現を行った．
a．展示室のイメージ
展示室のイメージを音声で表現した．例えば，『第
2展示室（地球の生いたち）入口』の解説には，火山
の噴火音を挿入して地球誕生のイメージを再現した
（図4）．『海の生きもの』の解説には「いよいよ海の
中です．」のように，あたかも海中を歩きだしたよう
な雰囲気を表現した（図5）．
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図4．第2展示室入口．
Fig.4.Theentranceof2ndexhibitionhall.

図5．海の中の生きもの．
Fig.5.Theexhibitionhallofthewaterecosystem.



b．生物の鳴き声
解説文中で動物が登場する場面は，その動物の鳴き

声をBGMに取り入れた．
c．動きや形態の表現
展示資料の動きや形態の表現を行った．例えば，

『水系ジオラマ』の解説では，「アカショウビンは魚を
捕まえたようです．」（図6）や「ヒメガマがソーセー
ジのような穂をつけ始めました．」（図7）のような言
葉で表現した．
⑤語りかけ

利用者に語りかけるような表現を取り入れ，あたか
も博物館職員がそばにいて解説をしているかのような
雰囲気を演出した．『インフォメーション』の解説で
は「こんにちわ．受付です．」としたり，『第1展示室
（進化する宇宙）出口』の解説では「宇宙誕生のドラ
マはいかがでしたか？」としたことが例に挙げられる．

（3）言葉表現

解説は音声による言葉表現なので，その選択には注
意が必要である．以下のようなことに注意した．
① 同音異義語

たとえば，「展示」と「点字」は同じ音であり，混
同しやすい．このような誤解を招くおそれのある表現
は差し控えた．
② 方向を示す言葉

利用者が解説を聞いている時に体を向けている方向
は動線方向とは限らないため，「前」，「後」，「右」，
「左」などの方向を示す言葉の使用は避けた．
③ 数字の表現

有効数字の桁数が多い場合でも，何桁にもわたる数

字は聴覚をもって即座に理解できるものではない．こ
のため特別な場合を除いて，表現する有効数字を2桁
とした．
④ 大きさの表現

『恐竜ホール（ヌオエロサウルス）』の解説では「頭
の高さは3階立てのビルにも届くくらいです．」とし
た．このように，できるだけ視覚障害者にとって把握
が可能な“たとえ”を用いた．また，数字をそのまま
言葉表現する場合は，少しオーバー気味に抑揚をつけ
て発声するよう指示を加えた．

（4）解説文の定期的な変更

『企画展示室入口』と『野外出口』の解説では，新
鮮な情報や季節感のある情報を伝えられるようにすべ
く，企画展の開催時期や季節にあわせて内容を入れ替
えることとした．

5．その他

（1）助言

このシステムを完成度の高いものにするため，シナ
リオや解説ポイントなどについて，視覚障害に詳しく
自然科学にも知見のある専門家から助言を受けた．こ
れは，茨城県立盲学校の教諭2名（うち1名は視覚障
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図6．アカショウビン．
Fig.6.Theruddykingfisher.

図7．ヒメガマ．
Fig.7.Thesmallbulrush.



害者）に依頼した．

（2）音声収録

場所の案内ははっきりと分かりやすいトーンで，展
示の解説は臨場感にあふれる抑揚をつけたナレーショ
ンで収録した．

（3）モニタリング

茨城県立盲学校教諭2名（うち1名は視覚障害者）
によるモニタリングを行い，発信機の設置位置や受信
範囲などの調整を行った．

（4）職員研修

レシーバーの貸出業務を行う展示解説員に対し，視
覚障害者への対応方法（使い方の説明方法など）につ
いて研修を行った．

（5）取扱要領

音声ガイダンスのサービスを実施するにあたり，取
扱要領（表1）を設けた．

（6）配付資料

解説の設置場所を示す館内地図（図3）と利用のし
かた（裏面は音声ガイダンスシステムについてのアン
ケート用紙）（図8）の2枚を配付している．
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表1．音声ガイダンスレシーバー貸出事務取扱要領（抜粋）．
Table1.Theprocedureforborrowingaudioguidance
recievers.

音声ガイダンスレシーバー貸出事務取扱要領（抜粋）

（貸出の対象者）
第2 レシーバーの貸し出しを受けられる者は，全ての
入館者とする．ただし，中学生以下の者が貸し出しを
受けようとする場合にあっては，保護者が同伴してい
る場合に限るものとする．

（貸出の手続）
第 4 レシーバーの貸し出しを受けようとする者は，音声
ガイダンスレシーバー貸出簿に氏名，住所及び電話番
号を記入し，身分を証明するものを提示するものとする．
2 前項の規定による身分を証明するものの提示がない
場合は，預り金として1，000円を預けるものとする．

第8 レシーバーの貸し出しは，無料とする．

図8．配付資料．
Fig.8.Themanualforthereceiver.



（7）音声ガイダンスシステム以外の視覚障害者向け

サービスの強化

ミュージアムパーク茨城県自然博物館の音声ガイダ
ンスシステムは，視覚障害者が博物館を利用するため
の支援機器であり，これが視覚障害者用の施設設備を
全て補完するものではありえない．あくまでも，正し
い方法で設置された触知図や点字ブロック，点字によ
る案内表記などがあることが前提である．
ミュージアムパーク茨城県自然博物館では，音声ガ

イダンスシステムの設置に先立ち，館エントランスに
触知図を増設した．また，触覚・聴覚・嗅覚で楽しむ
ことができる全展示物に点字ラベルを貼り付けた．

貸出状況

1999年11月の貸出開始以来，2000年9月までの貸
出件数は，開館日数256日において503件であった．

1日平均1．96人が利用したことになる．貸出時には，
来館者のプライバシーを保護するために，視覚障害
者・健常者を区別して受付しておらず，このうち何割
が視覚障害者であったかは正確に把握できていない．
しかし，この間に受け入れた視覚障害者団体は6件

約200名（付添を含む）におよび，いずれも音声ガイ
ダンスシステムを使用している．

利用者のアンケート結果

入館者が音声ガイダンス機器を利用した際には，ア
ンケートへの回答を依頼している．1999年11月から
2000年3月までに得られた調査結果を表2に示す．

考 察

1．携帯型音声ガイド機について

視覚障害者にとって聴覚は重要な感覚であり，でき
るだけ耳を塞ぎたくないと願っている．ミュージアム
パーク茨城県自然博物館では，レシーバーの使用に際
し，イヤホンを使うかどうかは利用者の判断としてい
る．また付き添い者用ペアイヤホンも用意している．
当初は，イヤホンを利用しない場合は混雑時に音声が
聞き取りにくくなってしまうことを憂慮してこれを整
備したものの，イヤホンコードが煩わしいことも加わ
り多くの視覚障害者はイヤホンなしで利用している．
アンケート調査結果にも示されるように，多くの利

用者は使いやすさや持ちやすさ，携帯性に良い評価を
している．しかしながら，重さについては不満の声が
多い．レシーバーの重量は330gであり，他社製の音
声ガイダンス機器と比較して最も重い（表3）．この
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表2．アンケート調査結果．
Table2.Resultsofthequestionnaire.

A システムについての評価（有効回答数 68件）
よい ふつう わるい

［1］携帯型ガイド機
①使いやすさ 57 40 3
②持ちやすさ 46 49 6
③肩掛けベルト 55 39 6
④重さ 36 51 12

［2］解説・案内
①場所の案内情報 48 50 1
②展示解説の内容 51 46 3

［3］総合評価 50 50 0
（数字は％）

B 主な感想
［1］システム機器について

・大きくて持ちにくい．（視覚障害者，健常者）
・重くてすべりやすい．（視覚障害者，健常者）

［2］解説内容等について
・必要十分な情報を簡潔に示していて大変良い．（視
覚障害者）

・展示についての理解が深まった．役に立った．楽し
かった．（健常者）

・解説を聞きながら（目をそらさずに）展示物を見ら
れることが良かった．（健常者）

C 要望等
・子供向けバージョンを導入して欲しい．（視覚障害
児の保護者）

・音声ガイドが聞けるポイントをもっとわかりやすく
明示して欲しい．（健常者）

表3．携帯型音声ガイド機の重量比較．
Table3.A comparisonoftheweightsofhandyaudio
guideequipment.

備 考重量機 種 名メーカー

総重量330トーキングサイ
ン・タイプ3

三菱プレシジョ
ン

ICカード含まず250HMP7000R日本コロンビア
総重量250ウォーキングナ

ビ
日本無線

総重量125AG001日立超LSIシス
テムズ

ICカード含まず165XA-GP1日本ビクター



レシーバーは，機器自体を耳に密着させることをせず
とも音声が聞き取れるように，出力量の大きいスピー
カーが内蔵されている．その電力を供給するための
バッテリーが大きく影響しているために，重量が大き
いのである．今後，ペーパースピーカーなどの技術向
上により，軽量化がはかられた機器が開発されること
を望むものである．

2．解説ポイントの設置と解説シナリオ

触れる展示物など視覚障害者が楽しめるコーナーは
すべて解説ポイントとし，それ以外に各展示室入口や
各展示室のシンボル的展示物にもポイントを設けた．
これにより，単に展示物の解説というよりも，各展示
室の展示趣旨に基づいたストーリー性の高い展示解説
とすることができた．
しかしながら，解説ポイントの設置数が予算上限ら

れていることから，場所によっては複数の解説をひと
つの解説ポイントに集約せざるを得ない所が生じた
（『触れる動物』，『水系展示』の2カ所）．このような
場合は，解説と解説の間に無音部分を挿入して解説内
容が変わることを知らせようとした．しかし，視覚障
害者の使用状況を観察する限りでは，その手法は適切
ではなかったようである．多くの視覚障害者に混乱を
招いた様子がうかがえた．
また，健常者ならびに視覚障害者の付き添い者用

に，解説ポイントがあることを示すマークを発信機付
近に貼り付けた（図9）．しかし，施設設備の案内ポ
イント（トイレ，コインロッカーなど）にも同型同色
のマークを付けたため，これらの情報を必要としない
健常者にとってはかえって煩わしいものとなってし
まった．

3．貸出条件など

レシーバーの貸出規定を設けるにあたっては，下記
のようなことについて議論がなされた．

（1）貸出の対象者

県有財産としての備品を貸与するので，事故が起
こった場合の責任の所在を明らかにできることが必要
である．そのため，中学生以下の来館者に対しては保
護者同伴の場合のみ貸出することとした．

（2）貸出手続の方法

貸出の手続方法を決定するにあたって，下記のよう
な3つの方法が提案された．
案1 障害者は障害者手帳の提示のみ，健常者は身

分を証明するものの提示かあるいは1，000円
の預り金を預かる．

案2 貸出を希望する来館者全員から身分を証明す
るものの提示を受ける．

案3 貸出を希望する来館者全員から1，000円の預
り金を預かる．

当館では，障害者が入館する場合は，本人とその付
き添い者1名は障害者手帳を提示することにより無料
で入館ができる．もし，障害者が本人の個人情報を明
らかにしたくない場合（障害者手帳の提示を行いたく
ない場合）は，一般の入換券を購入して入館すること
により，自ら個人的プライバシーを守ることができ
る．当館は公立機関であり当然ながら業務上知り得た
個人情報を公開することは無いのであるが，それが障
害者に身分の証明を義務づける理由にはならない．近
年，公共施設などはユニバーサルデザインであること
が望ましいといわれている．ユニバーサルとは単に身
体的なことについてのみ示されるのではなく，心的な
部分においても保障されるものであるべきと考える．
上記のような観点から貸出手続について論ずるなら

ば，案1を採用する場合は身分を証明するものの提示
を行いたくない障害者は貸出を受けることができず，
障害者に対して個人情報を守る権利を健常者と等しく
与えているとはいえない．案2では，利用者全員に対
して個人情報を守る権利を与えられない．
また，案3では，返金するとはいえ障害者に金銭の

提出を求めるのは，福祉サービス上好ましくない．
以上のようなことから，障害者・健常者の別を問わ
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図9．発信機と解説ポイントであることを示すマーク．
Fig.9.Atransmitterandasignrepresentingatransmitter
point.



ずに一律身分を証明するものの提示を受けることを原
則としながらも，これが可能でない場合は1，000円の
預り金を預かることで貸出することとした．

4．利用者からの評価

アンケート調査の集計結果（表2）によると，重さ
以外の項目については，回答者のほとんどが「ふつ
う」以上の評価を示し，さらにその半数が「よい」と
した．この結果から見ても，サーチ型音声案内システ
ムが有効な情報提供サービスのアイテムであることが
うかがえる．
また，当館における視覚障害者団体の利用状況は，

開館以来1999年10月までの5年間で7団体約220名
であった．しかし音声ガイダンスシステム導入後は1
年間で6団体約200名が来館し，年平均換算で約4．3
倍（団体数）の増加であった．この理由に，視覚障害
者へのサービス向上が評価されているとしても過言で
はなかろう．

結 論

1．システムの評価

今回導入したシステム機器は，現在の最新技術を
もってしても発展途上段階であり，携帯性・空間認識
度・音質の点で十分とはいえない．また，予算の都合
上，設置した解説ポイント数も十分ではなかった．し

かしながら利用者の感想からは，館利用上の利便性・
情報提供の効果性を評価する声が多かった．
この理由としては，視覚障害者および障害者教育専

門家のモニタリング調査・助言指導にもとづき，機器
の特性を十分に把握した上でのソフトウェア（シナリ
オ）を作成できたことに起因すると考える．
以上のようなことから，ミュージアムパーク茨城県

自然博物館が導入した視覚障害者対応型音声ガイダン
スシステムは，視覚障害者・健常者の別を問わず，双
方に対して有効な情報提供サービスの一手法であると
いえる．

2．今後の計画

当館としては，これを「視覚障害者のためのサービ
ス」の完成とは認識していない．今後も，視覚障害
者・健常者を問わず様々なモニタリングを行い，より
よい音声ガイダンスの在り方を検討していきたい．ま
た，将来的には，野外展示用，英語版，幼児用など
様々なタイプの音声ガイダンスソフトも作っていきた
い．
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スシステムの構築．茨城県自然博物館研究報告 第4号（2001）pp.161-170．
ミュージアムパーク茨城県自然博物館では，視覚障害者対応型音声ガイダンスシステムを

導入した．視覚障害者の特性を充分に配慮しながら，機種選定や解説ポイントの配置，シナ
リオの構築などを行い，その結果，視覚障害者・健常者双方に対して有効なシステムを確立
することができた．
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茨城県自然博物館研究報告投稿規定

Ⅰ 一般的な事項

1 投稿原稿の内容および種類
「茨城県自然博物館研究報告」（以下「研究報告」という）に掲載することのできる内容は，自然科学，自然
教育および博物館学に関する原著論文，総説，短報，資料，雑録とする．

（1） 原著論文（Originalarticle）:オリジナルな研究論文で，内容の主要な部分が学術論文としてほかに印刷
公表されていないもの．

（2） 総説（Review）:研究論文，学説，研究法などを独自の立場から総括，解説，または紹介するもの．
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2 投稿資格
投稿者は原則としてミュージアムパーク茨城県自然博物館（以下「自然博物館」という）の館員とする．

ただし，館員との共著の場合は，外部の者でも投稿することができる．これらの条件を満たさない場合でも，
編集委員会の承認を得れば，投稿原稿としてこれを処理することができる．

3 投稿手続き
（1） 原稿は原則としてワードプロセッサーにより作成する．
（2） 原稿は図表も含め計2部を編集委員会へ提出する．図表の原版は原稿受理まで各自で保管する．
（3） 投稿の際には，必ず投稿原稿整理カードを添付する．

4 原稿の提出先
〒306-0622茨城県岩井市大崎700

ミュージアムパーク茨城県自然博物館内
研究報告編集委員会

※原稿郵送の場合は上記あてとする．

5 原稿の受付
原稿は，投稿規定に従って書かれた場合に限って受付ける．投稿規定に反する原稿は，編集委員会が投稿

者に返却する．

6 原稿の審査
原稿は，館外の当該分野の研究者による査読を受ける．編集委員会は査読結果に基づいて原稿を審査し，

著者に修正を求めたり，返却することがある．

7 原稿の受理
（1） 編集委員会および出版評議委員会がその論文の掲載を認めた日付をもって，その論文の受理日とする．
（2） 投稿原稿が受理されたら速やかに査読終了後の修正原稿，図表の原版を編集委員会に提出する．原稿が

受理された場合は，フロッピーディスク（3．5インチ）もいっしょに提出する．なお，ファイルはMS-DOS
のテキストとし，ディスクには著者名，表題，ファイル名を明記する．

171



Ⅱ 原稿の長さ

原著論文・総説・資料・雑録は刷り上がり20ページ以内，短報は4ページ以内を原則とする．

Ⅲ 原稿の構成

1 原著論文
（1） 原著論文の原稿は原則として以下の順序でまとめる．

和 文 表題（和文）―著者名（和文）―受理年月日（和文）―表題（英文）―著者名（英文）―受理年
月日（英文）―脚注（和・英文）―要旨（英文）―キーワード（英文）―本文（和文）―謝辞（和
文）―引用文献―要旨（和文）―キーワード（和文）

英 文 表題（英文）―著者名（英文）―受理年月日（英文）―脚注（英文）―要旨（英文）―キーワー
ド（英文）―本文（英文）―謝辞（英文）―引用文献―要旨（和文）―キーワード（和文）

（2） 表 題（Title）
英文表題は冠詞，前置詞，種小名を除き，単語の第1文字を大文字にする．

（3） 脚 注（Footnotes）
ここには科研費などの補助金を受けた団体名や著者の所属名，住所を記す．和文原稿では，英文の所属

名と住所も記す．著者名など，脚注で説明する項目にはアステリスクを付けて示す．なお，脚注の末尾は
すべてピリオドとする．
和 文（表 題） 茨城県沿岸帯のウミグモ類の分類学的研究＊

（著者名） 水戸太郎＊＊・岩井一郎＊＊＊

（脚 注） ＊ 本研究の一部は文部省科学研究費（一般研究B，No.05909005）によって実施された．
＊＊ ミュージアムパーク茨城県自然博物館（〒306-0622岩井市大崎700;IbarakiNature
Museum,Iwai306-0622,Japan）．

＊＊＊茨城大学教育学部生物学教室（〒310-8512水戸市文京町2-1-1;LaboratoryofBiology,
FacultyofEducation,IbarakiUniversity,Mito310-8512,Japan）．

英 文（表 題） AtaxonomicstudyofPycnogonidsonthecoastsofIbaraki＊

（著者名） TarouMITO＊＊ andIchirouIWAI＊＊＊

（脚 注） ＊ Thisresearch waspartially supported by Grant-and-Aid forScientific Research

(No.05909005),MinistryofEducation.
＊＊ IbarakiNatureMuseum,Iwai306-0622,Japan.

＊＊＊LaboratoryofBiology,FacultyofEducation,IbarakiUniversity,Mito310-8512,Japan.

（4） 要 旨（Abstract）
原則として，英文で200語，和文300字以内とする．

（5） キーワード（Keywords）
論文の内容を端的に表す語句を原則として3語以上10語以内で選び，以下のように表示する．

和 文 （キーワード）:コケムシ，セレポリナ属，幼生，変態，初虫，初期群体発生，系統分類学．
英 文 Keywords:Bryozoa,Celleporina,larvae,metamorphosis,ancestrulae,earlyastogeny,systematics.

（6） 本 文
本文の構成は原則として以下のようにする．ただし，以下の構成にすることによって本文の内容を著し

く損なうなど，編集委員会が認めたものについては，この限りではない．
a はじめに（Introduction）
b 材料および方法（MaterialsandMethods）
c 結果（Results），または記載（Descriptions）
d 考察（Discussion）
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（7） 謝 辞（Acknowledgments）
謝辞の中では，肩書き，または敬称を付ける．

（8） 引用文献（References）
a 論文中で言及または引用した文献は，まとめて論文中の「引用文献」のリストに掲げる．論文中で言
及，引用をしていない文献は掲げない．
b 本文中での引用の仕方は，場合に応じて，小川（1899，1990）…，（Brown，1986;Mawatari，1986）…の
ように，姓（年）または（姓，年）とする．文献の著者が 2名の時は，鈴木・佐藤（1990）…，（Zimmer
andWoollacott，1989）…のように，3名以上の時は，田中ほか（1974）…，（Lykeetal.，1983）…のよう
に示す．ただし，著者が3名以上の時でも引用文献のリストには全員の名を書く．
c 引用文献のリストでは，著者の姓のイニシャルによって，アルファベット順に配列する．同じ著者の
ものは年代順に，また同じ年号の場合は早いものから順にa，b，c…を付す（1986a，1986b，…）．
d 文献の書き方は，以下に従う．
単行本（例1，4） 著者名．年号．表題．総ページ数，出版社名．

（欧文の場合は，最後に出版地名を入れる．）
雑 誌（例2，5） 著者名．年号．表題．雑誌名，巻（号）:ページ．

（巻はゴシック体の太字にする．欧文の場合，雑誌名は原則として省
略名を用い，イタリック体にする．）

編著書の部分引用（例3，6，7） 著者名．年号．表題．編者名．編著書名．ページ，出版社名．
（欧文の場合は，編著書名をイタリック体とし，最後に出版地名を入
れる．）

e 2行以上にわたる時，2行目以下は1字分（和文活字相当）だけ下げて書く．
f 欧文の文献で著書が2名以上の時，2人目以下はFirstnameのイニシャルを先に書く（例5，7）．

2 総説・短報・資料・雑録
原稿の構成は原著論文に準ずるが，本文の構成についてはこの限りではない．また，短報および雑録の場

合は要旨を省略してもよい．

Ⅳ 用語と文章

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

（2） 和文の場合，固有名詞で読み誤るおそれのあるものにはふり仮名をつける．
（3） 句読点は ，．を用いる．
（4） 数量を表す数字は，アラビア数字とし，単位にはメートル法を用いる．ただし，専門分野で慣用されてい

るものはこの限りではない．

（例1） 糸魚川淳二．1993．日本の自然史博物館．228pp.，
東大出版会．

（例2） 渋谷 保・品田正一．1986．房総半島南端の作名背
斜の形成過程．地質雑，92（1）:1-13．

（例3） 福田一郎．1982．エンレイソウ．常脇恒一郎（編）．
植物遺伝学実験法．pp.321-328，共立出版．

（例4） Klevelen,D.W.1957.Coalscience.185pp.,Elsevier
PublishingCo.,Amsterdam.

（例5） Schnurer,J.M.,M.Clarholm and T.Rosswall.
1985. Microbial biomass and activity in an

agricultural soilwith differentorganic matter
contents.SoilBiol.Biochem.,17:611-618.

（例6） Addicott,J.F.1985.Competition in mutualistic
systems.In:Boucher,D.H.(ed.),Thebiologyof
mutualism,pp.217-247,CroomHelm,London.

（例7） Zimmer,R.L.andR.M.Woollacott.1977a.Structure
and classification ofgymnolaemate larvae.In:
Woollacott,R.M.andR.L.Zimmer(eds.),Biology
ofbryozoans,pp.57-89,AcademicPress,New
York.
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Ⅴ 原稿用紙と書き方

（1） 和文の場合は，A4判用紙に1行全角30字×35行とし，上下左右の余白は十分にとる．
（2） 英文の場合，A4サイズの用紙に1行約10単語，約25行とし，ダブルスペースでタイプする．右そろえは

しない．上下左右の余白は十分にとる．
（3） 句読点，引用符，そのほかの記号もすべて1字として1マスを埋める．
（4） カッコ，数値，単位は半角を用いる．また，数値と単位の間に半角の1スペースを挿入する．
（5） 次の事項は，著者が指定する．

a イタリック体の指定，赤で下線．
b ゴシック体の指定，赤で波線の下線．

（6） 生物の学名などは，国際動物命名規約や国際植物命名規約に従う．

Ⅵ 図・表・図版

（1） 投稿原稿の図・写真・表の類を次の3種類に分け，それぞれで番号をつける．
a 図（Fig.）:本文中に入れる黒色図および写真．
b 表（Table）:本文中に入れる記号・文字・ケイのみからなるもの．
c 図版（Pl.）:通しページを付さない独立のページとして印刷される写真．

（2） 図は白色紙または淡青色印刷の方眼紙に墨または黒インキで明瞭に描かれたものか，これと同程度のもの
でそのまま写真製版が可能なものに限る．縮図してもよいように，文字・記号・線などの，大きさと調和に
留意すること．

（3） 図の内容の大きさを示すには，何分の1としないで，縮尺（スケール）を図中に書く．
（4） 図および表は1図ごと，1表ごとに別の用紙に書き，小さいものは原稿用紙大の白い台紙に貼る．
（5） 図・表の位置は原稿の右側欄外に赤字で示す．
（6） 表のタイトルは表の上に，注などの説明は下に書く．
（7） 図および図版につけるタイトルと説明文（キャプション）は別の原稿用紙に書く．
（8） 和文の場合，図・表および図版のタイトルと説明文は和文と英文の両方とし，可能な場合は，図・表の内

容も英文で書く．
（9） 図・表および図版の原稿には，1枚ごとに，裏に著者名，番号，天地を記す．
（10）図版の原稿は，そのまま写真製版できるように，1ページの形（印刷面は15．7×23．2cm）に調和させ，台

紙に写真を貼る．

Ⅶ 投稿規定の改訂

この投稿規定の改訂は，編集委員会の審議を経て，出版評議委員会の承認を得て行うものとする．
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