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原著論文

愛媛県西条市加茂川河口干潟における底生生物相

光澤安衣子 *・和田  太一 **・和田  悠介 ***

Abstract：Kamogawa River including Nakayamagawa River Estuary (383ha) is largest tidal flat in Ehime Prefecture. 
In this study, a total of 157 species of benthic animals and fishes were collected by quantitative and qualitative research 
from April to November 2014. Among them, 52 are known as endangered species. The results obtained by detail 
qualitative research and volunteer effort.

キーワード：ベントス，干潟，絶滅危惧種，保全
Key words：Benthic animals, Tidal flat, Endangered species, Conservation

は　じ　め　に

愛媛県西条市を流れる加茂川は，石鎚山系を水源とす
る 2級河川である．燧灘に流れ込む河口域には砂泥質の
干潟が広がっており，環境庁（1994）によると，隣接す
る中山川の干潟と合せて 383ha（加茂川河口東；港新地
66ha＋加茂川河口西；禎瑞 317ha）あり，愛媛県の干潟
面積の 52.2%を占め，県下最大の面積を有する．加茂川
河口は「日本の重要湿地 500」や「重要野鳥生息地（IBA）」
に選定されているが，全国規模の自然環境調査などでは
対象地域になっておらず，加茂川河口干潟全域の底生生
物について調査が行われた記録は山根・山本（2000）の
みである．そこで本研究では，加茂川河口干潟における
底生生物種をできる限り採集，分析，記録し，その生物
相から愛媛県下最大の干潟の現状と特徴を把握し，本調
査活動や記録を今後の保全活動に繋げることを目的とし
た．

調査地と方法

調査地点を図 1に，各地点の調査日や調査内容を表 1
に示す．St.番号は山根・山本（2000）に準じて設定し
た．定量調査は，50 × 50cmの枠内を深さ約 20cmまで

The Benthic Fauna of Kamogawa River Tidal Flats in Ehime
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スコップで掘り 50Lの砂泥を採集する山根・山本（2000）
と同様の方法と，直径 12.5cmのコアサンプラーを用い
て累計 10L以上の砂泥を採集する簡易的な方法の 2種
類を行った．いずれの方法も採集した砂泥を 1mmメッ
シュでふるい，生物のみを採集し，種同定を行った．定
性調査は，調査者が各地点周辺を約 20 分間散策し，表
在・埋在に関わらず様々な生物種を採集する方法で行っ
た．出現した各種において，数個体ずつ 70%エタノー
ルまたは冷凍固定をした後，70 ～ 99%エタノールに浸
し，標本とした．
調査は，日時や場所を公開しボランティア調査員を募
ることによって一般参加者を交えて行った．誰でも参加
できる公開調査を行うことで，干潟の保全についての地
域市民の理解と関心を深めることに努めた．
生物目録の和名，学名については基本的に「干潟ベン
トスフィールド図鑑（鈴木ら，2013）」に従い，以下の
文献を参考に同定を行った．
諸分類群：鈴木ら，2013；日本ベントス学会（編），
2012；今原，2011．三浦，2008，甲殻類：渡部，2014；
千原・村野，1997；吉郷，2009；Sakai，1939；小関ら，
2014；小川，2011，魚類：中坊（編），2013．
各地点における多様度は，Shannon-Wienerの多様度指

数（H）を用いて算出した．
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付表の絶滅危惧種に関するレッドデータブック評価
は，環境省，2012；日本ベントス学会（編），2012；愛媛県，
2014 を参照した．

結果と考察

１．定量調査
各地点の定量調査において採集された底生生物は，64
分類群に分類された（付表）．そのうち51種（腹足綱6種，
二枚貝綱 12 種，多毛綱 9種，貧毛綱 1種，軟甲綱アミ
目 1種，軟甲綱端脚目 5種，軟甲綱等脚目 1種，軟甲綱
クーマ目 1種，軟甲綱十脚目 14 種，ナマコ綱 1種）は，
種まで同定することができた．
・優占種
採集日時と手法に関わらず 10Lあたりの個体数に換

算し，地点ごとにまとめた結果を図 2・表 2-1 に示す．
図 2は主要な分類群ごとの個体数を示し，表 2-1 は出現
した種類数，多様度と優占種上位 3種を示した．
10Lあたりの個体数がもっとも少なかった地点は St.2

（14.2 / 10L），もっとも多かったのは St.5b（40.8 / 10L），
全地点の平均個体数は 24.5 / 10Lであった．分類群ごと
にみると，St.1 は多毛類・貧毛類，St.2, 3, 4a, 5bは甲殻
類，St.4b, 5a, 6 は二枚貝類がそれぞれもっとも多かっ
た（図 2）．甲殻類が優占した St.2, 3, 4a, 5bの優占種を
みると（表 2-1），最上流の St.4aのみヨコエビ類（シ
ミズメリタヨコエビ Melita shimizui）が優占し，他はチ
ゴガニ Ilyoplax pusillaが 40%以上という高い割合で優
占した．二枚貝類が優占した St.4b, 5a, 6 ではソトオリ
ガイ Laternula (Exolaternula) marilina（St.4b），アサリ 
Ruditapes philippinarum（St.5a），マテガイ Solen strictus
（St.6）と，優占する種がそれぞれ異なった．
出現した優占種について，約 15 年前に行われた山根・
山本（2000）と比較する．山根・山本（2000）におい
て St.2, 3, 5aでみられたチゴガニの高密度の優占は，本
調査においても確認できた．St.1 で 15 年前は最優占種
だったアサリは，本調査において採集はされたものの個
体数割合は 1.9%に留まった． また，山根・山本（2000）
で St.1, 2, 5aにおいて普通に採集されたクシケマスオ 
Cryptomya ellipticaが本調査では生貝は 1 個体も採集さ
れなかった．これらの結果から，この 15 年間において
加茂川河口干潟は優占種，普通種における生物相の変化
がみられると言うことができるだろう．生物相変化の要
因として，底質の変化が関わっていることが推測される．
漁業関係者や地元の市民からの聞き取りから「年々，干
潟に砂が溜まってきている」「泥が多くなっている」な

どの声が得られた．優占種にまで影響を与える干潟の長
期的な変化とその要因を捉えるためには，底質の粒度分
析などを行い，聞き取りによって得られたような経験的・
主観的な情報を科学的・客観的に分析することが必要で
あると考えられる．
・多様度
定量調査において得られた種類数ごとの個体数を，密
度に換算したのち地点ごとに合算し（表 1における定量
調査；50L：方形枠と 10L：コアサンプラーを合算），各
地点における多様度を算出した．多様度を地点ごとに比
較すると，St.4bでもっとも低く（2.43，表 2-1），St.5a
でもっとも高かった（4.33）．St.5aでは出現した種類数
がもっとも多く（35 種類），他の地点でみられるような
単独種の高い優占（ウミイサゴムシ Lagis bocki，チゴガ
ニ，ヨコエビ類）が認められなかったため，多様度が高
くなったと考えられる．
山根・山本（2000）と多様度を比較するために，本研
究において山根・山本（2000）と同様の方形枠を用いて
得られたデータ（表 1における定量調査；50L：方形枠
のみ）と，山根・山本（2000）の春季・夏季データを用
いて多様度をそれぞれ再計算した（表 2-2）．本研究で
得られた 2014 年の種類数と多様度は，山根・山本（2000）
から算出した 1997 年，1998 年の値よりも，すべての地
点において高くなった．出現した種類数が多くなった要
因として，より小さな生物まで詳細に調査し，同定を行
えたことが挙げられる．山根・山本（2000）ではドロク
ダムシ科の一種やヨコエビ亜目類としているが複数種を
含む可能性がある（山根私信）生物について，2014 年
の調査では，ヨコエビ類，コツブムシ類，クーマ類など
の小型生物についてもできる限り種同定を行った．その
ため，山根・山本（2000）の調査でもより小さな生物ま
で詳細に分析していれば，同様に多様度は高くなる可能
性が示唆される．
また，多様度が 2.00 以下となった 1997 年 St.2（1.94），

St.3（1.05），1998 年 St.3（0.27），St.4a（1.97）では，い
ずれも 1または 2種による圧倒的な優占がみられ，これ
が多様度の低くなった原因である．1998 年の St.4aでは
ケフサイソガニと貧毛綱の一種（おそらくイソミミズ），
それ以外ではチゴガニの優占がそれぞれ 67.0 ～ 96.9%
と高い割合で採集された．2014 年の方形枠における定
量調査では，これらの生物は高密度では採集されなかっ
たが，St.2，St.3 で目視にてチゴガニの高密度分布は確
認することができた． 
これらの山根・山本（2000）における種類数と多様度
の比較から，2014 年の調査結果は，16，17 年前の干潟
の健全な生物相が保たれていることを示唆している．今
後も同様の手法で定期的に詳細な調査を行うことは，干
潟の生物相を保全する上で重要なことである．また，今
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回は分析を行えなかった生物相と底質の粒度との関係
や，指標となる生物の分析など，多様度に影響を与える
要因の調査を行うことが今後の課題として挙げられる．

２．定性調査
定性調査において採集された底生生物は，172 分類群
に分類された（付表）．そのうち 154 種（多板綱 1 種，
腹足綱 36 種，二枚貝綱 22 種，多毛綱 14 種，貧毛綱 1
種，ユムシ綱 1種，スジホシムシ綱 1種，顎脚綱 3種，
クモガタ綱 1種，軟甲綱アミ目 1種，軟甲綱端脚目 10
種，軟甲綱等脚目 3種，軟甲綱十脚目 42 種，ナマコ綱
1種，硬骨魚類綱 17 種）は，種まで同定することがで
きた．魚類については通常ベントスとしては扱わないが，
アナジャコ類の巣穴を利用することが知られているヒモ
ハゼ Eutaeniichthys gilliや，干潟を成育場とするイシガ
レイ Kareius bicoloratusなど，干潟に特徴的な種も採集
されたためベントス同様に記録した．
干潟に生息する生物は，平坦な底質の表面や泥中だ
けでなく，石の裏・澪筋・潮だまり・瓦礫の隙間・流
木内・ヨシ原など様々な環境を生息地にしている．マ
ゴコロガイ Peregrinamor ohshimai（宿主：ヨコヤアナ
ジャコ Upogebia yokoyai），ヒモイカリナマコツマミガ
イ Hypermastus lacteus（同：ヒモイカリナマコ Patinapta 
ooplax），スジホシムシモドキヤドリガイ Nipponomysella 
subtruncata（同：スジホシムシモドキ Siphonosoma 
cumanense），フタハピンノ Pinnotheres bidentatus（同：
ソトオリガイ，イソシジミ Nuttallia japonica）など，比
較的知見の少ない共生生物も発見することができた．こ
れらの生物は，方形枠を使った定量調査のみでは採集す
ることができない種である．
・特筆種
シコクホソオヨコエビ［新称］
Victoriopisa wadai
本種は 2014 年 6 月 29 日，St.6 定性調査にて採集され
た個体を模式標本として Ariyama（2015）によって新種
記載された．共著者である和田太一によって発見，採集
され，種小名には和田の名前が献名された．現在までに
四国の加茂川と土器川（香川県丸亀市）の 2箇所のみで
発見されている本種は，シコクホソオヨコエビを新称和
名としたい．
シコクホソオヨコエビは，河口の干潟の泥に深く埋も
れた石の裏から採集された．加茂川，土器川どちらの産
地も石の裏や泥が黒くなっているような還元環境に生息
していた．今後は四国以外の同様の環境からの生息報告
が期待される．

シャミセンガイ属の一種（未同定）
Lingula sp.

本種は 2014 年 6 月 7 日 St.5a，同年 8 月 11 日 St.6 に
て採集された．瀬戸内海ではミドリシャミセンガイ L. 
anatina（愛媛県，2014），ウスバシャミセンガイ L. reevii（吉
郷，2004），ドングリシャミセンガイ L. rostrum（倉持ら，
2013）の 3種の出現が知られている．ミドリシャミセン
ガイは日本ベントス学会 編（2012）において準絶滅危惧，
愛媛県（2014）において絶滅危惧Ⅰ類に指定されており，
全国各地で干潟とともに激減が報告されている種であ
る．しかしながら，シャミセンガイ属は外部形態からの
同定は難しく分類学的な混乱は続いており，内部形態や
分子系統からの研究が行われている（広瀬ら，2012；倉
持ら，2012；倉持ら，2013 ほか）．そのため，本調査で
採集されたシャミセンガイ属は種同定は行わず「シャミ
センガイ属の一種」で留め，記録と標本を残すことで今
後の分類学的研究への貢献を期待する．

ウミニナ類
ウミニナ類とは腹足綱吸腔目の巻貝で，干潟の表面（写
真 1），ヨシの茎，干潟に隣接する転石や構造物（写真
2）などを這う 3～ 5 cmほどの表在性の巻貝である．ウ
ミニナ類は，鈴木ら（2013）には 13 種（オニノツノガ
イ科；5種，キバウミニナ科；5種，ウミニナ科；3種）
が掲載されている．一見同じように見え，種によって螺
層や殻口の形態や比率などで同定されるため，同定には
多少の訓練が必要であるが，宮崎県の干潟では場所に
よって特徴的な出現種パターンがみられ（三浦・実政，
2010），環境の指標となり得る分類群である．表 3 に，
ウミニナ類の出現種と全国の出現記録，その参考文献
を示す．加茂川河口干潟には，フトヘナタリ Cerithidea 
moerchii，ヘナタリ Cerithideopsilla cingulata，カワアイ 
C. djadjariensis，ホソウミニナ Batillaria attramentaria，
ウミニナ B. multiformisの 5種が生息していた．愛媛県
（2014）レッドデータブック評価で絶滅危惧Ⅰ類のヘナ
タリと同Ⅱ類のカワアイは他の 3種よりも比較的個体数
は少なかったものの，普通に生息していることを確認し
た．
全国の干潟と比較すると，鹿児島湾で 6種（錦江湾倶
楽部，ウェブサイト），宮崎県の一ツ瀬川河口域で 7種
（三浦・実政，2010），東京湾で 8種（風呂田，2006；東
京湾生態系研究センター，ウェブサイト），大分県の中
津干潟（NPO法人 水辺に遊ぶ会，2014）で 9 種のウミ
ニナ類の生息が確認されているが，これらは複数の河川
に渡るいくつかの干潟を合わせた記録である．一河川
からの記録としては，宮崎県熊野江川でコゲツノブエ
Cerithium coralium，フトヘナタリ，ヘナタリ，カワアイ，
ホソウミニナ，ウミニナの 6種が出現しているが，内ヘ
ナタリ，カワアイについては 1個体のみの確認であった
（梅本・三浦，2009）とされている．加茂川河口干潟の
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ように一河川内に 5種のウミニナ類の健全な生息が確認
できるのは稀な自然環境であると推測できる．また四国
内の干潟と比較すると，シオマネキ Uca arcuataの生息
地として知られる徳島県の吉野川には，河口から約 15 
kmまでの地帯に干潟を含む多様な自然環境と生物相の
連続性が存在する（和田，2013）．それに対し，加茂川
は河口から 3 km程の地帯（図 1）にウミニナ類 5種の
生息にみられるような連続した生物相が存在する．この
ことは，加茂川は吉野川よりも河川規模は小さいが，よ
り凝縮された自然環境が存在することを示唆している．
すなわち，砂質，泥質，礫質，転石地，ヨシ原…など，
ひとつひとつの自然環境が担う連続性に対する重要度が
高いと言えるだろう．このことから，加茂川のような河
川では生物相の連続性や種の多様性の保全の観点から，
小規模な工事などに伴う小さな環境改変であっても慎重
さが必要であることが示唆される．

イヨカワザンショウ（未発見）
“Assiminea” aff. estuarina
本種は西条市産の標本から新種記載がなされようとし
たが正式記載に至っていない種である（日本ベントス学
会 編，2012）．日本ベントス学会 編（2012）および環境
省（2012）において準絶滅危惧， 愛媛県（2014）におい
て絶滅危惧Ⅰ類に指定されており，県内で生息が確認さ
れたのは西条市の河口のみとされ（愛媛県，2014），生
息環境の把握のためにも発見・報告の必要性の高い種で
あるが，同定の困難さから本調査においては発見，採集
することができなかった．しかしながら，2013 年の予
備調査においては目視にて確認されており，今後，専門
家指導の下のさらなる調査や分類学的研究が必要であ
る．

終　わ　り　に

本調査において採集された生物を 180 種類（未同定・
未分類も含む）に分類した．分類された生物は 52 種の
絶滅危惧種を含む 157 種を同定することができた．この
結果は山根・山本（2000）で報告された 67 種類を大き
く上回る．その要因として，1）本調査においては定量
調査に加え，各地点において詳細な定性調査を行ったこ
と，2）ボランティア調査員や有識者の協力により，多
くの方が実際に干潟に足を踏み入れ調査に参加したこと
が挙げられる．1）について，定性調査のみで採集され
た種は 180 種類中 116 種類（約 64%）であり，定性調
査の効果が大きく表れている．この結果は，干潟の生物
相を把握するためには，干潟の大部分を占める平坦な泥
の表面とその泥中だけでなく，隣接するヨシ原などの周
辺環境や底質の変わり目，構造物の周辺などを調査する

ことの重要性を示しており，その周辺環境を含めて調査
することで評価し，保全されるべきであることを示唆し
ている．ただし，広大で歩きづらい干潟という環境にお
いて，周辺環境を含めた詳細な調査は，とてつもない労
力と幅広い知識を必要とする．本調査における結果は，
2）で挙げた一般の方で構成された多くのボランティア
調査員の参加と，知識を惜しまず教授いただいた有識者
の協力の賜物である．本結果は，地域の自然環境に目を
向け，把握し，発信することは，研究者だけでなくその
地に住む一般市民や地元の非営利活動団体にも可能であ
ることも示している．また，三浦・実政（2010），和田
（2013），NPO法人 水辺に遊ぶ会（2014）などに挙げら
れるように詳細な記録によって干潟の生物多様性が明ら
かにされ，その地の環境の重要性や保全に目を向ける契
機や根拠となる例がある．本活動が，全国で展開されて
いる市民参加型調査や観察会などとともに保全活動の一
助となり，全国的に減少傾向にある干潟の保全に寄与で
きれば幸いである．
また，清水ら（2006）で挙げられるように，各分類群
の専門家からみれば，本報告に挙げた種は実際に生息し
ている種のほんの一部であろう．本報告と標本が干潟保
全の根拠の一助となるだけでなく，今後の各分類群の研
究を触発し，発展に寄与されることも期待したい．
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図 1．加茂川河口干潟の調査地点．山根・山本（2000）と同じ地点を二重丸（◎），本研究で新たに設定した地点を丸（●）で示す．
破線で囲った範囲は St.6 の定性調査の範囲を表す．

図 2．各地点における主要分類群別の 10Lあたりの個体数．
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表 1．各調査地点の概要と調査内容．

表 2-1．各地点の種類数，多様度と優占上位 3種．

表 2-2．各地点の種類数，多様度の比較．1997，1998 年は山根・山本（2000），2014 年は本研究による．
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表 3．日本各地のウミニナ類のレッドデータブック評価と生息記録．
○は生息記録あり，△は過去の文献による記録のみ，または生息や絶滅が推測されている種．
*1 は，NPO法人 水辺に遊ぶ会，*2 は，風呂田（2006）と東京湾生態系研究センター（ウェブサイト）を参照した．
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写真 1．干潟の泥表面を這うウミニナ Batillaria multiformis

写真 4．St.1 の底質写真 3．St.1 の景観

写真 6．St.2 の底質

写真 2．満潮線に沿って這うフトヘナタリ Cerithidea moerchii

写真 5．St.2 の景観
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写真 7．St.3 の景観

写真 10．St.4aの底質写真 9．St.4aの景観

写真 12．St.4bの底質

写真 8．St.3 の底質

写真 11．St.4bの景観
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写真 13．St.5aの景観

写真 16．St.5bの底質写真 15．St.5bの景観

写真 18．St.6 の底質

写真 14．St.5aの底質

写真 17．St.6 の景観
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愛媛県総合科学博物館研究報告　Bulletin of Ehime Prefectural Science Museum, No.20（2016）, p.17－22

短　　報

四国地方におけるフジホオヒゲコウモリの初記録

海田明裕 *・渡邊和哉 **・宮本大右 *・矢野真志 ***・吉行瑞子 ****

Abstract：Four individuals of Fuji Whiskered Bat, Myotis fujiensis Imaizumi, 1954, were collected at three survey 
points in Mt. Ishizuchi-san area, Kumakogen, Ehime Prefecture, Japan, in 2013 and 2015. This species has been 
recorded in the limited areas, such as the Tohoku Region, Mt. Fuji-san area, Tottori Prefecture and Hiroshima 
Prefecture, so that this report becomes the first record of M. fujiensis in Shikoku Region. The systematics of M. 
fujiensis varies under the current taxonomy. Some recognize as a synonym of M. ikonnikovi, and others recognize as 
a synonym of M. ikonnikovi hosonoi. In this report, we apply the identification and recognition of Yoshiyuki Mizuko 
that M. fujiensis is established as an independent species. Even if recognized as M. ikonnikovi or its subspecies, this 
becomes the first record of the species in Shikoku Region. 

キーワード：フジホオヒゲコウモリ，ヒメホオヒゲコウモリ，四国，愛媛県，初記録，捕獲
Key words：Myotis fujiensis, Myotis ikonnikovi, Fuji Whiskered Bat, Shikoku, Ehime Prefecture, First record, 
Collection

は　じ　め　に

フジホオヒゲコウモリMyotis fujiensis Imaizumi, 1954
はミズナラ，ブナ帯の森林内に生息し，主に樹洞や樹皮
下をねぐらとする種として知られ（岩手県，2014），こ
れまで東北地方，富士山周辺及び中国地方で確認されて
いる（Yoshiyuki, M., 1989；広島県 2011；鳥取県 2012）．
筆者らは，愛媛県上浮穴郡久万高原町の石鎚山山麓３
か所で，本種を捕獲したことから四国地方初記録として
報告する．
これまで四国地方で確認されているホオヒゲコウモ
リ属のコウモリは，モモジロコウモリ M. macrodactylus，
ノレンコウモリ M. nattereri，クロホオヒゲコウモリ M. 
pruinosusの３種である（Ohdachi, S.D. et al., 2015）．筆
者のうち海田，渡邊，宮本は，2013 年５月 22 日にこれ
ら３種には該当しないホオヒゲコウモリ属のコウモリと
思われる個体を捕獲したため，同定を吉行に依頼した．

First Record of Fuji Whiskered Bat, Myotis fujiensis Imaizumi, 1954, in Shikoku Region, Japan.
KAIDA Akihiro, WATANABE Kazuya, MIYAMOTO Taisuke, YANO Shinji and YOSHIYUKI Mizuko

 * ネイチャー企画（〒798-0027  愛媛県宇和島市柿原349）
** JFC Hong Kong Ltd., 10th Floor, Ever Gain Centre, 43-57 Wang Wo Tsai Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong, China
*** 面河山岳博物館（〒791-1710  愛媛県上浮穴郡久万高原町若山650番地1）
**** 〒889-1901  宮崎県三股町樺山4380-1
* Nature Kikaku Wildlife Research Office,  349, Kakihara, Uwajia, Ehime, 798-0027
*** Omogo Mountain Museum, 650-1 Wakayama, Kumakogen, Kamiukena, Ehime, 791-1710
**** 4380-1 Kabayama, Mimata, Miyazaki, 889-1901

吉行は，吉行瑞子（1984），Yoshiyuki, M.（1989）に従い，
同定を行なったが，捕獲記録のない地域での１頭目の個
体であることから，慎重を期し，ホオヒゲコウモリ属の
一種 Myotis sp.とし，一時的に種未確定とした．
その後，2015 年５月 28 日にも同様の特徴を有する個
体を捕獲したことから，再び吉行が同定を行ない，前
出の個体と共に，種をフジホオヒゲコウモリ M. fujiensis 
IMAIZUMI, 1954 と確定した．
なお，本種フジホオヒゲコウモリ M. fujiensisの分類
学的見解は研究者により異なり，Yoshiyuki, M.（1989）
は独立種としているが，前田（2008）及び Ohdachi, 
S.D. et al.（2015）はヒメホオヒゲコウモリ M. ikonnikov 
Ognev, 1912 として統合している（表１）．また環境省
（2014）は，本種（フジホオヒゲコウモリ），オゼホオヒ
ゲコウモリ及びシナノホオヒゲコウモリの３種を統合
し，ヒメホオヒゲコウモリの亜種であるシナノホオヒゲ
コウモリ M. i. hosonoiとして扱っている． 
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本報告では，捕獲された個体の外部形態について，で
きるだけ詳細な情報を後世に残すべく，特に種同定のポ
イントとなる部分については詳細に記録することに努め
た．種名は，著者の一人である吉行の見解に従い，統合
した種名ヒメホオヒゲコウモリ M. ikonnikoviではなく，
フジホオヒゲコウモリ M. fujiensisとして報告すること
とした．なお，本種をヒメホオヒゲコウモリやシナノホ
オヒゲコウモリとした場合においても，四国地方におい
ての初記録となる．

捕獲地点の環境

捕獲地点は愛媛県上浮穴郡久万高原町の金山谷（以
下，地点 A），面河渓（以下，地点 B）及び番匠谷（以下，
地点 C）である（図１）．
地点 Aは，標高 1,080mに位置する幅約２から３mの
林道と金山川本流へ流れ込む幅約３mの沢との交点で，
周囲の植生はスギ・ヒノキ植林及びアカシデ－イヌシデ
群落，その上部の標高 1,250m付近からはスズタケ－ブ
ナ群団が広がる（図２）．地点付近に大径木は多くはな
いが，標高約 1,300m付近ではブナの大径木とそれらの
立ち枯れたものが散見される．
地点 Bは，標高 760mに位置する幅約１から 1.5mの，
沢沿いに伸びる遊歩道で，周囲の植生はシキミ－モミ群
集，その上部の標高 1,000m付近からはコカンスゲ－ツ
ガ群集，さらにその北東側の標高約 1,300m付近より上
部からはスズタケ－ブナ群団が広がる．捕獲地点から河
川水面までは約 20mの高低差があり，斜面は山側，河
川側ともに急峻で，植生は比較的密である．地点付近で
はツガ，モミ，ミズナラ，トチなどの大径木が多く見ら
れる（図３）．
地点 Cは，標高 1,430mに位置する幅約 15mの砂防堰

堤付近で，石鎚山系の主稜線に程近く，周囲の植生はス
ズタケ－ブナ群団がその大部分を占め，その上部の標高
1,550m付近から約 1,650mの稜線にかけてはササ群集が
広がる．砂防堰堤の上流で沢は一旦伏流するため，堰堤
上部に水はなく礫の堆積した林内のギャップとなってい
る．地点付近ではモミ，ミズナラ，ブナなどの大径木が
多く見られる（図４）．

調　査　方　法

地点 Aではカスミ網を用い，林道を上から見てＶ字
に塞ぐように設置し，調査は日没前から 24 時まで実施
した．調査中はカスミ網近くに常に待機し，おおよそ
15分毎に見回った．また，バットディテクター（Pettersson 
Elektronik AB社製，D100）を用いて常時音声を観測し，
急に途切れた場合なども見回りを行なった．

地点 Bではハープトラップ（Faunatech Austbat社製，
２バンク式）を用い，遊歩道を塞ぐように設置した．調
査は日没前から 24 時まで実施し，１時間から２時間に
１回程度見回った．
地点 Cでは砂防堰堤の凹部にハープトラップ，その

両脇にカスミ網を併用し，沢とそれに隣接する林内を塞
ぐように設置した．調査は日没前から開始し，カスミ網
は翌１時 20 分，ハープトラップは明朝まで実施した．
見回りはその他の地点と同様に行なった．
調査は，地点 Aで 2013 年５月 22 日と 23 日，同年６
月 17 日と 18 日の計４晩，地点 Bで 2015 年５月 28 日
の１晩，地点 Cで 2015 年８月４日の１晩実施した．
捕獲した個体は写真撮影をした後，ノギス（シンワ測
定株式会社製，ファイバーノギズ 150mmダイヤル式，
最少目盛 0.1mm）とデジタル式はかり（DigitalPocketSale，
最少目盛 0.1 ｇ）を用いて前腕長，下腿長，後足長（爪
有り），後足長（爪無し），耳介長，耳珠長，全長（標本
化した場合は再計測），尾長（標本化した場合は再計測）
と体重を計測し，性別，成長段階，繁殖兆候（精巣発達，
授乳痕の有無等）を記録した．成長段階の判別について
は，手骨と指骨の間の関節の骨化が不完全なものについ
ては亜成獣，繁殖兆候のあるものについては成獣，それ
以外は不明とした．また，標本作成時に解剖学的知見か
ら成長段階への見解が得られたものはそれも参考とし
た．なお，調査は国有林入林許可 24 四国第 275 号と 27
四保第 60 号，及び学術捕獲許可 環国地野許 1303181 号
と環国地野許 1504203 号の許可を得て行なわれたもので
ある．

結果と考察

調査の結果，2013 年５月 22 日に成長段階不明のオス
１頭，2015 年５月 28 日に亜成獣と思われるメス１頭と，
同年８月４日に成獣メス２頭の，計４個体のフジホオヒ
ゲコウモリが捕獲された（表２，図５，６）．
2013 年５月 22 日の１頭，2015 年５月 28 日の１頭，
及び 2015 年８月４日に捕獲された２頭のうち１頭，の
計３個体を吉行が精査し同定を行なった後，仮剥製化し
た．
本種と他のホオヒゲコウモリ属の種との区別点とし
て，吉行瑞子（1984），Yoshiyuki, M.（1989）は，以下
の点を挙げている．HFcu（後足長爪有）は Tib（下腿長）
の 63％以下である．尾膜の後縁は鈍角を呈する．耳介
前縁はその中央部より上で後方に曲がる．下顎の P3（第
３前臼歯）は歯列内にある．頭骨の涙骨孔は露出しな
い．また，検索の識別点にはなっていないが，今泉吉典
（1958），吉行瑞子（1984）は，フジホオヒゲコウモリの
特徴の一つとして，耳珠の最広部分は耳珠前縁基部付近

海田ほか.indd   18 2016/05/02   9:18



海田明裕・渡邊和哉・宮本大右・矢野真志・吉行瑞子

－ 19 －

にあり，後縁のその点より上方及び下方はほとんど直線
であることを挙げている（図７）．吉行が同定した３個
体はこれらの特徴を備えている．2015 年８月４日に捕
獲されたもう 1個体にも同様の外部形態的特徴が見られ
たことから，海田が現地で同定し放獣した．
また，前田喜四雄（2008）の検索表において，ヒメホ
オヒゲコウモリを決定付けるに至る識別点として用いら
れている『側膜は外足指の基部につく』，『背中の体毛は
黒褐色～茶褐色』，『尾膜の中央の太い血管の走行は「く」
の字に湾曲する』についても，今回捕獲された４個体と
もに認められた．なお，2015 年８月４日に捕獲された
２個体には授乳痕があり，繁殖が確認された．2015 年
12 月現在，2013 年５月 22 日の標本については渡邊個人
保管（面河山岳博物館収蔵予定），2015 年５月 28 日と
同年８月４日の標本については面河山岳博物館に収蔵さ
れている．
本調査地はすべて石鎚国定公園内に位置し，近年は自
然林の伐採が全く行なわれていないことから自然林の占
める割合が比較的高い地域であると考えられる．安井さ
ち子ほか（2000）によれば，ヒメホオヒゲコウモリの捕
獲地点と未捕獲地点について比較を行なった結果，自然
林に依存する傾向が高いとしている．また，Yasui, S. et 
al. （2004）によれば，ヒメホオヒゲコウモリはねぐらと
して大径木を選択的に利用するとしている．今回の捕獲
地点一帯の環境から鑑みると，四国地方におけるフジホ
オヒゲコウモリも同様の環境に依存して生息していると
思われる．また，捕獲地点は標高 760mから 1,430mま
での範囲にまたがっており，本種の利用または生息する
標高に幅があることから，広範囲に自然林が広がる石鎚
山系には，今回の捕獲地点以外にも本種が広く生息して
いる可能性が高い．
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表１　 Yoshiyuki, M. （1989）と Ohdachi, S.D. et al.（2015）のホオヒゲコウモリ属の種名対照表

Yoshiyuki, M.（1989） Ohdachi, S.D. et al.（2015）
和名（吉行瑞子，1984 より）* 学名 和名 学名
ツシマクロアカコウモリ Myotis formosus tsuens クロアカコウモリ Myotis formosus
ホンドノレンコウモリ ** Myotis nattereri bombinus ノレンコウモリ Myotis bombinus
モモジロコウモリ Myotis macrodactylus モモジロコウモリ Myotis macrodactylus
ウスリードーベントンコウモリ Myotis daubentoni ussuriensis ドーベントンコウモリ Myotis petax
クロホオヒゲコウモリ Myotis pruinosus クロホオヒゲコウモリ Myotis pruinosus
カグヤコウモリ Myotis frater kaguyae カグヤコウモリ Myotis frater
オゼホオヒゲコウモリ Myotis ozensis 

ヒメホオヒゲコウモリ Myotis ikonnikovi
フジホオヒゲコウモリ Myotis fujiensis
シナノホオヒゲコウモリ Myotis hosonoi
エゾホオヒゲコウモリ Myotis yesoensis
ヒメホオヒゲコウモリ Myotis ikonnikovi
ウスリホオヒゲコウモリ Myotis gracilis ウスリホオヒゲコウモリ Myotis gracilis
*：Yoshiyuki, M.（1989）は英文のため，和名は吉行瑞子（1984）に拠った .
**：吉行瑞子（1990）では，和名は「ニホンノレンコウモリ」学名は Myotis bombinus．

表２　捕獲された個体の外部計測値等

捕獲年月日 捕獲地点 標高
［m］ 性別 成長段階 体重［g］

前腕長
［mm］

頭胴長
［mm］

尾長
［mm］

後足長爪有
［mm］

下腿長
［mm］

耳介長
［mm］

耳珠長
［mm］ 標本／放獣 備考

2013/5/22 地点 A
（金山谷）1,080 ♂ 不　明 5.0 34.6 45.0 32.5 8.8 16.0 13.5 6.5 仮剥製渡邊個人保管

面河山岳博物
館収蔵予定

2015/5/28 地点 B
（面河渓） 760 ♀ 亜成獣 7.6 35.5 43.0 31.0 9.5 15.8 12.5 6.5 仮剥製面河山岳博物館収蔵 子宮未発達

2015/8/4 地点 C
（番匠谷）1,430 ♀ 成　獣 7.4 35.5 45.5* 35* 8.5 14.0 13.8 7.0 放獣 授乳痕あり

2015/8/4 地点 C
（番匠谷）1,430 ♀ 成　獣 7.7 35.1 48.5 39.5 7.0 15.5 12.0 7.0 仮剥製面河山岳博物館収蔵 授乳痕あり

*：生体計測のため参考値
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図 2　地点 A（金山谷）の環境

出典：国土地理院地理院地図（http://maps.gsi.go.jp）を加工

図１　捕獲地点

図 3　地点 B（面河渓）の環境
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出典：今泉吉典（1958）．日本産ホオヒゲコウモリ類について．哺乳動物学
雑誌，1（5）July. pp.81.

図 7　ホオヒゲコウモリ類の耳珠
図 5　2015 年５月 28 日の捕獲個体

図 6　2015 年 8 月 4 日の捕獲個体

図 4　地点 C（番匠谷）の環境
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愛媛県総合科学博物館研究報告　Bulletin of Ehime Prefectural Science Museum, No.20（2016）, p. 23－24

短　　報

低山地で採集されたシロマダラとその胃内容

川原　康寛 *

Abstract：A Dinodon orientale （Hilgendorf, 1880） was collected from lower montane area （Altitude:122m）, and 
Takydromus tachydromoides （Schlegel, 1838）was observed from this stomach content.

キーワード：シロマダラ，低山地，胃内容，一例報告
Key words：Dinodon orientale, Lower montane area, Stomach content, An example report

シロマダラ Dinodon orientale（Hilgendorf， 1880）は，北
海道・本州・四国・九州に分布する（鳥羽，1996）．背
面は灰色がかった地色で，黒褐色の横帯が胴体と尾に
ある特徴的な色彩模様から（中村・上野，1963；鳥羽，
1996），同所的に分布する他のヘビと区別される．本種
は夜行性の傾向があるため，人目に付きにくく（中村・
上野，1963；鳥羽，1996），近年の愛媛県では，久万高
原町や内子町，八幡浜市では発見例があるものの（岡山，
2014；松田，2014 など），その数は少ない．そのため，
2014 年に改訂された愛媛県レッドデータブックでは情
報不足（DD）とされている（愛媛県，2014）．本種は低
地から高地にかけて分布するが，特に低地や低山地では，
生息に適した環境の破壊や，餌の減少が著しく，個体数
が減少している（愛媛県，2014）．今回著者は，低山地
でシロマダラを捕獲し，胃内容を確認したので報告する
（写真 1，2）．
シロマダラが発見されたのは，2015 年 8 月 29 日，確
認場所は愛媛県新居浜市大生院にある愛媛県総合科学博
物館の敷地内（座標：世界測地系 北緯 33°54′35″，東
経 133°14′43″；標高：122m；環境省 都道府県別メッ
シュ：5033-6198）の舗装歩道の上である（写真 3）．発
見地周辺には，クスノキ Cinnamomum camphora（L.）
J. Preslやヤマモモ Morella rubra Lour.，ヒラドツツジ
Rhododendron × pulchrum Sweet，ヤエクチナシ Gardenia 
jasminoides Ellis ‘Flore-Pleno＇ などが植えられている．発
見時刻は日没後の 19 時 30 分頃で，気温は 22.4℃，雨が
降っており地面は湿っていた．発見時，シロマダラは大
きな動作はしておらず，著者が捕獲して初めて動き出し

An Oriental odd-tooth snake（Dinodon orientale） from lower montane area, and this stomach content
KAWAHARA Yasuhiro

 *  愛媛県総合科学博物館　企画普及グループ（指定管理者：イヨテツケーターサービス株式会社）
     Education Division, Ehime prefectural science museum （Designated Administrator : Iyotetsu Cater Service Inc.）

た．捕獲後は生体のまま 5Lペットボトルに入れ，庫内
温度約 10℃の冷蔵庫で保管した． 9 月 12 日から常温下
で保管したところ，胃内容を吐き出した．胃内容はニホ
ンカナヘビ Takydromus tachydromoides（Schlegel, 1838）
1 匹のみで，上半身と尾は欠損していた．吐き出された
カナヘビの体表面には鱗が残っており，消化されていな
いようだった．その後，ヘビは標本処理が施され，エタ
ノール標本（YK1044, Kawahara＇s private collection）とし
て愛媛県総合科学博物館に保管されている．吐き出され
たヘビの胃内容は，ホルマリン標本として同館に保管
されている．標本作成後に計測したところ，ヘビは頭
胴長 45.3cm，尾長 10.7cm，体重 24.0gであった．吐き
出されたカナヘビの重さは 1.4gで，ヘビ・カナヘビと
も，その大きさから成体と推測される．シロマダラはト
カゲなどの小型爬虫類を主食とすることが知られてお
り（鳥羽，1996；浜中ほか，2014），この度得られた胃
内容もその例外ではなかった．また，吐き出されたカナ
ヘビについて，上半身と尾だけが先に消化されたとは考
えにくいことから，このシロマダラは，これらの部位が
欠損した死体を食べていたと考えられる．ふつう，ヘビ
類は生きている動物を捕食するが，浜中ら（2014）は，
シロマダラが含まれる Dinodon属では，アカマダラ D. 
rufozonatum rufozonatum（Cantor，1842）やサキシママ
ダラ D. rufozonatum walli Stejneger, 1907 で比較的多くの
死体食が報告されていることをまとめている．今回捕獲
されたシロマダラもその例外ではないと推察される．
近年，全国的に里山の環境破壊が著しく，シロマダラ
をはじめ多くのヘビ類が生息環境を失っている．里山に
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生息するヘビ類について詳細な生態を把握することは，
里山生態系を保全するうえで緊急の課題だろう．本文が
その一助となることを期待する．
末筆ながら，本文を校閲してくださった千葉昇氏，気
温データを提供してくださった小林真吾氏，植物名を教
授してくださった川又明徳氏に厚く御礼申し上げる．
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技術報告

静電気実験における浮遊物工作の広がり

久松　洋二 *

Abstract：Making method of polyethylene (PE) tapes used in demonstrations of static electricity is reported. In the 
demonstrations of floating experiments with static electricity typically not only used electrical jellyfish or a small piece 
of PE sheet. There is no variety in the experiments. The new methods for electrostatic floating developed at Ehime 
Prefectural Science Museum indicate new appearances when floated PE tape and plastic bags. In this report, various 
floating objects with static electricity by polyethylene material is classified in its making method. 

キーワード：静電気，静電浮遊，ポリエチレン，荷物ひも，PEテープ，電気クラゲ
Key words：static electricity, electrostatic floating objects, polyethylene, luggage strap, PE tape, electric jellyfish

1　はじめに

サイエンスショーなど演示型の実験でよく行われる
テーマに静電気の実験がある．電気は目に見えないため
に，形状の変化や体験によってその存在を確認すること
となり，演示体験実験にとても適したテーマである．静
電気の演示実験 1）2）はその内容を大別すると，感電，放
電，帯電に分けられる．感電は百人おどしなど大人数が
直接体験できる実験がよく行われ，放電は発光や回転な
どの変化を見る実験で確認することが多い．帯電はもの
や人に電荷をためて引力や反発力を見ることが多く，髪
の毛や紐を電荷の反発力で逆立たせる，帯電させた紙吹
雪を飛ばす，引力や反発力でものを動かすといった演出
で実験する．中でも電気力の強さと電荷の存在を実感さ
せる実験として，物体を空中に浮遊させる実験はよく行
われる．
静電気の浮遊実験によく用いられる素材は，通常，風
船，ポリエチレン，アルミフィルム，シャボン玉の４種 3）4）

がある．これらは静電気を移すことで帯電させるか，そ
れ自身を擦ることで静電気を帯電させるかに分けられ
る．前者はシャボン玉とアルミフィルム，後者は風船，
ポリエチレンとなる．この内，ポリエチレン素材の利用
は，テープ状または細かく裂いた線形状を用いられるこ
とが多い．テープ状は蝶や妖怪の一反木綿を模したもの
があるが，ポリエチレン素材で圧倒的に使われているの

A spread of recipes for electrostatic floating objects on demonstrations
HISAMATSU Yoji

 *  愛媛県総合科学博物館　学芸課　科学・産業研究グループ
     Curatorial Division, Ehime Prefectural Science Museum

が線状に裂いたテープを擦って帯電させることでテープ
が静電気の反発力によって放射状に広がる，いわゆる電
気クラゲ（写真１）である．ところが，ポリエチレン素
材を使った静電気浮遊の実験はこの２種以外の形状でも
行うことができる．
本稿では，ポリエチレン素材を使った静電気浮上の実
験教具のバリエーションを報告する．それら教具は加工
方法で分類して紹介される．同じ素材でも浮遊した状態
には多様性があり，浮遊物の形や動きが静電気浮遊実験
の新しい演出を与えることが期待される．

2　基本的な実験

まず始めに，一般的な２種類の形を確認する．最もよ
く使われている電気クラゲの実験をまとめてみよう．電
気クラゲはポリエチレンテープを細かく裂いてできた線
状のテープを机上にのせ，ティッシュペーパーなどで
擦って帯電させた後に空中へ放り投げると，テープそれ
ぞれが静電気の反発力で放射状に広がるものである．そ
こにテープと同じ電荷のものを近づけて反発させること
で浮上させる演出と逆の電荷を近づけて吸着させる場合
がある 5）．電気クラゲはポリエチレンテープの１カ所を
結んでから細く裂くが，テープの端を結ぶ場合とテープ
の中程を結ぶ場合（写真２）の２種類ある．テープを結
ぶこと自体が苦手な子供に工作させる場合などは中程を
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結ぶ方法が指導しやすい．裂くテープの幅についても細
かく裂く方法や厚めに裂く方法などバリエーションが生
まれる．テープの長さも実験する者の慣れや実験するス
ペースによって長短を加減できる．実験環境が許せば１
m以上の電気クラゲ（写真３）も可能である．
テープ状で蝶や一反木綿を模した場合も同様で，テー
プを擦って帯電させたものを空中に投げ，反発力や引力
により空中を浮遊させる．予めテープに模様を描くと良
いが，擦って帯電させる時に消さないよう注意が必要と
なる．長めのテープの端を細く裂いて手が広がったよう
にできるほか（写真４），テープの一部だけを擦って帯
電箇所限定することで浮かした際の姿勢を調整できる．

3　結びによる応用

電気クラゲの面白さは脚に見立てた細く裂いたテープ
の広がりにあるが，ポリエチレンテープは長さ方向に容
易に裂けるため，帯電しようとテープを擦ってもバラバ
ラにならないように結び目を作る必要がある．この時，
ポリエチレンテープの結び方を工夫することで，印象の
違った浮遊体を作ることができる．

3.1 一回結び
テープの中程を結び，結び目から一端のみを裂くこと
で脚の広がり方が変わる．裂かないテープは端だけを帯
電させると，脚に反発した帯が立ち上がり，電気クラゲ
ならぬ電気イカ（写真５）を作ることができる．

3.2 多数回結び
２回以上結ぶとさらに印象の違う浮遊物をつくるこ
とができる．まず２回結びでできる形から見てみよう．
テープの両端を結び，その間の帯を細く裂いたものを帯
電させて浮かせると，球状の浮遊体，電気ボール（写真
６）が完成する．色違いのテープ数本を両端で結んでカ
ラフルなボールも作れる．多色ボールを作る場合は，作
るボールの大きさに合わせて元のテープの半分や１／４
などに裂いたものを使うと結びやすい．また，結び目の
場所を両端から端と中程の 2カ所に変更してからテープ
を裂き，帯電し浮遊させたものはタコ型（写真７）となる．
１本のテープを両端と中程の３回結ぶことによって，
アレイ状の浮遊物（写真８）ができる．結ぶ回数は４回
以上でも浮かべることができる．多数結びでは回数や場
所，裂きの有無で多くの浮遊体バリエーションが生まれ
る．ただし，長くなるほど空中での動きを制御する技術
を要する．

3.3 環状結び
ポリエチレンテープの端を結ぶことで環状の浮遊物を

作ることができる．環状にしたテープも結ぶ位置と回数
で意外な形を見ることができる．端を結んで環状にした
だけのテープを裂いて帯電させて浮かべると，細い輪が
お互い反発して花びらや蝶の翅のような形（写真９）に
なる．輪が広がる構造となって均一に広がりにくいため，
裂きの太さと帯電の多少で広がったときの形の変化を楽
しむことができる．
輪の途中でもう一度１回結んで２回結びにすると前述
した電気ボールと同じ構造になる．さらに，中で２回，
つまり全体で３カ所結んだ環状テープを裂いて帯電させ
ると浮き輪のような浮遊物（写真 10）になる．環状の
場合もテープの長さと結び目の位置，裂く場所でバリ
エーションを作ることができる．
環状の浮遊物にすると，空中での姿勢を変化させる実
験が追加できる．すなわち，タイヤのように輪を立てる
ことと円盤のように面を寝かすことである．また，浮遊
を制御する帯電棒が物体の外側だけでなく輪の間隙に差
し込むなど，環状ならではの演出も可能となる．空中で
の制御の難易は前述の浮遊物同様，大きさに関係する．

４　貼りによる応用

ポリエチレンテープはテープの長さ方向に裂けること
が特徴であり，逆に難点の１つでもある．テープに生じ
た裂け目は容易に広がるため，裂く場所を決めるため結
び目を作ってきた．ところが，結び目を使わずともテー
プの裂け目を止めることができる．ポリエチレンテープ
はセロハンテープを貼ることで裂け目が止まる．セロハ
ンテープを貼っても依然としてポリエチレンテープは静
電気で浮かぶ．電気クラゲを低年齢層に工作させる場
合，結び目を作ることのが難しい場合がある．中程でも
うまく結べない場合，結ぶ変わりにセロハンテープを貼
ることで，電気クラゲを簡単に作ることができる（写真
11）．また，セロハンテープ使うと，結ぶ必要がないた
めポリエチレンテープの幅を活かした浮遊物を作ること
もできる．

4.1 環状テープ
ポリエチレンテープが環状になるように両端をセロハ
ンテープで貼ると，形状に偏りのない浮遊リング（写真
12）を作ることができる．帯電させるときは机上で外側
を擦った後，帯の内側を無限軌道の動きのように全体を
滑らし擦るとうまく帯電できる．また，浮遊リングはメ
ビウスの帯状に貼付けることも可能であるが，浮遊状態
ではメビウスの帯のねじれが分かりにくい．リングを絡
ませて鎖状に繋げることも可能であるが，帯電させると
２つのリングが貼付いて独立した２リングが浮遊する実
験は困難である．大小２つのリングで多重円になるよう
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に張り合わせた場合は，帯電によってリングは分離し，
２リングが同一平面上に重ならず，空間的にずれて離れ
て浮かぶ．
リングの途中にセロハンテープを貼ればセロハンテー
プで挟まれた間を裂くことができる．結びと貼りでは浮
き輪の形状の印象も変わる（写真 14）．

4.2 結びと貼りの変換と混在
３節で紹介した結びによる浮遊物の結び目は全てセロ
ハンテープに置き換えて作ることができる．電気ボール
に関しては結び目の方が球形に近いものができるが，１
回結びの電気イカはセロハンテープの方が近い形に思わ
れる．結び目とセロハンテープを混在させることも可能
である．２回結びの電気タコならば，むしろ結び目とセ
ロハンテープを場所毎に使い分けて浮遊体の形を似せる
工夫等も考えられる．（写真 15）

4.3 複雑な浮遊物
セロハンテープを使うことで，ポリエチレンテープの
加工の自由度が広がるとともに，浮遊物の修繕も可能に
なる．そのため，ポリエチレンテープを裂くだけでなく，
切る加工を加えることで複雑な浮遊物を作ることが可能
となる．
ポリエチレンテープを帯の幅の方向に短く切れ込みを
入れることで，虫のような浮遊物（写真 16）を作るこ
とができる．切れ込みを入れた足の部分を擦って帯電さ
せれば，浮かばせた時に隣り合った足同士が互い違いに
広がって浮遊する．また，浮かんでいる時に帯電した棒
を近づけると，全体がねじる運動を起こすなど不安定な
動きを起こす．ただし，帯電させる時に足が千切れやす
いので注意が必要である．
切れ込みとセロハンテープを使えば，帯電により加工
された部分同士が反発する複雑でユニークな形を作るこ
とができる（写真 17）．セロハンテープで修繕できると
はいえ，ポリエチレンテープの裂けやすさ故に耐久性に
乏しいので，工作する際は，ある程度の年齢や工作経験
が必要であろう．

６　袋とシート

ポリエチレンの素材ならばテープと同様に帯電させて
浮かせることができるため，身近なものでも実験が可能
である．取手のついたレジ袋やだ円抜き袋，マチのない
ポリ袋なども帯電させて浮かべることができる．浮かん
でいる姿は少し意外性があっておもしろい．実験には高
密度ポリエチレンバッグが薄さ的に適している．買い物
でもらえたものを使っていろいろ試してもいい．帯電さ
せるときは，袋の内部も擦ると浮かべた時全体が膨らみ

やすい．ふくらんだ姿はマンボウ（写真 18）や鯉のぼ
り（写真 19）に似ているので，絵や模様を描いても楽
しい．
袋の端を切ることでポリエチレン筒ができる．筒状の
袋（写真 20）は大きくなると帯電させて浮かべるのに
技術が必要となる．筒を円周方向に切断して細い環状に
すると，前述したリング状の浮遊物と同じになる 4）．こ
ちらは浮かべやすい．
また，袋の閉じた 2 辺を切り落としてポリエチレン
シートを作ると，新しい浮遊物をつくるきっかけとな
る．（写真 21）シートに絵を描いて自由な形の浮遊物を
作ることもできる（写真 22）．テープと違って裂ける心
配がないため，生き物やキャラクターの形に切り抜いて
浮かべることができる．このとき，ペンで絵を描く楽し
さもあるが，擦って帯電すると徐々に消えていく難点も
ある．帯電させる場所を限定することで浮かんだときの
姿勢を調整することもできるが，シートが大きくなるほ
ど思ったとおりに帯電させることが難しい．大きなシー
トは，帯電させるとその一部または全部がお互いに貼付
くことが多くなり，空中でうまく広がらない．また，シー
トの自由に裁断した場合，全体から突き出した部分を作
ると，そこだけ折れ曲がって他の部分に貼付くことが多
い．シートを一度クシャクシャにすることで貼付きを抑
えることができるが，大きくなるほど抑えるのは難しい．
A4 サイズ程度までなら容易に浮かべることができる．

７　ま　と　め

静電気による浮遊実験に使用できるポリエチレン素材
の実験器具について分類と製作方法についてまとめた．
静電気による浮遊実験という１つのアプローチで，同じ
材料から多くの種類の実験器具が製作できることを明ら
かにした．
よく知られている電気クラゲの演示実験は十分完成し
た教具であり，浮かぶという非日常性や全体が大きく広
がった形になる意外性，自分で浮遊状態を制御する操作
性など，実演しても体験させても楽しい実験である．し
かし，演示実験などの場合，電気クラゲ単体では実演時
間を長く持たせることが難しい．そこで今回の報告のよ
うに，浮遊させる物体の種類を増やすことで，実験の演
出に幅をもたせることが期待できる．浮くか否か，浮い
たときの形や浮かべたときの動き方を予想するなど，静
電気だから浮かぶという側面以外にも，どうすれば，ま
たはどこまで静電気で浮かべることができるか，という
アプローチで演示することも可能になる．また，浮遊体
のバリエーション増加によって，放射状に広がる電気ク
ラゲの足といった電気の反発力を際立たせる演出だけで
なく，ポリエチレンシートを使った動物やキャラクター
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を浮かべるなど，反対に静電気やクーロン力を意識させ
ない導入演出も可能となる．静電気浮遊の実験は静電気
実験の一実験をいう立場を抜け出し，浮遊実験自身を
テーマにしたストーリーの組立も可能となり得る．
その他，ポリエチレン素材の浮遊体造形コンテストや
帯電浮遊前後の形の差異の程度を競うことなど，浮かぶ
こと前提で創作面に焦点を当てた教育プログラムにも応
用できると考える．今後，静電気による浮遊実験が単な
るクーロン力を確認する演出から，ポリエチレン素材を
使って自由な形を浮かべるものづくりの演出へと，その
実験自身の使われ方に幅が生まれることの一助になれば
幸いである．
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本稿をまとめるにあたって，大阪市立科学館のコロキ
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写真１
電気クラゲ（右下は帯電前）．ポリエチレンテープの端を結ん
で作ったタイプ．写真は数色のテープをまとめて結んでいる．

写真 3
脚の長さが１mを超える電気クラゲ（右下は帯電前）．広がっ
た直径が２mを超えるので，実演するスペースの確保，クラ
ゲを投げ上げるリリース技術，長い（大きい）帯電体の操作
など大きいほど難しい実験となる．

写真 2
テープの中程を結んで作った電気クラゲ（右下は帯電前）．結
ぶ場所は中程の方が容易．また，足の本数が左右で倍増する
ので，空間的に大きく球状に広がることが多い．

久松洋二-静電気.indd   28 2016/05/02   9:18



久松　洋二

－ 29 －

写真４
テープ状の浮遊物（一反木綿風）テープの端を裂くことで両
手が広がった姿を再現できる．テープ全体ではなく一端のみ
を集中して擦ることで，テープを立たせることもできる．

写真７
結びで作る電気タコ（左下は帯電前）．2カ所結ぶ位置を両端
から中と端へ変更することで帯電浮遊した姿が変わる．

写真６
電気ボール（下は帯電前）．１本のテープの両端を結んで裂い
たものを帯電させると球状になる．テープの長さと裂いた本
数の調整で球の扁平度合いが変化する．

写真９
１回環状結び（下は帯電前）．結び目を中心に輪が四方に開い
て花びらのような姿となる（左）．端を少し残すと蝶の触角に
似せた浮遊物にもなる（右）．

写真５
結びで作る電気イカ（右下は帯電前）．中結びの電気クラゲを
作る手順で結び目を挟んで一方だけを裂いて作る．

写真８
３回結びの電気アレイ（右下は帯電前）．直線状に両端と中程
の３回結んで裂いたものを帯電させるとアレイ状の浮遊物に
なる．

久松洋二-静電気.indd   29 2016/05/02   9:19



静電気実験における浮遊物工作の広がり

－ 30 －

写真 10
３回環状結びによる電気浮き輪（左下は帯電前）．環状の浮遊
物は空中の姿勢安定性が高い．輪の中に帯電体を差し込むこ
ともできる（右上）．

写真 13
テープ貼りの変形電気リング３種．左は鎖状に絡んだ２つのリング（左
下はその帯電前）．浮遊させると２リングが貼付くので鎖に見えない．
右上はメビウスの帯状に貼ったリング．浮いてもメビウスの帯と分かり
にくい．大小の多重円（右下）を帯電浮遊させると２リングが分離する．

写真 12
テープ貼りの電気リング（右下は帯電前）．浮かんだ姿が見や
すく，姿勢も安定して実験しやすい．

写真 15
結びとテープを混在して作った電気タコと電気イカ（下は帯
電前）．

写真 11
セロハンテープ貼りの電気クラゲ 2種（下は帯電前）．結ばず
にセロハンテープを貼ってもクラゲは浮かぶ．結ぶのが苦手
な低年齢層でも簡単に作ることができる．

写真 14
リングの４カ所にセロハンテープを貼り，テープ間を裂いて
作った電気浮き輪（右下は帯電前）．結びの電気浮き輪と違っ
た印象となる．

久松洋二-静電気.indd   30 2016/05/02   9:19



久松　洋二

－ 31 －

写真 16
ポリエチレンテープを帯の幅方向に切れ込みを入れてつくった電気ムカデ（左下は
帯電前）．足をよく擦ると空中で互い違いに足が広がる（左上）．テープが裂けやす
いので擦って帯電させると足の千切れがよく起こる．セロハンテープで補修できる．
一反木綿のような１本の帯と違い，電気ムカデは空中で帯をひねる運動を起こす．

写真 19
電気ポリ袋こいのぼり（右下は帯電前）．帯電させてふくらま
せてから宙に投げるとよい．

写真 18
電気レジ袋マンボウ（右下は帯電前）．小型のレジ袋が浮かべ
やすい．持ち手の形がヒレに見える．

写真 21
帯電させた大きなポリエチレンシートを浮遊させた．大きさ
はともに A2 程度．端が貼付いて完全に広がらない．

写真 17
切れ込みとセロハンテープで帯電させると複雑な形状の浮遊
体を作ることができる．下が帯電前の形で，2本のポリエチレ
ンテープを並べて張り合わせている．左の足の広がりは端を
セロハンテープで張り合わせてできている．

写真 20
電気ポリ袋筒（右下は帯電前）．ポリ袋底面の接着部分を切断
して円筒を作った．円環と違い，円筒になると空中での安定
性が悪い．
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写真 22
キャラクターに切り抜いたポリエチレンシート（右下はサイ
ズ比較のA4用紙と帯電前のポリエチレンシート）．当館のキャ
ラクター「カハクン」を描いた．貼付きを防ぐため，全体を
緩やかなカーブで切り抜いている．

久松洋二-静電気.indd   32 2016/05/02   9:19



－ 33 －

愛媛県総合科学博物館研究報告　Bulletin of Ehime Prefectural Science Museum, No.20（2016）, p. 33－42

技術報告

科学体験展示物の館内製作報告（2014 年）

久松　洋二 *

Abstract：This paper reports the technical part of new interactive exhibits built and made at Ehime Prefectural 
Science Museum in 2014. We made hands-on exhibitions to learn visual illusion called impossible objects or 
impossible motions. Those existed as a precisely designed work by a computer, and it was reproduced at our museum 
based on the data the author designed. We added production for an experience to produced impossible objects and 
opened them as hands-on exhibitions. The explanation includes a brief description of the exhibit, details on how to 
build, mechanical and educational problems.

キーワード：展示物，体験展示，製作方法，不可能立体，不可能モーション，錯視，杉原厚吉，2014，愛媛
Key words：interactive exhibits, hands-on, how to build, impossible object, impossible motion, visual illusion, 
Kokichi Sugihara, 2014, Ehime

1　はじめに

愛媛県総合科学博物館では，館内で製作した体験展示
物を常設展示等で公開している．加えて企画展，特別展
のために製作し，期間限定で公開した体験展示類も，そ
の一部は展示修了後に改良を加えた後に常設展示で再公
開している．
2014 年度は特別展「大トリックアート展」（会期：平
成 24 年 7 月 12 日～ 9月 15 日）に展示するため，錯視，
特に「不可能モーション」を体験する装置を製作した．
不可能モーションとは，平行移動により物体の大きさが
変化する，下り坂をボールが勝手に登るなど，現実には
起こり得ない，不可能な変化が知覚される錯覚のひとつ
である．固定された空中の１点から単眼視することで，
物体の形状や距離，大きさなどを誤解するため，物理的
に起こり得ない現象を知覚してしまう．
この錯覚の展示化にあたり，不可能モーションの研究
者である杉原厚吉明治大学特任教授に協力を依頼した．
杉原氏は不可能モーション作品を多数設計製作している
作家でもある．杉原氏に展示作品の選択を相談し，作品
を当館での展示条件に合わせた形状，サイズに変更する
再設計を依頼した．作品の模型立体化及び展示台その他
必要となる什器類の製作は当館で行った．最終的に不可

The Annual Report of Interactive Exhibits Built at Ehime Prefectural Science Museum in 2014
HISAMATSU Yoji

 *  愛媛県総合科学博物館　学芸課　科学・産業研究グループ
     Curatorial Division, Ehime Prefectural Science Museum

能モーションの体験展示は５点製作し，展示物「へんな
立体」として特別展で公開した．また，そのうち３点は
常設展示に再公開している．
本稿では，2014 年に製作した不可能モーション体験
展示５点の製作について報告する．

2　へんな立体

2.1 展示コーナーの内容と演出
展示した５種の不可能モーション模型による体験展示
の内容と演出について解説する．これら装置は１列に並
べられ，展示コーナー名「へんな立体」として展示した．
５種の立体はそれぞれ独立した展示台に設置され，模型
とその動きを四方から確認できる．不可能モーションを
観察できるのは展示台に設置した観察体験用の覗き穴か
ら見た場合のみに限られる．覗き穴とそれ以外の場所の
両方で模型と動きを見比べ，不可能モーションと客観的
な動きを比較することで，単眼で見たためにどんな情報
を誤解するか，体験者が発見できる仕組みとなっている．
また，模型及び展示補助具は展示台からむき出しで，展
示の体験操作と観察の両方を体験者自ら行える演出とし
た．従って，模型は任意の場所から見ることが可能であ
るとともに，球など展示補助具の配置箇所も任意にとる

久松洋二-科学体験.indd   33 2016/05/12   10:23



科学体験展示物の館内製作報告（2014 年）

－ 34 －

ことができ，体験者は展示を使って知的好奇心の赴くま
まにさまざまな条件で実験を行える．
装置の列に一体感を出すため，展示台の大きさ，模型
から覗き穴までの距離，覗き穴の高さを全て統一した．
ただし，覗き見る時の俯角が模型によって違うので，模
型を設置する座高はそれぞれ異なる．四方を開放してお
り，展示体験の説明パネルを貼付できないため，覗き穴
下部に展示体験の方法を伝える映像をフォトフレームで
リピート再生した．模型と展示台はモノトーンで製作し，
全体の意匠を揃えて，コーナーの統一感をつくりだした．
不可能モーションの体験には，球や棒などの動きを感
じさせるための補助具が必要となる．補助具は手動で操
作する演出で装置を設計しているので，体験には補助具
の操作と動きの観察がセットになる．観察距離及び展示
台の大きさは，大人ならば覗きながら手を伸ばしてなん
とか自分で体験できる距離を目指して設計した．一人で
も実験できるが少し不便なので，誰かと一緒に実験した
くなるような体験者の動きを想定したためである．特に
特別展利用を考えて，監視員とのコミュニケーションを
発生する仕掛けとしてこの規格で設計した．低年齢の体
験者は，複数で体験することを前提としている．
　
2.1 各展示の内容と演出
2.1.1 なんでも吸引四方向すべり台
（１）内容
中央の台から十字の四方向に坂が下るすべり台の模型
がある．すべり台の終点の４カ所それぞれに球を置くと，
球が坂道を登って中央の台に集まるように見える．この
作品は Best illusion of the year contest2010 年大会の最優
秀賞受賞作品である．
（２）装置・演出
25 φの木球を４つ用意して，各すべり台から同時に
転げ登る不可能モーションを実験できるようにした．実
験後，木球を片付ける置台も設置した．すべり台の足の
立体情報も重要なので，LED照明を模型下部側面に当
てるように配置した．

2.1.2 二つの峠道路
（１）内容
上りと下りがつながる峠道が２本平行に並んでいる．
それぞれの峠道に球を置くと，球が自分で上り坂を登っ
て勝手に峠をこえる不可能モーションが見られる．
（２）装置・演出
25 φの木球を２つ用意して，２つの峠道を同時に実
験できるようにした．実験後，木球を片付ける置台も設
置した．

2.1.3 おばけ通路

（１）内容
円盤を軸で連結したボビン状の道具２つが道の上に配
置されている．それら道具は通路上でお互いの間隔が離
れるほど大きさが違って見え，隣り合うと同じ大きさに
戻る．物体が動くと，その位置によって大きさが変化す
る不可能モーションである．
（２）装置・演出
通路状の２つの道具は赤と青にそれぞれ色分けされて
いる．１つは通路の一端に固定し，もう１つは紐で引い
て動かせるようにした．２つの道具が隣り合った状態が
初期状態で，紐を引くと２つは離れ，手放すとおもりに
よって元の位置まで戻る．体験者は覗きながら自分で道
具を離したり近づけたりできるようになっている．

2.1.4 止まり木の輪くぐり
（１）内容
３本の柱がお互い直角に十字形に交わった模型があ
り，別個用意した四角い枠を柱に通すことができる．正
しい手順で枠を通すと，不可能な位置関係に枠が通るよ
うに見える不可能モーションが見られる．
（２）装置・演出
体験者に覗いてもらいながら，展示監視員が枠を模型
の柱へ順番に通し，最後に不可能な通し方を見せること
で不可能モーションを体験させた．模型は白色だが枠は
赤や青に着色し，枠の配置が浮き上がるようにした．不
可能で不自然に感じる感覚を枠の動きだけでは直接言葉
に表現しづらいので，監視員の体験補助説明用に本当に
３直角の柱模型を用意し，本当ならば枠に通せないこと
を比較確認した．

2.1.5 ４つの窓と交差棒
（１）内容
４つの窓が上下２段に２つずつ並んでいる．窓は面に
並んで配置されているのに，１つの窓から出た丸直棒が
別の窓に入る不可能モーションを見ることができる．
（２）装置・演出
模型の白い窓と対比できるように，丸直棒は赤などに
着色した．この展示も体験者に覗いてもらいながら，展
示監視員が棒を抜き差しさせて不可能モーションを見て
もらう演出を行った．観察者は棒が刺さった不可能な形
状を観察するより，棒が不可能な場所に刺さりつつある
動きに強く不自然さを感じる．また，本当に平面に配置
した比較用模型を別に用意して，１つの窓を出た棒が別
の窓に入らないことを実際に確認してから不可能モー
ションの体験に移った．

2.2 製作
作品の中心から水平距離で 400㎜手前から見て不可能
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体が成立することを作品の規格とした．垂直位置，すな
わち覗き穴からの俯角は作品毎に違うため水平距離で指
定した．作品は柱，坂等いくつかの部品を張り合わせて
作る構造になっており，設計図面は各部品の展開図とし
て提供された．立体情報は組立完成図のみであったため，
まず展開図から立体を起こし，組み立てて完成図と整合
するように調整する方法で原型を製作した．
原型の製作は，薄いプラ板と木材で行った．木材は坂
道及び通路など設計上厚みを考慮されない薄い部品の製
作に使用し，プラ板は支柱部分など一定の厚みを要求さ
れる部品製作に使用した．各部材に展開図を転写して組
み立てたが，木材は組立外寸，プラ板は内寸が作品寸法
に合うように各部材を張り合わせて組み立てた．プラ板
を内寸で合わせたのは，組み立てた中空の部材の内部に
レジンキャストを流して原型を成形するためである．木
材でもその厚みが錯視効果の邪魔になる部分があるた
め，視線方向を考慮して厚みが知覚される不要部分を削
り取ることも行った．
原型は仮組み立てして形状をチェックした後，部品ご
とにシリコンゴムで型取り，レジンキャストで成形した．
作品は成形した各部品を再度組み立てて完成である．最
終的にキャストだけで作られるため，全体は単色の作品
になる．キャストによる成形には，無機質な色彩と質感
で錯覚の展示であることを際立たせることと，模型むき
出しの展示演出のために部品の一体成形を心がけて装置
の破損を防ぐ２つの大きな理由のためである．
おばけ通路のボビン状道具，止まり木の輪くぐりの四
角枠，４つの窓と交差棒も同様に木製原型をシリコンで
型取りして，レジンキャストで成形，多数複製した．模
型用塗料を混合前のキャストに混ぜて着色を行うこと
で，成形後着色で起こる体験による色落ちや作品への色
移りを避けることができる．補助具に着色することで，
作品と視覚的に区別し位置関係を理解しやすくしてい
る．
おばけ通路を移動する補助具は，紐で直線状に転がす
演出に馴染むにボビン状の形を選んだ．紐は強度の要請
からテグスを選び，軸に開けた穴に通して固定した．軸
の穴に通ったテグスが動く構造だとすれば，こすれてテ
グスが切れやすくなる．そこで車軸を外筒と内軸の２重
構造にし，相互に回転する仕組みにした．外筒に結んだ
テグスを引いてボビン状道具を動かすと，独立して回る
内軸によって通路に接する両輪が転がるため全体がス
ムーズに動く．ボビン状道具の両輪が正しく一直線上を
往復するよう，通路上の覗き穴からの死角位置に道具の
両輪挟むモノレール設置し，往復軌道を安定させている．
また，おばけ通路の両端の視線死角位置に小さな穴をあ
け，そこにテグスを通すことでテグスのずれによる脱線
を防いだ．

2.3 運用と問題点
製作方法で工夫をしたところで，模型がむき出しであ
るため装置の破損は必ず生じる．今回５種の装置には，
構造上，剥がれや外れといった破損はないが，欠けや折
れといった破損が生じた．球の転がり演出では木球を選
ぶことで模型への負担を減らしたにもかかわらず，通路
の壁面の薄い部分に欠けが生じた．また，作品「止まり
木の輪くぐり」の各腕はひねりに弱い作品構造上の問題
を抱えていたが，果たして期間中に２回折れた．欠けや
折れを修理するのは時間がかかる上に修理した部分が脆
くなる．展示期間中に生じた欠けは小さく，その位置も
錯覚体験を阻害しないため，修繕を行わずに運用した．
当該模型は，特別展示修了後に常設展示を行っている
が，現在までに欠けが原因となる事故や破損は生じてい
ない．現在のところ別の部位に新たな欠けも生じていな
い．折れた「止まり木の輪くぐり」は，新規模型に取り
替えることで展示を続けた．新規模型は製作時の型から
複製した．
「止まり木の輪くぐり」「４つの窓と交差棒」の展示補
助具である四角枠と丸直棒は，会期中何度となく折られ
ることとなった．材が細く，模型と絡めて動かすことで
無理な力がかかるためと思われる．特別展期間中は大量
に複製して交換対応した．これら２つの作品については，
展示の理解に解説員による解説が重要であるため，展示
解説員がいない当館の常設展示には不向きであり，破損
した補助具の即時交換も期待できず，体験者ストレスや
破損補助具による怪我の心配もあるため，特別展示のみ
の公開で常設展示への移行は行わなかった．
「おばけ通路」のボビン状道具を動かす糸が本体にか
らまる不具合も起こったが，頻度が少なく，修繕も比較
的容易にできるため，体験中止になることはほとんどな
かった．からまった糸で無理矢理体験すると，糸の切断
や深刻で解き難い結び，からまりが生じ，再度糸を取付
ける修繕を行うこともあった．「おばけ通路」「なんでも
吸引四方向すべり台」「二つの峠道路」は特別展示修了後，
常設展示に移行した．

3　「へんな立体」展示台

へんな立体の各展示台は，板材による箱に踏み台，模
型用のステージ，側面からの照明，覗き穴と手すりのア
ルミフレームで構成されている．模型の無機質な配色に
合わせ，外側は白，模型ステージは黒で塗装した．模型
はステージに飾りビスで直接固定した．のぞく部分は透
明アクリル板を設置し，穴を切り抜いた目隠し出力紙を
パウチ処理してアクリル板に貼ることで覗き穴をした．
アルミフレームの下部には展示解説と体験方法の動画を
エンドレス再生するフォトフレームを設置し，フォトフ
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レームを保護する白色塩ビパネルを画面部分だけ切り欠
いてかぶせた．照明は線状の LED照明を乳半アクリル
でカバーして設置した．展示台奥には白い模型の視認性
をあげるための黒い背景板を設置した．展示台の設計図
面は図版として掲載している．

4　展　　望

錯視図形の多くは立体で製作しても同様の錯視効果が
あるため，当館でも以前から立体作品を多く製作，所蔵
している．錯視展示は直感的な体験方法と結果の意外さ
により，当館でも体験人気の高い展示である．単純な形
状のため構造も簡単で，耐久性も求められる常設展示に
適したテーマと考えている．
今回の模型製作は木型原型を型取りしてキャストで成
形する方法を取った．これは受け取った設計図面が展開
図であったためであるが，３次元データがあれば 3Dプ
リンタで製作を行う選択肢もある．展示補助具のような
消耗品は型取りとキャスト成形という従来の方法が運用
的に大量に製作できて都合がいい．今後，他館の 3Dプ
リンタによる事例も注視しながら，館内製作での利用法
を考えていくべきだと考える．

５　謝　　辞

本展示を企画制作するにあたり杉原厚吉明治大学特任
教授に多大な協力をいただいた．ここに謝意を表します．
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写真１
特別展「大トリックアート展」での不可能モーションコーナー

写真３
なんでも吸引四方向すべり台（展示台設置）

写真２
なんでも吸引四方向すべり台（覗き穴より）
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写真４
二つの峠道路（覗き穴より）

写真７
おばけ通路（展示台設置）

写真６
おばけ通路（覗き穴より）

写真９
止まり木の輪くぐり（展示台設置）

写真５
二つの峠道路（展示台設置）

写真８
止まり木の輪くぐり（覗き穴より）
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写真 10
４つの窓と交差棒（覗き穴より）

写真 13
原型の製作（プラ板）

写真 12
原型の製作（木部）

写真 15
型取り

写真 11
４つの窓と交差棒（展示台設置）

写真 14
仮組み立てした原型で展示台の仕様を調整

久松洋二-科学体験.indd   38 2016/05/02   9:19



久松　洋二

－ 39 －

写真 16
成形

写真 19
ボビン状道具とおばけ通路のレール

写真 18
木球の置台製作

写真 21
覗き穴

写真 17
補助具の製作

写真 20
展示台
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写真 22
フォトフレームによる体験方法

写真 23
展示台照明．模型によって照明位置を変えられる．
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愛媛県総合科学博物館研究報告　投稿規程
平成 26 年 10 月改訂

愛媛県総合科学博物館研究報告編集委員会

1　「愛媛県総合科学博物館研究報告」の対象分野と原
稿の種別

1. 1 対象分野
「愛媛県総合科学博物館研究報告」（以下「研究報告」）

の原稿掲載対象となる分野は，愛媛県の自然史，科学技
術，愛媛県の産業史，博物館事業に関連する分野とする． 
1. 2 原稿の種別

（a）原著論文
オリジナルな研究論文で，未発表のもの．

（b）総　　説
ある研究分野に関して独自の立場から総括・解説・
紹介するもの．

（c）短　　報
研究の予報や中間報告等の短い論文であり速報性を
必要とするもの．

（d）資　　料
調査記録・資料目録が中心となるもの．

（e）事業報告
教育普及活動や博物館活動の報告．ただし報告の対
象は当館主催事業に限る．

（f）技術報告
新たに開発した標本作成方法や展示物などの技術的
な新知見の報告．

これらを以下「論文」と記す．

2　原稿の執筆要領
2. 1 標題（和文・英文）

研究内容を具体的かつ的確に表す．標題の中には，原
則として略語・略称は用いない．英文表記は，冠詞・前
置詞を除き単語の第１文字を大文字にする．
2. 2 著者名（和文・英文）

姓・名を略さずに記載する．英文表記は，姓の文字の
すべてと名の頭文字を大文字とし，「姓-名」の順とする． 
2. 3 著者の所属機関名（和文・英文）

著者の所属機関は，当該研究の行われた機関名を正式
名称で記載する．著者が複数で所属機関が異なる場合は，
アステリスクを用いそれらを対応させる．博物館の館員
以外は，所属機関の所在地及びホームページのＵＲＬ等
を記載する．その際，郵便番号，番地等を省略せずに記
載する． 
2. 4 抄録（英文）

論文の概略を迅速に把握できるよう，主観的な解釈や
批判を加えず，内容を簡潔に記す．一人称は使わず，図・

表の引用は行わない．原著論文・総説については，英文
100 語～ 200 語を標準とする．短報・資料・事業報告・
技術報告については，英文 70 語～ 100 語を標準とする．
文頭に「Abstract：」と表記する．
2. 5 キーワード（和文・英文）

論文内容を適切に表す用語をいくつか記載する．文頭
にそれぞれ「キーワード：」「Keyword：」と表記する．
2. 6 本文
2. 6. 1 論文構成・内容

論文構成は，「はじめに，材料，方法，結果，考察（お
わりに）」で構成することを基本とするが，論文の分野
によってはこの限りでない．この大項目の頭には見出し
番号を付けず，ゴシック体でセンタリング表記する．内
容は，論理的かつ明確な構想に基づいて記述し，研究の
目的，学術上の意義，先行研究との関連性も明示する．
同分野を専門とする研究者が読んで検証可能なように記
述し，結果とそれに対する分析は，明確に区別して記載
することが望ましい．
2. 6. 2 文体，用字用語，記号，符号，単位等の基準

文体は，口語常態（である体）とし，現代かなづかい・
常用漢字を用いるが，固有名詞等はこの限りでない．読
み誤るおそれのある漢字については，その直後に丸括弧
で括ったふりがなを付ける．句読点は「，」と「．」を用
いる．英数字と記号は半角を使用する．学術的名称（動
植物の学名，化合物名等）はイタリック体で記す．その
他の用字用語，記号，符号，単位並びに学術用語及び学
術的名称の表記は，基本的に ISO 等の標準化関連国際
組織及び論文の各分野において慣用されている基準に従
うこととする．
2. 6. 3 図・写真・表・図版

図・表・図版は，本文に出てくる順に，それぞれ一連
番号を付ける．また，番号に続けて和文のキャプション
を付ける．写真は原則として図に含めるが，論文の分野
によってはこの限りでなく，「写真 1　○○○○，写真 2
○○○○」と一連番号を別に付し図に含めないこととし
てもよい．図・写真のうち，必要なものにはスケールを
入れる．図・写真・表の本文中への挿入は，編集段階で
行う．挿入位置に関して特に希望がある場合は，論文投
稿時に編集委員会に申し出ること．図版は，原稿末尾に
掲載する．
2. 6. 4 見出しの番号付け

見出しの番号付けが必要な場合，章，節，項等の展
開はポイントシステムによって記載するのが望ましい．
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（例：第 1 章　第１節　第 1 項→１. １. １）項以下の細
項については，括弧付き数字を用いて細分する．（例：（1）

（2）（3）・・・）箇条書きの番号付けは，細項の表示と
混同しないようにするため，数字ではなくアルファベッ
ト等（例：（a）（b）（c）・・・，a.b.c.・・・）を用いる．
丸数字等の機種依存文字の利用は行わない．
2. 7 注

語句や文章の意味を分かりやすく解説するために設け
ることができる．注には通し番号を付け，本文の該当箇
所の右肩に数字を挿入する．編集段階において，脚注の
場合は同一ページ内に，文末注の場合は本文の最後に挿
入する．また，人文社会科学分野等においては，謝辞の
後の文献欄を省略し，注に文献を含めることとしてもよ
い．
2. 8 謝辞

研究の過程で何らかの援助を受けた場合は，「謝辞」
の節を設け，簡潔な謝意を示す．その場合，その援助者
及び機関の名称並びに援助の内容等を記載する．
2. 9 文献

文献は，参照文献・引用文献を指す．文献の適用範囲は，
雑誌・図書・論文集・レポート・学位論文・特許文献・ウェ
ブサイト等がある．文献と本文との関連付けは，基本的
に自然史分野の論文はハーバード方式，科学技術分野の
論文はバンクーバー方式に倣うが，論文の分野によって
は，その分野で慣用されている基準に従ってもよいこと
とする．著者名については，姓・名とも表記する．英文
雑誌名と洋書名は，イタリック体とする．単数ページの
場合は，「p．○．」，複数ページの場合は，「pp．○ - ○．」，
総ページの場合は，「○ pp．」と表記する．電子媒体の
論文等も印刷媒体同様に表記するが，入手先（ウェブペー
ジのアドレス等）と入手日付を付け加えなければならな
い．入手日付は，「（参照　2010-9-24）」または「（accessed 
2010-9-24）」と表記する．
2. 9. 1 ハーバード方式（著者名アルファベット順方式）

ハーバード方式は，本文での引用箇所に著者名と発
行年を記述する．例えば，本文では「･･･ である（山田
淳 ,1999a,1999b）．」,「･･･ に関しては，宮本直人（1998）
が報告している．」と表記する．姓のみでなく名も記す
こと．著者が 2 名の場合は，「・」「and」で区切る．著
者が 3 名以上の場合は，「～ほか」「～ .et al.」を用いて
省略してもよい．文献が複数の場合は，「；」で区切る．
文献欄は，著者名のアルファベット順に文献を掲げる．
同著者の場合は年号の順とする．同著者名かつ同年号の
場合は，出版年の後に a, b を付けて掲げる．2 行にわた
る場合の 2 行目の先頭は，全角 2 文字分空白とする．次
に例を示す．
[ 雑誌中の論文 ]　著者名（年号）：論文名．誌名，巻号数，

ページ数．

森山剛・小沢慎治（1999）：ファジー制御を用いた音
声における情緒性評価法．電子情報通信学会論文
誌 ,10．pp.1710-1720．

Mizuno,k. (1991)：Alpine Vegetation Pattern in 
Relation to Enviro mental Factors in Japanese 
High Mountains.Geographical reports of Tokyo 
metropolitan university，26，pp.167-218．

［図書］　編著者名（年号）：書名．発行所．総ページ数．
藤井旭（1994）：全天星雲星団ガイドブック．誠文堂新

光社．325pp．
Odum,E.P(1971)：Fundamentals of Ecology, 3rd 

ed.W.B.Saunders．335pp．
［図書の部分引用］　著者名（年号）：標題．書名．編者名．

発行所．ページ数．
川田秀雄（1996）：空気の振動を音と光で．いきいき物

理わくわく実験．愛知・岐阜物理サークル．新生出
版株式会社．p.31．

伏見康治（1942）：“記述的統計学”．確率論及統計
論．河出書房．p.24．入手先，統計科学のための
電子図書システムウェブページ，http://www/sci.
kagoshima-u.ac.jp/%7Eebsa/,（参照　2006-05-19）．

2. 9. 2 バンクーバー方式（引用順方式）
バンクーバー方式は，本文での引用箇所右肩に文献の

連番（引用順）を振る．例えば，本文では「～国内で開
発された当時世界最高輝度の白色発光ダイオード３）は，
～」と表記する．文献欄は，引用順に番号とその文献を
掲げ，同じ文献が出てくる場合は，「5） 前掲 3 に同じ」
等と略記してもよい．次に例を示す．

［雑誌中の論文］　著者名．論文名．誌名．出版年，巻数，
号数，ページ数．

岩坂泰信．黄砂は何を運んでくるのか．科学．2008，
vol.78，no.7，p.729-735．

［電子ジャーナル中の論文］　著者名．論文名．誌名．出
版年，巻数，号数，ページ数．入手先，（入手日付）．

中島震，玉井哲雄．特集，ソフトウェア工学の基礎：
EJB コンポーネントアーキテクチャの SPIN による
振舞い．コンピュータソフトウェア．2002，vol.19，
no.2，p.82-98．

http://www.jstage.jst.go.jp/article/jssst/19/2/82/_pdf/-
char/ja/,（参照　2006-02-13）．

［図書］　著者名．書名．版表示，出版者，出版年，ペー
ジ数．

照明学会編．照明ハンドブック．第 2 版，オーム社，
2003，573pp．

［図書の部分引用］　著者名．“論文名．”書名．編者名．
出版者，出版年，ページ数．

村主朋英．“科学分野における動向．”電子メディアは研
究を変えるのか．倉田敬子編．草書房，2000，p.59-97．
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［ウェブサイト中の記事］　著者名．“ウェブサイトの題
名．”ウェブサイトの名称．更新日付．入手先，（入
手日付）．

中央教育審議会．“教育振興基本計画について―「教育
立国」の実現に向けて―（答申）．”文部科学省．
2008-04-18.http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/
chukyo/chukyo0/toushin/08042205.htm,（参照 2008-
08-13）

3　論文投稿から発行までの流れ
3. 1 投稿資格

論文を投稿することができる者は，原則として愛媛県
総合科学博物館の館員及び館員と共同で研究を行った者
とする．ただし，外部の者のみの投稿も受け付けること
があるが，この場合，事前に編集委員会に連絡をとって
論文の概要（新規性・実用性等）を説明し，投稿の許可
を得る必要がある．なお，投稿者の所属が大学・試験研
究機関・博物館等の場合，当館の収蔵資料を研究対象と
した論文を優先する．
3. 2 論文の投稿

上記「2 原稿の執筆要領」に従い執筆した原稿を，Ａ
4 版の用紙に１ページあたり 45 字× 35 行（文字サイズ
9 ポイント）で 2 部印刷する．投稿原稿整理カード 1 部，
原稿（図・表・図版も全て含む）2 部を編集委員会へ提
出する． 
提出先　〒 792-0060　愛媛県新居浜市大生院 2133-2

　　愛媛県総合科学博物館 研究報告編集委員会
　　TEL0897-40-4100　FAX0897-40-4101

3. 3 論文の審査と採択
原稿は，執筆要領に従って書かれた場合に限り受け付

ける．その受け付けた日を原稿受付日とする．論文は，
編集委員会が選定した査読者により，投稿原稿の査読を
受ける．館外の研究者による査読を希望する場合は，事
前に編集委員会へ申し出ること．編集委員会は，査読結
果に基づき原稿を審査し，掲載可・要修正・掲載不可を
判断する．要修正の場合は，著者へ修正・再提出を求める．
提出された最終原稿が，編集委員会により掲載可と判断
された日をもって原稿受理日とする．掲載可の連絡を受
けた著者は，速やかに電子データを提出すること．掲載
不可の場合は，その理由を明らかにした上で原稿を著者
へ返却する．
3. 4 論文の校正

校正は，初校のみを著者校正とする．再校以降は基本
的に編集委員会が行う．
3. 5 研究報告の配布

発行された研究報告は，全国の主な博物館，県内の図
書館・高校・大学等へ配布される．発行後，著者には研
究報告 1 部を贈呈する．また，希望する著者には別刷

30 部を贈呈する．著者が連名の場合には，筆頭著者に
贈呈する．30 部以上の別刷を希望する場合は，編集委
員会に相談すること． 

4　論文の著作権について
研究報告に掲載されるすべての論文の著作権は，電子

媒体を含め愛媛県総合科学博物館に帰属する．ただし，
著者自身が複製，翻訳などで利用することは差し支えな
いが編集委員会に申し出た上で，本誌からの出典を明記
し言及すること．他誌から研究報告に投稿する場合は，
その出版社の了承を得てその旨を謝辞の項目で必ず記載
すること．そのほか，著作権に関する諸事が生じた場合
は，著者に直接協力を依頼する場合がある．

５　ＷＥＢ公開について
研究報告は，発行された後に当館のホームページ上に

おいても公開する．よって論文に使用する資料を他から
借用して掲載する場合，借用先にその旨伝え，論文投稿
前に承諾を得ておくこと．また，知的財産所有権・著作
権・肖像権等が発生する内容及び個人情報を含む内容を
掲載する場合についても，論文投稿前に著者において処
理をしておくこと． 

6　投稿規程の改訂について
愛媛県総合科学博物館研究報告投稿規程は，主として

科学技術情報流通技術基準（SIST）に準拠して作成し
ているが，改訂の必要が生じた場合は，編集委員会の審
議を経て改訂を行う．
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愛媛県総合科学博物館研究報告　投稿原稿整理カード

発送年月日 　　　　年　　　　月　　　　日

種別
（該当するものを○で囲む）

原著論文　　総説　　短報　　資料　　事業報告　　技術報告

和文表題

和文著者名
（ふりがな）

英文表題

英文著者名

連絡先
（校正刷り・別刷送付先）

〒　　　－

　　　　　Tel．
　　　　　Fax．
　　　　　E-mail．

提出原稿
本　　　文 ：　　　　枚　　　　　    図　　　版 ：　　　　枚
図　　　表 ：　　　　枚　　　　　　　　　　（カラー　　   枚）
　　　  （カラー　　   枚）　　　　　　図・表の説明 ：　　　枚

別刷希望部数 　　　　　　　　　部

備　考

編集委員会記入欄
　受付年月日　　　年　　　月　　　日　　受理番号 No.
　受理年月日　　　年　　　月　　　日　　受理番号 No.
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