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原書論文

愛媛県今治市におけるカスミサンショウウオ(Hynobius nebulosus) の繁殖生態の研究

板野賢大 *・藤原陽一郎 **・池内和也 **・小林真吾 ***・大森浩二 ****

Abstract：Clouded salamander (Hynobius nebulosus), which inhabits in Imabari City, the eastern part of Ehime 
Prefecture, is endangered. Measures becomes difficult by the lack of basic ecological information on this species 
distributed within a limited range of 15km2 makes implementation of appropriate conservation activity difficult. Our 
objectives of this study were to know the impact of environmental factors on the stability of reproduction of this 
species. From 2013 to 2015, we investigated on the appearance of adults, the number of egg mass and larvae, and 
measured environmental factors at 19 breeding sites. We found more than 100 egg mass in both breeding seasons. 
Therefore, adults were estimated to be about more than 200 individuals. The population in Imabari may have been 
kept to be deposition total number of during the next 10 years. In addition, as a result of this monitoring, deforestation 
can easily induce sand at the breeding sites with floods. However, it could be removed by human management until 
the next breeding season. So, it could be again returned to the appropriate conditions of salamander＇s breeding. In 
other words, though the abandonment of human management for agricultural water supply system breeding sites 
will disappear. It will lead to the population decline in Imabari. There is a need to preserve both water and terrestrial 
environments of breeding sites by human management in order to avoid the extinction of the Imabari population.

キーワード：カスミサンショウウオ，愛媛県，今治市，繁殖生態，里地里山
Key words：Hynobius nebulosus, Ehime Prefecture, Imabari City, Reproductive ecology, satochi-satoyama

1　はじめに

日本に生息する現生小型サンショウウオ類の祖先種は
約 1800 万年前ユーラシア大陸に既に出現していた（松
井 1996）．日本列島が地殻変動により形成される過程で
その祖先種は分散し，日本列島に分布した．一方で，太
田（2012）によると，日本列島の人類は稲作中心の営み
を始めていた縄文終期から弥生時代始めの紀元 0年前後
に平地の自然林を伐採して本格的に農耕社会を築き始
め，居住地は耕作地である水田や畑地の周辺に移動した．
それにより，里地里山システムと言える農耕社会の基本
的な土地利用が成立した．人により集落が形成され，江
戸時代の人口増加に伴いその集落が拡大していく中で，
本研究の対象種である愛媛県今治市域に生息する両生綱

Study on the breeding ecology of Clouded salamander (Hynobius nebulosus) in Imabari, Ehime Prefecture
ITANO Kenta, HUJIWARA Youichiro, IKEUCHI Kazuya, KOBAYASHI Shingo and OMORI Kouji 

*　   愛媛大学大学院・理工学研究科・生態学研究室（〒 790-8577 愛媛県松山市文京町 2-5 　
　　 国立大学法人 愛媛大学 理学部生物学科 生態学研究室　http://www.ehime-u.ac.jp/~scibio/ecology/about.html）
**　 特定非営利活動法人愛媛生態系保全管理（〒 791-3511 愛媛県喜多郡内子町吉野川 1127　http://www.ehime-seitaikei.info/）
***   愛媛県総合科学博物館 学芸課 自然研究科
**** 愛媛大学・沿岸環境科学研究センター
　　（〒 790-8577 愛媛県松山市文京町 2-5　国立大学法人 愛媛大学 沿岸環境科学研究センター 生態系解析部門   http://www.cmes.ehime-u.ac.jp/）

有尾目サンショウウオ科カスミサンショウウオは，里地
里山環境に適応したと考えられる．里地里山は，居住地
域と山地との中間に位置し，様々な人間の働きかけを通
じて景観が形成されてきた地域であり，集落を取り巻く
二次林（コナラやミズナラ・アカマツ等）とそれらと混
在する農地やため池・草地等で構成される地域概念であ
る．ここでは，集落周辺の二次林を里山，農地等を含ん
だ地域を里地としている（植田 2002）．里山は，1950 年
代の高度経済成長期以降に，燃料革命により経済的意義
を失い放置され，特定の照葉樹の優占やマツ枯れ，ツル
植物やシダ植物のコシダ，ウラジロ，ササ類の繁茂，竹
林の拡大等の里山の景観や生物相の急激な変化に関わる
問題を抱える（山崎ら 2000）．里地にある農山村では，
農林業の低迷や過疎化等の問題により，里山管理を行う
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担い手の不足が問題視される中，居住地域では，都市的
土地利用への転換が進行するなど，里地里山の存続が懸
念される状況となっている．それに伴い里地里山という
生息場所に依存する生物の絶滅も問題の一つとして危惧
されている．しかし，今治市における本種は，近見山の
山麓にある現在も利用されている．また，すでに放棄さ
れた農耕作地の水環境や水溜りを繁殖地として利用して
いる．つまり，山とそこに近接する人工的な農耕作地の
中間で生息している可能性がある．南北朝時代から室町
時代（14 世紀前半16 世紀後半あたり）に農民が共同
で資材採取を行う山林・原野を入会地とし，森の資源を
持続的に利用する為に入会の制度が定められていた（三
井 2010）．また，15 世紀中葉から 18 世紀初頭にかけて
日本の人口は約 3倍も増加し，それが森林全体の劣化・
荒廃につながった（太田 2012）．特に本格的に森林が荒
廃し始めた江戸時代から現在までの期間は約 300400
年であり，カスミサンショウウオの歴史に比べ非常に短
く，それ故，本種は人間による自然森荒廃の中で生き残
る為に人工的な里地里山を利用せざるを得なかったにす
ぎないと考えられる．
愛媛県今治市で 1996 年に止水性のサンショウウオが
発見された．その後，詳細な調査の結果カスミサンショ
ウウオと判明した（田辺・岡山 2001）．本種は今治市域
において 15km2 の限られた範囲に分布するが，過去 7
年間に繁殖地の一部消失が確認されており，その数は減
少している．本種は，絶滅危惧Ⅱ類に指定されている
（環境省レッドリスト）．2003 年には，県 RDBで絶滅危
惧Ⅰ類に指定された（愛媛県貴重野生動植物検討委員会 
2003）．2008 年に本種は愛媛県の特定希少野生動植物に
指定されるとともに，今治市内の 2ヵ所が保護区として
定められた（藤原ら 2011）．

Matsui et al.（2006）の西日本に分布するカスミサンショ
ウウオの mt DNAを用いたアロザイム分析では愛媛県今
治市の個体群は地域固有のグループと示唆されており，
カスミサンショウウオの遺伝的多様性を保全する為にも
愛媛県今治市の個体群の野外における繁殖生態の解明は
重要である．現在，今治市における本種の生態情報の記
録はなく，本種の個体群衰退が危惧される中，基礎的情
報が不足していることは今後保全が必要となった際に，
適切な策を実施することができない恐れがある．また，
里地里山環境の放棄により自然状態に景観が遷移する
中，里地里山という人為的に管理された環境下で存続し
てきた本種が今後もその個体群を維持できるかどうか，
その評価も必要となる．その為，本研究では本種の繁殖
生態と繁殖地の安定性に与える環境要因の影響を明らか
にすることを目的とした．

2　方　　法

2．1調査地
調査地は愛媛県今治市近見山近郊（近見山中部・西部
である愛媛県今治市宅間・延喜・高部・杣田・大西町
九王・波方町樋ノ口）である（図 1）．近見山は標高約
250mで，近見山山麓に沿って囲むように鉄道や国道が
通っている．里地里山として果樹園や畑といった農耕地
が多く存在している．山中には，農耕地の放棄地と思わ
れる場所が点在しており，その場所には人工水路，貯水
槽や標高の高い所には放置されたため池が残っている．
そこには，植生遷移の先駆樹種となるアカメガシワやス
ギ・アベマキ等の植林地が局所的に分布していた．また，
湿地帯には水分を多く必要とするモウソウチクやハチク
といったササ類の局所的分布も見受けられた．聞き込み
による分布調査と藤原ら（2011）の結果に基づいて近見
山近郊の鉄道または国道に沿って調査地を選定した．各
調査地点は，藤原ら（2011）または藤原・池内（私信），
現地調査から繁殖が確認された調査地 19 か所である
（図 2）．更に，地理情報システム (Geographic Information 

Systems: 以下 GIS) を用いて調査全地点の周囲 200mの
土地利用情報の面積を算出した．GISは地図上で道路情
報や河川情報等といった種類の異なる情報を，位置情報
をキーとして加工・分析・統合できるシステムである （古
田ら 2005）．そして，空間的要素間の関係性を見出すツー
ルとして利用される．利用したデータは調査地点の位置
情報，植生図（環境省生物多様性センター），標高（国
土交通省国土地理院），海岸線（国土交通省国土政策局
国土情報課），鉄道線（国土交通省国土政策局国土情報
課），道路（国土交通省国土政策局国土情報課）である．
全て利用したデータの座標系を JGD 2000 第 4系に定義
した．調査地点の座標系をGISに導入し，地図上にプロッ
トした．植生図の縮尺は 25000 分の 1で，項目は統一凡
例名に設定し，利用された項目の内訳は，開放水域 （た
め池），アカマツ群落，アカメガシワエノキ群落，ク
ズ群落，コナラ群落，シイカシ群落，スギヒノキサ
ワラ群落，常緑果樹園，水田雑草群落，畑雑草群落，竹林，
緑の多い住宅地（樹林地，草地を含む植被率が 30 %以
上混在する住宅地（環境省生物多様性センター）），路傍
空地雑草群落，造成地であった．また，緑の多い住宅地，
路傍空地雑草群落，造成地は本種にとって好適な生息
環境ではないのでその他の項目にまとめた．

2．2現地調査
毎月のモニタリングを行う調査地点 19 か所の生息地
タイプを藤原ら（2011）の結果とモニタリングの結果か
ら次の 4タイプに判別した（表 1）．水溜り：本種の保
護の為に設けられた水溜りや農耕作用貯水池，自然に形
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成された水溜りを指す（コンクリート等の人工物で境が
設けられていない）．護岸貯水槽：現在も利用されてい
る農耕作地のものと休耕地で放棄された貯水槽のことを
指す（人工物により境が形成されている）．自然水路：
集水により形成された地形としての水路を指す（人工物
で境が設けられていない）．護岸水路：農耕作地に利用
される水路と休耕地において放棄された水路のことを指
す（人工物で境が形成されている）．
繁殖が確認されている調査地 19 ヵ所にある繁殖地
で，次の各項目において毎月測定記録を行った．記録は
2013 年 6 月から 2015 年 8 月にかけて行った．水深（調
査場所の端 2点と中心 1点）を cm単位で記録した．デ
ジタルカメラ（TOUGH TG-320, OLYMPUS）で繁殖地全
体を撮影後，画像処理ソフト Image Jを用いて表面積を
計測し，水深データと合わせて繁殖地の体積を算出し
た．プロペラ流速計（YOKOGAWAモデル 3631 ポケッ
ト回転計，横河電機）を用いて流速を記録した．調査
時と次の調査時の間の最高最低水温と最高最低気温を
最高最低温度計（ワンタッチ式 U字型最高最低温度計，
株式会社安藤計器製工所）で計測し，記録した（最高
最低温度計の数の関係上 9地点に設置）．月ごとに各調
査地の日射量を計測する為，コンパクトデジタルカメ
ラ（coolpix4500, Nikon）に魚眼レンズ（LC-ER1, Nikon）
を装着し，撮影を行った．解析は全天写真解析ソフト
CanopOn 2 を利用した．GPS(Garmin, eTrex Legend Cx)
を用いて位置情報を記録した．各調査地点で影響を与え
ると考えられる撹乱（湛水期間，枯渇回数，降水による
土砂流入，農地の持ち主による水路掃除“いでさらい”，
イノシシ等の大型動物による撹乱）を記録した．

2．3カスミサンショウウオの繁殖生態調査
今治市におけるカスミサンショウウオの繁殖期は 12
月のうちに始まると推定されている（藤原ら 2011）．そ
の為，繁殖生態の記録（成体・卵嚢・幼生）について，
12 月より繁殖地から幼生が変態し消失するまでの期間
調査した．成体の初見日を調査期間の始まりとし，2013
年 12 月 22 日から 2014 年 8 月 8 日（2013 年度繁殖期），
2014 年 12 月 20 日から 2015 年 7 月 24 日（2014 年度繁
殖期）に調査を行った．成体については，初見日，終見
日を記録した．卵嚢については初見日，終見日，卵嚢数，
卵長，卵数，卵最大直径，発育段階，付着基盤，産卵水
深を記録した．発育段階は，岩澤・山下（1991）を参考
に，4段階（St. 113, St. 1422, St. 2325, St. 3639）に
分け，それぞれの段階で，卵長，卵最大直径を計測した．
本種の卵嚢は保護管理上持ち帰ることはできないので，
卵嚢ごとの卵数のみを現地で計測した．それ以外の項目
は写真撮影後 Image Jを用いて計測した．2015 年のみ 4
月 16 日から 7月 24 日まで幼生の初見日・終見日・全体

長・発育段階を記録した．各計測については個体への影
響を最小限に抑える為，金魚網または手網で捕獲し，写
真撮影後 Image Jを用いて計測をした．なお，成体と幼
生の終見日は，姿が見られなくなってから引き続く 3回
の調査で確認されない場合に，姿を見なくなった日を終
見日とした．卵嚢はその中の全ての卵が孵化した日を終
見日とした．

2．4同所的に生息する生物の調査
今治市に生息するカスミサンショウウオの繁殖地に
は，本種以外に多くの生物が同所的に生息している．
その中には本種の卵嚢・幼生にとって捕食者となる生
物も存在している．近見山周辺において，卵嚢の捕食
者としてはエビ目サワガニ科サワガニ（Geothelphusa 
dehaani）・ヒル目イシビル科 （Erpobdellidae），幼生の捕
食者としては小川や流れ周辺の湿地帯に生息するトンボ
目オニヤンマ科オニヤンマ（Anotogaster sieboldii） の幼
虫のヤゴが報告されている（特定非営利活動法人愛媛生
態系保全管理 2012）．本研究では，同所的に生息する捕
食者（ヤゴ）が幼生に与える影響を明らかにする為，調
査用のコドラートを設置して，繁殖地内に生息する生物
の分布調査を行った．繁殖地の撹乱を最小限に抑える為，
繁殖地内に長さ 50cm幅 20cmの細長いプラスチック板
4枚を用いて 50cm× 50cmのコドラートを調査地ごと
に無作為に，一部の調査地点を除き，1点設置した．調
査地点（宅間保護区，宅間保護区の上流にある水溜り）
の規模に合わせてコドラートの配置数を 2点に増やし
た．コドラートを設置したのは計 21 地点である．コド
ラートを設置後，その範囲内を手網で 5回すくう作業を
行い，捕獲された生物を記録した．なお，ヤゴは体長が
1cm以上の個体のみを本種幼生の捕食者としてカウント
を行った．

2．5統計解析
卵嚢内の胚の各発育段階において卵嚢の両長，最大直
径が異なるかどうか Image Jを用いて計測を行い，発育
段階ごとの各平均の違いを t検定で統計解析した．メス
の成体は 1年に 1個の卵嚢を産卵することが報告されて
おり（奈良県 2013），本研究で 2013 年度と 2014 年度の
両繁殖期に確認された卵嚢数を 2倍にすることで全成体
の個体数を推定した．
ピアソンの相関分析を用いて，産卵数が計測した環境
要因（最低最高水温（℃），最低最高気温（℃），降水量
（mm））に影響を受けているかその関係性を調べた．更
に，幼生の在不在に対する同所的に生息する捕食者及
び環境要因の影響を明らかにする為，一般化線形モデ
ル解析法（以下，GLM）を用いた．応答変数に，幼生
の捕食者である可能性が最も高いヤゴの生息密度（Log
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［捕獲数 /50 × 50cm2］），環境要因（最高最低水温（℃），
最高最低気温（℃），降水量（mm），流量（m3/s），樹冠
率（%），繁殖地の表面積（m2）・体積（m3））を設定し
た．なお，ヤゴ密度は対数変換を行った．GLMによっ
て作成されたモデルをモデルの適合度を評価する AICc
によって順位付けし，各モデルの重要度を示す値である
Akaike weightを算出した．最上位モデル（AICcの値が
最も低いモデル）との AICcの差（以下，Δ AICc）が
2未満のモデルまでが重要なモデルであると仮定し，モ
デル選択の手法の 1つであるModel Averagingを行った．
Model Averagingは，各応答変数の相対的な重要度を算
出し，最適なモデル（相対的な重要度が高い値を持つ説
明変数のみを有するモデル）を検出するという手法をと
る．相対的な重要度は各変数のΔ AICcが 2未満のモデ
ルの Akaike weightの合計値にΔ AICcが 2未満のモデル
全ての Akaike weightの合計値で割ることにより算出し
た．また，相対的な重要度の値は 0~1 の範囲をとるが，
0.5 より大きい値をもつ応答変数を重要なものであると
した．解析ソフトウェアは R.3.2.2 を用いて，パッケー
ジには GLMの作成に“MASS”を，AICcの算出やモデ
ル選択を行う為に“MuMIn”を使用した．後に有意に
影響があると選択された応答変数は幼生の有無に対して
箱ひげ図を作成し，どの程度異なっているかを確認した．
また，降水量の変動による枯渇や氾濫がどのくらいの頻
度で生じているか 2013⊖2015 年の 4月から梅雨の始まり
までの降水量をMann-Whitney U検定で比較した．

3　結　　果

3．1今治市における本種の生活史
本種の成体は主に 12 月下旬に繁殖地となる止水に周
辺の林地から移動するのが確認された．2013年 12月末，
2015 年 1 月初旬で卵嚢が初確認された．成体の初見日
から終見日は 2013 年度産卵期で 2013 年 12 月 30 日から
2014 年 4 月 23 日，2014 年度は 2015 年 1 月 13 日から 3
月 30 日であった．卵嚢の初見日から終見日は 2013 年度
では 2014 年 1 月 8 日から 5月 7 日であり，2014 年度は
2015 年 1 月 8 日から 4月 16 日までであった．また，産
卵数のピークは両年とも2月下旬から3月初旬であった．
卵嚢から孵化した幼生の初見日から終見日は 2013 年度
産卵期では 2014 年 3 月 9 日から 7月 22 日であり，2014
年度は 2015 年 3 月 3 日から 7月 8 日であった．以上の
ように，今治市における本種の生活史が明らかとなった
（図 3）．
産卵について，2013 年 12 月から 2014 年 4 月と 2014
年 12 月から 2015 年 4 月の間に全調査地で卵嚢数，合計
卵数，卵嚢ごとの平均卵数±標準偏差を計測した（2013
年度：182 対，22952 個，124.7 ± 40.1 個；2014 年度：

109 対，15685 個，127.0 ± 22.0 個）また両年度の胚の
発達段階ごとの両長（cm）と最大直径（cm）は，St．
113: 31.5 ± 7.1cm（n=97），1.34 ± 0.19cm（n=192），
St．1422: 35.4 ± 8.8cm（n=64），1.38 ± 0.15cm（n=122），
St．2325: 40.8 ± 8.8（n=116），1.47 ± 0.17cm（n=226），
St．3639: 38.9 ± 10.1cm（n=28），1.46 ± 0.20（n=53）
となった．胚の発達段階ごとに両長と最大直径の平均に
対して t検定を行ったが有意な差は認められなかった．
産卵水深（n=264）の平均は 2013 年度では 14.5 ± 9.4cm
で 2014 年度では 11.9 ± 5.8cmであり，主に水深 2.0⊖
20.0cmの範囲で産卵していた（図 4）．本種のメスは卵
嚢を落ち葉や枝等の付着基盤に付着させて産卵を行って
いた．どのタイプの付着基盤に卵嚢を付着させているか
を記録した結果，枝と付着基盤無しが多かった（図 4，
なし : n=94，枝 : n=72，落ち葉 : n=36，藻類 : n=34，人
工物（コンクリート，パイプ，ビニール袋等）: n=24，
湿性植物 : n=22）．

3．2幼生と同所的に生息する水生生物との関係
産卵期における最高最低水温と気温の範囲はそれぞれ
最高水温 : 8.0⊖13.6 ℃，最低水温 : 3.5⊖6.6 ℃，最高気温 : 
7.0⊖17.9 ℃，最低気温 : ⊖2.2⊖2.0 ℃であった．サンショ
ウウオ科の成体は降水中の夜間に移動する （Semlitsch 
1981）ことが先行研究より推定されており，図 4より産
卵数の増加には数日前にある程度の降水が必要である可
能性があった．産卵数と環境要因（最高最低水温，最高
最低気温，調査した日からの 4日間前の降水量）との関
係を見出す為，ピアソンの相関分析を行った．ピアソン
の相関分析の結果では最低水温のみ有意な負の相関が得
られた（R2=⊖0.611; P < 0.016 ）．
幼生の発育と孵化が確認された 12 地点（ヤゴと同所
的に生息する 10 地点とヤゴがいない 2地点）において
幼生を捕獲できなくなるまで体長測定を行った．同所的
にヤゴが生息する地点といない地点の両地点において，
幼生の体長は孵化した3月中旬頃から5月下旬にかけて，
約 1.0cmから約 3.5cmまで成長していた．体長頻度分布
のピークが 4月 16 日から 5月 27 日にかけて 3.5cm前後
にシフトしていた（図 6，図 7）．また幼生の捕獲総個体
数は両地点とも 5月下旬を境に急激に減少していた．
本種の幼生と同所的に生息する水生生物を観察記録し
た（表 4）．幼生の捕食者と考えられるヤゴ類（トンボ
目オニヤンマ科オニヤンマ（Anotogaster sieboldii）とト
ンボ目ヤンマ科ミルンヤンマ（Planaeschna milnei））が
多く確認された．各繁殖地における変態時期までの，本
種幼生の潜在的捕食者であるヤゴ類の全個体数（繁殖地
の表面積（捕獲数 /50 × 50cm2））と幼生全個体数の変
化を折れ線グラフで表した（図 8）．その結果，ヤゴと
同所的に生息する場合は本種の幼生数が急激に減少，消
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滅しており，ヤゴの捕食圧の強さが確認された．更に，
ヤゴと同所的に生息する 10 地点とヤゴがいない 2地点
で 1地点ごとの平均幼生個体数はヤゴがいない地点の方
が高く，ヤゴによる負の影響は明らかであった（図 8）．
幼生の有無にヤゴ密度と環境要因が影響を及ぼしている
かどうかを明らかにする為 GLMによる統計解析を行っ
た．上位モデルには流量，ヤゴ密度，最大水深，降水量
の説明変数が含まれ，相対重要度が 0.50 以上の値を持
つ応答変数が従属変数に影響を与えているとした．その
結果，流量とヤゴ密度が選択された（表 3，相対重要度： 
流量，1.00；ヤゴ密度，0.51）．幼生の有無に対する選択
された応答変数の違いについて，Mann-Whitney U検定
を行い有意差を統計解析した後，箱ひげ図を作成した．
その結果，流量及びヤゴ密度で幼生の有無によって有意
な違いがあることが明らかとなった（図 5，流量：P < 
0.0001；ヤゴ密度：P < 0.0001）．

3．3繁殖地における環境要因
2013 年 3 月（2012 年度産卵期）から 2015 年 12 月（2014
年度産卵期）の 3年間各繁殖地のモニタリングを行った．
19 調査地点の 3年間における繁殖場所の水塊の平均体
積の範囲は 15.72⊖0.07m3 と地点によって水塊の規模に
大きな違いがあった．年ごとの産卵の有無についての観
察の結果，2014 年度の繁殖期は 2012 年度と 2013 年度
に産卵された地点数と比較して，産卵が観察されなかっ
た地点が多かった．また，必ずしも産卵されている地点
が固定されているわけではなく，産卵の有無が変わって
いる地点も存在していた．年により全 19 地点のうち 12
地点が人為的管理（水環境の整備）を現在も受けている
ことが明らかとなった（表 2）．
各年の水環境の枯渇回数と卵嚢や幼生が存在する間に
枯渇した回数，降水による土砂流入，流出の影響回数，
人為的管理があった地点数を各カテゴリー（自然水路
（n=5），水溜り（n=6），護岸水路（n=3），貯水槽（n=5））
ごとに示した（表 3）．枯渇回数は 2012 年度の繁殖期に
顕著に多く，特に水溜りでは幼生が生息している間に 4
地点も枯渇していた．閉鎖的な止水となる水溜りと護岸
貯水槽で枯渇する傾向があることがわかった．降水によ
る土砂，流入の回数は自然水路と護岸水路といった降水
に影響を受けやすい水路で影響が顕著であった．その中
でも護岸水路は毎年，その影響を受けていた．人為的管
理は水溜りと護岸水路で行われていることがわかった．
枯渇や土砂流入・幼生の流出は降水量に依存している．
そこで，3繁殖期の幼生が変態し繁殖地から消失するま
での期間の降水量を比較した．繁殖地の枯渇は気温が上
昇する 4月から国土気象庁が定める梅雨入りの時期まで
の降水量が関係しているとし，その降水量を年ごとに
Mann-Whitney U検定で統計解析した．その結果，2012

年度と 2013 年度では有意差はなかった（P < 0.32）．し
かし，2012 年度と 2014 年度の間では有意な差がみられ，
2014 年度の方が降水量が多かった（P < 0.04）．

GISを用いて植生図（環境省生物多様性センター 
2011）により，本研究の調査全地点の周囲 200mの土地
利用情報の面積を算出したところ，二次林の先駆樹とな
る落葉樹林のアカメガシワ・エノキ群落とコナラ群落，
人工林のスギ・ヒノキ・サワラ群落の植生が約 4割優占
していた．また，ブナ科のシイ・カシ群落やアカマツ群
落，クズ群落が 2割程度であった．農耕作に関係する常
緑果樹園（果樹園のうち，高さ 2 m以上の常緑果樹（蜜
柑等）が栽培される樹園地（環境省生物多様性センター
（2011））や水田雑草群落，畑雑草群落は約 3割を占めて
いた．そして，開放水域（ため池），その他（人工の土地）
が合わせて約 0.5 割だけ存在していた．更に，野外調査
ではササ類・竹林（モウソウチク，ハチク）が確認され
た地点が複数存在した．

4　考　　察

4．1生活史
3 年間の調査で 15km2 の分布域内でカスミサンショウ

ウオの繁殖成功が確認された．2繁殖期において調査地
19 地点で成体の雌雄が 1対 1 で繁殖すると仮定すると，
2013 年度の卵嚢数は 184 対で雌雄の推定成体数は 368
個体，2014 年度の卵嚢数は 108 対で雌雄の推定成体数
は 216 個体であった．よって，両年度をふまえて雌雄の
成体の総個体数は 200 個体以上と推定された．また，野
外調査の 7月から 8月にかけて，両年とも幼生が変態し
て陸上に上がった幼体が確認された．東日本に生息する
止水性の小型サンショウウオのトウキョウサンショウウ
オ（Hynobius tokyoensis）の最大寿命はオスで 13 年，メ
スで 10 年と推定されている（植田 2003）．今治市にお
ける本種の個体群も約 10 年以上は，現在の繁殖地の条
件が維持される限り，保たれるであろう．また，今治市
における繁殖生態も明らかとなった．2繁殖期の間に成
体，卵嚢及び幼生の初見日と終見日のモニタリングを
行った結果，主に 12 月中に成体は繁殖地となる止水性
の水環境に移動し，1月中旬から産卵を行っていた．そ
して，卵嚢から幼生が約 1か月半で孵化し，幼生は 7月
一杯までに変態し陸上へ上がることが明らかとなった
（図 3）．更に，他県との比較により今治市の本種の繁殖
生態が他県と異なっていることも示唆された．岡山県の
カスミサンショウウオは高地型と低地型が分布してお
り，産卵期間は 2月中旬から 4月下旬で 1対の卵嚢あた
り卵数は高地型で約 40⊖50 個，低地型で約 30⊖80 個で
ある（比婆科学教育振興会編（1996），内山ら（2002），
山田（2006））．また，奈良県では産卵期間は 3月から 4
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月で 1 対の卵嚢あたり卵数は約 100 個である（奈良県 
2013）．このように，愛媛県今治市のカスミサンショウ
ウオは他県と比較し，産卵期間の初めは 1月中旬と 1か
月早く，1対の卵嚢あたりの卵数は約 120 個とより多く
の卵を卵嚢内に持つ特徴を備えていることが明らかと
なった．しかし，他県の産卵についての報告は少なく，
今治市の本種の繁殖生態が他県と違いがあるかどうかは
明らかではない．

4．2繁殖場所の環境
4．2．1環境水の動態
3 年間，19 地点の繁殖地においてモニタリングを行っ
てきた．本種の産卵の有無は年によって変化しており，
前年に産卵放棄されてもその翌年には再び産卵が確認さ
れた地点があった（表 2）．原因として，土砂流入が生
じた後の産卵場所の放棄が考えられる．本種の産卵場所
は雨が降った場合，集水しやすい所にあり，降水による
土砂の影響を受けやすい．産卵場所の放棄は 3年間のう
ち 2014 年度が顕著であった．これは産卵場所へ土砂が
流入し産卵場としての空間が縮小した後に次回の繁殖期
間までにその土砂が撤去されず，産卵場所として放棄さ
れていたのが原因である．調査地点の湛水期間を 3年間
1か月ごとに記録を行った結果，本種の卵嚢や幼生が水
中にいる間に枯渇により全個体が死滅しているのが複数
回確認された．しかし 1回の枯渇期間は数週間と短く，
降水によりすぐに湛水する．その為，長期間の枯渇によ
る産卵場所の放棄は考えにくく，産卵場所の放棄は土砂
流入が原因だと考えられる．一方で，湛水期間が一時的
な水溜りを生息地とする両生類にとって夏期の乾燥は
大量絶滅につながる重要な出来事とされている（Wilbur 
1987）．両生類の種の一部は枯渇に対して変態を行う
ことで適応している（Pechmann et al. 1989, Paton and 
Crough 2002）．しかし，湛水期間が両生類の幼生にとっ
て短かすぎであると変態の成功率が下がる （Skelly et el. 
1999）．2014 年度では枯渇による幼生の死滅は護岸貯水
槽の 1か所のみである．ヤゴと同所的に生息する地点と
ヤゴがいない地点での幼生の捕獲個体数と 1地点ごとの
平均捕獲個体数のグラフから 5月下旬から 6月初めの間
に値が大きく減少している為，この期間が変態のピーク
と考えられる（図 6，図 7，図 8）．森ら（2004）によると，
水位 20mmに維持した低水位の飼育環境下だとカスミ
サンショウウオの幼生の変態期間は平均 40.1 日で平均
体長は 3.9cmであった．本研究では変態のピークと推測
される期間までに幼生の平均体長は約 3.5cm程度まで成
長していた．変態するには十分に発育できていると考え
られ，その期間に変態したと推定される．

4．2．2捕食者の影響
繁殖地の枯渇はその場に生息する捕食者を除去する機
能を持つ（Matt Tarr and Kim Babbitt 2005）．今治市にお
ける繁殖地は，主に本種が変態した後に一時的に枯渇が
生じ，繁殖地内の捕食者が除かれることにより，再生産
の成功率が上昇していると推定される．一般的にトンボ
幼虫は乾燥や寒さに弱いとされている（若杉 2012）．新
井（1984）により，ミルンヤンマが属すヤンマ科のクロ
スジギンヤンマ（Anax nigrofasciatus），ギンヤンマ（Anax 
parthenope），ルリボシヤンマ（Aeshna juncea）とトン
ボ科ショウジョウトンボ（Crocothemis servilia），ヨツ
ボシトンボ（Libellula quadrimaculata），シオカラトンボ
（Orthetrum albistylum speciosum），イトトンボ科キイト
トンボ（Ceriagrion melanurum）は，冬場に干上がる湿
地環境において乾燥と低温により生息が確認されなくな
ることが報告されている．本調査地に生息が確認された
ミルンヤンマはヤンマ科のトンボであり，ヤンマ科は止
水域タイプの生息地の乾燥に最も影響を受けるとされる
為，枯渇の影響によりその場から消失すると考えられる
（若杉 2012）．しかし，オニヤンマのヤゴは水底に潜る
という生活様式を持っている （石田ら 1988）．枯渇が生
じたとしてもオニヤンマのヤゴは水底の泥中に潜み，再
び湛水するまで生き延びることができる可能性がある．
だが，保全活動や農耕作の“いでさらい”という作業は
水環境の整備において土砂を撤去するとともに捕食者を
同時に取り除く効果があることが考えられる．つまり人
為的作業が捕食者を除去する機能があり，本種の幼生の
生存に関係していることが示唆される．

4．2．3人間活動の影響
本種の繁殖地は人為的による水環境の整備がある所で
ある．保全活動により次回の繁殖期間までに繁殖地を埋
めている土砂を撤去し，繁殖地に適した条件に管理する
ことは本種の繁殖成功に繋っている．しかし，それだけ
でなく農耕作地における水路や貯水槽の持ち主による水
環境の整備も関係していることが今回の調査で明らかと
なった．農地の持ち主による水環境の整備として，本種
の繁殖期の前に行われる“いでさらい”という水路や貯
水槽に堆積した土砂の撤去，繁殖地周辺の植物の伐採等
の周辺環境の管理を行う作業がある．これにより，土砂
流入後も繁殖地が再び繁殖に適した条件になり，本種が
毎年再生産を行うことが可能になる．つまり，本種は里
地里山環境で水環境が管理されている場所で生き残って
きたといえる．しかし，今回の調査地点は 19 地点であっ
たが，実際には他にも多くの繁殖地があり，全体的にど
の程度人為的管理があるところに個体群の維持を依存し
ているかは情報不足の為判断できない．
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4．2．4 繁殖への影響要因
本種の繁殖地は少量の水の供給があるが，基本的には
閉鎖的な止水環境である．GLMを利用した統計解析の
結果により，相対重要度で選択された応答変数は流量と
ヤゴ密度であった（表 5）．強い流れのある繁殖地にい
る本種の幼生は，遊泳能力がほとんどないことから，繁
殖地から流され消失する可能性がある．この問題より重
要なのは，出水が繁殖地に大量の土砂流入を及ぼすこと
であろう．2014 年度繁殖期に産卵放棄された地点が増
加したのは土砂流入による繁殖地の消失が原因である
（表 2）．相対重要度で最も強く影響が出たように，本種
の繁殖生態全体に流量は強く関係している．本種の幼生
は閉鎖的な止水環境に生息している為，同所的に出現す
る捕食者の影響を受けるだろう．ヤゴが同所的に生息す
る繁殖地では幼生密度は低くなっている（図 8）．つま
りヤゴが生息する繁殖地における幼生はほとんどが捕食
されてしまう為，本種の再生産に対しヤゴの存在は負の
大きな影響を与えてしまう可能性が高い．一方でカスミ
サンショウウオについての先行研究から，体サイズの違
いにより本種の幼生は共食いを行うことが知られている
（Gouda et al. 2015）．本種の幼生は孵化するまで約 1か
月半かかる．3月下旬に産卵された卵嚢（図 3）は 4月
中に孵化するが，図 6と図 7に示されているように 4月
では孵化直後の全長 1.0cm程度の幼生が捕獲されなかっ
た．つまり，産卵が遅れて孵化した幼生はそれ以前に発
育した大きい個体に共食いされている可能性がある．本
研究では共食いについて野外で観察することはできな
かったが，図 6と図 7の結果から幼生同士の共食いも密
度への変動に影響を与えていることが推測された．

5．1 里地里山と本種の保全
本種は人間が形成した里地里山システムに適応した生
物である．本種の繁殖地は愛媛県今治市近見山近郊にあ
る里地里山環境に分布しており，人為的に水環境が整備
または管理されていた所にある．本来，本種は自然環境
下で再生産を行っていた．そこに人間による森林劣化及
び荒廃が及ぼされ，本種は里地里山環境を利用せざるを
えなくなったと考えられる．本研究で本種の繁殖地はほ
ぼ止水性で年に数回枯渇が生じ，捕食者があまりいない
一時的な規模の小さい水環境であった．また，このよう
な条件を持つ繁殖地の水環境と周辺陸上環境は人為的に
整備されているが，降水によって土砂が流入しやすい環
境要因に脆弱性を持つ水環境である．この繁殖地の条件
が維持される限り本種は再生産を毎年のように行うこと
ができる．しかし，里山における森林を切り開き果樹園
や畑を設けることは豪雨時の表面浸食等の自然災害を引
き起こす．例えば，果樹園などは林床部が裸地となり表
面浸食が生じる．つまり，人間の土地利用により土砂流

入が起こり易くなったといえる．人の手により本種は再
生産ができているメリットもあるが，裏を返せば里山に
することで降水による土砂流入が容易に引き起こされ，
本種の繁殖に重大な影響を与えていることとも言える．
つまり，本種は人為的作用がなくても自然環境下で再生
産することは可能であることを示唆しているが，本種が
現在利用している繁殖地は，人の手が無くなると土砂の
堆積及び周辺環境における植生遷移が進行により消失す
る可能性が高い．これは本種の個体群の衰退を引き起こ
すことになってしまう．それ故，本種が現在も利用して
いる繁殖地は人為的に繁殖地を保全・管理していく必要
がある．本種の保全のためには（1）保全活動や農耕作
による水環境の整備，（2）繁殖地に同所的に生息する生
物の処置，（3）繁殖地の周辺陸上環境の管理の 3点が重
要である．以下の 3点について詳述する．（1）降水後の
土砂の撤去が水環境の整備にあたる．本研究の繁殖地は
地点によって規模は異なるが，出水による撹乱にとても
脆弱であった．主な繁殖地の消失の原因は降水による土
砂流入であった．土砂により湛水ができなくなった繁殖
地は，その年のうちに人為的に土砂が撤去されることに
より次回の本種の繁殖シーズンに再び繁殖に適した場所
に再生される．土砂の撤去の目的は保全活動によるもの
と農耕作における“いでさらい”がある．保全活動は本
種の保全を目的に繁殖地が土砂により利用できなくなる
のを防ぐ為に土砂の撤去が行われている．“いでさらい”
は，農耕作地における水環境の整備が目的であり，本種
の保全が目的ではない．しかし，次回の繁殖期までに“い
でさらい”は行われ，繁殖に適した状態になる．このよ
うに本種は里地里山で人間が農業の為に設けた水環境の
整備のサイクルに合わせて適応できていることが示唆さ
れ，この“いでさらい”という人為的行為は本種の再生
産に必要な事項であることがわかる．
（2）GLMの結果により，捕食者となるオニヤンマ・
ミルンヤンマのヤゴによる幼生への影響が明らかとなっ
た．捕食者と同所的に生息することは本種の幼生の生存
に悪影響を与え，繁殖地の閉鎖的な止水環境では捕食者
の影響を直接受けてしまう． その為，捕食者を本種の
幼生がいない場所に移す必要性がある．トンボ幼虫の生
息場所は，河川や用水路に生息する流水域タイプと水田
やため池に生息する止水域タイプに大別される（若杉 
2012）．オニヤンマ科は流水域タイプ（山本ら 2009）で，
ヤンマ科は止水域タイプであり生息地の乾燥に影響を最
も受けるとされる（若杉 2012）．両種の繁殖生態では，
成虫は性的に未熟な時期（前生殖期）は水辺を離れて草
地や樹林中で摂食し，成熟すると水辺に戻り繁殖活動を
行う種が多い．繁殖活動によって卵から孵化した幼虫は
水中に生息し，不完全変態によって成虫となる．この幼
虫期間はオニヤンマで 2⊖3 年（石田ら 1988），ミルンヤ
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ンマでは半年から 3年程度（尾園ら 2012）である．農
業用の用水路や周辺の河川環境に，幼虫期間と生息地の
条件から，常時湛水している水環境が必要であるオニヤ
ンマの幼虫を移植し，ミルンヤンマの幼虫はため池や樹
林にある止水環境に移植するべきである．また，トンボ
目は一つの繁殖地への回帰性はなく分散した先の繁殖地
で産卵を行う為，近辺に移動させることは問題ないと考
えられる．守本ら（1990）によるとトンボ目均翅亜目イ
トトンボ科オオイトトンボ（Cercion sieboldii），アジア
イイトトンボ（Ischnura asiatica）は 1.2⊖1.3km，トンボ
目不均翅亜目トンボ科ショウジョウトンボ（Crocothemis 
servilia）は 1.0⊖1.1kmと移動距離が推定されている．し
かし，推定値である為，繁殖地から分散しているかどう
かは解明されてはいないが，1km以上の距離を分散して
いるのは間違いない．カスミサンショウウオの繁殖地で
幼虫が見受けられた場合は，その繁殖地に隣接している
トンボの幼虫に適した水環境に移動させることにより，
本種の幼生及びヤゴにも悪影響を与えず，本種の幼生を
保護することができると考えられる．
（3）水中で生活するカスミサンショウウオの幼生は 5
月下旬から 6月初めに変態し，幼体として上陸する（図
6，図 7）．そして，幼体は陸上の落ち葉や朽木，倒木等
の下で生活，越冬，夏を過ごす．本種は両生類であり，
生活史全体を保全するには水域，陸域の双方の生息環境
が必要で，更に各生息場所の微細環境要因（水温，水深，
水質等）が良好に保たれる必要がある（奈良県 2013）．
陸上環境におけるサンショウウオの分散距離は様々な先
行研究によってその傾向が示されている．北アメリカ大
陸に生息するトラフサンショウウオ科Marble salamander
（Ambystoma opacum）は変態して繁殖地から 30m移動し
ており，移動範囲として 100⊖400mであった（Gamble 
et al. 2006）．また，トラフサンショウウオ属 7種，ウス
グロサンショウウオ属 Desmognathus 1 種，オナガサン
ショウウオ属 Eurycea 2 種，サンショウウオ属 Hynobius 
1 種，イモリ 2 種（Notophthalmus属 1種，Taricha属 1種）
の移動距離の先行研究を総合した平均移動距離は 117⊖
218mとされ，繁殖地から分散していることが明らかと
なっている（Semlitsch 2003）．トウキョウサンショウウ
オの分散距離についての先行研究では，繁殖地となる池
から 100⊖300mの距離を移動している（草野ら 1999）．
このように，本種も同様に変態後に陸上環境へ移動生息
し，繁殖地からある程度の距離を分散している可能性が
ある．今治市においても（特定非営利活動法人愛媛生態
系保全管理 （2012））においても宅間保護区周辺で陸上
生活を送っていると考えられていたが，成体が 200m以
上も離れた上流で確認された例もある．このように小
型サンショウウオの幼体及び成体は繁殖地を基点とし，
100m以上の距離を分散移動していることが明らかと

なっている．よって本種の保護の為には，陸上環境の管
理も重要となる．本種が陸上で生活するには生息場所を
形成する落ち葉や朽木，倒木等が必要になる．また，人
間による土地利用（例えば，植生や道路，人工物等）も
本種の生息地を決める重要な要因の一つである．
繁殖地の周囲は里地里山に普遍的にみられる植生や土
地が多く優先していることが確認された．里山は定期的
な伐採により自然の回復力と人為的撹乱が均衡してお
り，初期遷移段階である落葉広葉樹林が人工的に維持
されてきた二次林（宮脇 1977）の存在も見受けられた．
山林資源として利用されていた落葉樹林や人工林等は里
山の放棄により，植生遷移が進行することも示唆されて
いる．また，柴田（2003）によると竹林は里山放棄以降，
竹林管理が失われることで竹林拡大の問題が顕在化し，
里山の他の構成要素に影響を与えていることが報告され
ている．高桑・伊藤（1986）では，ササ類は他種との共
存を容易には許さない多年生群落を形成し，湿原の二次
植生の中でも最も注意を要する植物とされている．そし
て，ササの侵入はササによる湿原植物の駆逐のみならず，
湿原の乾燥化を示す指標となっている．このようにササ
類の拡大は湿原の乾燥化を促す要因の一つである．本調
査地では放棄された農耕作地も多く，その中ですでに植
生遷移が進行し，その証拠として先駆種のアカメガシワ
が確認されている．周辺植生の管理はカスミサンショウ
ウオが産卵に利用する繁殖地を維持する為にも重要な要
因の一つである．仮にササ類が繁殖地に繁殖してしまう
と土地の乾燥化を促進させ，繁殖地の消失につながる．
また，放棄された農耕作地の土地における植生遷移が進
行することによって繁殖地周辺の環境が変わり，本種に
影響を与える可能性がある．それ故，繁殖地のみならず
繁殖地周辺の陸上環境も合わせて管理することが本種の
保全において重要である．

6　ま　と　め

愛媛県今治市近見山周辺の 19 地点の繁殖地における
2013⊖2015 年の調査により，今治市のカスミサンショウ
ウオの繁殖生態が明らかとなった．本種の成体は 12 月
頃に繁殖地に周辺の林地から移動し，1月から 4月にか
けて産卵を行う．産卵された卵嚢から約 1月半後に幼生
が孵化し，変態のピークとなる 5月終わりから 6月初め
にかけて発育する．卵嚢には約 120 個の卵を有し，他県
の本種と異なる特徴であった．また，卵嚢の産卵数は
2繁殖期とも約 100 対以上確認され，雌雄を合わせた成
体の数は 200 個体以上いることが推測された．今治市近
見山周辺における個体群サイズが推定され，その数から
今後も個体群は一定期間存続することが示唆された．本
種の幼生への負の影響を与える要因として流量と捕食者
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（ヤゴ）が統計解析により検出された．流水の増加は，
幼生は遊泳能力がないことから繁殖地から流出し，また
土砂流入を引き起こす．本種の繁殖地は閉鎖的な止水性
であり，ヤゴは幼生をエサ資源として捕食をし，繁殖地
の幼生を駆逐してしまう．このように，本種の幼生は，
止水性のヤゴが生息しない繁殖地で変態の成功率が上昇
すると言える．降水による流入量の増加に伴う土砂流入
が繁殖地の消失につながることが明らかとなった．しか
し，その繁殖地への流入土砂は保全活動や農耕作地の整
備による人為的除去により取り除かれ，翌年も繁殖を行
うことが可能となる．このように人為的な管理による本
種への恩恵，裏を返せば負の影響がある．しかし，本来，
本種は自然林の環境下で生息していたが，里地里山の形
成による森林劣化及び荒廃により，その人為的環境に適
応せざるをえなくなって現在に至っていると考えられ
る．里地里山の放棄により景観の遷移が元の自然に戻っ
たとしても本種は生き残ることはできるだろう．だが，
現在もなお人為的作用がある水環境の管理放棄はその場
の繁殖地の消失を意味し，今治市における総体的な個体
群の衰退につながる．人手の入る繁殖地は環境要因の変
動に対し脆弱性を持ち，しかしまたそのバランスを保つ
ものも人為的行為である．今後も今治市におけるカスミ
サンショウウオの個体群の保全の為には，人による管理
を必要とする本種繁殖地の水及び陸上環境を保全してい
く必要性がある．
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終始ご指導ご鞭撻を頂きました愛媛大学 沿岸環境科学
研究センター （CMES） 所属 大森浩二 准教授に心より感
謝致します．

注　　釈

（1）愛媛県今治市に生息するカスミサンショウウオは，
「愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例」によっ
て県内全域で保護すべき種として指定されている．同条
例では学術研究や保護増殖など特定の目的が無い場合に
は捕獲が禁止されており，無許可の捕獲や譲渡行為に対

しては，1年以下の懲役または 100 万円以下の罰金が科
せられる．詳細については同条例を参照頂きたい．
（2）本調査は「愛媛県野生動植物の多様性の保全に関す
る条例」の規定に準拠し，愛媛県野生動植物の多様性の
保全に関する条例施行規則（平成 20 年 9 月 30 日規則
第 55 号）に基づき，2014 年 1 月から 2014 年 8 月及び
2014 年 12 月から 2015 年 8 月の間，愛媛大学 沿岸環境
科学研究センター （CMES） 所属 大森浩二 准教授の監督
の下，捕獲等に従事する者（従事者）として許可の承諾
の上，知事から委嘱を受け，個体及び生息地の調査を実
施した．
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図 2：調査範囲地図調査地点 19 地点を示した．黒丸は約 4年前から産卵が確認された地点．標高は明度の違いで 20mごとに示し
ている（最大は 260m）．

図 1：愛媛県今治市地図
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図 4：産卵数と（a）：水深，（b）：4日間の降水量，（c）：付着基盤との関係．縦軸に産卵数を設定し，横軸に水深（cm），4日間の
降水量（mm），付着基盤（葉は落ち葉，藻は水生の藻類，湿性植物はイネ科の植物，枝は枯れ枝，人工物はビニール袋やパ
イプ等，なしは付着基盤がない場合を示す）を示している．

図 3：繁殖生態．縦軸に産卵数で横軸に時間．棒グラフが産卵数を示す．破線が調査における成体の初見日から終見日．実線が幼
生の初見日から終見日を示す．
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図 5：GLMによる統計解析により選ばれた応答変数と産卵の有無との関係解析．表 5で選ばれた応答変数に対する幼生の有無を
示した．

図 6：2014 年度産卵期におけるヤゴが同所的に生息していない産卵場所の幼生の個体数と体長．ヤゴがいない 2地点の幼生の総個
体数と体長を示した．縦軸が個体数，横軸は体長を示す．
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図 7：2014 年度産卵期におけるヤゴと同所的に生息する産卵場所の幼生の捕獲個体数と体長．ヤゴがいた 10 地点の幼生の総個体
数と体長を示した．縦軸が個体数，横軸は体長を示す．

図 8：2014 年度産卵期におけるヤゴの有無に対する地点ごとの幼生の平均個体数．縦軸に 1地点の平均個体数，横軸に時間を設定
した．白丸の折れ線グラフはヤゴがいない地点，黒丸の折れ線グラフはヤゴがいた地点を示す．
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表 2：2012 年度－ 2014 年度における繁殖地のモニタリング．各調査地点における繁殖地のタイプ，3年間の産卵の有無，人為的
管理（保全活動や農耕作地の水環境の整備等）の有無を示す．産卵の有無は産卵が確認された場合が白丸，確認されなかっ
た場合がバツとなる．黒丸がある地点は 3年間で 1回以上人為的管理が確認された地点を示す．

表 3：2012 年度－ 2014 年度の繁殖地における繁殖地の消失要因．3年間の繁殖地の環境水枯渇回数と降水による土砂流入を示す．
1年の間に各要因の生じた回数を示している．なお，枯渇のカッコ内は本種の卵嚢及び幼生が水中に存在していた間に枯渇
が生じた回数を示している．
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表 4：幼生と同所的に生息していた水生生物．2014 年度産卵期 2015 年 4 月 16 日から 7月 23 日においてカスミサンショウウオの
幼生の生息場所に同所的に水生生物が出現した地点（黒色）を示す．

表 5：GLMを用いた本種幼生の有無に関する要因解析の結果．2014 年度産卵期において本種の幼生の有無に影響を与える要因を
算出した．従属変数に幼生の有無，応答変数に流量やヤゴ密度，降水量，最大水深が最適モデルに含まれ，相対重要度から
従属変数を説明するのに適した応答変数を示している．
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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.21（2016）, p. 19－21

短　　報

今治市沿岸で確認されたキクメイシモドキ

小林　真吾 *

Abstract： A hermatypic coral, Oulastrea crispata was found in the shore region of Imabari city, on the mid-western 
area of Seto Inland Sea. O. crispata was found in rock shore of Kamoike beach, and clinging to granite base rock of 
lower intertidal zone. Colonies of O. crispata were relatively small, usually less than 10cm in diameter. 

キーワード：キクメイシモドキ，造礁サンゴ，瀬戸内海，今治市
Key words： Oulastrea crispata, Hermatypic coral, Seto Inland Sea, Imabari city

1　はじめに

キクメイシモドキ Oulastrea crispataは造礁サンゴの一
種で，日本沿岸域に分布する造礁サンゴの中でも最も北
に分布する．また沈殿物等による濁りに対する耐性も強
いことから，ほかの造礁サンゴが生育しないような内湾
や干潟にも生息することが知られている（西平・Verón，
1995）．
日本沿岸における本種の分布は，太平洋岸では千葉県
南部，日本海沿岸では能登半島と佐渡島で確認されてい
るが，瀬戸内海における本種の分布についての記録は少
ない．岡山県や広島県沿岸では比較的最近の観察記録
があり，中でも広島県大崎上島の沿岸域では，本種の
探索を目的とした潜水調査が行われている（清水ほか，
2007）．この調査の結果では，本種は大崎上島周辺の海
域で広く分布している可能性が示唆されている．
愛媛県の沿岸海域のうち，黒潮の影響で南方系要素の
強い宇和海海域では多くのサンゴが群生しており，海域
の一部が足摺宇和海国立公園に指定されている．同公園
海域における近年の詳細な調査によれば，他の造礁サン
ゴとともにキクメイシモドキも確認されている（環境省
自然環境局山陽四国地区自然保護事務所，2005）．一方，
愛媛県の瀬戸内海沿岸ではサンゴ類の生育確認に関する
記録自体が極端に少なく，非造礁性のオノミチキサンゴ
については観察の記録が見られるものの，キクメイシモ
ドキの生育記録については，文献等で確認できる確実な
情報がほとんど存在しない．

Record of the Hermatypic Coral, Oulastrea crispata at the Shore in Imabari City
KOBAYASHI Shingo

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

筆者は，2015 年から 2016 年にかけて今治市西部の鴨
池海岸においてキクメイシモドキの生育を確認したの
で，ここに報告する．

2　鴨池海岸の環境

愛媛県今治市の鴨池海岸は，市域の西部，旧大西町九
王地区に位置する小規模な海岸である．（図 1）高縄半
島北端に近い梶取ノ鼻から旧大西町，その西隣の旧菊間
町にかけて連なる弧状の地形の最奧部に位置し，内湾的
要素が強い．特に海岸の北側は，小規模ながら磯が張り
だした形状となっているため潮通しは悪く，透明度は低
い．一方で波が穏やかであることから周辺には造船所が
立地するほか，ボート競技の練習にも利用されたことが
ある． 
鴨池海岸は，砂浜と磯浜が連続し，最大干潮時には前
浜干潟が干出する．また海岸背後の森林と海岸の間に人
工構造物がなく，良好な環境の残る海岸の一つである．
砂浜，磯，干潟の生物が一度に観察できる数少ない場所
であることから，周辺の他の海岸と比べて海岸生物の観
察会が比較的多く開催されている．当館では海辺の生物
を観察する自然観察会を定期的に実施しており，過去 5
年間にわたり鴨池海岸で観察会を実施している．さらに
筆者は外部からの依頼による自然観察会でも同海岸を利
用しており，観察頻度は他の海岸に比較しても多い場所
といえる．
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3 　キクメイシモドキの生育状況

キクメイシモドキは，2015 年 6 月 7 日に海岸北部の
磯の潮間帯下部において，自然観察会の予備調査中に
確認された（図 2）．確認当日の潮は中潮で，最大干潮
の潮位は今治港で 56cmであった．キクメイシモドキは
最大干潮時近くで干出する岩盤上に生育しており，長径
10cm程度の群体 3個体が確認された．
さらに 2016 年 7 月 3 日に，同じ鴨池海岸で海辺の生
物の観察会を実施し，最大干潮時近くで干出する岩盤上
において長径 10cm程度のキクメイシモドキの群体 5個
体を観察した．この日の潮位は中潮で，最大干潮の潮位
は今治港で 42cmであった．
一般的に，キクメイシモドキの群体サイズは，多く
が 10cmに満たないとされており，今回確認された群体
は，同種の最大サイズに近いものと考えられる（西平・
Verón，1995）．キクメイシモドキの成長速度について確
実な情報は得られていないが，塊状の造礁サンゴの 1種
は 1cm／年程度のものがあり，本種も少なくとも過去
数年間のあいだに成長して現在に至っているものと考え
られる．なお，大崎上島では転石上などでも容易に確認
されるが，現在までのところ鴨池海岸では転石上での生
育は確認されていない．

4 　愛媛県におけるキクメイシモドキの分布に関する考察

愛媛県の沿岸海域では，かつて南予地方でサンゴ類の
調査が多く行われ，発表されてきた（例えば伊藤，1972
など）．これらは足摺宇和海国立公園指定の際に実施さ
れた調査の報告や，それらの総括として構成されたもの
であるが，こうした報告の中にはキクメイシモドキは見
当たらない．おそらく時代的な背景もあり，国立公園や
観光資源としての造礁サンゴ類が注目されてきたため，
内湾域に生息する本種は認識されてこなかったと考えら
れる．
愛媛県内では，愛媛県立博物館が中心となって運営し
ていた愛媛自然科学教室によって過去 50 年以上にわた
り県内各地の海岸で海岸生物の観察会が実施されてい
る．瀬戸内海沿岸では，松山教室による観察会が梅津寺，
白石鼻，中島周辺で，今治教室による観察会が今治市小
島，吉海町大島・津島などで実施されているが，これら
の観察会の記録にはキクメイシモドキは現れない．
当館には旧愛媛県立博物館から移管された様々な動物
標本が収蔵されており，その中には愛媛県沿岸で採集さ
れたサンゴの骨格標本が含まれている．サンゴ骨格標本
の多くは県立博物館が発足した昭和 34 年に，土佐清水
市在住の黒原和男氏を通じて入手したもので，産地は渭
南海岸（愛媛県と高知県の県境付近）のものを中心に琉

球列島，奄美群島，大隅半島など南方海域から調達され
ている．これらの標本に関しては，写真を多用した図譜
形式の目録が刊行されている（八木，1970）が，この中
にはキクメイシモドキは写真・生息記録ともに収載され
ていない．
一方，県立博物館から移管されたサンゴ骨格標本は，
前述の黒原氏によるコレクション以外にも少数が存在
し，その中に県内産のキクメイシモドキの標本が 1点収
蔵されている（図 3）．この標本は，松山沖の中島で採
集されたもので，島の南東部に位置する大串海岸の久
兵衛小島という陸繋島で採集されたものである．サン
ゴの群体は長径 11cm×高さ 7cmの花崗岩礫の，表面の
50％以上を覆うように付着しており，キクメイシモドキ
の群体のサイズとしては大きく生長したものと考えられ
る．残念ながら，採集年月日および採集者のデータが存
在しないため，詳細は不明である．
愛媛県では，2003 年と 2014 年にレッドデータブック

（以下 RDB）を刊行しており，この中で海産動物という
生物群が取り上げられているのが一つの特徴となってい
る．この RDB編纂の成果の一部として，県内で確認さ
れている生物種の目録が愛媛県のホームページ上でも公
表されている（愛媛県 HP）．この目録の海産動物では，
キクメイシモドキの属する刺胞動物門花虫綱として 13
種が記載されているが，いわゆるサンゴ類としてはキサ
ンゴ科の 1種，Dendrophylliidae sp.が記載されているだ
けで，キクメイシモドキの記述は見られない．
文献に基づかない近年の記録としては，松山市付近の
海岸で海洋生物の観察・採集を行っている際に偶発的に
観察された例がある（柴田健介氏私信）が，群体数や生
息範囲などの詳細な記録は得られていない．
以上のように，愛媛県沿岸におけるキクメイシモドキ
の生育・分布については，文献上でも観察記録でも，確
認できる情報が極めて少ない．これらの他にも観察例は
あるものと推測できるが，生息範囲が最低潮位でも干出
しないこと，さらに群体が黒色を基調とした色調で視認
性が悪く，これまで観察者に認識されていなかった可能
性が高いと考えられる．また，面的に固着するため採集
が困難であることから標本として残しにくく，認識が遅
れた要因の一つと考えられる．

5　おわりに

瀬戸内海に生育するサンゴとしてはオノミチキサンゴ
が知られており，広島県および島根県において準絶滅危
惧種に指定されている．一方，キクメイシモドキは北限
に近い石川県において準絶滅危惧種に指定されているの
みで，瀬戸内海沿岸では保全対象とはなっていない．本
種の愛媛県沿岸での生育記録は断片的であり，現状では
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絶滅危惧種と捉えるべきかどうかも不明であるが，良好
な環境を維持した内湾的環境の指標生物としての可能性
が考えられる．
愛媛県の沿岸域における海岸生物の記録は，観察の容
易な潮間帯の情報は多いものの，潮下帯以深の生物に関
する情報収集やインベントリー作業が遅れている．本種
についても県内各地の海岸を網羅的に観察し，分布や生
態に関する知見をさらに収集し，保全の必要性について
検討する必要がある．こうした網羅的な調査を行うこと
で，多様な海洋生物の情報が得られれば，絶滅危惧種の
情報集積だけでなく，それらの情報を活用した地域ごと
の海洋教育プログラムなどを展開することも可能と考え
られる．
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図 1   キクメイシモドキの生育が確認された鴨池海岸

図 2　鴨池海岸で確認された個体

図 3　愛媛県立博物館から移管された中島産のキクメイシモドキ
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短　　報

戦前に南宇和郡御荘町大久保川で捕獲されたニホンカワウソ (Lutra lutra nippon)

稲葉　正和 *

Abstract： The Japanese otter (Lutra lutra nippon) was caught in Okubo River, Misho town, Minamiuwa-gun before 
World WarⅡ . This specimen is valuable as the oldest capturing record in Ehime prefecture. Mummy-like meat pieces 
adhere to the specimen, which is useful as DNA extraction sample. By analyzing the sequence of DNA amplified from 
the specimen, detailed phylogenetic relationships of the Japanese Otter (Lutra lutra nippon) will be elucidated.

キーワード：ニホンカワウソ，愛媛県で最も古い捕獲記録，DNAの抽出試料，ニホンカワウソの系統関係
Key words： The Japanese Otter (Lutra lutra nippon) , The oldest capturing record in Ehime prefecture, DNA 
extraction sample, Phylogenetic relationships of the Japanese Otter (Lutra lutra nippon)

ニホンカワウソ（L. lutra nippon）は，国の特別天然記
念物に指定されていたが，2012 年８月発表の第４次レッ
ドリストにおいて，30 年以上生息を確認できる有力な
証拠が見つかっていないことを理由に絶滅種として判断
された．しかし，愛媛県では，国がニホンカワウソを絶
滅種に指定した後も，県内においてたびたび目撃情報が
得られることから，愛媛県レッドデータブック 2014 に
おいて，絶滅危惧 1A類（CR）とし，広く情報提供を
呼びかけている（愛媛県，2014）．当館には旧愛媛県立
博物館から移管されたニホンカワウソの剥製，全身骨格，
頭骨，ミイラ化した死体，毛皮，食痕，糞が保管されて
いるが，いずれも昭和 29 年以降の資料であり，昭和 29
年２月に喜多郡大川村（現大洲市）で捕獲された記録以
外は，すべて海岸部での記録である（千葉，2001）．今回，
戦前に南宇和郡御荘町（現愛南町）の大久保川で捕獲さ
れたニホンカワウソの襟巻が寄贈されたので，ここに報
告する．
本標本（写真 1）は，昭和 15 年以前に愛南町を流れ
る僧津川の支流大久保川にある長走りの滝にて捕獲され
た個体である．地元の郷土史家藤田儲三氏によると，こ
の滝には多くのニホンカワウソが生息していたとのこと
である（私信）．頭部にはマフラークリップがつけられ
ているため，正確な体長，頭胴長の計測は困難であるが，
参考値としてあげると，頭胴長 70cm，尾長 39cmである．
ニホンカワウソは，ユーラシアカワウソ（Lutra lutra）

The Japanese Otter (Lutra lutra nippon) caught in Okubo River, Misho town, Minamiuwa-gun before World WarⅡ .
INABA Masakazu

 *愛媛県総合科学博物館　学芸課　自然研究グループ（〒 792-0060 愛媛県新居浜市大生院 2133 番地の 2）
　Curatorial Division, Ehime Prefectural Science Museum (2133-2 Ojoin, Niihama, Ehime 792-0060 Japan　http://www.i-kahaku.jp)

に比べて頭胴長に対する尾長の比率が大きく，その比率
は 60%～ 70%に達する（Imaizumi and Yoshiyuki, 1989）．
今回寄贈されたニホンカワウソの頭胴長に対する尾長の
比率は，55.7%であり，ニホンカワウソのものとしては
小さい．ニホンカワウソとユーラシアカワウソの相違点
としては，ニホンカワウソの鼻鏡の輪郭がＷ字型である
こと（Imaizumi and Yoshiyuki, 1989）ニホンカワウソの
頭骨の頬骨弓最大幅はユーラシアカワウソと比較すると
より大きいこと（Endo. et al., 2000）などが報告されて
いるが，本標本では鼻鏡の形状や頭骨は確認できないた
め，形態学的な同定は困難である．
本標本（写真 2，3）は，前足，後足ともにミイラ状になっ
た筋肉と爪が残存している．Suzuki et. al. (1996)は，本
館所蔵のニホンカワウソのミイラ（写真 4）より DNA
を抽出し，中国やラトビアのユーラシアカワウソとニホ
ンカワウソのミトコンドリアのチトクローム b遺伝子を
比較したところ，224 塩基中 7～ 9 塩基の違いが存在し
ており，遺伝的差異が大きいことを指摘している．また，
Waku. et al. (2016)は，神奈川県産と高知県産のニホンカ
ワウソの毛皮標本や剥製からミトコンドリア DNAを抽
出し解析した．その結果，神奈川県産のニホンカワウソ
の DNAは，ユーラシアカワウソとの遺伝的差異は小さ
く，同じ種の範囲に含まれると考えられた．しかし，高
知県産のニホンカワウソは，ユーラシアカワウソとの遺
伝的差異が大きく，約 127 万年前に大陸から日本に渡っ
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てきた古い系統であり，ユーラシアカワウソとは異なる
日本固有の種または日本固有の亜種である可能性が示唆
された．
これらの結果から，日本国内には，異なる 2つの系統
のカワウソが生息していた可能性が示唆されており，そ
の分布状況を明らかにするためには，より多くの標本か
ら DNAを抽出し，分析する必要がある．本標本からも
DNAを抽出して分析することで，ニホンカワウソの系
統関係を解き明かす一助になればと考えている．
末筆ながら，本標本を寄贈していただいた南予歴史民
俗文庫　藤田儲三氏に厚く御礼申し上げる．
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写真 2　ニホンカワウソの前足
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写真 4　ニホンカワウソのミイラ（EMZ-030 19621101，南宇和
郡西海町樽見鼻）

03稲葉正和.indd   24 2017/02/24   14:30



－ 25 －

愛媛県総合科学博物館研究報告　Bulletin of Ehime Prefectural Science Museum, No.21（2016）, p. 25－28

短　　報

石鎚山地北部におけるカジカガエルBuergeria buergeri （Temminck et Schlegel, 1838） の分布

川原　康寛 *

Abstract： Distribution of Kajika frog（Buergeria buergeri） on Northern Ishizuchi Mountains was surveyed. As a 
result, it became clear that B. buergeri is widely distributed from plain to mountain （Altitude:12-722m） .

キーワード：カジカガエル，石鎚山地，四国山地
Key words： Buergeria buergeri, Ishizuchi mountains, Shikoku mountains

1　はじめに

四国山地は四国地方の中央部に位置し，中央構造線に
沿って東西方向に高所が続く山地である．その西端に位
置する石鎚山地は，西日本最高峰の山地である．石鎚山
地の北側は急峻な断層崖が連なっており，これに沿って
狭長な低地が続いている（岡田，2004）．この低地の北
側には瀬戸内海が広がっており，高所から海までの距離
が非常に短くなっている．このような特徴的な地形から，
石鎚山地北部を流れる河川は河口まで流れの速いものが
多い .
カジカガエル Buergeria buergeri（Temminck et Schlegel, 
1838）は，本州・四国・九州の山地に分布し，川幅の
広い渓流や湖と，その周辺の河原，森林に生息するア
オガエル科のカエルである（前田・松井，2003）．本種
の繁殖は渓流中でおこなわれることから（前田・松井，
2003；松井，2016 など），河川改修等の環境破壊の影響
を受けやすく，愛媛県のレッドデータブックにおいて，
カジカガエルは準絶滅危惧（NT）とされている（愛媛県，
2014）．流れの速い河川が下流部まで続く石鎚山地北部
では，カジカガエルが河川上流部から下流部までの広い
地域で繁殖している可能性がある．しかし，当県におい
て，これらの地域で分布調査をおこなわれた記録はない．
河川下流部は上流部に比べ，人為活動が及びやすく，環
境が破壊されやすいことから，早急に調査される必要が
ある．
カジカガエルのオスは繁殖期になると，水から出た

Distribution of Kajika Frog Buergeria buergeri（Temminck et Schlegel, 1838） 
on Northern Ishizuchi Mountains, Ehime Prefecture, Japan. 

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，伊予鉄総合企画株式会社）
　Education Division, Ehime Prefectural Science Museum （Promotion group, Iyotetsu Planning Inc.）

岩の上で盛んに鳴いてメスを呼ぶため（前田・松井，
2003），鳴き声での分布確認が容易である．そこで，石
鎚山地北部で河川下流部を含めた広範囲でのカジカガエ
ルの鳴き声をもとにして分布調査を行ったので報告す
る．

２　調査方法

2016 年 5 月 17 日から 6 月 30 日の間に計 7 回の調査
をおこなった．調査地点は，愛媛県東予地域を中心とし
た石鎚山地北部の 66 地点である．調査地には川底に砂
利や小石がある河川を選び，河川改修がおこなわれて川
底と岸がコンクリートで覆われている場所や，極端に流
水が少ない場所，自動車や自転車で河川に近づくことが
困難な場所では調査をおこなわなかった．調査は 19:30
から翌 4:00 の間に行われ，河原もしくは河川付近の路
上で鳴き声を聞いて 10 分以内にひと鳴き以上確認でき
た場所を分布ありとした．調査地点の地理情報は，GPS
（Garmin GPSMAP64S）を用いて計測した．

３　結　　果

調査した 66 地点のうち，59 地点でカジカガエルの鳴
き声が聞かれた（表 1，図 1）．カジカガエルの鳴き声が
確認できた地点のうち，最低標高地は 12mで，最高標
高地は 722mだった．カジカガエルの鳴き声が聞かれな
かった 7地点の標高は 5⊖59mだった．カジカガエルの
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分布がなかった場所は，平野部にしかなかった．カジカ
ガエルの分布は山地部に集中していたが，大生院や土居
町などの平野部でも鳴き声が聞かれた．

４　考　　察

石鎚山地北部において，カジカガエルの分布は山地部
に集中していた．柴田（1970）や岡山（2013；2014）は，
石鎚山地を流れる河川の上中流部に本種が分布している
ことを記録している．加えて，松田（2014）の調査結果
でも南予地域でカジカガエルが山地部に分布しているこ
とが報告されている．本調査の結果もこれらと類似する
が，石鎚山地北部では，山地部に加えて，山地や丘陵地
に近接する平野部でも本種の分布が確認された．このよ
うな分布に至った要因としては，カジカガエルは，幼生
期を過ごす渓流環境と成体期を過ごす森林環境の両方を
不可欠としており，石鎚山地北部ではこれらの環境が平
野部まで及んでいたためだと推測されるが，本調査の結
果ではデータが不十分であり，今後詳細な分析が必要で
ある．

本調査で，石鎚山地北部では平野部にもカジカガエル
が分布することが判明したが，そもそも平野部では河川
改修が進んでいたり，伏流化することにより河川を流れ
る水がなかったりと本種が生息できそうな場所が少な
かった．今後，当該地域でカジカガエルを保全するにあ
たっては，河川の上中流部だけでなく下流部やその周辺
の森林も注視する必要がある．

謝　　辞
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表 1．調査を行った場所の地名と座標，調査日，標高，カジカガエルの分布の有無．“○”は鳴き声が聞かれたことを， “×”は聞
かれなかったことを示す．

調査地名 緯度・経度 調査日 標高（m） カジカガエル
愛媛県東温市河之内 33°48＇47.33” N, 132°58＇48.60” E 2016/6/27 243 ○
愛媛県西条市丹原町鞍瀬 33°48＇51.83” N, 133°02＇01.78” E 2016/6/27 214 ○
愛媛県西条市丹原町鞍瀬 33°50＇11.69” N, 133°00＇51.23” E 2016/6/27 134 ○
愛媛県西条市丹原町来見 33°51＇06.83” N, 133°00＇29.86” E 2016/6/27 94 ○
愛媛県西条市丹原町来見 33°51＇29.00” N, 133°00＇53.63” E 2016/6/27 65 ○
愛媛県西条市丹原町志川 33°51＇25.43” N, 133°01＇24.46” E 2016/6/27 75 ○
愛媛県西条市丹原町田野上方 33°53＇03.19” N, 133°03＇47.33” E 2016/6/27 29 ○
愛媛県西条市小松町大郷 33°51＇17.33” N, 133°05＇18.51” E 2016/6/26 163 ○
愛媛県西条市小松町大郷 33°51＇35.42” N, 133°04＇54.50” E 2016/6/26 73 ○
愛媛県西条市小松町妙口 33°52＇32.97” N, 133°04＇47.15” E 2016/6/26 42 ○
愛媛県西条市吉田 33°54＇18.61” N, 133°05＇20.40” E 2016/6/27 9 ×
愛媛県西条市小松町新屋敷 33°54＇24.01” N, 133°07＇04.61” E 2016/6/27 5 ×
愛媛県西条市西之川乙 33°48＇06.72” N, 133°09＇16.05” E 2016/5/31 433 ○
愛媛県西条市西之川乙 33°48＇23.62” N, 133°08＇43.67” E 2016/5/31 377 ○
愛媛県西条市中奥丁 33°48＇54.35” N, 133°08＇12.88” E 2016/5/31 320 ○
愛媛県西条市中奥丁 33°49＇20.14” N, 133°07＇31.79” E 2016/5/31 217 ○
愛媛県西条市中奥 33°49＇55.30” N, 133°07＇50.91” E 2016/5/31 184 ○
愛媛県西条市中奥 33°50＇20.72” N, 133°08＇57.30” E 2016/5/31 154 ○
愛媛県西条市大保木 33°51＇10.27” N, 133°08＇41.42” E 2016/5/31 150 ○
愛媛県西条市藤之石己 33°48＇48.18” N, 133°13＇54.24” E 2016/6/5 543 ○
愛媛県西条市藤之石己 33°49＇23.01” N, 133°14＇00.46” E 2016/6/5 502 ○
愛媛県西条市藤之石 33°49＇59.60” N, 133°13＇41.29” E 2016/6/5 414 ○
愛媛県西条市藤之石庚 33°50＇37.89” N, 133°13＇07.36” E 2016/6/5 330 ○
愛媛県西条市千町乙 33°50＇59.16” N, 133°12＇05.88” E 2016/6/5 210 ○
愛媛県西条市荒川 33°51＇59.42” N, 133°11＇02.05” E 2016/6/5 94 ○
愛媛県西条市黒瀬乙 33°52＇37.54” N, 133°10＇26.17” E 2016/6/5 125 ○
愛媛県西条市中野乙 33°53＇16.99” N, 133°11＇13.86” E 2016/5/31 26 ○
愛媛県西条市中野甲 33°53＇42.52” N, 133°11＇45.76” E 2016/5/31 13 ○
愛媛県西条市大町 33°54＇12.02” N, 133°11＇12.67” E 2016/5/31 12 ○
愛媛県西条市喜多川 33°54＇37.84” N, 133°10＇15.62” E 2016/6/6 17 ×
愛媛県西条市早川 33°54＇24.06” N, 133°14＇25.36” E 2016/6/26 96 ○
愛媛県西条市早川 33°54＇33.50” N, 133°14＇12.26” E 2016/6/26 78 ○
愛媛県西条市飯岡 33°54＇49.47” N, 133°13＇41.23” E 2016/6/26 43 ○
愛媛県新居浜市大生院 33°54＇47.89” N, 133°14＇46.67” E 2016/5/17 76 ○
愛媛県新居浜市大生院 33°54＇28.87” N, 133°15＇44.58” E 2016/6/26 146 ○
愛媛県新居浜市大生院 33°54＇50.40” N, 133°15＇25.73” E 2016/6/26 75 ○
愛媛県新居浜市大生院 33°55＇04.79” N, 133°15＇20.63” E 2016/6/26 67 ○
愛媛県新居浜市大生院 33°55＇15.61” N, 133°15＇11.62” E 2016/6/26 58 ×
愛媛県西条市下島山甲 33°55＇35.16” N, 133°14＇40.92” E 2016/6/26 40 ○
愛媛県西条市下島山甲 33°55＇45.69” N, 133°14＇28.24” E 2016/6/26 35 ○
愛媛県西条市下島山甲 33°55＇34.01” N, 133°13＇05.46” E 2016/6/30 19 ×
愛媛県新居浜市大永山 33°50＇57.89” N, 133°17＇46.37” E 2016/6/6 671 ○
愛媛県新居浜市大永山 33°51＇59.73” N, 133°17＇18.14” E 2016/6/6 491 ○
愛媛県新居浜市大永山 33°52＇17.56” N, 133°17＇35.42” E 2016/6/6 434 ○
愛媛県新居浜市大永山 33°52＇47.16” N, 133°17＇44.80” E 2016/6/6 345 ○
愛媛県新居浜市立川町 33°53＇37.92” N, 133°18＇37.24” E 2016/6/6 247 ○
愛媛県新居浜市立川町 33°54＇11.41” N, 133°18＇38.01” E 2016/6/6 148 ○
愛媛県新居浜市立川町 33°54＇49.37” N, 133°18＇42.27” E 2016/6/6 86 ○
愛媛県新居浜市角野新田町 33°55＇17.06” N, 133°18＇31.14” E 2016/6/6 58 ○
愛媛県新居浜市角野新田町 33°55＇41.65” N, 133°18＇44.13” E 2016/6/6 41 ○
愛媛県新居浜市種子川町 33°55＇26.02” N, 133°19＇04.14” E 2016/6/14 64 ○
愛媛県新居浜市国領 33°56＇14.23” N, 133°18＇59.21” E 2016/6/6 38 ×
高知県吾川郡いの町 33°47＇42.90” N, 133°17＇22.10” E 2016/6/6 722 ○
高知県吾川郡いの町 33°46＇46.91” N, 133°18＇27.45” E 2016/6/5 612 ○
愛媛県新居浜市船木 33°56＇35.72” N, 133°20＇17.65” E 2016/6/30 59 ×
愛媛県四国中央市土居町上野 33°55＇45.84” N, 133°22＇38.66” E 2016/6/13 210 ○
愛媛県四国中央市土居町上野 33°56＇32.36” N, 133°22＇42.11” E 2016/6/13 122 ○
愛媛県四国中央市土居町上野 33°57＇02.93” N, 133°23＇14.41” E 2016/6/13 90 ○
愛媛県四国中央市土居町畑野 33°56＇43.10” N, 133°24＇07.61” E 2016/6/13 78 ○
愛媛県四国中央市土居町浦山 33°56＇25.67” N, 133°24＇57.43” E 2016/6/13 90 ○
愛媛県四国中央市土居町浦山 33°56＇31.44” N, 133°24＇56.00” E 2016/6/13 84 ○
愛媛県四国中央市土居町土居 33°57＇02.10” N, 133°24＇56.23” E 2016/6/13 46 ○
愛媛県四国中央市土居町土居 33°57＇26.52” N, 133°24＇46.47” E 2016/6/30 36 ○
愛媛県四国中央市土居町土居 33°57＇58.31” N, 133°25＇15.21” E 2016/6/30 25 ○
愛媛県四国中央市土居町土居 33°58＇03.44” N, 133°25＇43.56” E 2016/6/30 17 ×
愛媛県四国中央市寒川町 33°57＇35.32” N, 133°30＇16.36” E 2016/6/13 61 ○
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図 1．本調査でカジカガエルの鳴き声が聞かれた場所（●）と聞かれなかった場所（○）．スケールは 3km. 
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資　　料

アサギマダラの移動に関する愛媛県の記録（2014 年，2015 年）

大西　剛 *

Abstract： Report of 38 and 29 records about migration of the Chestnuts Tiger, Parantica sita related Ehime 
Prefecture, 2014 and 2015. Ehime Prefecture has become a traversed point from the main island of Japan to the Nansei-
Shoto (southwestern islands of Kyushu and in the Okinawan archipelago) and Formosa for migration of Parantica sita.

キーワード：アサギマダラ，移動記録，愛媛県
Key words： Parantica sita, Records of Migration, Ehime Prefecture

1　はじめに

アサギマダラは，マーキング調査の普及により季節的
な南北方向の移動をする蝶として一般にも知られるよう
になり，現在では毎年多くの移動記録が全国から報告さ
れるようになった．愛媛県でも，1997 年にはじめてマー
クされた個体が再捕獲されて以来，県に関する移動記録
及び標識記録が，Web 上で運営されるメーリングリス
ト等を通じて発表されるようになった．今回は，2014
年及び 2015 年に確認された愛媛県におけるアサギマダ
ラの移動記録について整理を行い報告する．

2　調査の概要

大阪市立自然史博物館がWeb 上で運営するメーリン
グリスト「ASAGI」（以下ML）からの抽出や，本人か
ら博物館への情報提供によって，アサギマダラの移動に
関する愛媛県関係の情報を収集した．その後，主に愛媛
県へ移動してきた個体がどこから出発したのかについて
情報を整理し考察を行った．なお標識者名や地名標記等
については，原則として報告されたとおりとしている．
また移動距離については，標識地と再確認地間の直線距
離を参考までに示したもので，移動個体が直線的に移動
したということではない．距離については，国土交通省
国土地理院が公開している電子国土基本図より緯度及び
経度を検索し，国土地理院地測部が公開している方位角

Records of Migration of the Chestnuts Tiger, Parantica sita (Nymphalidae, Danainae) 
in Ehime Prefecture.（2014 and 2015）

OHNISHI Tsuyoshi

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

より距離を計算するソフトを用いて算出した．

3　2014 年の記録

2014 年に愛媛県に移動してきた 24 個体と，愛媛県か
ら移動した 14 個体について示す．移動してきた個体に
ついては多数が愛媛県南予地方で再捕獲されているが，
愛媛県新居浜市に所在する当館でも長野県から 483km
移動した個体「TOR・9/6・サクラ 602」（写真 1）と兵
庫県宝塚市から 218km移動した個体「YWA407・M・
10.7」（写真 2）が確認された．博物館ではアサギマダラ
の誘因を目的としてフジバカマの植栽を行っており，近
年その成果が出始めている．
今治市菊間で再捕獲され博物館に情報がもたらされた

「HH1239・MZ・9/6」（写真 3）については，それに先立
ち愛媛新聞の投稿欄に掲載されていた写真と同一個体で
あることが確認され，群馬県嬬恋村から 590km移動し
た後，大洲市柚木へ 65km移動したことが判明した．
宇和島市三間町で再捕獲され愛媛新聞に掲載された

「白山・9/30・AN1518」については，石川県白山市から
495km移動したことが確定した後，後日MLより報告が
ありさらに鹿児島県屋久島へ 390km移動したことが確
認された．上記 2件は愛媛県が関係する貴重な再々捕獲
記録であると同時に，新聞に掲載されたお陰で判明した
記録となった．
移動した個体についても大半が南予地方でマーキング
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された個体が鹿児島県喜界島等で再捕獲されたものだ
が，東予地方からも 2個体の移動が確認された．そのう
ち筆者が 2014 年 10 月 17 日に出張講座として行った愛
媛県西条市立吉井小学校のアサギマダラマーキング集会
で放した 16 頭のうち「ヨシイ 1・10/17・ユウト /イオ

リ」（写真 4）が 11 月 2 日に高知県大月町で再捕獲され，
134kmの移動が確認された．この件については 10 月 31
日と 11 月 20 日の愛媛新聞朝刊紙面にも掲載され，一般
の方々にアサギマダラの移動について知っていただく良
いきっかけとなった．

表 3　2014 年に愛媛県へ移動してきた個体一覧

マーク 標　識　地 標識日 再捕獲地 再捕獲日 移動距離 移動
日数 性別

1 TOR　9/6　サクラ　602
長野県下伊那郡大鹿村 
鳥倉林道 9/6

新居浜市大生院 
愛媛県総合科学博物館 10/1 483 26 ♂

櫻井正人 西原利明

2 JET  3260  NP  9.15
長野県大町市のっぺ山荘

9/15
今治市菊間町河之内

10/7 535 22 ♂
Masuzawa 石原保

3 TD　25
大阪府八尾市安高山

9/28
西予市宇和町

10/8 261 10 ♂
土井妙子 三好健二

4 白山　Yui256　9/10
石川県白山市荒谷

9/10
西予市宇和町西山田

10/9 500 29 ♂
平松新一 三好健二

5 XX2848  水　9/29
京都市左京区嵯峨水尾

9/29
西予市宇和町西山田

10/10 345 11 ♂
金田忍 三好健二

6 JET  1470  Fuji  8.13
山梨県鳴沢村富士林道

8/13
西予市宇和町西山田

10/11 614 59 ♂
Masuzawa 三好健二

7 JET  1174  Fuji  8.3
山梨県鳴沢村富士林道

8/3
西予市宇和町西山田

10/11 614 69 ♂
Masuzawa 三好健二

8 白山　ラララ 388　9/9
石川県白山市荒谷

9/9
伊方町高茂

10/12 515 33 ♂
尾張勝也 水本孝志

9 yasu40　白山　8/31
石川県白山市荒谷

8/31
伊方町高茂

10/12 515 42 ♂
米永弥代 水本孝志

10 白山　9/17　AN1213
石川県白山市瀬戸（白嶺小）

9/17
西予市宇和町西山田

10/14 501 27 ♂
中村明男 三好健二

11 HAS　904　FUJI　9.04
山梨県南都留郡鳴沢村 
林道富士線 9/4

宇和島市三間町黒井地
10/14 606 30 ♂

橋本定雄 松田隆

12 YWA407  M  10.7
兵庫県宝塚市南口 2 丁目

10/7
新居浜市大生院 
愛媛県総合科学博物館 10/15 218 8 ♂

渡辺康之 川又明徳

13 白山　9/10　Yui247
石川県白山市荒谷

9/10
南宇和郡愛南町外泊白浜

10/15 533 35 ♂
平松新一 橋越清一

表 1 　2014 年に愛媛県に移動してきた個体数

県　名 個体数（県別） 個体数（地区別）
群　馬 2 2
石　川 7

8
福　井 1
山　梨 3

7長　野 3
岐　阜 1
京　都 4

7大　阪 1
兵　庫 2

計 24

表 2　2014 年に愛媛県から移動した個体数 

県　名 個体数（県別）
愛　媛 1
高　知 2
鹿児島 9
沖　縄 2

計 14
※うち 2 件は再々捕獲個体
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14 XX3979  水　10/3
京都市右京区嵯峨水尾 
藤袴園 9/29

南宇和郡愛南町高茂
10/15 375 12 ♂

金田忍 橋越清一

15 AN1228
石川県白山市瀬戸（白嶺小）

9/17
西予市宇和町岩木

10/16 499 29 ♂
中村明男 清家広美

16 JYM　096　エチゼン　9/15
福井県越前町越知山

9/15
西予市宇和町岩木

10/16 435 31 ♂
村上豊 清家広美

17 チャオ　9/7　タカラ　1
岐阜県高山市高根町日和田 
チャオ御岳スノーリゾート 9/7

西予市宇和町西山田
10/17 545 41 ♂

宝田延彦 三好健二

18 川上　8/21　TMS2853
長野県川上村秋山唐松 
久保沢 8/21

宇和島市津島町柿之浦
10/19 652 59 ♀

島田武志 若山勇太

19 XX950  水　9/19
京都市右京区嵯峨水尾 
藤袴園 9/19

宇和島市柿原
10/21 345 22 ♂

金田忍 中村悦子

20 YWA508  M  10.8
兵庫県宝塚市南口 2 丁目 
武庫川 10/8

西予市宇和町西山田
10/25 310 17 ♂

渡辺康之 三好健二

21 XX4305  水　10/7
京都市右京区嵯峨水尾 
藤袴園 10/7

西予市宇和町 
野田起点林道龍王・成谷線 10/26 344 19 ♂

金田忍 三好健二

22 SRS  5782  カラク　9/15
群馬県中之条町 
花の駅花楽の里 9/15

西予市宇和町 
野田起点林道龍王・成谷線 10/26 669 41 ♀

栗田昌裕 三好健二

表 4　2014 年に愛媛県から移動した個体一覧

マーク 標　識　地 標識日 再捕獲地 再捕獲日 移動距離 移動
日数 性別

1 えひめ　うわ　⊕
9/29-26

西予市宇和町西山田
9/29

鹿児島県大島郡喜界町 
滝川林道 10/18 612 19 ♂

三好健二 福島誠

2 えひめ　うわ　⊕　
10/9-37

西予市宇和町西山田
10/9

高知県室戸市 
室戸スカイライン 10/26 160 17 ♂

三好健二 藤野適宏

3 えひめ　うわ　⊕
10/11-25

西予市宇和町西山田
10/11

鹿児島県南大隅町佐多馬籠
10/27 308 16 ♂

三好健二 橋本定雄

4 えひめ　うわ　⊕
10/12-7

西予市宇和町西山田
10/12

鹿児島県大島郡喜界町 
川嶺 10/21 609 9 ♂

三好健二 福島誠

再々捕獲

マーク 標　識　地 標識日 再捕獲地 再捕獲日 移動距離 移動
日数 性別

1 HH1239  MZ  9/6

群馬県嬬恋村万座スキー場
9/6

今治市菊間長坂 
菊間小学校 10/7 590 31

♂
本間重行 渡部守
今治市菊間長坂 
菊間小学校 10/7

大洲市柚木
10/10 65 3

渡部守 上岡博（10/19 愛媛新聞）

2 白山　9/30　AN1518

石川県白山市女原
9/30

宇和島市三間町黒井地
10/29 495 29

♂
中村明男 山本憲二・宇治原弘
宇和島市三間町黒井地

10/29
鹿児島県熊毛郡屋久島町原

11/8 390 10
山本憲二・宇治原弘 久保田義則
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5 ヨシイ　1　10/17　ユウト
/ イオリ

西条市玉之江　 
吉井小学校 10/17

高知県幡多郡大月町 
大堂海岸道路 11/2 134 17 ♂

大北悠翔・越智伊緒里 吉本武

6 えひめ　うわ　⊕　
10/17-10

西予市宇和町西山田
10/17

鹿児島県熊毛郡屋久島町原
11/22 398 36 ♀

三好健二 久保田義則

7 えひめ　うわ　⊕　
10/18-12

西予市宇和町 
野田起点林道龍王・成谷線 10/18

鹿児島県曽於市大隅町中之
内 11/1 238 14 ♂

三好健二 丸野マスエ

8 EHIME  トキワ 6　10/20
今治市北日吉町 2 丁目

10/20
沖縄県本部町大嘉陽林道

11/15 955 27 ♂
小堀誠之 松本重陽

9 えひめ　うわ　⊕　
10/26-5

西予市宇和町 
野田起点林道龍王・成谷線 10/26

沖縄県本部町八重岳
11/18 867 24 ♀

三好健二 長嶺邦雄

10 えひめ　うわ　⊕
10/27-15

西予市宇和町西山田
10/27

鹿児島県大島郡喜界町
11/15 613 20 ♂

三好健二 福島誠

11 えひめ　うわ　⊕
10/28-14

西予市宇和町 
野田起点林道龍王・成谷線 10/28

鹿児島県熊毛郡屋久島町原
11/18 398 21 ♀

三好健二 久保田義則

12 えひめ　うわ　⊕
10/30-16

西予市宇和町西山田
10/30

鹿児島県三島村黒島
11/10 372 12 ♂

三好健二 金井賢一

写真 1　「TOR・9/6・サクラ 602」

写真 2　「YWA407・M・10.7」

写真3　今治市で撮影された「HH1239・MZ・9/6」（渡部守氏撮影）

写真 4　移動先の高知県で撮影された「ヨシイ１・ 10/17・ユ
ウト /イオリ」（吉本武氏撮影）
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4　2015 年の記録

2015 年に愛媛県に移動してきた 21 個体と愛媛県から
移動した 8個体について示す．西予市宇和町や宇和島
市三間町で多くの個体が再捕獲された．当館において
も 10 月 15 日に福島県から飛来した「デコ・8/20・ちえ
こ 44」（写真 5）が筆者により再捕獲され，750kmの移
動が確認された．また 10 月 20 日には山梨県から飛来し
た「FUJI・8.15・HAS　672」（写真 6，7）が再捕獲さ
れ，525kmの移動が確認された．また今治市の菊間小学
校でマークされた「イマバリ・キクマ・10.17」が，鹿
児島県喜界島で小学校 4年生の児童によって再捕獲され
692kmの移動が確認され，教育普及的に意義のある記録
となった．
なお愛媛県から移動した個体については宇和島市柿原
から沖縄県与那国島まで 1,351km移動した個体や，愛媛
県からは初の海外移動と思われる宇和島市津島町から台
湾澎湖県西嶼郷西堡塁まで 1,655kmを移動した個体な
ど，愛媛県から 1,000kmを超える長距離移動が確認され
た．

表 5　2015 年に愛媛県に移動してきた個体数

県　名 個体数（県別） 個体数（地区別）
福　島 3 3
群　馬 1

2
栃　木 1
石　川 3 3
山　梨 1

7長　野 5
愛　知 1
京　都 2

5兵　庫 2
和歌山 1
徳　島 1 1

計 21

表 6　2015 年に愛媛県から移動した個体数 

県　名 個体数（県別）
宮　崎 3
鹿児島 2
沖　縄 2
台　湾 1

計 8

表 7　2015 年に愛媛県へ移動してきた個体一覧

マーク 標　識　地 標識日 再捕獲地 再捕獲日 移動距離 移動
日数 性別

1 トクスヤ　5.18　キヨシ 072
徳島県阿南市椿町須屋奥 
牧場 5/18

西予市宇和町西山田
6/2 211 15 ♂

櫻井正人 三好健二

2 JHA　クリヤマ　8.4
栃木県日光市川俣西沢金山跡

8/4
宇和島市三間町黒井地

10/7 737 64 ？
長谷川順一 太宰一宇

3 MAI-5　デコ　8/16

福島県耶麻郡北塩原村桧原荒
砂沢山 
グランデコスキー場 8/16

西予市宇和町西山田 
堂所山 10/7 845 52 ♂

いとうまみ 三好健二

4 カラク mi　317　9.18
群馬県中之条町 
花の駅「花楽の里」 9/18

宇和島市三間町黒井地
10/8 663 20 ？

一場光次 太宰一宇

5 白山　9/23　MK234
石川県白山市荒谷

9/23
南宇和郡愛南町武者泊

10/8 532 15 ♂
益山雅子 若山勇太

6 NP  9/22  JET 2693
長野県大町市平のっぺ山荘

9/22
宇和島市三間町黒井地

10/9 602 17 ♀
Masuzawa 太宰一宇

7 デコ　8/20　ちえこ 44

福島県耶麻郡北塩原村桧原荒
砂沢山 
グランデコスキー場 8/20

新居浜市大生院 
愛媛県総合科学博物館 10/15 750 56 ♂

堀千恵子 大西剛

8 YWA　15　MA  9.19
兵庫県尼崎市西昆陽 4 丁目 
武庫川 9/19

宇和島市三間町黒井地
10/16 303 27 ♂

渡辺康之 太宰一宇

9 H.H　のっぺ　1477　9/15
長野県大町市平のっぺ山荘

9/15
今治市菊間町長坂 
菊間小学校 10/17 575 32 ♂

平井博 渡部隆芳
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10 白山　9/12　yasu53
石川県白山市荒谷

9/12
宇和島市三間町黒井地

10/18 496 36 ♂
米永弥代 都築和美

11 水　10/3　XX2807
京都府京都市右京区嵯峨水尾 
藤袴園 10/3

宇和島市三間町黒井地
10/18 339 15 ♂

金田忍 若山勇太

12 白山　9/14　マナミ 7
石川県白山市荒谷

9/14
西予市宇和町 
野田起点林道龍王・成谷線 10/20 502 36 ♂

三谷真奈美 三好健二

13 NP  9/22  SD372
長野県大町市平のっぺ山荘

9/22
宇和島市柿原

10/20 608 28 ♂
下出昇英 中村悦子

14 FUJI  8.15  HAS  672
山梨県南都留郡鳴沢村 
林道富士線 8/15

新居浜市大生院 
愛媛県総合科学博物館 10/20 525 66 ♂

橋本定雄 篠原功治

15 NP  9/21  JET 2545
長野県大町市平のっぺ山荘

9/21
西予市宇和町 
野田起点林道龍王・成谷線 10/22 606 31 ♂

Masuzawa 三好健二

16 SRS  4043　デコ　8/24

福島県耶麻郡北塩原村桧原荒
砂沢山 
グランデコスキー場 8/24

西予市宇和町西山田 
堂所山 10/24 846 61 ♂

栗田昌裕 三好健二

17 10/12　ミカワ　uno949
愛知県蒲郡市坂本町 
三河湾スカイライン 10/12

西予市宇和町西山田 
堂所山 10/24 470 12 ♂

宇野弘子 三好健二

18 サクラ　488　10R  9/11
長野県下伊那郡大鹿村 
鳥倉林道 9/11

宇和島市伊吹町
10/24 565 44 ♂

櫻井正人

19 水　9/26　XX504
京都府京都市右京区嵯峨水尾 
藤袴園 9/26

宇和島市笹町
10/31 347 35 ♂

金田忍 大榮　中

20 YSK15  西山　10.4
和歌山県日高郡日高町西山

10/4
南宇和郡愛南町高茂

11/3 268 30 ♂
﨑山孝也 若山勇太

21 YWA　1945　MA  10.8
兵庫県尼崎市西昆陽 4 丁目 
武庫川 10/8

南宇和郡愛南町高茂
11/3 338 26 ♂

渡辺康之 若山勇太

表 8　2015 年に愛媛県から移動した個体一覧

マーク 標　識　地 標識日 再捕獲地 再捕獲日 移動距離 移動
日数 性別

1 えひめ　うわ　⊕
10/6-20

西予市宇和町西山田 
堂所山 10/6

沖縄県国頭郡本部町 
八重岳 11/13 865 39 ♂

三好健二 李信徳

2 Ｗ 196　オオヒラ　10/12
宇和島市津島町大平

10/12
台湾　澎湖県西嶼郷　西堡
塁 11/9 1655 29 ？

不明 不明

3 えひめ　うわ　⊕
10/17-30

西予市宇和町 
野田起点林道龍王・成谷線 10/17

宮崎県日向市大字宮浦 
鵜戸山 10/22 210 5 ♂

三好健二 岩崎郁雄

4 KH293　コウモ　10/17
南宇和郡愛南町武者泊

10/17
宮崎県宮崎市大字加江田 
加江田渓谷 10/20 159 4 ♂

橋越清一 串間春生

5 イマバリ　キクマ　10.17
今治市菊間町長坂 
菊間小学校 10/17

鹿児島県大島郡喜界町 
滝川林道 11/8 692 22 ♂

渡部隆芳 吉　梨音（小 4）
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写真 5　「デコ・8/20・ちえこ 44」

6 柿原　E201  10.21
宇和島市柿原

10/21
沖縄県八重山郡与那国町 
宇良部岳 11/5 1351 16 ♂

中村悦子 青木一宰

7 KH512　ツシマ　10/25
宇和島市津島町柿之浦

10/25
宮崎県宮崎市大字加江田 
加江田渓谷 10/26 172 1 ♂

橋越清一 時任すみよ

8 柿原　E242  10.27
宇和島市柿原

10/27
鹿児島県大島郡喜界町 
滝川林道 11/3 605 8 ♂

中村悦子 益山雅子

写真 6, 7　「FUJI・8.15・HAS　672」
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5　考　　察

2014 年は愛媛県に移動してきた 24 個体と愛媛県から
移動した 14 個体，2015 年には愛媛県に移動してきた 21
個体と愛媛県から移動した 8個体が確認された． 
再捕獲個体についてはすべて秋期の南下個体であり，
本州の広範囲にわたる地域から移動が確認された．県内
での主な再捕獲場所は愛南町を主とした県西南部である
が，今まで記録の多かった愛南町を中心とした地域に加
えて西予市宇和町や宇和島市三間町からも多くの記録が
報告されるようになった．博物館でも講座等でマーキン
グ個体の情報収集を呼びかけているが，両年とも 2個体
を再捕獲することができた．あわせて寄せられた情報か
ら移動が確認されるなど，一般の方の協力が本種の移動
記録判明の一助となっている．
愛媛県から移動した個体については2015年に1,000km
を超える長距離移動が確認され，なかでも初と思われる
愛媛県から台湾への移動が確認されるなど，特筆すべき
記録が確認された．
上記の結果より，愛媛県はアサギマダラが本州から四
国を経由し南西諸島や台湾へ移動する際の経由地として
利用されていると考えられ，瀬戸内側も記録は少ないな
がら重要なルートの一つとなっていると思われる．今後
も主に新居浜市，西条市，今治市など瀬戸内海側でマー
キング調査を行うとともに普及活動を通じて一般の方々
にも協力していただき，愛媛県に関する移動記録を蓄積
し日本列島及び東南アジアにおけるアサギマダラの季節
的移動の解明の一助としたい．

謝　　辞

記録に関する様々なご教示や難解なマークの解読等に
関し，元徳島県立博物館館長の大原賢二氏に大変お世話
になった．また西条市立吉井小学校の別府健二校長と生
徒のみなさん，滋賀県の吉本武氏，今治市の石丸保氏な
ど多数の方々に調査協力及び情報提供等をしていただい
た．記して厚くお礼申し上げる．
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事業報告

サイエンスショー「スーパー！スーパーボール」実施報告

久松　洋二 *

Abstract： This paper reports the essential part of the demonstration to explain “amazing behavior of a bouncing 
super ball” which was carried out as one of the science-show programs at the Ehime prefectural science museum. 
The topic we took as an example was “Angle of incidence doesn＇t equal angle of reflection in bouncing superball.” 
A superball has properties which are bouncy, well roll, and with a large friction force. Super ball cause interesting 
bound that don＇t follow the prediction, because of the nature with a strong friction force rather than a well bouncy. We 
have introduced the real highly reproducible bound even in seemingly unpredictable bounce. This paper describes the 
outline of experiments and how to construct insturments in detail. 

キーワード：スーパーボール　完全弾性　跳ね返り係数　バウンドの性質　バウンドの方法　反射　垂直な壁
Key words： superball, perfectly elastics, the coefficient of restitution, propaties of bounce, bounce methods, 
refrection, vertical channel

1　はじめに

スーパーボールは子供達に定番の玩具であり，とても
よく弾むことが楽しい直感的な玩具である．ボールで
あってもパスやキャッチをする遊びではなく，床に弾ま
せるだけの単純な遊びが多いため，誰もが気軽に遊んだ
経験があり広くその魅力が知られている玩具でもある．
しかし，ただ高く弾ませるだけがスーパーボールの楽し
み方ではない．むしろ高く上がった後に待っているバウ
ンドこそに真の魅力がある．高くまで上がれば手元から
離れた場所に落下することが多く，そこに平らな着地点
が待っているとは限らない．何か障害物や段差がある
と，落下した瞬間にあらぬ方向にスーパーボールが飛ん
でいってしまう．それも目で追えないくらい素早く動く
こともしばしばある．そのような跳ね方をしたスーパー
ボールは少し厄介で，追いかけても弾んだスーパーボー
ルは掴みにくく，狭い隙間に転がり入ることもよく起こ
る．普通のボールとは違って予想できない急激な運動変
化を起こすボールなのだ．たとえ手を伸ばせば取れる高
さで跳ねていても，予想して伸ばした手の先に跳ねず，
意外な場所に向かってバウンドしてキャッチし損ねるこ
ともある．そんなイレギュラーなバウンドこそがスー

A working report on “Amazing behavior of a bouncing super ball ! ”
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

パーボールの魅力であり，実はそのバウンドは予想不能
どころかボールの性質に依存するきわめて再現性の高い
バウンドであることも分かっている．
愛媛県総合科学博物館では平成 27 年度夏期のサイエ
ンスショーとして「スーパー！スーパーボール」を実施
した．よく弾むだけがスーパーボールではない．本当は
予想外にも見えるバウンドこそが楽しく，豊かな科学性
質を表していることを紹介する実験を行った．スーパー
ボールには，よく弾む，よく転がる，摩擦が大きいとい
う 3つの大きな特徴があり，そのためにとても魅力的な
バウンドが引き起こされる．それも偶然の産物ではなく
再現性のある科学的なバウンドであることも分かり，そ
の結果，もっと不思議なバウンドはないか自分で確かめ
られるようバウンドの知識を整理する内容とした．
本稿では，愛媛県総合科学博物館で実施したサイエン
スショー「スーパー！スーパーボール」について，その
ショーの構成と実験内容，製作して使用した実験機器に
ついて報告する．

２　実験項目

本実験ショーはスーパーボールのよく弾む，よく転が
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る，摩擦が大きいという 3つの性質に注目して，それら
の性質をよく表す実験を紹介しながら最終的にスーパー
ボールの特徴的な予想外に見えるバウンドを紹介解説す
るストーリーで展開し，順序で実験を行った．
（1）導入
　・スーパーボールクイズ
（2）スーパーボールの基本
　・スーパーボールはよく弾む
　・スーパーボールの断面
　・スーパーボールはよく転がる
（3）スーパーボール 驚きのバウンド
　・おかしなバウンド
　・テーブル反射
（4）スーパーボールテクニック
　・おどろきバウンドテクニック
　

3　実験の構成と内容

よく跳ねることを含め，スーパーボールがバウンドし
た時に見せる興味深い運動に気づき，その運動を性質と
して統一的に考え，スーパーボールのバウンドを自ら実
験して確かめるよう導くことを目標にショーを構成し
た．
3.1 導入
スーパーボールの科学的な着眼点を意識し，後に続く
実験に興味を持たせるために，スーパーボールのクイズ
を行った．マルバツ式の設問で解答する形式で，転がり
方や跳ね方，材質，発見された時代など 8問用意した．
この実験ショーは実験項目が多く，本体のショーが長く
なる傾向にあるので，ショーが始まる前の観客とのコ
ミュニケーションに使用することもあった．
また，スーパーボールの危険性はクイズに取り入れる
とともに，ショーの冒頭や実験中，ショーの最後など折
りに触れて説明した．大きなボールは重く人や物に当た
ると危険であること，小さなボールでも速い速度で動く
時は注意して実験すること，小さな子供の誤飲への注意
などを説明した．

3.2 スーパーボールの基本
床でバウンドさせて，よく弾むというスーパーボール
の最もなじみのある性質を確認した．自由落下や床への
投げ下げについてピンポン球やテニスボール，高反発
ボールなどと比較することで，その性質を確かめた．半
径の違うスーパーボール同士を比較することも加え，来
館者に結果を予測してもらいながらボールの弾みについ
て比較実験を行った．また，よく弾む性質を利用したスー
パーボールストローロケットの実験も紹介した．大きな
スーパーボールに刺した竹串に，1個または 2個のスー

パーボールを通した多段式発射機を用意し，その竹串の
先端にストローを刺したものを落下させてバウンドする
と，スーパーボールのバウンドエネルギーでストローが
高く飛びあがる．バウンドとストローが高く飛び上がる
関係性について問いかけを通して，バウンドの瞬間に生
じるボールの伸び縮みと，その力がいかに大きいかを気
づかせる解説をした．その力はボールの材質であるゴム
によることも強調した．
ゴムの伸び縮みが大きな力を生むことはトレーニング
用のゴムで紹介した．2メートルほどのストレッチゴム
の一端を壁面に取り付け，もう一端にテニスボールを結
びつけ，ひっぱったゴムを手放すと勢い良くボールが飛
ぶ．観覧者から体験者を募り，飛んで来たボールをバッ
トで上からたたき落としたり手で横から掴めるかを試し
てもらった．目で追えてもボールのスピードについてい
けず，伸びたゴムが強い力で縮むことを実験で体験した．
同じゴムの伸び縮みでも内部の構造の違いで生み出す
力に差が生じる．テニスボールとスーパーボールとで跳
ねる量が違うのは，中が詰まっているか中空であるかの
違いであり，予め用意しておいた半分に割った 2種の
ボールを観覧者に渡し，内部の構造や握った時の反発力
を確認してもらった．
内部が詰まっている構造は，スーパーボールのよく転
がる性質をも生み出す．そこで数種類のボールを坂道で
転がす競争を行って構造が転がり速度を決めることを確
かめた．ピンポン球やテニスボール，鉄球など，重さ大
きさ中身の詰まり具合の違うボールを用意してスーパー
ボールと転がり競争をする．中身が詰まっているボール
は，その大きさや材質に関係なく一番速く転がること
が確かめられる．中身が詰まった球体は回転のしにく
さを表す慣性モーメントが最も小さくなるためである．
キャッチし損ねて転がったスーパーボールが瞬く間に遠
くまで転がって狭い隙間に入り込んで困った経験を持つ
人は多いようである．スーパーボールが他のボールより
転がりやすいために素早く転がる上に，障害物に当たっ
ても止まることなく跳ね返りと転がり続けるためである
ことを解説した．
　

3.3 スーパーボール 驚きのバウンド
バウンドするボールをキャッチする時，私たちはバウ
ンド前のボールの高さと並進速度からバウンド後のおお
よその位置と速度を予測して捕球動作を行う．そのため
予測位置や速度と大きく異なる運動をするバウンドはイ
レギュラーバウンドと呼んで，バウンド接地点の不良を
原因と考えることが多い．ところがスーパーボールのバ
ウンドを調べると，接地点が平面であったとしても多く
の場合イレギュラーバウンドを起こす．通常のボールの
バウンドと異なる軌道を描く場合が多いのである．斜め
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に入射したボールが真上に跳ねる場合や，入射方向に逆
戻りする運動は，スーパーボールで普通に起こるバウン
ドでもある．この通常のボールと違ったイレギュラーバ
ウンドに気づいている人も，なんとなくよく跳ねる性質
が引き起こす軌道だと考えているふしがある．実はよく
弾む性質とは関係なく，接地位置の大きな摩擦力に起因
するのだが，その性質をスーパーボールのユニークなバ
ウンドと一般的なボールのバウンドとを比較しながら明
らかにする．
直交する 2つの壁を順に跳ね返る場合と平行な壁と床
を順に跳ね返るときに起こるユニークなバウンドを実演
して，スーパーボールのイレギュラーなバウンドを紹介
した．床，壁の順にバウンドして高く跳ね上がったスー
パーボールは，山なりの軌道を描きながら前進後退を交
互にくり返す 1）．これをマウンテンバウンドと名付けて
実演した（写真 1）．また，壁，床の順にバウンドさせ
ると左右の壁と床の間でリズムを取るようにバウンドす
るので，タイコと名付けて紹介した（写真 2）．左右の
壁の一方を低くするとタイコバウンドの最後に壁から外
にボールが飛び出してくる．飛び出したボールには強い
逆回転がかかっており，床でバウンドするとほぼ真上に
跳ね上がり真下に落下する．その落下バウンド後は低い
軌道を描いて素早く真横にスライドし，次のバウンドで
は再度真上に跳ね上がる．以下，ほぼ垂直のバウンドと
素早い真横へのスライドを繰返すのでステップバウンド
と名付けて紹介した（写真 3）．飛んで来たボールが進
行方向に向かって等間隔にバウンドせずに 2種のバウン
ドを 1セットとしてくり返す特殊な軌道を描くことを，
マウンテンとタイコからのステップバウンドの実演で紹
介した．
さらにバウンドの科学的な考察を進めるために，もう
1つ奇妙かつ単純なバウンドを実験した．用意したテー
ブルの下にスーパーボールを投げ入れる．床でバウンド
したボールはテーブルの天板の裏に再度衝突する．その
後の運動の意外な結果に注目するため，クイズ形式でそ
の後の軌道を予想してもらい，予想結果が正しいか，1
人選んだ観覧者が実際にテーブルの床に投げ入れる実験
を行った．実験結果は，天井でバウンドしたボールはそ
れ以上前には進まず，反転して自分の手元まで戻ってく
るというもので，壁に当たるわけでもないのに帰ってく
るボールに，体験者も観覧者も一様に驚く実験となる（写
真 4）．
テーブル反射するスーパーボールの運動を解説するた
めに，スーパーボールの運動が一般的に起こる現象の延
長上にあることを印象づけるため，スーパーボール以外
のボールを使った実験で説明した．まず，無回転で投げ
たバスケットボールを床でバウンドさせ，バウンド後に
順方向（前に転がる向き）の回転が生じることを見せる．

その後，逆回転を与えながら少し前方に落下させたバス
ケットボールがバウンドすると手元まで戻って来ること
を見せた．ボールはバウンドによって回転を得ること，
ボールの回転は軌道を逆転させる効果を持つことを実験
して確かめたのである．この事実を整理した上で，スー
パーボールによるテーブル反射のスーパースロー映像を
流して，運動の様子を確認した．床でバウンドしたスー
パーボールは強い順回転を獲得し，その回転方向はテー
ブルの天板裏にとって逆回転となるので，天板裏でバウ
ンドすると手前に戻ることを映像で確認しながら解説し
た．実は，一般のゴムボールでテーブル反射の実験をし
ても，ボールは光の反射のようなジグザグの軌道は描か
ず，手元まで戻ることはなくともテーブルの他端から飛
び出すこともできず，床と天板に挟まれた空間に留まる
ようなバウンドを続ける．
スーパーボールの引き起こす，一見すると特殊なバウ
ンドは，接地時に生まれる回転が生み出し，それは摩擦
力が元となっていることを解説した．始めに説明したゴ
ムが材料であることとつながることになる．スーパー
ボールのバウンドの特徴は，ゴム製の一様球であるため
に，転がりやすく，弾みやすく，摩擦が大きいことで説
明できることを再度整理して解説した．

3.4 スーパーボールテクニック
実験の最後に，性質を総括するバウンドテクニックを
紹介した（写真 5）．エントツ脱出と名付けたバウンド
テクニックで，垂直に立った 2枚の平行な壁に，上から
スーパーボールを投げ入れると，何回かバウンドした後
に壁から上方へ飛び出してくるという技である．基本的
にはテーブル反射の縦版なのだが，重力が影響してテー
ブル反射とは少し違う軌道を描き，技の難易度も高くな
る．現象は一瞬なので，十分に間を取って期待感を高め
てから実験を行った．投げ入れて飛び出してくることは
見えても，途中にどのようなバウンドをしたか分かり難
いので，この実験も前もって撮影しておいたスーパース
ロー映像を流して，起動を確認しながら運動を解説した．
強い回転がボールを下降から上昇に転じることに注目し
てもらった．
最後に，速度の速いスーパーボールや大きくて重い
ボールは思わぬ事故につながるため，保護者や実験の指
導者とともに実験しなければならない注意点と小さい子
供の誤飲事故を防止するためにボールは常に管理する必
要があることを再度説明，その日の実験内容と家でも再
現できるような実験と工作のコツを記したプリントの配
布の紹介を行ってショーは終了する．
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4　実験機材と解説

本サイエンスショーで使用した実験装置，器具，アイ
テム類を紹介する．製作物の規格は設計図面としてまと
めて記載（図 1，2）している．

4.1 スーパーボールとその他の球
実験には 22, 32, 45, 60 (mmφ )のスーパーボールを用
意した．手に入りやすい小さなスーパーボールで実験す
ると，動きが速すぎて軌道も回転もよく見えないので，
バウンドの特殊性を見せるときは大型の 45, 60mmφの
物を使い，よく跳ねることや転がり競争を実験するとき
は 22, 32mmφも利用した．特に，転がり競争の場合，
鉄球などと大きさをそろえて競争する必要がある場合な
ど，大きな鉄球は危ないので，多少見えにくくても小型
の球を使用した．実験を観察する際，回転の方向と速度
が重要になるため，不規則な模様のボールを使用するこ
とで回転の視認性を上げた（写真6）．径の大きなものは，
バウンドの軌道を見せる実験に使用し，跳ね返りや転が
りを金属球と比較する実験など，他の用具の径を大きく
することができないために，スーパーボールの径を合わ
せる必要がある場合と，多段式の大きな飛び上がりの実
験を行う場合などで使用した．
スーパーボールが一様球であることを知らせるため
に，半分に切って断面を見せる実験には，60mmφのスー
パーボールをカッターで切断して使用した（写真 7）．
また，ソフトテニスのボールも同様に半分に切り割り，
中空のボールとして比較した．
転がり速度の比較実験にはピンポン球の公式球と
19mmφの鉄球を使用した．垂直バウンドの実験にはソ
フトテニスのボール，高反発ゴムボール，スポンジボー
ルを使用して比較した．また，跳ね返らない例として実
験用非弾性ボールも使用した（写真 8）．
バウンドが生み出す回転を示す実験用にはゴムのバス
ケットボールを使用した．回転の向きと大きさが見やす
いように，なるべくボールの模様と回転の向きが揃うよ
うに注意して投げた．1人ではボールを受け取る人がい
ないので，観覧者から実験参加者を募り，バウンドパス
をしあいながら解説した．

4.2 スーパーボールストローロケット
土台になるスーパーボールに竹串を刺し，2段目，必
要なら 3段目まで穴を開けたスーパーボールを通し，そ
の先にストローを通した器具を用意した．竹串が垂直方
向を維持できるように落とすと，ストローが勢い良く
上方に飛び出す（写真 9）．スーパーボールの弾性エネ
ルギーを利用して，落下位置よりずっと高い場所まで
ストローが飛び上がる実験である 2）．実験を行う会場は

4,750mmの位置に格子状の天井があり，それより数メー
トル高い位置まで設備がつらなる天井裏があるが，飛び
上がったストローは格子状の天井を抜けて飛び上がるこ
ともあった．
ストローの長さは 80mm程度，先端にはビニルテー
プを数回巻いたおもりをつけ直進性能を向上させた．ま
た，コピー用紙でストローに羽根を張りつけ，本体の回
転や直進性能の向上を試みたが（写真 10），高速で飛び
上がるストローの視認性を向上させた以上の効果はな
かった．

4.3 テーブル反射装置
スーパーボールのテーブル反射は平らな床と平らな
裏面を持つテーブルがあればどこでも実験できるが，
ショーで行うため観客席から上下のバウンドの様子がよ
く見える位置で実験する必要がある．そのため，実験ワ
ゴンの上に木製テーブルを取付けた装置を使用した（写
真 11）．テーブルの脚は死角を作るだけなのでなるべく
細く工作した．コの字型に板を組み合わせて製作しても
良かったが，視線方向に壁があるとテーブルを想起しに
くいこと，大型のスーパーボールの衝突で天面が大きく
ゆれて実験が見にくいことから，テーブルの形状を踏襲
した．
テーブルは木製で，天板は厚さ 30mmのパイン集成
材を使用した．実験にも揺るがない天面とするため厚い
木材を使用するとともに，テーブルの脚をワゴンにしっ
かりとビス止めすることで，ボールの衝突による天板の
浮き上がりも起こりにくい構造とした．
実験ワゴンの幅が 450mmであり，長さも 900mmし
かなく，テーブル感を出すために同じサイズでテーブル
を製作したが，そのことが実験の難易度を上げる結果と
なった．ボールを床（本装置ではワゴンの天面）に当て
てテーブルの天板の裏面まで跳ね返すには，床には多少
強めに投げる必要がある．そのため投げるボールのリ
リース位置が高くなってテーブルの下に入らないことを
心配して少し手前やや下を狙う傾向となり，結果ボール
が床に当たらず，ワゴンの縁に当てる失敗をしてしま
う．何回か練習すればそのようなミスは起こさなくなる
が，ショーの中で選ばれた観覧者が初めてこの実験をす
ると，うまく狙いが定まらない失敗をすることが多かっ
た．ワゴンに乗せるテーブルの長さはワゴンの半分ない
しは 3分の 2程度の長さに留め，体験者に床を意識させ
ればリラックスしてボールを投げられる装置となったか
もしれない．

4.4 段違い壁
スーパーボールテクニックのうち，マウンテンとタイ
コ，ステップバウンドを実演するために L字型の段違
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い壁を製作した（写真 12）．バウンドの起点となる高い
壁とそれに平行に設置した回転を作るための低い壁，2
つの壁をつなぐ床の 3面からなる壁の装置である．3面
の壁は全て厚さ 30mmのパイン集成材を使用した．壁
にしっかりと重量が生まれるので，バウンドで装置が動
きにくくなっている．木材が直交する部分には三角板を
取付けて補強したが，バウンドの視認性を上げるために
小さめの補強材となっている．
段違い壁全体は，テーブル反射装置と同様に実験ワゴ
ンに乗せて，壁が動かないように固定した．それにより
壁のバウンドは高い場所で実験できるため，観覧者に見
やすい位置でバウンドさせることができるが，マウンテ
ンもステップバウンドも段違い壁を超えた後の軌道が特
徴的である．しかし，壁の外側にはワゴンがないため，
壁を飛び出したスーパーボールは床面を目指すこととな
る．マウンテンの場合，たとえ床で再バウンドしても高
くはね上がり，その軌道は前後に行き来するので，バウ
ンドの頂点付近を見るだけでも山なりの軌道を想像する
ことができる．しかしステップバウンドは，飛び出して
バウンドした後，ほぼ垂直にボールが飛び上がり，その
次のバウンドでは低い位置で素早く大きく横移動するた
め，床でバウンドした場合横移動を見ることが難しい．
そのため，段違い壁の続きに長さ 1,800mmの研修机を
並べ，机の上でステップバウンドを行って大きく素早い
横移動が見える工夫を行った．ただし，軌道を机に収め
るためにバウンドの向きをそろえる実験難易度が上がる
結果となった．

4.5 エントツ脱出装置
スーパーボールのエントツ脱出実験は別に煙突を用意
する必要がなく，平行な 2枚の垂直壁を用意するだけで
良い．当初，四角柱の筒状装置を製作し，前面と側面
の 3面を透明アクリルとした視認性の良い箱を製作した
（写真 13）が，ステージの照明の照り返しで内部が少し
見えにくいことに加え，ボールの初速を速くする必要が
あるので，実験が一瞬で終わり，装置内部で起こる現象
を見せても感動が半減する結果となったので，30mm厚
のパイン集成材で作った壁の間でバウンドさせる実験に
変更した．壁の安定性から，元の筒状の装置の背面とコ
の字に組んだ集成材の壁を並べて装置（写真 14）とした．
投げ入れたスーパーボールが落下から転じて上昇する
のに，壁の間隔は 600mm程度まで成功できたが，広く
なるほど投げ入れる位置と角度の許容範囲が狭くなるの
で，視認性を成功率から 400mm程度を壁間の距離とし
た．その際，ボールの下がる深さは 500mm程度しかな
いので，実験がコンパクトとならないために，装置全体
をテーブルの上に置いて，演者はイスの上に立って投げ
入れることにした．手を平行に投げ入れるより斜めから

投げ下ろす方が力を加えやすいため，ボールの初速が確
保できる．

4.6 バウンドテスト
スーパーボールの奇妙で思いがけない方向へ進むバウ
ンドを実演するための透明な箱を製作した．ショーの演
者と実験を手伝ってくれる観覧者が並んで実験できるよ
うに，幅 900mm，奥行き 400mmの箱を製作した（写真
15）．前面と側面は透明アクリルとし，内部で何が起こっ
ているか観察しやすくした．その他の面は 18mm厚の
パイン集成材で製作した．箱の内部にはボールをバウン
ドさせるための木切れを数種類いれている．

4.7 ボール競争用の板
L字壁の高い辺と低い辺をつなぐように板を渡して転
がりレースのコースとした（写真 16）．実験装置の背が
高いので，レースの結果がよく分かるようになっている．
ただし，転がり終わったボールが順に装置から飛び出し
てしまうので，ボールの回収が多少大変でもある．コー
スの一端にボール回収箱を設置する必要がある．

4.8 その他アイテム
スーパーボールクイズの解説用に，マルバツを示す指
示板を製作した（写真 17）．円形に切ったハレパネに木
棒を差し，ハレパネには当館のキャラクターでデザイン
したマルバツの用紙を貼付けて製作した．クイズはス
ケッチブックにクイズを出力した用紙を貼ったブックを
作成し，譜面台に設置して使用した．
ゴムの収縮力の大きさを実験するために，ストレッチ
用のゴムひもを練習用にひもを通す金具がボールについ
ているソフトテニスの練習球にくくり付けて，ストレッ
チゴムのもう一端をショーの壁面にくくり付けて準備し
た（写真 18）．実験は伸びたゴムが縮む力を利用して速
い速度のボールを作る装置である．6m程度まで伸ばさ
れたゴムは 0.1 秒未満で縮むため，神経の速度的に絶対
バットで捕らえることができない実験となる．その速さ
を生む大きな力をゴムは持つことを知らせる印象重視の
実験である．

4.9 配布物と販売物
今回の実験で紹介したスーパーボールストローロケッ
トの作り方とスーパーボールのバウンドテクニックは 1
枚のレジュメにしてショーの観覧者に配布した（図 3）．
また，実験や工作に使用できるスーパーボールのセット
をミュージアムショップにて販売した．セットにはスー
パーボールストローロケット等にも利用できるように，
穴を開けたスーパーボールとサイズの異なる数種類の
スーパーボール，工作とバウンドテクニックを記したレ
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ジュメが入っている．また，レジュメの表紙にはスーパー
ボールの事故防止のための注意書きを記している．スー
パーボールは袋に入れたセットで販売して，レジュメを
同封し，注意表示を購入者全員が見られるようにしてい
る．

5　まとめ

今回のサイエンスショーでは，スーパーボールがよく
跳ねるだけではなく，素早く転がり，意外なバウンドを
するボールとして，その新しい魅力を現象とともに紹介
できるように構成した．床でのバウンドで高く跳ね上が
るスーパーボールはとても楽しく，よく体験される．高
くバウンドしたスーパーボールは手元から離れた場所に
落下することも多く，キャッチし損なって思わぬバウン
ドを引き起こすことやあらぬ方向へと転がることにもつ
ながる．今回の実験で紹介したスーパーボールの性質に
触れる機会は意外に多い．ただ，そのことをボールの性
質と結びつけて観察することはほとんどなされない．と
もすればよく弾む性質の一種であると勘違いしてそれ以
上の考察に進まないようでもある．スーパーボールがよ
く転がることや意外な方向へのバウンドはそれ自身が
スーパーボールの性質である．性質であるからこそ，科
学的に調べれば詳しく調べればどれほどよく転がるか，
バウンドの方向変化の法則性を得ることができる．科学
的に調べられた性質は，現象の再現へとつながり，再現
された現象を足がかりに新しい性質，知見を調べる活動
へと広がる．今回のショーでは，特に意外性のあるバウ
ンドを再現することで，スーパーボールで遊ぶ時に見て
いた奇妙なバウンドを思い出し，その動きの不思議さに
気づき，実は一定の法則に従った動きであることに体験
をとおして理解できることを目指した．ショーが終了し
た後に，観覧者は紹介されたバウンドを自ら体験しに集
まった．スーパーボールが横移動速度を回転に変換させ
ることは，実験すれば一目瞭然で，高回転の上下運動と
ほとんど無回転の横移動がバウンドで交互に入れ替わる
ことを間近で見て理解することができる．実験として面
白いのは，実験では横移動と回転のパラメーターを操作
するようにバウンドさせるのではなく，床と壁のどちら
に投げ入れるか，狙う位置は高いか低いか，強く投げる
か優しく当てるかといった直感的な選択の組合せで，そ
の後のバウンドの種類を変化させることができる点であ
る．自分の投げ当てた間隔を記憶していれば，同じよう
なバウンドを別の場所でも再現することができるので，
直感的な操作なのに再現性の高い実験を行うことができ
る．

6　映像データ

本稿で説明したバウンドテクニックの実演映像を付録
で貼付する．当館のホームページ上の研究報告から映像
データを閲覧できる．
映像 1　テーブル反射．480fps（16 倍スロー）で撮影．
映像 2　エントツ脱出．480fps（16 倍スロー）で撮影．
映像 3　タイコからステップバウンド．240fpg（8倍ス

ロー）で撮影．

7　参考文献

1）J.ウォーカー . ハテ・なぜだろうの物理学Ⅰ　培風
館　1979. p53-54, p60

2）Gijutsu.com http://gijyutu.com/main/archives/278
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写真 1　マウンテンバウンド．無回転のスーパーボールが床，
壁の順にバウンドすると高い山なりの軌道を描いて戻ってく
る．その後，床でのバウンドにより山なりの軌道を描きなが
ら前進後退をくり返す．前進と後退の 2回を 1 セットとする
軌道を描きながら減衰するまでバウンドする．

写真 4　テーブル反射．床，天板の順に当たったスーパーボー
ルは，ジグザグにバウンドをくり返して前に進むのではなく，
まるで壁に跳ね返ったかのように軌道を反転させ，投げ入れ
た位置から手元に戻ってくる．

写真2　タイコバウンド．２つの壁と床の間をバウンドする時，
壁，床の順にバウンドするとリズムを取るように壁と床をバ
ウンドする．

写真 5　エントツ脱出．左右の壁だけでバウンドさせるように
上から投げ入れると，重力に逆らうかのように下向きのバウ
ンドが反転して上向きのバウンドとなり，ついには壁から外
に飛び出してくる．

写真 3　タイコからステップバウンド．タイコバウンドの後に低い
壁から飛び出したスーパーボールが床でバウンドすると，飛び出して
進んだ方向ではなく垂直に飛び上がるバウンドを起こす．次いで，飛
び出してきた方向に素早く横移動するバウンドを起こし，垂直と移動
の２種類のバウンドを１セットにしたバウンドをくり返す．

写真 6　実験使用したスーパーボール．22, 32, 45, 60mmφの
4種類用意した．模様は回転の視認性を上げるために，マーブ
ル模様のものを主に使用した．
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写真 7　切断したボール．スーパーボールとテニスボールを使
用した．切断はカッターで行った．

写真 10　ストローの加工．ストローの先にはビニルテープを
巻いた重りを着けることで直進性が，ストローに羽根を着け
ると視認性が向上する．

写真 8　転がり競争や跳ね返り実験に使用した球．一様球とし
て鉄球，空洞ボールとしてテニスボールとピンポン球を用意
した．他に高反発ボールや実験用非弾性ボールなども用意し
た．

写真 11　テーブル反射装置．実験ワゴンの上部にテーブルを
設置してバウンドを見やすくしている．バウンドの安定のた
めに天板は重く，死角を減らすために脚は細くしている．

写真 9　スーパーボールストローロケット．竹串をスーパー
ボールとストローに刺してスーパーボールを下にして落下さ
せるとストローが高く飛び上がる．

写真 12　段違い壁．スーパーボールのテクニックを紹介する
ための壁と床．マウンテンとタイコ，ステップバウンドを実
演できる．反射用の高い壁と抜け出るための低い壁部分を作っ
ている．
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写真 13　エントツ脱出用チャンネル（透明仕様）　煙突型に
してるため立体的なエントツ反射を実験でき，バウンドの様
子を観察で器量に透明アクリルで 3面の壁としている．

写真16　ボール競争用の板．段違い壁に掛けることで，スター
ト位置を高くすることができる．その他，段違い壁の低い側
とエントツ脱出用チャンネルとをつなげて坂を緩くして実験
することもできる．

写真 14　エントツ脱出実験セット．厚い集成材でできた壁を
並べて実験するので，壁間の距離を調整することもできる．

写真 17　スーパーボールクイズ．スケッチブック形式で 8問
出題した．正解はマルバツ式の選択問題である．

写真 15　バウンドテスト．床面の段差などで思わぬ方向にバ
ウンドすることを実験するための装置で，内部に入れた木切
れに当てることで，急なバウンドの方向転回やスピード変化
を見ることができる．

写真18　ゴムの弾性力実験．ストレッチ用のゴムにテニスボー
ルを取付けたものの一端を柵にくくり付けて実験した．
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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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