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資　　料

愛媛県内の公立学校に収蔵されていたニホンカワウソLutra nippon およびカワウソ属の 1 種Lutra sp. の標本

稲葉　正和 *

Abstract： At public schools in Ehime Prefecture, there are many specimens collected in past surveys. While 
conducting surveys of the specimens, specimens of the Japanese otter Lutra nippon caught in Ehime Prefecture 
are confirmed. The Japanese otter L. nippon has no official comfirmed sightings since 1979, the Ministry of the 
Environment declared the Japanese otter L. nippon extinct in 2012. Some Prefectures of Shikoku Island have not 
declared extinction, but it is difficult to confirm the existence of the Japanese otter L. nippon, Therefore, specimens of 
the Japanese otter L. nippon are very valuable. This paper reports on the Japanese Otter specimens stored from public 
schools in Ehime prefecture to the Ehime Prefectural Science Museum.
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はじめに

ニホンカワウソ Lutra nippon1）はかつての文献記録や
聞き取り調査の結果から，青森県から鹿児島県までの
広い範囲に分布していたことが報告されている（町田，
1997，1998；南部，2002）．ニホンカワウソは防寒性に
優れた毛皮を有していること，肝臓が肺病の治療薬にな
ることなどから，明治時代から大正時代にかけて著しく
乱獲された（愛媛県教育委員会，1964）．国は 1927 年に
ニホンカワウソを保護獣に指定し，1928 年には捕獲禁
止獣に指定した（町田，1998）．しかし，その後も高価
な毛皮などを求めた密猟の影響で，ニホンカワウソの個
体数は大きく減少し，1950 年頃には絶滅したのではな
いかと考えられていた（清水，1975）．
戦後初となるニホンカワウソの標本に基づく記録は，
1954 年 2 月 7 日に愛媛県喜多郡肱川流域の大川村（現
大洲市）で捕獲された個体である（高島，1954；清水，
1955）．ニホンカワウソの再発見を契機に詳細な調査が
行われた結果，四国の西南地域と瀬戸内海中部にニホン
カワウソが生息していることが確認された（愛媛県教育
委員会，1964）．その後，ニホンカワウソは 1964 年に国
の天然記念物と愛媛県の県獣に，1965 年には国の特別
天然記念物に指定され，その保護が推奨された（町田，
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1998）．しかし，海岸線がコンクリートで護岸されたこ
とによる生息域の消失や分断，ナイロン製の漁具の導入
による事故死，養殖業の発展に伴い発生した赤潮による
生息環境の悪化，養殖魚の被害を恐れた養殖業者による
捕殺，アユの過剰放流による河川の魚類相の貧弱化，河
川の流域環境の荒廃によるエサ不足など複数の要因が影
響し，その個体数は大きく減少した（町田，1997；佐藤・
加藤，2013；宮本，2015）．国内でのニホンカワウソの
最後の生存記録の確認は 1979 年に高知県の新荘川で目
撃されたものとされており（吉川ほか，2017），ニホン
カワウソは 1990 年代に絶滅したとする意見も見られる
（安藤，2008）．環境省はニホンカワウソの最後の生息記
録から 30 年以上経過していることを理由に，2012 年の
第 4次レッドリストでニホンカワウソの絶滅を宣言した
（環境省，2019）．
愛媛県と高知県は，愛媛県の南予地域や高知県の幡多
郡，高岡郡，吾川郡などの地域で，ニホンカワウソの
目撃情報がしばしば報告されていることから，ニホン
カワウソを絶滅危惧Ⅰ類に指定し，調査を継続してい
る（宮本，2014；谷地森・町田，2018；愛媛県，2019a，
2019b）．ただし，四国内のニホンカワウソの潜在生息地
確率は最大で 0.04％であり，ニホンカワウソの生息記録
がある地域における環境 DNA調査でもニホンカワウソ
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の生息の痕跡を確認できていない（佐藤ほか，2017）．
また，ニホンカワウソに関する情報は，情報の提供者
の高齢化や時間の経過に伴い失われつつある（宮本，
2015；上田・安田，2016；吉川ほか，2017）．そのため，
ニホンカワウソの情報の収集に努めるとともに，生息の
記録を裏付けるニホンカワウソの標本の収集にも努める
必要がある．
筆者は，愛媛県内の公立学校に収蔵されている様々な
標本の収蔵状況を調査し，標本の保存状態を確認すると
ともに，発見した標本を可能な限り当館に収蔵する活
動を行っている（稲葉，2017a，2017b，2017c，2017d，
2018；稲葉・岡山，2018a，2018b，2018c）．その過程で，
県内の 4つの学校（今治市立菊間小学校，宇和島市立吉
田中学校，愛媛県立野村高等学校，愛媛県立南宇和高等
学校）でニホンカワウソの標本 3点とニホンカワウソの
可能性があるカワウソ属の 1 種 Lutra sp.の標本 1 点を
確認した．本稿ではこれらの標本の記録について報告す
る． 

方　　法

愛媛県内の公立学校に収蔵されている標本は，筆者が
行った学校収蔵標本のアンケート調査と学校関係者から
の情報提供によって確認された．標本は保存状態を確認
した後，学校長の許可を得て当館に収蔵し，愛媛県総合
科学博物館哺乳類標本（EPSM-MA）として登録，保管
した．その後，標本の写真撮影を行い，標本の全長・頭
胴長・尾長を計測し，頭胴長に対する尾長の比率を算出
するとともに，鼻鏡上部の形状を確認した．

IMAIZUMI and YOSHIYUKI（1989）は，ニホンカワ
ウソの頭胴長に対する尾長の比率は 60％から 70％であ
るとしており，標本から算出した頭胴長に対する尾長
の比率を同定の判定基準とした．なお，標本はその作
製過程で伸長されたり，複雑な形状に加工されたりし
ているため，その計測値は生体時の計測値と比べて多
少の誤差があると考えられる．また，IMAIZUMI and 
YOSHIYUKI（1989）は，ニホンカワウソの鼻鏡上部は
明確なW型を示すことを報告しており，標本の鼻鏡上
部の形状を確認し，同定の判定基準とした．標本が得ら
れた経緯については，標本に付属しているラベルの記載
内容と既報との照合および関係者に対する聞き取り調査
を行い，正確な情報の把握に努めた．

結　　果

今治市立菊間小学校の標本
菊間小学校に保管されていたニホンカワウソの標本に
ついては，今治自然科学教室の砂田真宏氏より情報が寄
せられた．この標本は愛媛県内の学校等に収蔵されてい
るニホンカワウソの標本を紹介した様々な文献で報告さ
れておらず（愛媛県教育委員会，1964；八木，1973；清
水，1975；青木，1997；宮本，2015 など），本稿が初報
告となる．当該標本は理科室で保管されていたが，今後
授業等で利用される予定はなく，より安定した環境で保
管するため，当館へ寄贈された．
当該標本はガラスケース内で保管されていたが，紫
外線の影響で著しく退色しており，害虫の卵が産みつ
けられた形跡があるなど，保存状態は良好ではなかっ
た（写真 1）．標本の全長は 112cm，頭胴長 71cm，尾
長 41cmで頭胴長に対する尾長の比率は 57.7％であり，
IMAIZUMI and YOSHIYUKI（1989）が示したニホンカ
ワウソの頭胴長に対する尾長の比率 60％から 70％の範
囲に近い値を示した．また，当該標本の鼻鏡上部の形状
を確認したところ，IMAIZUMI and YOSHIYUKI（1989）
が示したニホンカワウソの特徴である明確なW型であ
ること（写真 2）から，当該標本はニホンカワウソであ
ると判定した．
菊間小学校で確認されたニホンカワウソの標本には，
採集データが記載されたラベルが添付されておらず，菊
間小学校への標本の寄贈者の氏名（個人情報保護のため，
非公表）が記載された木札のみが添付されていた．その
ため，採集日や採集地などの情報を確認することができ
なかった．
この標本のより詳細な情報を明らかにするため，菊間
小学校への寄贈者に聞き取り調査を行ったところ，寄贈
者の父親（故人）が高知県に勤務していたときにもらっ
たものか，買ったものであるという情報が得られた（砂
田真宏氏私信）．このことから，この標本は高知県内で
入手された可能性があることが示唆された．ただし，ニ
ホンカワウソは 1965 年 5 月 12 日に国の特別天然記念物
に指定され（花井，1995），その保護が推奨されていた．
また，ニホンカワウソの個体数は戦後には大きく減少し
ており，剥製用の標本を入手することは困難であったと
考えられる．そのため，かなり古い時期に作製された剥
製を譲渡されたものと考えられるが，その採集日や採集
地などの情報を確認することはできなかった．標本は，
2017 年 10 月 26 日に愛媛県総合科学博物館哺乳類標本
EPSM-MA-1351 として登録した．
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標本の記録
イタチ科Mustelidae 
ニホンカワウソ Lutra nippon（写真 1）
標本番号：EPSM-MA-1351
採集日・採集地・採集者：不明だが，高知県で採集さ
れた可能性あり

全長 112cm・頭胴長 71cm・尾長 41cm
登録完了日：2017 年 10 月 26 日

宇和島市立吉田中学校の標本
吉田中学校に保管されていたニホンカワウソの標本に
ついては，宮本（2015）で取り上げられているが，筆者
はその所在を確認することができていなかった．この標
本は宇和島市立吉田公民館に展示されていたものである
が，公民館の建て替え工事に伴い，吉田中学校の校長室
に移動されていたようである（西村久仁夫氏私信）．
吉田中学校の西村久仁夫校長は，ニホンカワウソの標
本の取扱いについて宇和島自然科学教室の濵﨑正俊会長
に相談し，濵﨑会長より当館へ標本の情報が照会された．
西村校長は標本をより安定した環境で保管することを希
望されており，当館と宇和島市教育委員会の協議の結果，
標本は当館へ寄託されることとなった．
当該標本は紫外線の影響で退色していたが，展示用の
額に収蔵されていたため虫害を受けておらず，保存状態
は良好であった（写真 3）．標本の全長は 148cm，頭胴
長 93cm，尾長 55cmで標本の頭胴長に対する尾長の比
率は 59.1％であり，IMAIZUMI and YOSHIYUKI（1989）
が示したニホンカワウソの頭胴長に対する尾長の比
率 60％から 70％の範囲に近い値を示した．また，標
本の鼻鏡上部の形状を確認したところ， IMAIZUMI and 
YOSHIYUKI（1989）が示したニホンカワウソの特徴で
ある明確なW型であること（写真 4）から，当該標本
はニホンカワウソであると判定した．
吉田町内におけるニホンカワウソの生息情報について
は，愛媛新聞で詳細に報道されており，当該標本と思わ
れる写真も掲載されている（愛媛新聞，1972a，1972b，
1972c）．愛媛新聞（1972a，1972b）では，地元の住民が
吉田町の通称楯海岸でニホンカワウソの巣やフンなどの
痕跡を確認したこと，地元の住民がニホンカワウソを捕
獲した経験があることなどが報道されている．元愛媛
県立道後動物園長の清水栄盛氏が参加した総合調査で
は，ニホンカワウソのフンが発見され，楯海岸付近に
おけるニホンカワウソの生息が確認された（愛媛新聞，
1972c）．
当館に寄託されたニホンカワウソの標本のキャプショ
ンにも，吉田町内の楯海岸にニホンカワウソが生息して
いることが記述されており（写真 3），この標本は吉田
町の楯海岸付近で採集された可能性がある．なお，吉田

町におけるニホンカワウソのその後の生息記録について
は，清水（1975），吉田町誌編纂委員会（1976），森川（1981）
などのニホンカワウソの分布記録を記した当時の資料
に報告されておらず，その詳細は不明である．標本は
2018 年 3 月 17 日に愛媛県総合科学博物館標本 EPSM-
MA-1363 として登録した．

標本の記録
イタチ科Mustelidae
ニホンカワウソ Lutra nippon（写真 3）
標本番号：EPSM-MA-1363
採集日：不明
採集地：宇和島市吉田町の楯海岸で採集された可能
性あり（環境省標準メッシュコード 49327338，
48，49 のいずれか）
採集者：不明
全長 148cm・頭胴長 93cm・尾長 55cm
登録完了日：2018 年 3 月 17 日

愛媛県立野村高等学校の標本
野村高校に保管されていた標本は，筆者が行っている
学校収蔵標本のアンケート調査によりその所在が確認さ
れた．この標本も愛媛県内の学校等に収蔵されているニ
ホンカワウソの標本を紹介した様々な文献で報告されて
おらず（愛媛県教育委員会，1964；八木，1973；清水，
1975；青木，1997；宮本，2015 など），本稿が初報告と
なる．当該標本は理科室で保管されていたが，今後授業
等で利用される予定はなく，より安定した環境で保管す
るため，当館へ寄贈された．
当該標本は紫外線の影響で退色しているが，虫害など
は確認されず保存状態は良好であった（写真 5）．この
標本の全長は 73cmであり，ニホンカワウソとしては小
さい．体長ではコツメカワウソ Aonyx cinereaに該当す
るが，標本の前肢と後肢を確認したところ，発達したカ
ギ爪が見られたこと（写真 5）から，Lutra属に属する
種であると判定した．その全長からおそらく幼獣である
と考えられる．
ニホンカワウソの幼獣の記録としては，1962 年 9 月
23 日に城辺町（現愛南町）大浜で生け捕りにされたメ
スの記録があげられる（愛媛新聞，1962）．愛媛新聞（1962）
によると，捕獲された幼獣の体長（頭胴長）は約 40cm，
尾長は約 25cmとされており，頭胴長に対する尾長の
比率は約 62.5％である．また，当館に収蔵されている
1965 年 8 月 21 日に津島町（現宇和島市）泥目水で建網
にかかり死亡したメスの剥製（EMZ-035）の計測値は，
頭胴長 50cm，尾長 30cmであり（千葉，2001），頭胴長
に対する尾長の比率は 60％である．これらの数値は，
IMAIZUMI and YOSHIYUKI（1989）が示したニホンカ
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ワウソの頭胴長に対する尾長の比率 60％から 70％の範
囲に該当する．ニホンカワウソの幼獣の計測記録は少な
いため断定はできないが，幼獣の段階でも頭胴長に対す
る尾長の比率は 60％以上あるものと考えられる．なお，
城辺町大浜で捕獲された個体は「松（マツ）」と名付け
られ，道後動物園で飼育されたが，1969 年 4 月 14 日に
死亡し，現在は愛媛県立とべ動物園に剥製として展示さ
れている（高橋ほか，1988；宮本，2015）．
野村高校で確認された標本の全長は 73cm，頭胴
長 50cm，尾長 23cmで，標本の頭胴長に対する尾長
の比率は 46％であった．この数値は，IMAIZUMI and 
YOSHIYUKI（1989）が示したニホンカワウソの頭胴
長に対する尾長の比率 60％から 70％の範囲には該当し
ない．また， 標本の鼻鏡上部の形状を確認したところ， 
IMAIZUMI and YOSHIYUKI（1989）が示したニホンカ
ワウソの特徴である明確なW型ではなかった（写真 6）．
そのため，この標本はユーラシアカワウソ Lutra lutraで
ある可能性もあり，本稿ではカワウソ属の 1種 Lutra sp. 
とした．今後，詳細な調査を行う必要がある．
標本のラベルには「カワウソ　全口に棲めど極めて稀，
潜水して魚族を食し毛皮は高価」と記されており，京都
科学標本株式会社（現在の株式会社京都科学）が作製し
たものであることが明らかになった（写真 7）．ラベル
には全口と記されているが，この標本は日本の学校教育
用教材として作製されたものであることから，全国を示
していると考えられる．また，標本の台座に貼り付け
られていた野村高校の管理ラベルから 1959 年に野村高
校の PTA会費で購入されたものであることも明らかに
なった．ただし，野村高校には当該年度の帳簿は保管さ
れておらず，その購入の経緯は不明である．
京都科学標本株式会社は，戦前にあった島津製作所標
本部を母体として，1948 年に設立された会社である（日
本科学標本協会，1982）．そのため，この標本が作製さ
れたのは 1948 年以降である可能性が高い．しかし，ニ
ホンカワウソは明治時代以降の乱獲によって全国的に著
しく個体数が減少しており，1928 年より捕獲禁止獣に
指定されていた（町田，1998）．そのため，京都科学標
本株式会社が設立された 1948 年以降にニホンカワウソ
の標本を入手することは困難であったと考えられる．
1933 年に発刊された島津製作所の標本目録には，カ
ワウソの剥製が 120 円で販売されていたことが記録され
ている（株式会社島津製作所標本部，1933）．そのため，
野村高校で発見された標本は，島津製作所標本部で作製
された標本が京都科学標本株式会社に引き継がれて販売
された可能性もある．標本の発見をうけて，株式会社京
都科学に聞き取り調査を行ったが，当時の資料は残って
いないため，この標本の情報を明らかにすることはでき
なかった．標本は，2017 年 12 月 7 日に愛媛県総合科学

博物館哺乳類標本 EPSM-MA-1353 として登録した．

標本の記録
イタチ科Mustelidae
カワウソ属の 1種 Lutra sp．（写真 5）
標本番号：EPSM-MA-1353
採集日・採集地・採集者：不明
作製：京都科学標本株式会社　
全長 73cm・頭胴長 50cm・尾長 23cm
登録完了日：2017 年 12 月 7 日

愛媛県立南宇和高等学校の標本
南宇和高校で保管されているニホンカワウソの剥製
については，複数の文献で報告されている（愛媛県教
育委員会，1964；清水，1975；高橋ほか，1988；青木，
1997）．それらの記述によると，1955 年 7 月 3 日もしく
は 6日に南宇和郡西海町（現愛南町）麦ヶ浦にてニホン
カワウソの死体が発見され，南宇和高校に剥製として保
管されていることが報告されている（愛媛県教育委員会，
1964；清水，1975；高橋ほか，1988；青木，1997）．当
該標本は理科室で保管されていたが，今後授業等で利用
される予定はなく，より安定した環境で保管するため，
当館へ寄贈された．
当該標本は紫外線の影響で退色しており，背中側の
上毛の大部分は失われた状態であった（写真 8）．標本
の全長は 111cm，頭胴長 67cm，尾長 44cmで，頭胴長
に対する尾長の比率は 65.7％であり，IMAIZUMI and 
YOSHIYUKI（1989）に示されたニホンカワウソの頭胴
長に対する尾長の比率 60％から 70％に該当した．また，
標本の鼻鏡上部の形状を確認したところ， IMAIZUMI 
and YOSHIYUKI（1989）が示したニホンカワウソの特
徴である明確なW型であった（写真 9）．そのため，当
該標本はニホンカワウソであると判定した．なお，当該
標本の頭部を観察したところ，切歯，犬歯，頬骨弓など
が確認できることから，頭骨が剥製の内部に残されてい
る可能性がある．今後，レントゲン撮影を行い，剥製内
部に残されている頭骨の状態を確認する必要がある．
この標本の記録は，資料によって異なる（愛媛県教
育委員会，1964；清水，1975；高橋ほか，1988；青木，
1997）．ニホンカワウソの記録については，伝聞や資料
の孫引きによる記述もあるため，しばしば資料ごとに記
録の不一致が見られる．そのため，当時の新聞記事や調
査記録，標本のラベルなどの資料を調査する必要がある．
南宇和高校に保管されていたニホンカワウソの剥製のラ
ベルを確認したところ，発見日（7月 3日），発見場所（西
海町麦ヶ浦），発見者氏名（個人情報保護のため，非公
表）が記載されていた．本稿では，ラベルの情報に基づ
き，標本になった死体は 1955 年 7 月 3 日に西海町麦ヶ
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浦で拾得されたものとする．標本は，2019 年 3 月 4 日
に愛媛県総合科学博物館哺乳類標本 EPSM-MA-1388 と
して登録した．

標本の記録
イタチ科Mustelidae
ニホンカワウソ Lutra nippon（写真 8）
標本番号：EPSM-MA-1388
採集日：1955 年（昭和 30 年）7月 3日
採集地：西海町（現愛南町）麦ヶ浦
　（環境省標準メッシュコード 49322491）
採集者：非公表
全長 111cm・頭胴長 67cm・尾長 44cm
登録完了日：2019 年 3 月 4 日

論　　議

学校に収蔵されている標本の価値の検討
本稿では，学校収蔵標本調査で発見された 3点のニホ
ンカワウソの標本と 1点のカワウソ属の 1種の標本の記
録について報告した．これらの標本のうち採集日，採
集地，採集者が明らかになった標本は，南宇和高校で
確認された 1点（EPSM-MA-1388）のみである．自然史
研究の対象となる標本には，採集した標本の性質を客
観的に把握するための採集データが不可欠である（松
浦，2014）．そのため，今回の調査で確認された採集デー
タがわからない 3 点の標本（EPSM-MA-1351，1353，
1363）については自然史標本としての価値を見出すこと
が難しい部分もある．
博物館のコレクションは徐々に拡張しながら独自性と
重要性を高め，将来世代へと確実に引き継がれる必要が
あり，その実現のためには明確な資料収集の指針に基づ
いたコレクションマネージメントが不可欠である（鈴木
ほか，2018）．適切なコレクションマネージメントを実
現するためには，採集データに不備がある標本の受入れ
について，慎重な判断が求められ，場合によっては受入
れ対象から除外する必要もある．しかし，学校に収蔵さ
れている標本の中には，現在，合法的に入手することが
難しい標本も多く確認されており，その価値を検討する
べきとの意見も見られる（説田，2018）．今回発見され
たニホンカワウソの標本も今後入手することが困難であ
ること，DNA分析用の試料として利用できること，頭
骨が内部に残されている可能性があることなどから，そ
の利用方法を検討し，資料価値を引き出していく必要が
ある．
近年，教育課程の改定や教育の ICT化に伴い，剥製

などの標本を用いた授業実践が行われる機会は激減して
いる．そのため，学校の統廃合や耐震化工事の際に不要

となった剥製などの標本が廃棄される事例が散見され
る．しかし，学校に収蔵されている標本の中には，採
集データが明確に記されている自然史標本も多数確認
されている（橋越，2011；稲葉，2017a，2017b，2017c，
2018；稲葉・岡山，2018a，2018b，2018c）．また，学校
に収蔵されている標本を当時の学校教育の教材について
研究するための歴史資料としてとらえた先行研究（説田，
2018）や企画展の展示品として活用した事例も報告され
ている（説田，2018；岐阜県博物館，2018）．このよう
な事例から，学校に収蔵されている標本の価値をより多
角的に検討していく必要があると考えられる．過疎化の
進行に伴い，地方の学校の統廃合が急速に進行する中で，
学校に収蔵されている標本の廃棄や散逸は着実に進行し
ている．地方の博物館は，学校に収蔵されている標本の
価値を検証し，その収蔵や保全に積極的に乗り出すべき
であると考える．

学校等に収蔵されている標本の保存・管理
愛媛県内には，このほかにもニホンカワウソの標本が
いくつかの施設で保管されている（宮本，2015）．それ
らの施設は，学校や公民館などの公共施設であり，標本
の保管場所として適切な環境が維持されているとは言い
難い．
今回報告した吉田中学校がある宇和島市吉田町は，筆
者が標本を博物館へ収蔵した数か月後に，平成 30 年 7
月豪雨で被災し，大きな被害を受けた．吉田町内では多
くの地域で土砂崩れが発生し，公民館が床上浸水して旧
立間村の役場文書が被害を受けた（甲斐，2019）．また，
吉田中学校に近接する宇和島市立簡野道明記念吉田町図
書館は，1階部分が 1m40cmほど床上浸水し，蔵書の 3
割以上にあたる約 2万 7600 冊が水損したほか，同図書
館内のパソコン機材などにも被害がおよんだ（愛媛新聞，
2019）．吉田中学校は最大で 1m15cm浸水し，図書室の
本は災害時に流れ込んだ汚水に伴う湿気によってすべて
廃棄処分となるなど甚大な被害を受けた（西村久仁夫氏
私信）．また，ニホンカワウソの標本を保管していた校
長室も大きな被害を受け，家財道具一式や一部の書類も
廃棄処分となった（西村久仁夫氏私信）．濵﨑氏と西村
氏および宇和島市教育委員会の的確な判断に基づく当館
への標本の寄託が行われていなければ，ニホンカワウソ
の標本（EPSM-MA-1363）は平成 30 年 7 月豪雨の被災
によって滅失していた可能性が非常に高い．
近年の地球環境の変動に伴い，各地で大規模な災害が
起こるリスクが高まっている．突発的な災害の発生に備
えて，地域の学校などに収蔵されている標本の種類や点
数，その保存状況を早急に確認するとともに，可能な限
り収蔵環境が整った博物館等の公的機関に標本を収蔵す
る必要性が高まっていると考える．今後，地方の博物館
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は標本を保持している自治体や施設と連携しながら，標
本の保存・管理の在り方についても協議を進めていく必
要がある．
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ニホンカワウソの標本について情報提供して頂いた今
治自然科学教室の砂田真宏氏，宇和島自然科学教室会長
の濵﨑正俊氏，標本の寄託を許可して頂くとともに，平
成 30 年 7 月豪雨での貴重な経験を御教授頂いた元宇和
島市立吉田中学校長の西村久仁夫氏，吉田中学校に保管
されていたニホンカワウソの標本に関する情報を提供し
て頂いた宮本春樹氏，標本調査に快く御協力頂いた学校
関係者の方々にこの場を借りて，心より厚く御礼申し上
げる．

注

1） ニホンカワウソの分類・学名については，ユーラシ
アカワウソの亜種 Lutra lutra nipponとする見解もある
が，本稿では，川田ほか（2018）に従い，Lutra nippon
とした．
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写真 1　ニホンカワウソ Lutra nipponの剥製（EPSM-MA-1351）

写真 2　ニホンカワウソ Lutra nipponの剥製（EPSM-MA-1351）
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写真 3　ニホンカワウソ Lutra nipponの毛皮（EPSM-MA-1363）

写真 4　ニホンカワウソ Lutra nipponの毛皮（EPSM-MA-1363）
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写真 5　カワウソ属の 1種 Lutra sp.の剥製（EPSM-MA-1353）

写真 6　カワウソ属の 1種 Lutra sp.の剥製（EPSM-MA-1353）

写真 7　カワウソ属の 1種 Lutra sp.の剥製（EPSM-MA-1353）のラベル
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写真 8　ニホンカワウソ Lutra nipponの剥製（EPSM-MA-1388）

写真 9　ニホンカワウソ Lutra nipponの剥製（EPSM-MA-1388）
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