発刊にあたって

地球温暖化、気候変動、環境汚染、外来生物の増加など、自然環境の急激な変化は地球の生物多様性
をおびやかし、その影響は私たちの生活にも及んできています。自然は変化し続けており、その変化を
予測するためには過去と現在の状況を比較し、逐次記録して後世に残しておかなければなりません。
富山市科学博物館は、そうした郷土の自然の調査と記録を行う使命を担っており、その一環として平
成 4 年から 7 年にかけて、市民と協働で「富山市の身近な自然調査」を実施して、生き物や自然の様
子を調べました。
その後の 20 年間に外来生物が増えたり、アカトンボやトノサマガエルが少なくなったりと身近な自
然に変化が感じられるようになったことから、今回再び市民の皆さんと共に調査を行いました。調査項
目は前回調査した外来生物、自然環境の指標になるセミやホタル、カエル、酸性雨などに加え、新たに
アカトンボやスズメ、ニホンジカ、土の色などを含めました。今回は、市民調査員との連絡に館のホー
ムページや電子メールを利用することで、大変迅速にやりとりができ、また双方の負担も軽減して、交
流も生まれやすくなりました。調査の結果は随時、館内に掲示するとともに、館のホームページでも公
表してきました。
この報告書は、今回の調査の結果明らかになってきた富山市の自然の変化や現状についてとりまとめ
たものです。本書が、私たちの生活と自然とのつながりを考えるきっかけとなって、郷土の豊かな自然
が保たれるように願っています。
延べ 5800 件を超えるデータを寄せてくださった市民調査員の皆さんに、この場をお借りして厚く
お礼申し上げます。

富山市科学博 物館
館長 宮 本 博 行
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■市民自然調査について

て微妙に開花時期が異なるので、これを具体的に明
らかにする。クローン植物だからこそできる調査。

市民自然調査は、市民と学芸員が協働して自然の理解

◆セミの分布※：成虫と抜け殻から、種類と分布を調べ

を深めることを目的に、2012年から2016年に富山市内

る。抜け殻のある場所から発生地を特定することが

の生き物や酸性雨、土の色を調べたものである。20年前の

できる。

1991年から1995年にもこのような市民との協働調査を

◆アオマツムシの分布※：1990 年ごろから富山市街地

行ったが、富山市は2005年に１市４町２村が合併し、

に入ってきた外来昆虫で、生息地は郊外へと拡大し

面積が約６倍になり、山間地が著しく増えた。今回は新

ている。どこまで広まっているのかを調べる。

富山市全域を対象とし、調査項目を新たに増やすだけで
はなく、前回と同じ調査項目では、より精度が高まるよ
うに改良して調査を進めた。旧富山市エリアについては
最近20年の自然の変化について考察した。

◆ホタルの分布※：ゲンジボタル、ヘイケボタル、ヒメ
ボタルの3種の市内分布を調べる。
◆アカトンボの分布：７月から10月頃に平地や野山な
ど様々な場所でみられるアカトンボの種類と分布を
調べる。

■調査方法の概要
2012〜2016年まで、市民の調査員を随時募集し、全
17項目の調査を行った。

◆カエルの分布※：田んぼから姿を消しつつある在来種
のトノサマガエル、北アメリカ原産の外来種ウシガ
エルの分布を調べる。
◆ミシシッピアカミミガメの分布：ミドリガメとして
販売されていた北アメリカ原産の外来種で、野外に

１

市民への周知、調査員の募集方法
調査員の募集は、2012年４月から2016年５月末日ま

捨てられて野生化し、全国的に問題となっているた
め、その分布を調べる。

で行った。2012年と2013年には、富山市内の各世帯に
配布される「広報とやま」で、自然調査の説明会開催に
ついて告知した。
当館ウェブサイトに市民自然調査の専用ページを設
け、調査内容や調査方法、報告の仕方などの調査の進め
方を示し、調査員登録の申し込みを受け付けた。登録に
は、氏名、年齢、住所、電子メールアドレスを記入して
もらった。調査員実数は最終年までに196名になった。
調査員への連絡、調査員からの情報提供は主に電子メー
ルで行った。
２

調査項目の選定と内容
調査項目は、私たちの周りの自然の変化を調べるの

に適したものとし、生き物では種類を容易に見分けられ
るもの、季節変化を調べるのに合ったものを選んだ。ま
た、1991〜1995年に行った市民による自然環境調査の
項目の一部は継続し、約20年前と比較できるようにした
結果、次の17項目となった。前回も行った項目には※を
つけた。
◆ヒメオドリコソウの分布※：1970年代に富山市に
入った外来植物で、どこまで分布を広げているのか
を調べ、1995年の分布図と比較する。
◆ヒガンバナの開花時期※：花の咲いている期間が年に
よって異なるのかどうか、高度による差があるのか
どうかを明らかにすることを試みる。
◆ソメイヨシノの開花時期：ソメイヨシノは場所によっ
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図１

ウェブサイトに載せた「調査の進め方」

◆カッコウの分布※：夏鳥のカッコウの鳴き声から、分
布や鳴き声が聞こえる期間を調べる。
◆カワセミの分布※：時折、町中の河川でも見られ、良

に「調査ポイントの説明」を掲載した（本報告の 6 〜 9
ページに縮小して掲載）
。
調査員への調査依頼は、項目の調査時期に合わせて電

好な水辺環境を指標するカワセミの分布を調べる。

子メールで行い、調査にとりかかってもらった。調査依

◆カルガモの分布※：留鳥であり、水辺環境が多いこと

頼メールはほぼ毎月送付した。報告は、調査項目によっ

を指標するカルガモの分布を調べる。
◆スズメの分布：人の生活空間で見られる身近なスズメ

て「見た」あるいは「聞いた」という報告のみのもの、
写真や録音の添付を必要とするもの、試料を採取して当
館へ持ってきていただくものがあった。調査した情報は、

の分布などを調べる。
◆キジの分布：河川敷や農地など草地のある環境指標と

調査依頼メールに返信していただいた。必須記入事項は
日時、場所、氏名で、その他は項目毎に設定した。

なるキジの分布を調べる。
◆ニホンジカの分布：最近、全国的に生息数が増え、県
内でも増加しており、分布を調べる。
◆酸性雨※：富山市内各地に降る雨の酸性度を同じ日に

報告メールには、担当学芸員が生物種の確認や報告の
お礼を返信した。報告されたデ−タは 5816 件となり、
生物については写真や録音をもとに種類の確認を行った
ことから、データの信頼性は高い。中でも詳細な調査や

調べる。
◆土の色：土は母材や気候、生物、地形などの要因によ

定点での毎年の調査、空白地や時期を補う調査は、結果

り多様な色を呈する。富山市各地の土を集めて、色と

をより明確に示すことに役立てられた。また、調査員か

いう観点から富山市の大地の多様性を明らかにする。

らの質問やコメントに、担当学芸員が返答するといった
館と市民の協働事業ならではの交流も多く行われた。

３

調査方法・調査期間・調査依頼・報告方法

2012 〜 2014 年の春に当年度の調査の説明会を開き、
各項目の調査方法を説明した。また、当館ウェブサイト
表1

４

データの集計方法と途中結果の分布図作成方法

調査員から報告されたデータの位置情報は、地名と目

調査報告方法・期間・報告件数

1991 〜 1995 年の市民自然調査で行った項目に※をつけた。データ総数は 5816 件。
調査項目

報告方法

2012

2013

2014

2015

2016

ヒメオドリコソウの分布※

写真か見た

ヒガンバナの開花日※

写真か見た

○

○

○

○

○

○

○

ソメイヨシノの開花日

写真

○

○

○

セミの分布※

抜け殻採取か成体採取か録音

○

○

○

アオマツムシの分布※

鳴き声録音

○

○

○

○

ホタルの分布※

採取か写真

○

○

○

アカトンボの分布

採取か写真

○

○

カエルの分布※

録音か写真

○

○

○

○

83

アカミミガメの分布

写真か見た

○

○

○

○

33

カッコウの分布※

録音か見たか聞いた

○

○

○

○

396

カワセミの分布※

写真か動画

○

○

○

17

カルガモの分布

写真か見た

○

○

171

スズメの分布

写真か見た

○

○

○

398

キジの分布

写真か見たか聞いた

○

○

○

161

ニホンジカの分布

写真か見たか聞いたか

○

○

○

○

11

酸性雨※

記録

○

○

○

土の色

写真と採取

○

○

○

○

○

○

○

件数
625
922

○

1696
530
333

○

45
36

244
○

115
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標物等から館側で緯度経度に置き換え、さらに、国土地

図３の地図は、国土交通省国土政策局「国土数値情報」

理院の標高 API により各地点の標高値を取得した。デー

（行政区画）から作成した現富山市と旧市町村の行政区

タは、表計算ソフトウェアのエクセルで調査項目毎に

画を Google マップ上で表示したものである。主な河川

取りまとめた。ウェブサイトおよび館内に掲示した分

名、旧市町村名を表記したので、本報告書の分布図を見

布図は、エクセルでの集計データを基に Google Maps

る時の参考にしていただきたい。

JavaScript API v3 を利用して地図上に表示した。
５

各年度の結果報告方法

各調査項目の分布図等の結果をホームページに表示す
ると共に、当館２階ロビーに掲示場所を常設し、随時更
新した。また、各年度末には、調査報告会と次年度の計
画説明会を開催した。
６

本報告書の分布図作成方法

分布図のプロットは、エクセルの集計データから必要
なレコードを抽出し、エクセル上で散布図として作成し
た。背景となる標高と行政区画は国土交通省国土政策局
「国土数値情報」
（標高・行政区画）をもとに、CSV ファ
イルに置き換えたうえでエクセルに取り込んだ。図 2 は、
調査員からの全報告デ−タ、総数 5816 件をプロットし

図2

標高にあわせて濃淡をつけた富山市の地図
全データ 5816 件をプロットした。

たものである。

富山市

図３

5

富山市および周辺の地図

Google マップ上で旧市町村の境界線を示した。
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ウェブサイトに載せた調査のポイント
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ウェブサイトに載せた調査のポイント
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ウェブサイトに載せた調査のポイント

ミシシッピアカミミガメとして扱っています。
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ウェブサイトに載せた調査のポイント
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■調査結果の概要

査でクマゼミが複数例確認された。今後も特にクマゼ
ミについて注意していきたいものである。

調査員から寄せられた分布や開花日、採取地情報は総
数 5816 件であった。標高で濃淡をつけた富山市の地図
に全地点を示した（図２）
。

アオマツムシの分布※：富山市の平野部のほぼ全域に
生息域が広がっていることが確認できた。市街地で

調査は、私たちの身近な自然を調べることであったの

は、街路樹や庭木の樹上の多くで鳴き声が聞かれ、田

で、調査員が居住する平地からの報告が多かった。ただ

園地では住居の樹木や街路樹、単木のカキノキで聞か

し平地であっても調査員が居住しない地域からの報告は

れた。住居のまばらな水田周囲の草本上では聞かれな

少なかった。山岳地からの報告はなく、最高所は市東部

かった。鳴き声が確認できた最も高い地点は、標高約

の有峰（標高約 1100m）で、これはカッコウの鳴き声

300m だった。

や土の採取地である。
市南部の報告地点は国道 41 号沿いに集中している。

ホタルの分布※：ゲンジボタル、ヘイケボタルの２種の
報告があった。今回の調査では、全体として報告件数

■各調査項目の結果概要

が少なく、特定地域に偏っていた。市街地からの報告

ヒメオドリコソウの分布※：平野部から丘陵地にかけて、

い所からのヘイケボタルの報告が無かったことが気

広い範囲に分布していることが確認できた。川や用水

にかかる。水田からのヘイケボタルの発生が減少して

路沿いの土手をはじめ、畑や植え込み、道路の法面な

いることの反映だろうか。

はなかった。八尾町周辺部のゲンジボタルの報告の多

ど、土が見える程度に草刈りが行われる場所によく生
育していた。最も高い生育地点は、標高約 650m だっ

アカトンボの分布：市内で生息が予想される 11 種のう

た。旧市街の範囲のメッシュ地図比較では、1995 年

ち、8 種が報告された。アキアカネ、ノシメトンボ、

以降の 21 年間の増加率は約 2.8 倍であった。

ナツアカネ、ミヤマアカネの 4 種では平地・丘陵地
から報告があり、マユタテアカネ、ヒメアカネでは丘

ヒガンバナの開花日※：平野部と丘陵地の人里に普通に

陵地から報告があった。キトンボ、ネキトンボは空港

生育していることが確認できた。旧市街の範囲のメッ

スポーツ緑地と城南公園からのみだった。種数とし

シュ地図比較では、1995 年時から特に増えているこ

ては多かったが、報告場所が少なかったのは残念だっ

とはなかった。2012 年の開花期間が数日遅れていた

た。アカトンボ類は同定が難しいことから、採集個体

が、富山市内においては、どの年も秋の彼岸の頃には、

もしくはその映像を提出していただくようにした。こ

咲いていることが確認できた。また、花盛りとなる期

のため、報告数が少なくなったのかもしれない。

間は標高による影響を受けないことが分かった。
カエルの分布※
ソメイヨシノの開花日：人里の公園や緑地、学校などに

トノサマガエル：郊外の水田地帯や、山林がある射水丘

よく植えられている。市街地中心部を流れる松川のソ

陵東部、山田川沿いの集落の水田から報告があった。

メイヨシノは、富山地方気象台の標本木より平均して

また、市街地の周辺に水田があるような所や住宅地か

3 日早く咲くことが確認できた。また、開花前線が

らも発見された。一昔前と比べるとその分布域は縮小

低地から標高 50 〜 100m に達するまでには約 2 日、

していると思われる。

100 〜 150m に達するまでにはさらに約 4 日かかる
ことが分かった。

ウシガエル：射水丘陵や呉羽丘陵、山間部の水田地帯
（山田地域）の溜池や海岸に近い平地の沼等で確認さ
れた。1927 年に県内に導入されて以来、現在も子孫

セミの分布※：報告された種は、報告数の多い順に、ア

が市内に生き残っていると思われる。

ブラゼミ、ニイニイゼミ、ツクツクボウシ、ヒグラシ、
ミンミンゼミ、ハルゼミ、クマゼミ、エゾハルゼミの

ミシシッピーアカミミガメの分布：富岩運河の広い範囲、

8 種だった。富山県で記録のあるセミ類のうち平地か

市街地の川や公園、呉羽丘陵や射水丘陵東部の溜池、

ら丘陵地に見られるセミ類のほぼ全てが報告された。

山地の池等で確認された。放棄されたものが多いと思

山地性の種（エゾゼミ類）や秋に出現する種（チッチ

われる。

ゼミ）の報告がなかったのは残念だったが、今回の調
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カッコウの分布※：夏鳥のカッコウは、市街地の住宅が

性雨に地域汚染の影響が現れやすく、降水量が多くな

ある場所から郊外の水田地帯、山地から鳴き声が聞か

ると広域的な汚染の影響が現れやすくなると考えら

れた。市内の広い範囲に生息していると思われる。旧

れた。前回調査とは雨の採水方法が異なるので、今回

富山市内の渡来分布域は前回の調査時（1994、1995

の結果との対比は難しいが、2015 年度の結果は、強

年）とあまり変化していないと思われる。

い酸性雨は年間をとおして１ヶ所でしか観測されず、
酸性雨が弱かった年と言える。

カワセミの分布※：平地の小河川や用水、丘陵の溜池や
ダム湖などから少数の報告があった。旧富山市内の

土の色：115 データが集まり、新版標準土色帖（小山・

神通川中流域周辺の生息状況は前回の調査時（1994、

竹原，2013）に基づき 48 色に分類された。データ

1995 年）とあまり変化していないと思われる。

数が少なく、本調査の結果のみで市内の土壌の色傾
向について述べることは難しいが、データ数の割に

カルガモの分布※：神通川（平野部から上流の神通川第

多くの色が見られた。また、様々な場所からデータが

二ダム湖まで）
、常願寺川、熊野川、白岩川等の大き

集まったことで、地形ごとの特徴も少し見えた。今後

な河川、いたち川、松川、赤江川などの小河川、市街

データ数が増えることで、より市内の土壌に関しての

地や郊外の池、用水、水田、丘陵の池等で観察された。

理解が深まるものと考えられる。

旧富山市内の神通川右岸流域の生息域は前回の調査
時（1993 〜 1995 年）とあまり変化していないと思
われる。
スズメの分布：市街地の中心部から郊外の住宅地及び水
田地帯から多くの報告が寄せられたが、山間部の集落
からの報告は少なかった。巣がある場所は、主に民家
の屋根瓦の隙間や道路標識のパイプの穴等であった。
市内のスズメは人の生活場所で生息しているといえ
る。
キジの分布：郊外の水田地帯や神通川、常願寺川、熊野
川等の河川、市街地の公園や草地、山麓の集落等、広
い範囲で確認された。オスの鳴き声等から、繁殖期は
4 〜 7 月と思われる。
ニホンジカの分布：射水丘陵や八尾地域の山間集落で確
認された。報告数は少なく、一般市民には目撃されに
くいと思われるが、今後の分布の拡大等の動向に注意
が必要である。
酸性雨※：富山市内各地で 2013 年から 2015 年の６月、
９月、12 月、３月の年４回、それぞれ連続８日間の
観測期間を設定して酸性雨の一斉調査を行った。その
結果、pH4.0 〜 4.3 の強い酸性雨が現在でも市街地を
中心に降っていることが分かった。強い酸性雨が降っ
た頻度は年によって異なり、2014 年度が最も多く、
市街地の広い範囲で１回は強い酸性雨が降り、しか
も、pH3.6 〜 3.9 の非常に強い酸性雨も一部で観測さ
れた。また、一日毎の観測結果を解析して酸性雨の原
因について検討したところ、降水量が少ない場合は酸
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■市民参加型調査の意義と成果

が多く集まった。また、名前を知りたい生物などの写

広い範囲を同時に調べることができた。

果的に利用されていた。

真を送信して、学芸員から返信を受け取ることにも効

生物の分布状況や開花時期等から地域の環境を考
える、いわゆる生物指標調査は、広い範囲を同時に調

うまくいかなかった点

べる必要があり、市民の協力がなければ成立しないも

どの項目も調査の初年度には多くのデータが集

のである。図 2 の全調査地点の密度の高さや各調査

まったが、2 年目以降は減少する傾向にあった。また、

項目の結果には、その成果が表れている。

調査報告会の参加者数が年々少なくなっていった。調

市民の日常的な生活圏は、主に富山平野の平坦地

査員のモチベーションを長期間保つには、現地観察会

であることから、移動にはあまり無理なく調査を進め

やより頻繁な有用情報の提供を行うなどの努力が必

ていただけたようである。調査員の多い市街地では、

要と思われた。

動かない植物を中心に充分なデータを得ることがで

マクロ写真または実物を必要としたアカトンボと

きたが、丘陵地や郊外、山地のデータは思うようには

ホタルの調査は、同定の精度は大変高いものになった

集まらなかった。

が、参加した調査員は数人に留まった。また、土の色
調査も土を採取して持ち込む必要があり、参加した調

身近な自然への関心を高めることができた。
196 名の調査員の内訳は、個人参加の大人が 60％
を占め、次いで小中学生の子供を持つ家族が 30％、
大人のみの家族などが 10％であった。
寄せられた感想の中には、
「子供と一緒に身の回り

査員は限られ、一部の調査員が多数の地点で採取した
ことで一定の件数が確保された。
これら報告データの不足する調査項目については、
学芸員が文献調査や現地調査を行って補う必要が
あった。

の自然に目を向ける機会になった」
、
「この調査がな
ければ行かないような場所に出向き、ヒガンバナや
いろんな草があることに気づいた」
、
「同じ場所の季節
変化を意識したのは初めて」
、
「外来植物のヒメオドリ
コソウがとても多くて驚いた」
、
「通勤などの移動時も
調査の項目が気になった」
、
「年によってホタルの数に
多い、少ないがあり、乱舞する年は見事だった」
、
「ソ
メイヨシノが咲く日の違いで、富山にもヒートアイラ
ンドがあることが感じられた」
、
「酸性雨の酸性度が場
所によって違う理由をもっと知りたい」などがあり、
調査に参加された方々が、身の回りの自然環境に関心
を持ち、その変化に目を向けていたことが伺える。
学芸員と市民との交流が深まった。
館のホームページには調査項目毎に分布図を表示
し、随時更新した。各年度末に開催した報告会と次年
度の計画説明会は、学芸員との意見交換や地域の生き
物の話題を楽しむ場にもなり、参加者との交流を深め
ることができた。
インターネット環境、電子メールの活用が進んだ。
電子メール等の普及により、全参加者に一斉にメッ
セージを送ることができたことは、調査方法の説明
や開始時期の連絡など、調査を進める上で大変効果
的であった。調査員にとっても電子メールで「見た」
、
「聞いた」の報告を送ることは簡便であり、データ数
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■ヒメオドリコソウの分布

結果

はじめに

図（図４）からは、富山市内の低地及び呉羽丘陵を含む

ヒメオドリコソウは、早春にピンク色の小さな花を咲

４年間の調査で全 625 件のデータが集まった。分布
低山のほぼ全域に分布していることが分かった。

かせる高さ 15 〜 30cm の 2 年草である。全体に細かな

旧市内の範囲において、ヒメオドリコソウが分布し

毛が生え、越冬中の葉は緑色であるが、花の咲き始め頃

ている区画数を新旧で比較したところ（図 5）
、1991

には暗い赤紫色に変わり、茎の上部で密に重なってつく

〜 1995 調査時は 45 だったものが、2013 〜 2016 調

様子が特徴的である。

査では 126 となり、約 20 年間の分布区画数増加率は

ヒメオドリコソウは、明治 26 年（1893）に東京駒

280％と算定された。区画総数 240 に対する分布率は

場で初めて記録された外来植物（長田 1997）で、富

52.5％となることから、ヒメオドリコソウは現在、ごく

山県では 1961 年に庄川町で、富山市では 1973 年に神

普通に見られる植物になっていると言える。
山地帯への分布状況は、標高 651m の牛岳登山口５

通大橋右岸堤防で初めて記録された。1980 年代には、
本種の県内各地への拡散に勢いがつき、人里の植物群
落の様子が変化してきたことから、富山市科学文化セン
ターは、1991 〜 1995 年にかけて行った市民による自
然環境調査の中で、本種の旧富山市内の分布状況を記録
した（図５，富山市科学文化センター編 1996）
。この
結果では、市街地及び郊外の住宅地、一部の農耕地な
どに分布が広がっているものの、呉羽丘陵や田園地帯の
メッシュにはかなりの空白がある状況が示されていた。
2010 年頃になると、市街地や川の堤防、畑地、道端な
ど至る所で普通に見られ、時に群生していることも珍し
くないなど、分布がさらに広がっていたことから、20
年間の分布拡大の実態を捉えることを目的としてこの調
査を行った。

図５

図４

ヒメオドリコソウの分布（2013 〜 2016 年調査、
データ数 625 件）

旧富山市の範囲内におけるヒメオドリコソウの分布推移
左：1991 〜 1995 調査（全 107 データ . 45 区画）
、右 2013 〜 2016 調査（全 429 データ . 126 区画）
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合目駐車場や標高約 610m の本宮家族旅行村など、標

布状況を定期的に把握することに加え、人里の生態系に

高 500m を越え 600m 台までの分布情報が 8 件寄せら

何らかの影響が出ていないか、調査を行う必要がある。

れた。一方、標高 710m の百間滑や標高 980m の立山
町称名滝駐車場、標高 1133m の有峰ビジターセンター

文献

では発見できなかったという報告もあった。これらの

長田武正，1977．原色日本帰化植物図鑑．保育社．

データからは、ヒメオドリコソウは標高 700m には達

富山市科学文化センター編，1996．32 万市民による自

していない様子がうかがえる。
今後も、平地及び低山地の人里においてはヒメオドリ

然環境調査報告書（平成３〜７年度）
．富山市科学文
化センター．

コソウの常在化が進行したり、山地帯においては、より
標高の高い土地へ拡散したりすることが懸念される。分

■ヒガンバナの開花日

結果

はじめに

327 件、2013 年：165 件、2014 年：205 件、2015

４年間の調査で 922 件のデータ（内訳 2012 年：

まっすぐに伸びた高さ 50cm 程の茎の先に真っ赤な

年：225 件）が寄せられ、1991 年から 1995 年調査

独特の形の花を咲かせるヒガンバナは、古い時代に日本

（富山市科学文化センター編 1996）の 262 件と合わせ

に伝来した帰化植物で、北海道を除く日本各地の人里に

て 1184 件のデータとなった。分布図（図 6，7）から、

生育する。秋の彼岸（９月 20 日〜 27 日前後）の頃に

ヒガンバナは市内の低地及び丘陵地のほぼ全域に分布し

咲くことが名の由来だと言われている。ヒガンバナは富

ていることが分かった。また、市街地中心部には集中的

山市においても、毎年この時期には開花している株が多

に存在することが読み取れる。市街地のデータ数が多い

いようであるが、その実態を正確に調べた調査はない。

のは、松川縁や街路樹の下などの人目に付きやすい場所

花期のヒガンバナは遠くからでも見つけやすく、同定ミ

に株があることに加え、調査員の密度が高く住宅地の小

スはほとんど起こらないことに加え、単一クローン（栗

さな株も網羅的に記録されたためであると考えられる。

田 1998) であるために地域による個体差がないことも
大勢で行う開花時期調査には適している植物である。調
査は、2012 〜 2015 年の４年間行い、ヒガンバナの開
花期間は年により変動するのか、標高の違いによって咲
く時期に差があるのかを把握することを目的として調査
を行った。
送られてきた写真から株や群落の大きさ及び開花度を
読み取った。開花度は、叢全体の茎数に占める開花茎数
の割合を目測により判定したもので、咲き始めから満開
までを０〜 100％として、満開から完全に萎れるまで
を 100 〜 200％として記録した。判定は筆者またはデー
タ入力担当の高橋あい氏が行った。
図６

ヒガンバナの分布（2012 〜 2015 年調査、デ−
タ数 922 件）
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旧市内の範囲において、ヒガンバナの分布状況を
1991 〜 1995 調査時と 2013 〜 2016 調査時とで比較
したところ（図 7）
、分布区画数は 98 から 112 と 14％
増加していたが、全体の分布傾向には大差はないようで
ある。今回の採取データ数が前回の 2.6 倍になっている
ことに比して、わずか 14％の区画数増であることから、
今回の調査により前回調査の見落としを概ね補い、実態
に近づいたと思われる。旧市内においては、この 20 年
間のヒガンバナの分布範囲の広がりや縮小はほとんどな
かったものと考えられる。
市街地中心部を拡大した分布図（図８）からは、商業

図８

市街地中心部のヒガンバナの分布
Google マップ上に示した。円内にはヒガンバナ
は分布していないようである。

図９

富山市猪谷付近のヒガンバナの分布
Google マップ上に示した。

地区やオフィス街ではヒガンバナは全く記録されず、こ
の地区を取り囲む松川縁や住宅地の多いエリアで多数記
録されていた。山間地の分布図（図９）からは、集落毎
に生育している様子が読み取れ、ヒガンバナが人間の生
活に付随して分布している様子があらためて示された。
表２に、過去９年分の富山市のヒガンバナの開花期間
を示す（ただし、1995 年分はデータ不足につき不採用
とする）
。2012 年以降の開花期間が 1994 年までのも
のより長くなっているのは、調査員の数が増えたことで
精度が上がったためだと思われる。この表からは、どの
年も９月 19 日〜 10 月２日には必ずヒガンバナは咲い
ており、秋の彼岸の頃は花期のほぼ中心であることが確
認できた。2012 年は、開花の始まりが９月 19 日と最
も遅く、
咲き終わりも 10 月 16 日と最も遅い年であった。

図７

旧富山市の範囲内におけるヒガンバナの分布推移
左：1991 〜 1995 調査（全 262 データ、98 区画）
、右 2013 〜 2016 調査（全 659 データ、112 区画）
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表２

富山市のヒガンバナの開花期間

図10

標高とヒガンバナの「花盛りの時期」の関係
用いたデータは開花度 80 〜 120％のものとした。開花日は各標高帯におけるデータの平均値。標高帯は左項

の値より上〜右項の値以下の意。標高 200m より上（破線より上）のプロットはデータ不足であるため考察の
対象外とした。

標高によってヒガンバナの「花盛りの時期」に差があ

以上のことから、標高 200m 以下のヒガンバナが花盛

るかどうかを見るために、2012 年以降のデータから開

りとなる期間は、通常２〜５日に収まり、低標高のもの

花度 80 〜 120％のものを抽出し、50m 毎の標高と各

が早くなる（または遅くなる）ということはないことが

年の開花日の平均値との関係を図 10 に示した。ただし、

分かった。高さによる影響はほとんど受けないものと考

標高 200m より上のプロットは、データが著しく少な

えられる。

かったため考察の対象外とする。2012 年は標高 50 〜
300m の広い標高帯において同日に花盛りとなり、標高

文献

０〜 50m 帯ではこれらより１日遅かった。2013 年は

栗田子郎，1998．ヒガンバナの博物誌．研成社．

０〜 50m 標高帯のものは 50 〜 150m 標高帯のものよ

富山市科学文化センター編，1996．32 万市民による自

り３〜４日早く、2014 年も同様に２〜３日早かった。

然環境調査報告書（平成３〜７年度）
．富山市科学文

2015 年は０〜 50m 標高帯のものは 50 〜 100m 標高

化センター．

帯より 1 日遅く、
100 〜 150m 標高帯では８日遅かった。
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■ソメイヨシノの開花日

０〜 100％として、満開から完全に散るまでを 100 〜

はじめに

当の高橋が行った。

200％として記録した。判定は筆者またはデータ入力担

ソメイヨシノは河川沿いや公園などによく植えられて
いる高木で、春に淡いピンク色の花を枝いっぱいに咲か
せる姿が美しく、多くの市民に愛されている植物である。

結果
４年間の調査で全 1696 件のデータが集まった。その

花の萼筒下部が膨らみ、花柄とともに毛が生えているの

内 訳 は、2013 年 が 372 件、2014 年 が 349 件、2015

が特徴である。

年が 420 件、2016 年が 555 件である。

花期のソメイヨシノは遠くからでも見つけやすく、単

分布図から、ソメイヨシノは市内の低地及び丘陵地に広

一クローンであるために地域による個体差がないことか

く植栽されており、特に市街地中心部には集中的に存在

ら、広い地域を大人数で行う開花時期調査には適してい

することが読み取れる。市街地に多くのプロットが集中

る。

しているのは、調査員の密度が高いために、松川縁や公

富山市の市街地中心部を流れる松川の桜は、富山地

園、学校などの人目に付きやすい場所をはじめ、住宅地

方気象台の標本木より開花日が早いことが知られてい

の株までが網羅的に記録されたことによるものと考えら

る。東京都区部では、ヒートアイランドの影響でソメ

れる。市内で最も早く咲いたソメイヨシノの株の位置を

イヨシノの開花が早まることが観測されており（松本ら

図 12 に示す。2013 年は富山県民会館南側松川縁の株、

2006）
、富山市街地においても夏及び冬にヒートアイラ

2014 年は松川縁の３株といたち川の２株、2015 年は

ンド状態になっている ( 岡田ら 2010) ことから、松川

松川縁の１株と桜橋の１株、2016 年は松川縁の数株と

のソメイヨシノもヒートアイランドの影響を受けている

いたち川の１株に加えて護国神社境内の１株が、それぞ

可能性がある。

れ年に最も早く開花した株であった。これらはいずれも

調査は、2013 年〜 2016 年の４年間行い、松川縁を

松川縁またはその近接地点の並木であることから、富山

はじめ市内各地のソメイヨシノと富山地方気象台標本木

市内でソメイヨシノが最も早く咲く場所は、松川縁であ

との開花日の差、及び標高と開花日 / 満開日の関係を把

ると言える。

握することを目的とした。

松川縁と富山地方気象台を含め、同一地点で３〜４年連

通常、ソメイヨシノの開花過程は、暖かく晴れた日に

続的にデータが得られている地点を５カ所選び、開花日

は速く進行し、気温の低い雨天日にはあまり進まないた

と満開日を比較した（表３，表４）
。松川縁のソメイヨ

め、天候の巡り方次第で、各地の開花日等が左右される

シノは、標本木よりも開花日で２〜５日、満開日で１

ものであるが、本調査では平均的な傾向を数値化するこ

〜３日早かった。市南部郊外にある月岡中学校（標高

とをねらいとした。

79m）では、開花日、満開日共に標本木と同日か１日

送られてきた写真から開花度を判定してデータ入力

遅かった。白岩川下流で海岸に近い水橋水神社（標高３

を行った。開花度は、木全体に占める開花の面積を目

m）では、標本木より開花日で１〜２日、満開日で１〜

測により判定したもので、咲き始めから満開までを

３日遅かった。標高 175m の猿倉山スキー場では、標
本木よりそれぞれ５〜６日、３〜９日遅かった。
川縁のソメイヨシノが早く咲く原因には、岡田他
（2010）が明らかにした富山市街地の冬期のヒートアイ
ランドによる影響があると思われるが、開花日を左右
する花芽の休眠打破時期とその後の気温等の推移などの
条件（気象庁 1996，大貫 2012，2013）を、株毎に測
定して検証する必要がある。また、平野の内陸部で標高
80m ぐらいまでは、高度による開花日への影響はわず
かであるのに対し、標高 175m の山地に入ると急に遅
くなるようである。さらに、海岸近くでは、高度以外の
要因で開花日 / 満開日が２日程度遅くなることが分かっ
た。

図11

ソメイヨシノの分布図（植栽地点図）
（2013 〜
2016 年調査、データ数 1696 件）
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高度と開花日との関係を捉えるため、50m 標高帯ご

越える地点のデータがほとんど得られなかったため、

とのソメイヨシノの平均開花日、満開日との関係をそ

200m までの範囲を考察対象とし、以高の表示は参考に

れぞれ図 13、図 14 に示した。ただし、標高 200m を

とどめる。

2013 年３月 26 日

2015 年３月 27 日

2014 年３月 31 日

2016 年３月 26 日

図12

富山市内で最も早く咲いたソメイヨシノの位置（2013 〜 2016 年）
Google マップ上に示した。

表3

ソメイヨシノの開花日
開花日は、気象台の基準である「１本の木で５〜６輪以上の花が開いた状態となった最初の日（気象庁，
2016c）
」に準じ、並木の中で最も早く咲いた株で数輪〜 1％程度以上の花が開いたことが写真で判定できる日
とした。
（＋−）は、富山地方気象台標本木の値（気象庁 2016a）との日差。
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表４

ソメイヨシノの満開日

満開日は、気象台の基準と同様、１本の木で約 80％以上の花が開いた状態となった最初の日とした（気象庁
2016c）
。
（＋−）は、富山地方気象台標本木の値（気象庁 2016b）との日差。

富山県民会館
南側の松川縁

図13

富山地方気象台
の標本木

富山市
月岡中学校

水橋水神社
（白岩川下流）

猿倉山スキー場
レストハウス付近

標高帯とソメイヨシノの開花日の関係
用いたデータは開花度 1% 以下のものとした。開花日は各標高帯に含まれるデータの平均値。標高帯は左項の
値より上〜右項の値以下の意。

図14

標高帯とソメイヨシノの満開日の関係
用いたデータは開花度 80 〜 90％までのものとした。その他の条件は図 13 と同じ。

標高０〜 50m 帯と 50 〜 100m 帯との開花日の差は、

標高０〜 50m 帯から 50 〜 100m 帯との満開日の差

2013 年と 2015 年が１日、2014 年は３日、2016 年は

は、2013 年は１日、2014 年は０日、2015 年と 2016

２日であり、平均約２日となった。さらに、標高 50 〜

年は２日であり、平均約 1.3 日となった。標高 50 〜

100m 帯と 100 〜 150m 帯との開花日の差は、2013

100m 帯と 100 〜 150m 帯との満開日の差は、2013

年は５日、
2014 年は２日であり（他の年はデータなし）
、

年が 3 日、
2014 年が 0 日であり（他の年はデータなし）
、

平均約４日となった。富山市内における開花前線の進み

平均約 1.5 日となった。さらに、標高 100 〜 150m 帯

方は、標高０m から約 100m までは速く、これより高

と 150 〜 200m 帯との満開日の差は、2013 年が 0 日、

い場所では、進み方がやや遅くなるようである。

2014 年が 2 日であり（他の年はデータなし）
、平均約
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1.5 日となった。標高 200m までの満開前線の進み方は、

松本太・三上岳彦・福岡義隆，2006．ソメイヨシノの

標高帯に関係なく 50m ごとに平均 1.5 日程度であり、

開花に及ぼすヒートアイランドの影響 - 東京都区部を

開花前線の進み方よりも速いことが分かった。

例として．地理学評論 79（6）
，322-334．
岡田拓・天野智順・能登勇二，2010．富山市のヒート

文献
気象庁，1996．新しいサクラの開花予想．気象庁解説
資料第 24 号．
気象庁，2016a．さくらの開花日 (2011-2016 年）
．
http://www.data.jma.go.jp/sakura/data/
sakura003̲06.html（2017 年１月 11 日閲覧）
．

アイランド現象とその特徴．土木学会中部支部研究発
表会講演概要集Ⅱ -029，173-174．
大貫信彦，2012．桜の開花予想に関する考察．日本気
象予報士会第 4 回研究成果発表会講演資料．
大貫信彦，2013．桜の開花予想に関する考察 - 第 2 報 -．
日本気象予報士会第５回研究成果発表会予稿．

気象庁，2016b．さくらの満開日 (2011-2016 年）
．
http://www.data.jma.go.jp/sakura/data/

（担当学芸員 太田道人）

sakura004̲03.html（2017 年１月 11 日閲覧）
．
気象庁，2016c．さくらの開花日と満開日．
http://www.data.jma.go.jp/sakura/data/
sakura2012.pdf（2017 年１月 11 日閲覧）
．
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−

昆虫

−

■セミの分布

地から寄せられた。小学生からは、アブラゼミ・ツクツ

はじめに

チゼミが市内の全域から広く報告が寄せられた。ただ、

クボウシ・ニイニイゼミ・ヒグラシ・ミンミンゼミ・チッ

富山のセミの季節は、５月アカマツ林のハルゼミに始

中には名称の取り違えと考えられ、信頼できる分布情報

まり、秋のアカマツ林やスギ林のチッチゼミまで、春か

として取り上げられない報告もあったことから、今回の

ら秋まで何かのセミの声が聞かれるが、多いのはやはり

調査では、確実な分布資料を得るため、抜け殻、鳴き声、

夏である。

写真によって確認を行った。

山地ではエゾゼミの仲間が鳴き、平地から丘陵地にか
富山県のセミ類

けてはニイニイゼミが 7 月初旬から、中・下旬になる

富山県から記録のあるセミは、以下の表 5 のように

とヒグラシ、アブラゼミが鳴き出す。ミンミンゼミ、ツ

12 種である（田中 1979）
。

クツクボウシは 8 月に入ってからが鳴く季節となる。
セミの仲間はたいへん長生きな昆虫で、アブラゼミや

富山市域は、海岸から海抜約 3000 ｍの高山までとた

ミンミンゼミは 6 年前後も幼虫で地中で過ごす。ニイ

いへん広く、表 5 のセミ類全種が記録される可能性が

ニイゼミやツクツクボウシなどの小形のセミは３〜４年

ある。

で成虫になるといわれ、地上に出て成虫で過ごすのはせ
結果

いぜい１ヶ月くらいであり、セミは、土の中が主な生活

市民自然調査でのセミ類調査は、2012 年から 2014

場所である土壌動物と言えよう。
セミの成虫は、エゾゼミ類のように鳴き声だけでは同

年までの３年間行われ、市内の平地全域から山地にかけ

定のむずかしい種もいるが、多くの種では鳴き声で容易

て 275 件の成虫（主に鳴き声での確認）
、253 件の抜け

に種の特定が可能であり、抜け殻は採集が容易で同定も

殻、および 2 件の幼虫の、合計 530 件の報告があった。

さほどむずかしいものではない。また、抜け殻の存在は、

報告された種は、報告数の多い順に、アブラゼミ、ニイ

その個体の生息場所を直接的に示すので、市民による自

ニイゼミ、ツクツクボウシ、ヒグラシ、ミンミンゼミ、

然調査等にはたいへん用いやすい昆虫である。

ハルゼミ、クマゼミ、エゾハルゼミの 8 種である。富

前回の富山市民による自然環境調査（富山市科学文化

山県で記録のあるセミ類のうち平地から丘陵地に見られ

センター編 1996）では、目撃情報を報告いただいた。

るセミ類のほぼ全てが報告されたことになるが、山地性

一般の方からは、アブラゼミ・ツクツクボウシ・ニイニ

の種（エゾゼミ類）や秋に出現する種（チッチゼミ）の

イゼミ・ヒグラシの報告が市内のほぼ全域から、また、

報告は無かった。今回の調査でクマゼミが確認されたの

ミンミンゼミ・チッチゼミ・ハルゼミの報告が主に山林

は注目に値する。

表5

富山県のセミ類

セミの種類
ハルゼミ
エゾハルゼミ
ニイニイゼミ
ヒグラシ
クマゼミ
アブラゼミ
ミンミンゼミ
エゾゼミ
アカエゾゼミ
コエゾゼミ
ツクツクボウシ
チッチゼミ

鳴き声
ムゼームゼー…
ミョウキーンミョウキーン
チー（ジー）
カナカナカナ…
センセンセンセン…
ジージリジリジリ…
ミーンミーンミー
ギー
ジー
ジー
ツクツクホーシ…
チッ・チッ・チッ…
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成虫期
5−6月
6−7月
7−8月
7−8月
7−8月
7−9月
7−9月
7−8月
7−8月
7−9月
8−9月
8 − 10 月

生息場所
平地・丘陵地のマツ林
山地のブナ・ミズナラ林
平地・丘陵地
平地〜山地のスギ林
平地でごくまれに
平地〜山地
平地〜山地
山地のアカマツ・ブナ・ミズナラ林
山地のブナ・ミズナラ林でまれに
山地のブナ・ミズナラ林、亜高山にも
平地・丘陵地
丘陵地・山地のマツ・スギ林

発生期間
表６で示すように、各種の成虫の
見られる期間は、ハルゼミでは５・
６月、エゾハルゼミは 6 月、ニイ

表６

各種の報告時期
セミの種類

アブラゼミ

ニイゼミは６月下旬から８月下旬、
ヒグラシは７月上旬から８月中旬、

状

態

成

虫

7 月 14 日 - 9 月 27 日

67

抜け殻

7 月 14 日 -10 月 17 日

133

幼

8月 2 日

虫

時期

アブラゼミは７月中旬から９月下
旬、ツクツクボウシは７月下旬から
10 月上旬、ミンミンゼミは８月上
旬から９月下旬、クマゼミは８月で
あった。これは日頃の感覚と相違す

抜け殻

6 月 24 日

1

クマゼミ

成

虫

8 月 8 日 - 8 月 26 日

2

ツクツクボウシ

成

虫

7 月 29 日 -10 月 4 日

81

抜け殻

7 月 29 日 - 9 月 4 日

17
計

ニイニイゼミ

成

ミでは７月中旬から８月中旬に、ツ
クツクボウシでは８月中旬から９
月上旬に特に報告数が多くなってお

6 月 29 日 - 8 月 29 日

85

抜け殻

6 月 26 日 - 9 月 4 日

80

幼

8月 4 日

虫

成

生息場所

5 月 23 日 - 6 月 13 日

5

抜け殻

5 月 23 日 - 6 月 17 日

2
計

ヒグラシ

成

アブラゼミは、海岸部から平地全

7 月 4 日 - 8 月 15 日

14

抜け殻

7 月 14 日 - 9 月 3 日

15
計

ミンミンゼミ

成

全域、丘陵地まで広く確認されてい
る。

7

虫

域、丘陵地まで広く確認されている。
ニイニイゼミは、海岸部から平地

166

虫

図 15 に各種が報告された場所を
幼虫での報告全てが含まれている。

1
計

ハルゼミ

98

虫

り、これも日頃の感覚と相違すると

示した。これには、成虫・抜け殻・

201

エゾハルゼミ

た、報告数の多かったニイニイゼミ

ころは無いものと思われる。

1
計

るところは無いものと思われる。ま
では７月上旬から下旬に、アブラゼ

報告件数

29

虫

8 月 3 日 - 9 月 27 日

21

抜け殻

8 月 22 日 - 9 月 3 日

5
計

ツクツクボウシは、海岸部から平

総計

地全域、丘陵地まで広く確認されて

26
530

いる。
ヒグラシは、平地ではごく一部の樹木の茂る所から報
告があったが、そのほとんどが丘陵地から山地下部のも
のである。
ミンミンゼミは、富山市の市街地以北では確認されず、

しているだろうか。
エゾハルゼミは、山地の一カ所からの報告となったが、
山地に広く生息しているものと考えられるので、今後の
調査・報告が待たれる。

呉羽丘陵以南の報告があった、平地では神通川沿いの一

今後の課題は、より山地側での各種の生息確認場所と

部で確認されているが、ほとんどが丘陵地から山地下部

春から秋までより長い期間の調査であり、それによって

にかけてである。

山地性の種の確認、各種の分布上限、成虫期のより詳し

ハルゼミは、丘陵地の一部から報告があったが、以前

い情報が得られることになる。

より産地・個体数が減少しているようだとの報告者の声
がある。
クマゼミは、
市街地と郊外の 2 カ所から報告があった。
これは鳴き声による確認であり、成虫・抜け殻はまだ得

文献
田中忠次，1979．半翅目．富山県昆虫研究会編「富山
県の昆虫」
（富山県）
：91-122．

られていない。また、
報告のあった場所でその翌年、翌々

富山市科学文化センター編，1996．32 万市民による自

年の確認はできなかったことから、その場所で定着発生

然環境調査報告書（平成 3 〜 7 年度）
．富山市科学文

をしているとは言えないが、数年後にはどのように変化

化センター．
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図 15

アブラゼミ

ニイニイゼミ

ツクツクボウシ

ヒグラシ

ミンミンゼミ

ハルゼミ

クマゼミ

エゾハルゼミ

市民自然調査でのセミ類確認地点（成虫・抜殻をあわせた）（2012 〜 2014 年調査、データ数 530 件）
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■アオマツムシの分布

ことから、分布変動の調査に利用しやすい昆虫である。

はじめに

布変動を確実に捉えるためにも必要なことであろう。

今日での分布境界を明らかにしておくことは、今後の分

アオマツムシはよく知られている外来昆虫で、今日で
は本州・四国・九州に広く分布し、太平洋側では岩手県、
日本海側では山形県が分布北限である（日本直翅類学会
2006）
。

富山県内のアオマツムシ分布
根来は協力者と共に、2012 年から 2014 年までの 3
年間、富山県内各地でアオマツムシの分布調査を行い

富山県での記録としては、1984 年秋に富山大学構内

（根来・澤田 2013，2015，澤田・根来 2014）
、富山県

で鳴き声が確認されていて、これが確実な最初のもので

内でのアオマツムシ分布の現状を把握した。その結果は

ある（根来・瀬川 1988）
。

図 17 に示すとおりで、その概要は、根来・澤田（2015）

富山県内での生息確認場所は、1988 年時点では、富

に以下のように述べられている。

山市街地の一部と市街地近隣の呉羽丘陵の一部に限られ

「鳴き声が確認出来た最も標高の高い地点は、西部・

ていたようであるが、その後、富山市街地の街路樹や公

東部とも標高 600 ｍ、多くの尾根筋では 400 〜 500 ｍ

園の植栽を中心に広がっていった。1993 〜 1995 年に

となっている。谷筋では西部・東部とも標高 300 ｍ程

行われた前回の市民自然環境調査（富山市科学文化セン

度までは鳴き声の確認できる場所がある。中部でも谷筋

ター編 1996）では、富山市街地、呉羽丘陵周辺のみで

では標高 300 ｍ程度までは鳴き声が確認できるが、い

なく郊外の海岸近くや市域南方の丘陵地近くからも報告

ずれも 350 ｍを超えると谷筋では鳴き声の確認ができ

があった
（図 16）
。1995 年〜 2000 年頃には、
高岡市街、

ない。

砺波市街、魚津市街、黒部市街、また、庄川河川敷、常

西部の多くの谷筋では 300 ｍ前後まで鳴き声が確認

願寺川河川敷、富山市郊外の雑木林等でも鳴き声が確認

できたのに比べ、東部の多くの谷筋ではおおよそ 200

されるようになった（根来・荒木 1999）
。

ｍを超えると鳴き声が聞かれず、富山県東部と西部では

現在では、富山平野一円で 8 月下旬から 10 月下旬に
かけ、夜間（9 月下旬からは昼間にも）うるさいほどに
鳴き声が聞かれるようになっている。

分布標高に差があると言ってもよいと思われる。
平地の田園地域で住居が散在し、樹木のまばらな地域
での観察では、富山県北西部に隣接する石川県津幡町で

しかし、その生息場所の詳細や分布がどれくらい山間

は、水田に囲まれた住居の庭木や水田周囲の単木のカキ

部にまで至っているかについての情報は無く、現時点で

ノキ、水田脇の狭い畑地のススキ等の背の高い草本上で

の明確な分布地点や分布境界等は明らかではなかった。

もアオマツムシの鳴き声が聞かれる。富山県内の小矢部

アオマツムシは、鳴き声による生息確認が容易である

図16

前回の市民自然環境調査でのアオマツムシの分布
（富山市科学文化センター編 1996）

市の田園地域、魚津市の田園地域でも同様であったが、

図17 富山県内のアオマツムシの分布
（根来・澤田 2015 より）
注意：この分布図には、今回の富山市内での市民調査の
結果は入っていない。
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砺波市や南砺市福光町、立山町の田園地域では住居の樹

結果

木や街路樹、単木のカキノキでは聞かれたが、水田周囲

市民自然調査でのアオマツムシ鳴き声調査は、2012

の草本上では聞かれなかった。また、県東部の黒部市・

年から 2014 年までの３年間行われ、富山市内から、８

入善町・朝日町においては、住居や樹木の連続する場所

月中旬から 10 月下旬（表７）まで、市内の平地一円か

では、樹上や水田脇の背の高い草本で鳴き声が聞かれた

ら丘陵地にかけて 333 件の鳴き声の報告があった。既

が、住居や樹木がまばらになると、住居の庭木や水田周

に平野部のほぼ全域に生息域が広がっていることが確認

辺では鳴き声は聞かれなかった。
」

でき、市内の分布の様子はほぼ分かったものと思われる
（図 18）
。

表７

鳴き声の報告があった月旬
月

旬

報告件数

富山市内でのこれらの報告からは、
「市街地では、街
路樹や庭木の樹上の多くで鳴き声が聞かれ、田園地域で
は住居の樹木や街路樹、単木のカキノキでは聞かれたが、

8 月中旬

1

8 月下旬

15

鳴き声が確認出来た最も標高の高い地点は、標高 300

9 月上旬

39

ｍ程度である。
」と要約できる。この結果は、上記の富

9 月中旬

138

9 月下旬

72

10 月上旬

53

今後の課題は、より山地側でのアオマツムシ生息確認

10 月中旬

12

場所の追加で山地側の分布上限の確定と、その変化の追

10 月下旬

3

計

333

住居のまばらな水田周囲の草本上では聞かれなかった。

山県内での調査結果と特に違いは認められなかった。こ
れだけ詳しく正確に生息場所が確認された昆虫は富山県
では本種のみであろうと思われる。

跡である。
文献
根来

尚・荒木克昌，1999．高岡市でのタンボコオロ

ギの採集記録．富山市科学文化センター研究報告，
22：143-144．
根来

尚・澤田昭芳，2013．富山県におけるアオマツ

ムシの分布資料．富山市科学博物館研究報告，37：
103-105．
根来

尚・澤田昭芳，2015．富山県におけるアオマツ

ムシの分布資料への追加Ⅱ．富山市科学博物館研究報
告，39：93-94．
根来 尚・瀬川哲夫，1988．富山県の直翅類（Ⅰ）
．富
山市科学文化センター研究報告，12：37-95．
日本直翅類学会編，2006．バッタ・コオロギ・キリギ
リス大図鑑．北海道大学出版会．
澤田昭芳・根来
図18

市民自然調査でのアオマツムシ鳴き声確認地点
（2012 〜 2014 年調査、データ数 333 件）

尚，2014．富山県におけるアオマツ

ムシの分布資料への追加．富山市科学博物館研究報告，
38：127-128．
富山市科学文化センター編，1996．32 万市民による自
然環境調査報告書（平成３〜７年度）
．富山市科学文
化センター．
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■ホタルの分布
はじめに
ゲンジボタル、ヘイケボタルは梅雨の頃の風物詩とし
てよく知られている昆虫である。かつては至る所で見ら
れたものだが、用排水のコンクリート化などによって、
また、かつての農薬多用によって、現在では普通に見ら
れるというものではなくなってしまった。
ゲンジボタルが見られる場所は、丘陵地から平地にか
けての小河川や用水で、ヘイケボタルはそのような所の
周辺の水田である。ゲンジボタルのほうが、ヘイケボタ
ルより生息環境が限定され、また、体が大きく光も強く
目立ち、人里付近の良い水環境のシンボル・指標とされ

図19

前回の市民自然環境調査でのゲンジボタルの分布
（富山市科学文化センター編 1996）

図 20

前回の市民自然環境調査でのヘイケボタルの分
布（富山市科学文化センター編 1996）

ている。
近年は、水環境の改善が進み、ゲンジボタルの復活増
加が認められる所が増えてきている。ただ、その一方で
用排水のコンクリート化が進められている所もあり、単
純に増加しているとは言えないが、水質の一層の改善、
用水環境の自然化、年間通水などを行えば、今後より増
えてくる可能性がある。
ゲンジボタルの復活が見られる反面、水田耕作方法の
変化、使用農薬の変化などによって水田からのヘイケボ
タルの発生が減少している（レッドデータブックとやま
2012）
。
成虫が光を出すホタルとしてもう一種、陸上性のヒ
メボタルが富山市大沢野地区から報告があるが（レッド
データブックとやま 2012）
、一例のみでその後の報告
はない。平野部で本種の見られる可能性は無いものと思
われる。
ホタルは夜間発光するため存在の確認は容易で、種の

イプでは 4 秒である。また、長野県、静岡県には 3 秒

確認も比較的容易であり生息調査に適した昆虫である。

のタイプがいる。
）
。草の露をなめる程度で餌は食べない。

前回の市民自然環境調査（富山市科学文化センター編

卵は約 1 カ月後の 7 月に孵化する。孵化した幼虫は、

1996）では、一般の方々からは、市街地を除く広い範

すぐ水中に入る。幼虫は約 10 カ月、カワニナを食べ成

囲からヘイケボタルの報告が、郊外の河川や用水沿い

長する。6 回脱皮し、
終令幼虫となる。終令幼虫は、
4 月中・

の数カ所からゲンジボタルの報告が寄せられた（図 19，

下旬の雨天の夜、上陸し、土中に潜り蛹化する。約 50

20）
。小学生からは市内の全域から広くゲンジボタル、

日後羽化する。幼虫は、年中枯れることなく汚染の無い

ヘイケボタルの報告が多数寄せられた。ただ、中には信

流水中に生息し、水温は低く、溶存酸素が多い必要があ

頼できる分布情報として取り上げられない報告もあった

る。また、餌となるカワニナが多いこと、底面は石もし

ことから、今回の調査では、確実な分布資料を得るため、

くは石と砂地、護岸は板や石積みが望ましく、蛹化場所

写真もしくは採集個体での確認を行った。

となる土手が必要である。成虫は明るい場所を避けるの
で、灯火のない暗い場所で成虫の隠れ場所となる草地、

ゲンジボタルの生活
5 月下旬から 6 月にかけて羽化したメスは、交尾後、

樹木が必要で、水辺に産卵場所となる湿ったコケ類が必
要である。

川岸のコケなどに卵を産みつける（1 頭につき 500 個
前後）
。成虫の寿命は 1 週間程度である。集団明滅（離
散的個体の明滅とは異なる）の周期は 2 秒（東日本タ

ヘイケボタルの生活
ヘイケボタルの場合は、生活史はゲンジボタルとほぼ
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図 21 に、今回報告のあった地点を示した。市街地か

同一だが、生息場所は水田が多く、発生時期はより遅く、
餌や生息環境の要求もゲンジボタルより緩やかである。

らの報告が無いのは当然といえるが、特定地域に偏って
おり、これは今回の報告者の近傍に偏っているものと思
われる。ただ、八尾町周辺部のゲンジボタルの報告の多

結果
市 民 自 然 調 査 で の ホ タ ル 類 調 査 は、2013 年 か ら

い所からヘイケボタルは報告されていないのが気にかか

2015 までの３年間行われ、市内の平地部から 45 件の

る。水田からのヘイケボタルの発生が減少していること

報告があった。報告された種は、報告数の多い順に、ゲ

の反映であろうか。今後、より広い範囲での調査・報告

ンジボタル（32 件）
、ヘイケボタル（11 件）の 2 種と

が望まれる。

種不明の２件である。丘陵から山地にかけ生息の期待さ
れるヒメボタルの報告は無かった。

文献

今回の調査では、ホタルの種確認のため採集個体の送

富山県生活環境文化部自然保護課，2012．
「富山県の絶

付、もしくは映像の送付をお願いした。そのためか全体

滅のおそれのある野生生物−レッドデータブックとや

として報告件数が少なく、報告者も特定の人に偏ってい

ま 2012 −」富山県．
富山市科学文化センター編，1996．32 万市民による自

る。
ゲンジボタルは、５月 22 日から６月 28 日まで６月
中下旬に報告が多く、ヘイケボタルは、6 月 20 日から

然環境調査報告書（平成３〜７年度）
．富山市科学文
化センター．

7 月 7 日まで、6 月下旬・7 月上旬に報告が多かった。

表８

ゲンジボタルとヘイケボタルのちがい
ゲンジボタル

ヘイケボタル

胸の模様

黒いすじが細く真ん中がふくらむ

黒いすじが太く真ん中が細くなる

大きさ

15 − 20 ｍｍ

7 − 10 ｍｍ

光

強い同時明滅 2 秒間隔

弱く細かく光る

出現時期

5 月下旬− 6 月下旬

6 月下旬− 8 月上旬

幼虫の生息場所

きれいな流水

ゆるやかな流水や止水

幼虫の餌

カワニナ等

ヒメモノアラガイ等

図21

ゲンジボタル（左）
、ヘイケボタル（右）の分布（2013 〜 2015 年調査、データ数 45 件）
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■アカトンボの分布

が 2010 年頃から回復傾向にある（二橋 2012）
。ナツ

はじめに

る。

ア カ ト ン ボ と は、 ア カ ネ 属（ ア カ ト ン ボ 属、

アカネ、ノシメトンボも同様の傾向が見られるようであ
富山市内でのアカトンボ類の調査としては、2008 年

Sympetrum 属）のトンボを総称して呼ぶもので、一部の

に富山市内で行われたアカトンボ類の個体数調査（根

種を除いて成熟すると体色が赤くなる。アカトンボは一

来他 2010）
、2012 年に再度富山市内で行われたアカ

般に広くよく知られている昆虫で、水田から発生する種

トンボ類の個体数調査（根来他 2013）がある。また、

が多く、個体数の変動も人間の農業生産活動と密接に関

2005 年から毎年報告される二橋他による富山県内のト

わっている。アキアカネは、アカトンボを代表する種で

ンボ相調査（二橋他 2016 を参照のこと）に、富山市内

個体数も多く、また、水田の状況によって発生する個体

での記録も載せられていて、毎年上記の 11 種の記録が

数は大きく変動する（二橋 2012）
。

主に婦中地区、八尾地区、大沢野地区から報告されてい

かつては、アキアカネは秋の風物詩として、秋空や水

る。それによれば、種により産地数・個体数に差があり、

田に多数見られたものであるが、一時たいへん減少し、

ミヤマアカネ、ナツアカネ、アキアカネ、マユタテアカ

昨今再度増えつつあるとはいえ、まだかつてほどではな

ネ、ノシメトンボが多くみられる種と言え、マイコアカ

い。このように、アカトンボ類特にアキアカネは、私た

ネ、ヒメアカネ、リスアカネ、コノシメトンボ、ネキト

ちのごく身近な自然の状況の変化を捉えやすい昆虫と考

ンボ、キトンボが少ない種と言えそうである（図 22）
。

えられる。

根来（2016）は、2007 年から 2015 年までの富山市西

1991 〜 1995 年に行われた前回の市民自然調査（富

中野町城南公園でのアカトンボ類調査の結果を報告し、

山市科学文化センター編 1996）では、アカトンボ類は

城南公園では、個体数の多い順に、アキアカネ、ノシメ

取り上げられていない。当時は、アキアカネは富山市内

トンボ、ナツアカネ、ミヤマアカネ、キトンボ、ネキト

全域で全く普通にみられるトンボであり、1998 年以降

ンボ、マユタテアカネの７種がみられている。2010 年

の激減（二橋 2012）は予想もされなかったことである。

までは 2011 年以降より明らかに少なく、2009 年まで
は少数のアキアカネとミヤマアカネがみられたのみで

富山県内のアカトンボ類
富山県内からは、ミヤマアカネ、ナツアカネ、アキア
カネ、
タイリクアキアカネ、
タイリクアカネ、
イソアカネ、

あった。2011 年以降、かつてほどではないにしろアキ
アカネの個体数が急速に増加した。それに併せてノシメ
トンボ、ナツアカネが毎年みられている。

スナアカネ、
マユタテアカネ、
マイコアカネ、
ヒメアカネ、
オナガアカネ、ムツアカネ、リスアカネ、ノシメトンボ、
コノシメトンボ、ネキトンボ、キトンボの 17 種の記録
があり（二橋他 2004）
、富山市内からは、タイリクア

結果
今回の市民自然調査では、市内で生息記録がある 11
種のうち、８種（36 件）が報告された。

カネとイソアカネを除いた 15 種が記録されている（二

ミヤマアカネ、ナツアカネ、アキアカネ、ノシメトン

橋他 2016）
。15 種のうち、ムツアカネは高山に分布す

ボの４種では、平地・丘陵地から報告があり、マユタテ

るもので、黒部川源流地域でのみ記録され、タイリクア

アカネ、ヒメアカネでは丘陵地から報告があった。ネキ

キアカネ、スナアカネ、オナガアカネの３種は、秋期大

トンボとキトンボは空港スポーツ緑地と城南公園（これ

陸からの飛来種と考えられている。イソアカネもまた大

らは、発生地から飛来したもの）からのみであった（図

陸からの飛来種であり、タイリクアカネは海岸近くの池

23）
。

沼を好み、以前には氷見市、射水市に産したが現在確実
な産地はない。

種数としては多くの報告がなされたが、各種の報告地
点数は少なく、今回の調査からは現在の富山市内におけ
るアカトンボ類の生息地をつかみ得たとは言えない。ま

富山市内のアカトンボ類分布
富山市域の平地から丘陵地、低山地に確実に生息する
アカトンボは、ミヤマアカネ、ナツアカネ、アキアカネ、

た、報告地点は、発生地のみでなく飛来個体の発見地点
も含まれており、今後も、発生地の追加の調査が必要と
考えられる。

マユタテアカネ、マイコアカネ、ヒメアカネ、リスアカ

今回の調査では、アカトンボ類の同定には類似の種も

ネ、ノシメトンボ、コノシメトンボ、ネキトンボ、キト

多く存在することから、確実な分布資料とするため採集

ンボの 11 種である。これらの種のうち最も普通に見ら

個体もしくはその映像を必要としたことから、報告数が

れる種がアキアカネであり、1998 年以降激減していた

少なくなった可能性がある。
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表９

富山県のアカトンボ類

種名

産地

成虫期

越冬態

生息環境

ミヤマアカネ

平地〜高山

6 月− 12 月

卵

湿地や河川・用水

ナツアカネ

平地〜山地

7 月− 12 月

卵

池・湿地や河川・用水

アキアカネ

平地〜高山

6 月− 12 月

卵

池・湿地や河川・用水

タイリクアキアカネ

平地

6 月− 11 月

※

小池・湿地

タイリクアカネ

平地

6 月− 11 月

卵・幼虫

池・湿地

イソアカネ

平地

10 月

※

池・湿地

スナアカネ

平地

9 月− 10 月

※

小池・湿地

マユタテアカネ

平地〜山地

6 月− 12 月

卵

池・湿地や用水

マイコアカネ

平地・丘陵地

6 月− 12 月

卵

池・湿地

ヒメアカネ

丘陵地

6 月− 12 月

卵

湿地

オナガアカネ

平地

6 月− 11 月

※

小池・湿地

ムツアカネ

高山

8 月− 9 月

卵

小池・湿地・池塘

リスアカネ

平地・丘陵地

6 月− 12 月

卵

池

ノシメトンボ

平地〜山地

6 月− 12 月

卵

池・湿地や河川・用水

コノシメトンボ

平地〜山地

7 月− 12 月

卵

池・湿地

ネキトンボ

丘陵地

5 月− 10 月

卵・幼虫

池

キトンボ

丘陵地

8 月− 12 月

卵

池

※タイリクアキアカネ、イソアカネ（マンシュウアカネ）
、スナアカネ、オナガアカネは大陸からの飛来種。また、
タイリクアキアカネ、オナガアカネも県内で発生した例がある。
根来

トンボセンサス結果（2012 年）H25-37 号．

文献
二橋 亮，
2012．富山県におけるアカトンボ激減の実態。
昆虫と自然，47（8）
：10-15．
二橋

尚他，2013．富山県・石川県内数カ所でのアカ

亮他，2004．富山市科学文化センター収蔵資料

目録第 17 号「富山県のトンボ」
．
二橋 亮他，2016．富山県のトンボ（2015 年度記録）
．

富山市科学文化センター編，1996．32 万市民による自
然環境調査報告書（平成３〜７年度）
．富山市科学文
化センター．
上田哲行，2008．赤とんぼネットワーク会員によるアカ
トンボセンサス 2007（速報）
．Symnet，10：3-9．

富山市科学博物館研究報告，40：103-126．
根来

尚，2016．富山市城南公園のアカトンボ類セン

サス．富山市科学博物館研究報告，40：89-93．
根来

尚他，2010．富山県・石川県内数カ所でのアカ

トンボセンサス結果（2008 年）
．富山市科学博物館
研究報告，33：125-128．
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図22

ミヤマアカネ

ナツアカネ

アキアカネ

マユタテアカネ

マイコアカネ

ヒメアカネ

リスアカネ

ノシメトンボ

コノシメトンボ

ネキトンボ

キトンボ

富山市内のアカトンボ類分布
二橋他の報告（2005 〜 2016）
、根来他（2010，2013）、根来（2016）から作製。
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図 23

ミヤマアカネ

ナツアカネ

アキアカネ

マユタテアカネ

ヒメアカネ

ノシメトンボ

ネキトンボ

キトンボ

市民自然調査でのアカトンボ類確認地点 （2014 〜 2015 年調査、データ数 36 件）
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■カエルの分布
カエルは、減少しているトノサマガエルと外来種のウ
シガエルを対象とした。
トノサマガエル
はじめに
トノサマガエルは、朝鮮、中国、ロシア沿海州に分
布し、日本では、本州（関東地方から仙台平野を除く）
、
四国、九州に生息する（前田・松井 1999）
。県内では
海岸に近い平野部から低山の水田などの水辺にすむ（富

図24

トノサマガエルの分布（2013 〜 2016 年調査、デー
タ数 65 件）

図25

郊外の水田のトノサマガエル（2013 年５月）

山市科学文化センタ− 2001，富山県両生・爬虫類研
究会 1987）が、近年平野部では減少し、特に東部では
生息地が少ないことが報告されている（川内ら 2011）
。
富山県の準絶滅危惧種（準絶滅危惧）に指定されている
（富山県 2012）
。
結果
トノサマガエルの報告は 65 件あった。郊外の水田地
帯や、射水丘陵東部、山田川沿い（婦中、山田地域）の
水田からが多かった（図 24 〜 25，表 10）
。市街地で
も水田が残るような所からも発見されたが、近くに水田
が無い家の庭、公園、学校のビオトープ、建物の貯水槽
からも発見された（表 11）
。また、神通川の河川敷でも
発見された。
目撃個体数の最高は２〜３個体で、多くが１個体で
あった。調査員から、高屋敷や笹津では、昔はトノサマ
ガエルがたくさんいた、という報告が寄せられた。
繁殖期のオスの鳴き声が聞こえた期間は、2013 年は
５月 30 日〜６月 28 日であり、2015 年５月５日には
抱接中の雌雄が観察された。富山市のトノサマガエルの
繁殖期は概ね５〜６月と思われる。
富山市のトノサマガエルの主な生息地は、郊外や山間
部の水田地帯と、分布域は比較的広いと考えられる。し
かし、市街地の拡大や圃場整備にともない、一昔前と比
べると分布域は縮小し、生息数も減少していると思われ
る。トノサマガエルは、水辺の草地にすみ、地上を移動
するため、その生息範囲は限られ、環境の変化によって
減少しやすいカエルであると思われる。

報告された情報より、環境を「Google マップ」から大まかに読み
とり、次のように分類した。市街地：住宅地や建物（商業施設、ビ
ル、工場など）が多くを占め、水田、畑、草地や荒れ地などが少な
い地域。郊外：水田、畑、草地や荒れ地などが多くを占め、住宅地
や建物などが少ない地域。また、水田地帯に昔からある住宅地を集
落とした。この分類は他の動物でも同様とする。
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なお、前回の調査では、アマガエルとトノサマガエ

県内の近年のウシガエルの生息地は、氷見市や小矢部

ルを調査対象にしたが、いずれも、旧富山市全域の広い

市、射水丘陵（射水市）の溜池、下条川流域（射水市）

範囲で報告があり（富山市科学文化センター編 1996）
、

等、県西部を中心に報告がある（福田ら 2011，2013，

トノサマガエルとアマガエルが混同されていると考えら

2015，2016）
。今回の富山市内の調査と合わせると、

れるため、今回の調査結果との比較は行わなかった。

ウシガエルは、県内では主に富山市以西の平野部や丘陵
の広い範囲に生息するものと思われる。

ウシガエル
はじめに
ウシガエルはアメリカ合衆国の東部・中部、カナダの
南東部原産で、日本へは 1918 年にアメリカ合衆国ルイ
ジアナ州ニューオーリンズ市から雄 12 頭、雌５頭が東
京大学伝染病研究所内へ放逐されたのが最初で、その後
各地で放逐が繰り返された（太田 2002）
。現在ウシガ
エルは日本全国に広がり（国立環境研究所 2016）
、
「特
定外来生物」
（海外起源の外来種であって、生態系、人
の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は
及ぼすおそれがあるもの）に指定されている（環境省
2016）
。
富山県では、1924 年（大正 13 年）に富山県水産講
習所が一般希望者に配布するため、茨城県水産試験場

図26

ウシガエルの分布（2013 〜 2016 年調査、データ
数 18 件）

図27

溜池のウシガエル（射水丘陵、2013 年６月）

から譲り受けた子蛙を、同構内（滑川町高月町、現滑
川市高月）の池に放し養殖したのが最初である（前田
1926）
。ウシガエルの古い記録として、
坂下（1955）は、
高岡公園（現在の高岡古城公園）
、十二町（現在の十二
町潟と思われる）を挙げている。高岡古城公園の堀には
昭和 10 年代には生息していたらしい（泉・瀬川 1985）
。
導 入 以 来、10 〜 30 年 間 で こ れ ら の 場 所 に 分 布 が 広
がったようである。その後、1961 年には富山市五福、
1974 年から 1997 年にかけ、氷見市、小矢部市、旧高
岡市、旧大門町、旧砺波市、旧小杉町、旧婦中町、旧富
山市、
舟橋村、
滑川市）の溜池などで確認されている（富
山県両生・爬虫類研究会 1987，富山市科学文化センター
2001）
。このように、県内では 1924 年に導入されてか
ら、確実に分布が広がっている。
結果
ウシガエルの報告は 18 件あった。射水丘陵東部（婦
中地域）や呉羽丘陵、山間部の水田地帯（山田地域）の
溜池や海岸に近い平地の沼、富岩運河環水公園で鳴き
声や生体が目撃されている（図 26，27，表 12）
。鳴き
声が聞かれた時期は、射水丘陵東部では、2016 年 6 月
28 日、同年 7 月 13 日、2015 年 5 月 10 日、富岩運河
環水公園では、2016 年 8 月 7 日であった。
富山市のウシガエルは由来は不明であるが、平地や丘
陵の池に生息し、鳴き声から繁殖期は概ね５〜８月と思
われる。
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■ミシシッピアカミミガメの分布

の頃から、野外に放棄されてきたと考えられる。

はじめに

カミミガメとして扱った。

なお、調査ではアカミミガメとしたが、ミシシッピア

ミシシッピアカミミガメは、アメリカ合衆国南部か
らメキシコ北東部に分布し、古くから世界各国にペット

結果

用に出荷され、これらに由来する野外野生繁殖集団が世

ミシシッピアカミミガメは、32 件の報告があった。

界各地にみられる（安川 2002）
。日本でも 1950 年代か

市街地、丘陵、山地の運河、河川、溜池等で見られた

ら通称「ミドリガメ」の名称で販売され、1960 年代か
ら野生化した個体が見つかるようになり（安川 2002）
、

（図 28 〜 30，表 13）
。
富岩運河では、環水公園の溜まりから下流側の中島閘

現在では日本全国で確認され、在来のカメ類やエサとな

門、さらに中島閘門すぐ下流や、富岩運河と右岸側で合

る水生動植物への影響が懸念されている（国立環境研究

流する住友運河と、運河一帯に広く見られたが、環水公

所 2016）
。また、アカミミガメ（ミシシッピアカミミ

園の浅瀬で個体数が多かった。2015 年 4 月 16 日には、

ガメ、キバラガメ、カンバーランドキミミガメ）は、
「我

環水公園で甲長 20 〜 30cm のミシシッピアカミミガミ

が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リス

が 20 個体程が観察されている（富山市科学博物館ボラ

ト」の「総合的に対策が必要な外来種（総合対策外来種）
」

ンティア桃花鳥の会 2016）
。市街地では城址公園の堀、

に挙がっている（環境省 2016）
。

松川、郊外では池や小河川、常願寺川下流左岸側の沼で

富山県の初期の記録は、1981 年（高岡古城公園）
、

見られた。丘陵では呉羽丘陵や射水丘陵東部の公園の池

1982 年（富山市千原崎神通川）
、1986 年（新湊市足洗

で見られ、山地の池からも見つかった。また、甲長の報

潟）等があり（富山県両生・爬虫類研究会 1987）
、こ

告があるものでは 20cm 程の個体が多かった（表 13）。
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最も早く発見された月日は、４月２日（2013 年）で、
最も遅い月日は 11 月 4 日（2015 年）であり（表 14）
、
活動期間（出現時期）は、４月上旬〜 11 月初旬と思わ
れる。
富山市のミシシッピアカミミガメの由来は明かになっ
ていないが、飼育されていたものが放棄されたものが多
いと思われる。
富山県ではミシシッピアカミミガメは、氷見市仏生寺
川流域、小矢部市渋江川上流の丘陵の溜池、桜ケ池（南
砺市）
、射水市の下条川（福田ら 2013，2015，2016）
、
高岡市古城公園の堀、
足洗い潟（射水市）等に分布し（森
ら 2010，2014）
、県東部からは、棚山の池（入善町）
と角川ダム（魚津市）からわずかに見つかっている（福
田・南部 2012，森ら 2016）
。今回の富山市内の調査結
果をあわせると、県内では主に富山市以西の平地の河川
や丘陵の溜池などに広く見られることが分かってきた。
図29 環水公園富岩運河のミシシッピアカミミガメ
（中央の小さい２個体、2015 年８月）
左の１個体はクサガメ。右の鳥はカルガモ。

図28

ミシシッピアカミミガメの分布（2012 〜 2016
年調査、データ数 32 件）
図 30

呉羽丘陵の池のミシシッピアカミミガメ（2012
年 10 月）
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■カッコウの分布
はじめに
カッコウはユーラシア大陸全域とアフリカ大陸北東部
で夏鳥として繁殖し、東南アジアやアフリカ大陸南部で
は冬鳥である（中村 2015）
。日本でも、北海道から九
州の各地に夏鳥として渡来し、他の鳥に託卵し繁殖する
（中村 2015）
。県内では、平地から立山弥陀ヶ原や大日
平まで生息する
（富山県 1980）
。繁殖期にはオスが
「カッ
コウ、カッコウ」とよく響く声で鳴くため、確認は容易
である。
結果

図31 カッコウの分布（2013 〜 2016 年調査、データ数
396 件）

カッコウの報告は 396 件（鳴き声 381 件、
目撃 15 件。
同一観測地点のデータ含む。
）あった。鳴き声は市街地

１件であった。

の住宅地から郊外の水田地帯、山地と幅広い範囲で聞か

富山市のカッコウは、鳴き声の報告から平地では５月

れた（図 31，表 15）
。また、市街地では、屋敷林があ

初旬・中旬に市街地の住宅地や郊外の広い範囲に渡来し、

る住宅地からの報告が多くあった。山地では、2013 年

７月頃まで繁殖していると思われる。前回の調査（1991

の 5 月中旬〜７月中旬にかけ、牛岳スキー場、白木峰、

〜 1995 年）でも、旧富山市の広い範囲から 244 件の

有峰等から 6 件あった（表 18）
。

情報が寄せられており（図 32，富山市科学文化センター

2013 〜 2016 年のカッコウの鳴き始めは、５月 10

編 1996）
、今回は 396 件（同一観測地点を１件とする

〜 17 日の範囲にあったが、鳴き終わりの報告は、7 月

と 115 件）であるが、渡来域はあまり変化していない

８〜８月４日と幅があった（表 16）
。鳴き始めから鳴き

と思われる。

終わりまで観察を続けた５名（５カ所）の調査員からの
報告でも、鳴き始めは、最も遅い 2016 年６月１日の新

文献

庄を除くと４カ所（高屋敷、新庄町、住友町、中川原）

中村雅彦，1995．カッコウ．p.151．原色日本野鳥生態

で５月 10 〜 19 日の範囲にあり、鳴き終わりは６月 28
〜８月４日と幅があった（表 17）
。

図鑑水鳥編．保育社．
富山県，1980．富山県の鳥獣．富山県．

目撃例では、
「１羽樹上に止まる」１件、
「２羽樹上に

富山市科学文化センター編，1996．32 万市民による自

止まる」１件、
「２羽電線に止まる」１件、
「１羽電線に

然環境調査報告書（平成 3 〜 7 年度）
．富山市科学文

止まる」１件、
「アンテナに止まる」２件、
「２羽で争う」

化センター．
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「地点数＊」は同じ確認地点で調査年が異なる場合は 1 地点とした．
「郊外**」は水田地帯に大きな住宅地が発達している．
（屋）は屋敷林が目立つ、（植）は規模の大きな植栽が目立つことを
示す。

図32
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前回の市民自然環境調査でのカッコウの分布
（富山市科学文化センター編 1996）

■カワセミの分布
はじめに
カワセミは、ユーラシア大陸の熱帯から亜寒帯まで分
布し、日本では北海道では夏鳥、本州以南では留鳥とし

富山市のカワセミは、あまり大きくない川や池の周辺
で少数が生活していると思われる。
カワセミは県内では昭和 30 年代までは普通に見られ
たが、農薬による小川の汚染や河川改修によるエサの小
魚の減少により激減したとされる（富山県 1980）
。

て、河川、湖沼、湿地、小川、用水などに生息する（中

1980 年代には、平野部の７カ所から報告があり、そ

村 1995）
。県内では昭和 30 年代までは各地の水辺にい

のうち富山市では、神通川（婦中地域）
、呉羽丘陵沿い、

たがその後著しく減少したとされ、富山県のレッドリス

富岩運河、常願寺川下流域から報告されている（富山県

トの「準絶滅危惧」に指定されているが、近年は回復し

野鳥保護の会 1989）
。前回（1993 〜 1995 年）の旧富

つつあるとされる（富山県 1980，富山県 2012，富山

山市の調査ではカワセミは神通川中流域周辺等から８

県野鳥保護の会 1989）
。

件の報告があった（図 35，富山市科学文化センター編
1996）
。今回は神通川（中、下流域）や常願寺川下流域、

結果
カワセミは 17 件の報告があった（図 33，表 19）
。
平地の小河川や運河、用水等、丘陵の溜池や山地のダム
（神通川流域と常願寺川流域）で確認された。
用水では護岸がコンクリートの場所もあった。カワ
セミの数が分かった 14 件のデータの内、１羽の確認は

婦中地域、細入地域からのデータが集まり（富山地域９
件７カ所、婦中地域４件４カ所、細入地域１件１カ所）
、
前回、調査地域ではなかった婦中地域、細入地域等のデー
タが加わり、今回は確認件数が多くなったと思われる。
富山地域の神通川中流域では、前回と確認地域はあまり
変化していないように思われる（図 33，35）
。

11 件、２羽は３件であった。
「魚を捕らえた」という報
告も１件あった。

図34

郊外の用水のカワセミ（2016 年６月）

図33 カワセミの分布（2014 〜 2016 年調査、データ
数 17 件）

図35

前回の市民自然環境調査でのカワセミの分布
（富山市科学文化センター編 1996）
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富山県，2012. 富山県の絶滅の恐れのある野生生物−

文献
中村雅彦，1995．カワセミ．p.258．原色日本野鳥生態

富山市科学文化センター編，1996．32 万市民による自

図鑑水鳥編．保育社．

然環境調査報告書（平成３〜７年度）
．富山市科学文

富山県，1980．富山県の鳥獣．
富山県野鳥保護の会，1989．富山県の鳥類

レッドデータブック富山 2012 −．富山県．

自然環境

化センター．

管理計画策定のための調査．富山県．

■カルガモの分布

親子が見られた 10 カ所の水路は、神通川水系の支流の

はじめに

21）
。用水や川の形態は、コンクリートや鉄製の矢板護

用水・川が７ヶ所、運河・池・堀が３カ所であった（表

カルガモは、ユーラシア大陸東部から中国、インドま

岸が多く見られたが、水深も比較的浅く、岸辺には親子

で繁殖分布し、冬は東南アジアで越冬するものがあり、

が隠れやすい草が繁茂し、水底には水草等が生えている

日本では、北海道では夏鳥だが、本州以南では留鳥であ

ところもあった。

る（中村 1995）
。
富山県では海水・淡水域で普通に見られ、標高の低

複数の親子が観察されたのは、富岩運河環水公園から
下流側の中島閘門までで、2016 年６月７日に調査員に

い平地の河川や沼沢地周辺で繁殖するとされている（富
山県 1980）
。また、毎年 1 月中旬に環境省により全国
一斉に実施されている「ガンカモ類の生息調査」によ
れば、平成 26 年度富山県内では、計 200 カ所（河川、
池、ダム湖、富山新港等）から計 8480 羽のカルガモが
報告されている（環境省自然環境局生物多様性センター
2016）
。
結果
カルガモの報告は 171 件あった。神通川（平野部か
ら神通川第ニダムまで）
、常願寺川、熊野川、白岩川等
の大きな河川、いたち川、松川、赤江川等の支流の小河
川、富山湾へ直接流入する新堀川や村川等で確認された
（図 36 〜 38，表 20）
。河川以外では、市街地や郊外の

図36 カルガモの分布（2015 〜 2016 年調査、データ
数 171 件）

池、用水、水田、丘陵では池等で見られた。カルガモの

図37

カルガモの群（熊野川、2016 年７月）
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図38

カルガモの親子 （市街地の小河川、2016 年７月）

より 3 親子が発見された。いたち川支流赤江川では
2016 年７月 11 日に２親子、熊野川支流土川では６月
25 日に 2 親子と 7 月 1 日には、これらとは別の１親子
の計３親子が確認されている。
運河・川・用水以外では、2014 〜 2016 年に３年連
続で街中の住宅地にある池で繁殖が確認されている（表
22）
。住民からの聞き取りと、南部による観察、新聞記
事（2016 年６月 30 日付北日本新聞）によれば、３年
間の孵化日は、５月下旬から６月下旬で、孵化後 18 〜
24 日で、約 80m 離れた市街地の用水へ移動している。
この用水は、いたち川に合流しており、いずれはいたち
川へ移動すると考えられる。また、用水への移動時には
ヒナの数は減少しており、池周辺の建物の屋根や電線に
は、アオサギやハシブトガラスが止まっているのが観察さ
れたため、ヒナはこれらの鳥に食べられた可能性がある。

図39

前回の市民自然環境調査でのカルガモの分布
（富山市科学文化センター編 1996）
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今回の調査で、冬期に 100 〜 200 羽が確認された
場所は、2016 年２月 10 日富岩運河（環水公園含む）
、

神通川右岸流域の生息域はさほど変化していないように
思われる。

2016 年２月 19 日丘陵の池であった。平成 26 年度の
「ガンカモ類生息調査」
（環境省自然環境生物多様性セン
ター 2016）では、富山市では、41 カ所から 2271 羽

文献
環境省自然環境局生物多様性センター，2016．ガンカモ類

確認され、そのうち 100 羽を越える場所は、神通川河口、

の生息調査．http://www．biodic．go．jp/gankamo/

打出、住友運河、神通川（神通川橋）
、富山市ファミリー

gankamo̲top．html （2016 年 12 月 24 日閲覧）
．

パークの池、白岩川（富山市）
、神通川第二ダムで、最

中村登流，1995．カルガモ．p.13．原色日本野鳥生態

も多い場所は、神通川（神通川橋）の 505 羽であった。

図鑑陸鳥編．保育社．

富山市のカルガモは、市街地や郊外の大小様々な河川や

富山県，1980．富山県の鳥獣．

用水、池などに生息し、小河川や用水等を育雛場所とし

富山市科学文化センター編，1996．32 万市民による自

て利用していると思われる。前回（1994 〜 196 年）の

然環境調査報告書（平成３〜７年度）
．富山市科学文

旧富山市内の調査では（図 39，富山市科学博物館編，

化センター .

1996）
、神通川右岸流域を中心に 53 件の報告があり、

■スズメの分布
はじめに
スズメは、東南アジア、中国、シベリア、チベット、ヨー
ロッパに分布し、日本では小笠原を除く日本各地に生息
する留鳥であり、人の生活に密着した鳥とされる（中村
1995）
。全国的に生息数が減少していると報告されてい
る（三上 2009）
。
富山県では留鳥として人家のあるところにすみ、廃村
には住まなくなったという（富山県 1980，富山県野鳥
保護の会 1989）
。また、都市化にともない、営巣場所
も変化していると思われるが、その実態はあまりよく分
かっていない。
結果
スズメの報告は 398 件あった。市街地では中心部の

図40 スズメの分布（2013 〜 2016 年調査、データ数
398 件）
出入りは、2016 年３月 11 日の電柱の支柱のパイプで、

ビル街や住宅地から郊外の水田地帯まで広い範囲から情

最も遅い出入りは 2015 年９月 10 日の電柱のパイプで

報が寄せられた（図 40）
。一方、神通川本流上流（神通

あった。繁殖期は４月〜８月頃であると思われる。

川第三ダムより上流の大沢野地域、細入地域）
、井田川

巣があった場所は、住宅が最も多く、次いで、建物、

支流（八尾地域）や山田川（山田地域）の山間部からの

道路にある標識等の構造物であった（表 26）
。住宅では

情報は少なかった（図 40，表 23）
。

住居部分が多く、建物ではビル、アパート、ガソリン

スズメが見られた場所は、市街地では、中心部のビル

スタンド等で見られた（表 26）
。道路の支柱では道路標

街から住宅地と幅広かったが、周辺に公園や川（いたち

識、電柱などに巣があった。さらに、実際に出入りし

川、富岩運河、神通川等）がある場合が多かった（図

ていた場所は、屋根瓦の隙間が最も多く、次いでパイプ

41，表 23）
。郊外では、水田地帯で多く見られた。

の穴、道路標識の鉄板の隙間あった。巣をパイプのよう

スズメは年中観察され、主に４〜８月には、屋根瓦の

な閉鎖的な空間と軒下のようなオープンな隙間で分ける

下やパイプの中等に出入りし、巣材運びの様子や巣が確

と、閉鎖空間が多く、オープンな空間は少なかった。大

認された（表 24，26，図 42 〜 45）
。最も早い巣への

田（2012）は 1976 年以降の県内各地のスズメの巣の
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例として、建物の隙間、ツバメの巣、電力積算メーター、

秋の塒の例として、東中野公園、市役所前、西田地方等

天井板やアングル、巣箱、学校の煙突などの例を報告

で 100 羽あまりの集団塒を挙げている。

し、今回の調査でも見られた場所の他に、巣箱や煙突が
挙がっている。

富山市のスズメは、市街地や郊外の水田地帯で生活し、
山間部の集落にはあまりみられず、巣は人の生活空間近

ねぐらは、小規模なものでは、市街地や郊外の街路

くにつくられ、パイプのような人工構造物も営巣場所と

樹 ( 図 44)、河川敷（熊野川）などであった。規模の大

してよく利用していることが分かった。富山市のスズメ

きなものでは、市街地の街路樹を数千羽が塒にしていた

は、人の生活圏にうまく入りこんで生活しているようで

（表 25）
。大田（1991）は、富山市のスズメの初夏から

ある。
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図41

城南公園で虫をつかまえたスズメ（2013 年６月）

図42

図43

パイプの中へ巣材を運ぶスズメ（2013 年 6 月）

図44

文献
三上修，
2009．日本におけるスズメの個体数減少の実態．
日本鳥学会誌，58(2)：161-170．
中村登流，1995．スズメ，p.11．原色日本野鳥生態図
鑑陸鳥編．保育社．
大田保文，2012．スズメ 6．富山教育．911：66-69．
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住宅の屋根瓦の隙間に出入りするスズメ
（2013 年 5 月）

市街地の街路樹のスズメのねぐら（2013 年７月）

大田保文，1991．富山市の都市鳥 1990．p.62-64．全
国主要都市の都市鳥．都市鳥研究会編．
富山県，1980．富山県の鳥獣．富山県．
富山県野鳥保護の会，1989．富山県の鳥類
管理計画策定のための調査．富山県．

自然環境

■キジの分布

結果

はじめに

郊外からが最も多かった（図 45 〜 47，表 27）
。市街

キジはユーラシア大陸からアフリカまで広く分布し、

河川、市街地、郊外、山間部から 161 件の報告があり、
地では、公園や空き地、草地、水田などで見られた。ま

日本では、本州から九州に留鳥として生息する（日本

た、住宅や建物が大部分を占めるような場所からも報告

鳥学会 2012，西田 2004）
。県内では、平地や低山に普

があった。郊外では、農耕地や神通川や常願寺川、熊野

通に見られる留鳥であり（富山県野鳥保護の会 1989）
、

川の河川敷や土手の周辺で見られた。山林に囲まれた集

毎年、キジの放鳥が計画されている（富山県 2016）
。

落周辺からも見られた。

繁殖期には、オスは「ケーン、ケーン」となき、確認は
容易である。

キジの最も早い鳴き声は４月上旬（2015、2016 年）
、
同中旬（2014 年）に聞かれ、最も遅い鳴き声は、６月
中旬（2016 年）
、
同下旬（2015 年）
、
７月初旬（2014 年）
に聞かれた（表 28）
。また、オスとメスが同じ場所で目
撃された期間は４〜６月であり（表 29）
、この頃が繁殖
期であると思われる。
富山市のキジは、郊外の水田地帯や河川敷、市街地の
の公園や農耕地などが混在するところなどで生活してい
ると思われる。

図45

キジの分布
（2014 〜 2016 年調査、
データ数 161 件）
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図46

繁殖期のキジのオスは、翼をばたつかせ鳴く．
神通川下流付近．
（2014 年５月）

図47

キジのオス（奥）とメス（手前）．市街地の草地．
（2015 年５月）

文献

http://www.pref.toyama.jp/cms̲pfile/00011630/

日本鳥学会，2012．日本鳥類目録改訂第 7版．

007866812. （2016年 12月 5日閲覧）
．

西田隆雄，2004．キジ．鳥類学辞典．p.155．昭和堂．

富山県野鳥保護の会，1989．富山県の鳥類−自然環境

富山県，2016．第 11 次鳥獣保護管理事業計画書．

策 定のための調査−．富山県．

■ニホンジカの分布
はじめに
ニホンジカは、ベトナムから極東アジアにかけ広く分
布する（三浦 2005）
。
日本では一時、分布域が縮小したものの、1990 年代
から全国的に分布が広がり生息数が増加し、それととも
に、農業や林業への被害、植生の変化、林床の植物減少
による土壌の流出、高山へ移動して高山植物を食べるな
ど日本各地で様々な問題がおきている（高槻 2015）
。
富山県では、明治時代には主に西砺波郡で多い年に
は 170 枚あまりのニホンジカの毛皮が生産され、県西
部を中心に生息していたと思われる（南部 1999a）
。氷

図48

ニホンジカの分布
（2012 〜 2016 年調査、データ数 11 件）

見市北部では、明治 20 年代はじめ頃まで、銃や落とし
穴で１猟期に十数頭が捕獲され、明治 24 年の大雪の時

同様に 1990 年代から進出し、県内山麓から山地にかけ

には雪に埋まったところを取り尽くされたらしく、それ

広く分布している（富山県動物生態研究会 2015）
。

以降見られなくなったという（南部 2013）
。県内では
大正末からの狩猟統計にはニホンジカはほとんど挙がら
ず、以後県内には生息しなくなった。しかし、1990 年

結果
ニホンジカは 11 件の報告があった。射水丘陵東部

代後半から徐々に目撃されるようになり（南部 1999b、

（婦中地域、富山地域）で轢死体の確認や目撃等が９件、

南部・吉村 2002）
、県内全域に分布が広がり、富山市

八尾地域の山間集落で２件の目撃情報等があった（図

でも山地から例数は少ないが報告されている（富山県動

48）
。確認数が少なかったことから、ニホンジカは山林

物生態研究会 2016）
。最近は高山帯でも目撃されるよ

にすみ、一般市民には目撃されにくいようである。

うになり（富山森林管理署 2015）
、分布の拡大や生息

富山県では、ニホンジカは丘陵から山地に広く分布す

数の増加が進行中である。なお、イノシシもニホンジカ

るようになり、農業や林業への被害も少しずつ出始める
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ようになってきた（富山県動物生態研究会 2016）
。今
後のニホンジカの増加や分布の広がりに注意が必要であ
る。

南部久男，2013．富山県氷見地方における明治時代の
ニホンジカの記録．富山の生物．52：141-143．
南部久男・吉村博義，2002．富山県におけるイノシシ・
ニホンジカの記録．富山市科学文化センター研究報告，

文献
三浦真吾，2005．ニホンジカ．pp.110-111．日本の哺
乳類改訂版．東海大学出版会．
南部久男，1999a．富山県で絶滅した大型動物（哺乳類・
鳥類）の記録Ⅰ明治・大正時代の富山県における哺乳
類の毛皮及び狩猟等の統計．富山市科学文化センター
研究報告，22．153-168．
南部久男，
1999b．富山県で絶滅した大型動物（哺乳類・

23：41-49．
高槻成紀，2015．シカ問題を考える．山と溪谷社．
富山県動物生態研究会，2015．平成 25 年度イノシシ
等分布・被害状況調査委託業務報告書．
富山県動物生態研究会，2016．平成 26 年度ニホンジ
カ捕獲個体浸入経路調査委託業務報告書．
富山森林管理署，2015．平成 26 年度ニホンジカ外分
布状況及び被害状況調査報告．

鳥類）の記録Ⅱナチュラリストからの報告．富山市科
学文化センター研究報告，22：169-176．

■富山市の環境と動物
富山市には大小様々な河川が流れ、市街地にも公園や

郊外の小河川で生活している。水辺ではトノサマガエル
のように昔に比べると少なくなった動物がいる一方で、
ウシガエルやミシシッピアカミミガメのように人が持ち

屋敷林などがあり、郊外には水田地帯が広がり、丘陵や

込んだ動物が増え、定着していることも分かってきた。

山地があるが、その様相は時代とともに変化している。

山地では過疎化による環境の変化に伴って森林化が進

スズメの分布情報からは人の生活圏をすみかにしている

み、イノシシやニホンジカのような大型哺乳類が生息し

ことが読み取れる。営巣場所の情報からは身近な住居や

やすい環境に変化していることが様々な情報から読み取

建物、標識の支柱といった人がつくった環境を天敵から

れる。

のがれやすい所として利用しているようである。キジや

市民調査員から多くの情報を提供いただいたことによ

カッコウの情報からは、市街地近郊に残る屋敷林や農耕

り、現在の富山市の環境と調査した動物との関係が垣間

地を生活の場所としていることがうかがえる。カルガモ

見えてきた。

は、富山市の特徴でもある市街地から郊外に網の目のよ
うに広がる水路や大きな川を広く利用していることが分

（担当学芸員 南部久男）

かってきた。カワセミは少ないながらも今も市街地から
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−

酸

性

はじめに
広 域 的 な 環 境 問 題 の 一 つ で あ る 酸 性 雨 に 関 し て、

雨

−

年度、2015 年度には一部の調査員に 1 日毎に雨を採取
して pH と雨の量を報告してもらった。

ニュースなどでも「酸性雨」の用語を見ることは少なく
なった。しかし、酸性雨がなくなったわけではなく、現

２

酸性度（pH）の測定方法

在でも酸性雨は降っている。酸性雨の強さは富山市内で

pH の測定には酸性雨測定用のパックテストを使用し

も場所によって変わることが前回の調査結果で明らかに

た。測定の際には、pH 指示薬が入ったチューブの中に

なっている（富山市科学文化センター編 1996）
。その

調べたい雨水をチューブの半分ぐらいまで入れる。次に

結果の一例として、市街地よりも空気がきれいな郊外の

チューブの中の pH 指示薬を雨水に溶かし、このときの

酸性雨が強いという意外な結果もあった（富山市科学文

水の色を標準変色表の水の色と比べる。チューブの中の

化センター編 1996）
。市街地では郊外と比べて空気中

水の色と同じ色が印刷された変色表の所に書いてある数

の埃の量が多く、酸性雨を中和する成分も多くなるため

字を読むと、それが調べたい雨水の pH となる（図 50）
。

のようであった。このほかにも、酸性雨の強さには場所

酸性雨の強さは前回調査に合わせて「非常に強い」か

による雨の降り方の違いや近くの汚染源の影響など様々

ら「弱い」までの 5 段階に区分し、非酸性雨は 2 つに

な要因が関わる。

区分した（表 31）
。本文中では、必要な場合を除き pH

市民自然調査では、期間を決めて調査員が一斉に酸性
雨を調査することで、富山市内の酸性雨の強さの分布を

範囲を表記せず、これらの呼び方を用いる。
表 30

調べ、強い酸性雨がどこで降っていたのかを調べてみた。

酸性雨の調査期間
2013 年度

1 回目

6 月 8 日〜 15 日

方法

2 回目

9 月 14 日〜 21 日

１

3 回目

12 月 7 日〜 14 日

4 回目

3 月 1 日〜 8 日

雨の採水方法

直径 20cm 程度のポリバケツ（内径を計る）を用意し、

2014 年度
6 月 14 日〜 21 日

6 月 6 日〜 13 日

9 月 6 日〜 13 日

9 月 12 日〜 19 日

12 月 6 日〜 13 日 12 月 12 日〜 19 日
3 月 7 日〜 15 日

持ち手の根本にひもをかけ、重りで固定して、降水採取
器とした（図 49）
。

表 31

降水の pH 範囲と酸性雨の区分

図50

pH の測定（パックテスト）

調査は 2013 年度から 2015 年度に行い、初夏の６月
は梅雨、初秋の９月は秋雨、初冬の 12 月は冬型気圧配
置の雨か雪、早春の３月は黄砂が混じった雨か雪を対象
として想定し、各１週間の観測期間を設けた（表 30）
。
調査員には調査期間にバケツを設置してもらい、た
まった雨水（雪の場合は解かした水）の pH の値とバケ
ツにたまった雨の量を調べてもらった。さらに、2014

図49

雨や雪の採取方法
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2015 年度

3 月 5 日〜 12 日

表 32

各調査期間の気象の概略（富山地方気象台データより）

2013 年度調査

2014 年度調査

2015 年度調査

夏（2013 年 6 月 8 日〜 15 日）

夏（2014 年 6 月 14 日〜 21 日）

夏（2015 年 6 月 14 日〜 21 日）

梅雨前線が日本列島の南にあり、

梅雨前線は日本列島の南にあり、

梅雨前線は日本の南岸にあったが、

富山では期間中雨がほとんど降らず、 雨はほとんど降らなかった。14 日に

上空に寒気が入ることが多かった。

最終日 15 日の 10 時〜 17 時に雨量

1mm の雨が降ったが早朝のため観

19 日と 21 日には 8.5mm 〜 9.5mm

が計測できる雨が降った。このため、 測には入らなかった。18 日〜 21 日

の降水量を記録し、これらの日以外

観 測 期 間 を 急 き ょ、1 日 追 加 し た。 に雨量 0mm の雨が観測された。こ

も、雨量 0mm の雨模様の日が続い

このため、観測終了が 15 日の地点と

のため、一部の場所のみ酸性度が計

た。

16 日の地点が混在した。

測できた。

秋（2013 年 9 月 14 日〜 21 日）

秋（2014 年 9 月 6 日〜 13 日）

台風 18 号の影響を受け、9 月 14

台風 14 号は 9 日から 10 日にかけ

秋（2015 年 9 月 12 日〜 19 日）
13 日 に 寒 冷 前 線 が 通 過 し て

日の朝から夜にかけて 4.5 mm の雨

て太平洋岸を東に抜け、6 日、7 日に、 6.5mm の 雨、 そ の 後、 低 気 圧 の 通

が降り、翌 15 日は午前中を中心に

そ れ ぞ れ 0.5mm、11 日 に 6mm の

過によって 17 日に 15mm、18 日に

88.5 mm のまとまった雨が降った。 雨が降った。13 日の午後にも 9.5mm

13mm、19 日に 13.5mm の雨が降っ

その後、調査終了まで雨は降らなかっ

の雨が降ったが、観測に含まれてい

た。19 日は朝 7 時までに 13mm の

た。

ない場所もあった。

雨が降った。

冬（2013 年 12 月 7 日〜 14 日）

冬（2014 年 12 月 6 日〜 13 日）

冬（2015 年 12 月 12 日〜 19 日）

低気圧の通過とその後の冬型気圧

初日は冬型気圧配置の雪で始まり、

15 日 は 低 気 圧（ 気 圧 の 谷 ） の 通

配置が期間中 2 回繰り返し、8 日、9

期間中は低気圧・前線の通過と冬型

日を除く毎日雨が降った。8 日、9 日

気圧配置が交互に起きた。6 日、7 日、 後冬型の気圧配置になって 16 日に

にも雨量 0 mm の雨が記録された。

11 日、13 日にまとまった降水があっ

14mm、17 日 に 20.5mm、19 日 に

春（2014 年 3 月 1 日〜 8 日）

た。

9mm の雨やみぞれが降った。

春（2015 年 3 月 7 日〜 15 日）

春（2016 年 3 月 5 日〜 12 日）

低気圧の通過と冬型気圧配置が繰

過 に よ り 9mm の 雨 が 降 り、 そ の

り返し、まだ冬の天気のようであっ

3 月 9 日に低気圧が通過したあと

日本海を通過した低気圧により 8

た。4 日を除く毎日雨が降り、特に 5

10 日〜 13 日にかけて強い冬型の気

日までは気温が高く、その後、気温

日は気圧の谷の通過によって 14mm

圧配置となり、雨や雪が降った。

は低下した。8 日までは雨量が少な

の雨が降った。

2013 年度秋（図 51 上右）

結果
１

かったが、
9 日に 17mm の雨が降った。

各調査期間の結果

北部中（1B）の南側 1 カ所のみで強い酸性雨が観測さ

各調査期間の降水の特徴を表 32 に示した。

れ、中部東（2C）でやや強い酸性雨が 1 カ所観測された。

今回の調査では、
富山市を南北方向に３つ（北部（1）
、

2013 年度冬（図 51 下左）

中部（2）
、南部（3）
）に分け、これらをさらに東西方

南部南（3B）で強い酸性雨が 1 カ所観測された。また、

向に 3 つ（東（A）
、中（B）
、西（C）
）に分け、計 9 つ

北部中（1B）の南側、中部中（2B）
、南部中（3B）
、中

の領域のどこに強い酸性雨が降ったのかを調べた。市街

部東（2C）でやや強い酸性雨が観測され、その比率は

地は１B 内にある。

全観測点の 53.3% になった。

2013 年度夏（図 51 上左）

2013 年度春（図 51 下右）

北部中（1B）と中部中（2B）で強い酸性雨が降った。

黄砂による中性の雨を期待したが、強い酸性雨が北部

さらに、やや強い酸性雨は強い酸性雨を観測した中部中

中（1B）
、中部中（2B）
、南部中（3B）の南北方向に観

（2B）の南側、南部中（3B）
、中部東（2C）
、南部西（3A）

測された。強い酸性雨は全観測点の 43.8% で観測され

で観測された。強い酸性雨を観測した地点の比率は報告

た。やや強い酸性雨は南部中（3B）や南部東（3C）で

件数の 22.7% であった。

観測された。
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図51

2013 年度調査の結果
×非常に強い酸性雨、▲強い酸性雨、■やや強い酸性雨、◆やや弱い酸性雨、●弱い酸性雨、○非酸性雨、◇中性雨

2014 年度夏（図 52 上左）

中（1B）
、中部中（2B）の北側でやや弱い酸性雨が観

中部中（2B）の北側と南部中（3B）の 2 カ所で非常

測された（全体の 30.8%）
。さらに、1C 、2B はやや強

に強い酸性雨が観測され（全体の 28.6%）
、北部東（1C）

い酸性雨で（全体の 15.4%）
、今回の調査では pH の変

で強い酸性雨（全体の 14.3%）が観測された。図 52 か

化幅がこれら３つの範囲しかなく、他の調査ではあまり

ら分かるように、中部中ではほとんど雨が降らなかった

見られない状況であった。

ようであった。

2015 年度夏（図 53 上左）

2014 年度秋（図 52 上右）
北部東（1C）
、中部中（2B）
、南部中（3B）で強い酸

強い酸性雨は観測されず、pH4.4 〜 4.7 のやや強い酸
性雨が中部（2C）と南部西（3A）で観測され、これが

性雨が観測され、北部中（1B）
、北部東（1C）
、中部東

最低の pH の範囲になった。中部中
（2B）
は弱い酸性雨が、

（2C）でやや強い酸性雨が観測された。一方で、北部中

北部東（1C）では非酸性雨、北部中（1B）では中性の

（1B）
、および南部西（3A）
、中部東（2C）で中性の雨

雨となった。

も観測された。
2014 年度冬（図 52 下左）
北部中（1B）
、中部中（2B）
、南部中（3B）
、北部東
（1C）
、中部東（2C）の広い範囲で強い酸性雨が観測さ

2015 年度秋（図 53 上右）
中部中（2B）では雨があまり降らなかったようであ
るが、非酸性雨や中性の雨が報告された。北部中（1B）
、
北部東（1C）でやや強い酸性雨が観測された。

南側

れ（全体の 38.5%）
、それらの観測点の近くなどでやや

の地域（3A, 3B, 3C）ではやや弱い酸性雨や弱い酸性

強い酸性雨（全体の 38.5%）が観測された。強い酸性雨

雨が見られた。

が観測された場所とやや強い酸性雨が観測された場所が

2015 年度冬（図 53 下左）

入り交じった状態であった。

強い酸性雨は北部中（1B）で 1 カ所観測された。や

2014 年度春（図 52 下右）

や強い酸性雨は中部中（2B）
、
南部中（3B）
、
南部東（3C）

冬の調査と同様、広い範囲（1B, 2B, 3B, 1C, 2C）で
強い酸性雨が観測された（全体の 53.8%）
。また、北部
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で観測された。

図52

2014 年度調査の結果
×非常に強い酸性雨、▲強い酸性雨、■やや強い酸性雨、◆やや弱い酸性雨、●弱い酸性雨、○非酸性雨、◇中性雨

図53

2015 年度調査の結果
×非常に強い酸性雨、▲強い酸性雨、■やや強い酸性雨、◆やや弱い酸性雨、●弱い酸性雨、○非酸性雨、◇中性雨
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2015 年度春の調査（図 53 下右）
黄砂の影響があり、バケツの底に細かな砂粒が入って

の頻度がそれぞれ 20％前後となり、これらの領域の酸
性雨がそれぞれ同程度ずつ現れた（図 55 左）
。2014 年

いた場所もあった。北部東（1C）の 1 カ所でやや強い

度は非常に強い酸性雨が全体の 5％程度の頻度で現れ、

酸性雨を、中部中（2B）の 1 カ所でやや弱い酸性雨を

強い酸性雨の頻度も 35％程度となり、両者の合計は全

観測した以外は、
中部中（2B）
、
中部南（3B）
、
中部東（1C）

体の 40％となり、強い酸性雨の頻度が高かった年であ

で弱い酸性雨を、
北部中（1B）
、
中部東（2C）
、
南部西（3A）

ることが分かった（図 55 中）
。1991 〜 1995 年の調査

で非酸性雨を、北部中（1B）
、南部西（3A）で中性の

は、今回の調査方法と期間がやや異なるが、強い酸性

雨を観測した。

雨の比率は 1 〜 6％であり（富山市科学文化センター

２

編 1996）
、2013 年 度、2014 年 度 の 結 果 は 前 回 と 比

強い酸性雨が観測された地点
図 51 〜図 53 の結果を基に、各年度毎の酸性雨の分

べて強い酸性雨の比率が高まっていた。これに対して、

布を図 54 に整理し、非常に強い酸性雨と強い酸性雨、

2015 年度は 2014 年度の結果とは逆の結果となり、強

強い酸性雨が観測されなかった地点をプロットした。

い酸性雨の頻度が全体の 2％程度しかなく、非常に強い

2013 年度は市街地を中心にその南北の場所（北部中（１

酸性雨も観測されず、全体に酸性雨が弱かった年度で

B）
、中部中（１B）
、南部中（１C）
）を中心に強い酸性

あった（図 55 右）
。

雨が１回以上観測された。2014 年度はこれらの地点の

４

他、郊外の北部東（１C）
、中部東（２C）
、南部西（３A）

観測期間毎の降水量と pH の関係

降水量と pH の関係

でも強い酸性雨が観測された。これらの観測結果に対し

降水の酸性度は、雨の中に溶けている酸性を強める物

て、2015 年度は、北部中（１B）の１カ所のみで強い

質とそれを中和する物質のバランスによって決まる。酸

酸性雨が観測された。

性を強める物質は主に石油や石炭などの化石燃料の燃焼

３

によって生成するものであり、中和物質には生物起源と

雨の酸性度の頻度分布

表 31 で示した降水の pH の７つの区分のそれぞれに、

考えられる物質や黄砂、土壌粒子などがある。いずれも

報告された結果がいくつ入るのかを集計し、これを全報

発生源としては、富山県内、富山県以外の国内、日本以

告数で割って、酸性雨の頻度分布を計算した（図 55）
。

外の国・地域から運ばれてきたものが考えられる。酸性

2013 年度は非常に強い酸性雨は観測されず、強い酸

雨に対して、遠くから運ばれてきたものの影響が大きい

性雨、やや強い酸性雨、やや弱い酸性雨、弱い酸性雨

場合には富山市内のどこで酸性雨を調べても同じような

図54

非常に強い酸性雨、強い酸性雨が 1 回以上観測された地点
× pH 3.6-3.9 ( 非常に強い酸性雨 )、▲ pH 4.0-4.3 ( 強い酸性雨 )、○強い酸性雨が観測されなかった地点

図55

酸性雨の頻度分布
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図56

観測期間毎の降水量と pH の関係

◆夏、■秋、▲冬、●春

結果になることが期待されるのに対し、近くの発生源の

が少ないときは広域的な発生源より地域的な発生源の影

影響が大きい場合は、場所によって酸性雨の強さが大き

響が出やすいことを示している。また、どの季節のグラ

く異なる可能性が考えられる。

フでも、降水量が増加すると、pH はある値に向かって

今回の調査では、調査地点が均等に広がっていないた

収束していくように見えた。これは、降水量が増えるこ

め判断は難しいが、3 年間の調査では 1B や 2B などの

とで比較的遠い発生源の影響が見えてくることを示して

人が多く住んでいる地域や 3B の地域で強い酸性雨が多

いる。この傾向は前回調査でも確認された。なお、降水

く観測された。また、2014 年度の調査では中部中（2B）

量の増加時に向かう pH の値は季節によって異なるよう

の北側と南部中（3B）の 2 カ所で非常に強い酸性雨も

で、夏は pH5.5 程度、秋は pH5.0 程度、冬は pH4.5 〜

観測された。これらのデータを見ると、降水量が少ない

5.0 程度、春は pH 4.5 程度のように見えた。

ときに強い酸性雨が現れているように見える。
そこで、報告されたデータの降水量と pH との関係を
相関グラフで調べた（図 56）
。グラフは比較しやすいよ
うに降水量の目盛の最大値、pH の目盛の幅を同じにし
てある。
2013 年度調査では降水量が少ないところから多いと
ころまで、pH の値は幅広く広がり、降水量と pH との
間には相関は見られなかった。夏の調査では降水量が全
体的に少なく、強い酸性雨のプロットは非酸性雨や中性
の雨のプロットと比べて降水量が多い位置にあるのが特
徴であった。これに対して、2014 年度調査結果は、特
に冬や春の調査結果で、降水量が多くなるにつれて pH

図57

の分布幅が狭くなっていくことが特徴で、アジア大陸

一日毎の降水量と pH の関係
◆ 2014 年度、■ 2015 年度

起源の酸性雨など広域的な汚染の影響があったと考えら
れた。これに対して、夏の調査では降水量が少なく、プ

文献

ロットも非常に強い酸性雨から中性の雨まで幅広く分布

富山市科学文化センター編 , 1996．32 万市民による自然

しており、近くの発生源の影響が大きいようであった。

環境調査（平成３〜７年度）
．富山市科学文化センター．

2015 年度調査では、過去 2 年間の調査結果と比べて、
季節による降水量の違いが少なく、降水量 10 〜 60mm

（担当学芸員 朴木 英治）

の間にほとんどのデータが収まり、降水量と pH との関
係もうまく見えなかった。
一日毎の降水量と pH の関係
一週間単位の試料には何回分かの雨が混合しており、
降水量と pH の値との関係がうまく見えない場合がある
ため、2014 年度、2015 年度調査の 1 日毎の測定結果
から降水量と pH の関係について解析を行った（図 57）
。
どのグラフでも降水量が 5mm 以下の所では pH の値
が 3.6 〜 6.2 程度まで幅広く分かれた。これは、降水量
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−

土

の

色

−

はじめに
私たちの足元には土壌が広がっている。空気や水と同
様、当たり前のものすぎて、普段その存在を気にかけた
り、ましてや調べてみたりする人は少ないだろう。土壌
とは、
「陸地の表面にあって、光・温度・降水など外囲
の条件が整えば植物の生息を支えることができるもの。
岩石の風化物やそれが水や風により運ばれ堆積したもの
を母材とし、気候・生物（人為を含む）
・地形などの因
子とのある時間にわたる相互作用によって生成される。
」
と定義される（新村 2008）
。富山市は、大陸のかけら
である古生代の岩石から中生代・新生代の岩石・地層
がそろう「多様な地質」
（母材）と、標高０ m から約
3000 m までの標高差の中に「多様な気候・生物・地形」
（土壌の生成因子）をもつことから、そこで育まれる土
壌も多様であることが期待される。本調査では、誰もが
簡単に調査に参加でき、富山市の大地の多様さをひと目

図58

土の三原色とそれのもとになる物質（「土の世界」
編集グループ，1990 から引用）

で理解することができるよう、土壌の色に注目した調査
を行った。

日本の土壌の多くは、鉄化合物と有機物が様々な割合
で混合し、一般には茶色や褐色をしていることが多い。

土壌の色の違いは何を意味するか
色は土壌の特徴を表す様々な性質の中で、最も古くか

地球規模で土壌分布を見てみると、気候によって大まか
に南から赤色、黄色、茶色と変化し、寒帯ではポドゾル

ら使われているものである（小山・竹原 2013）
。現在

と呼ばれる白い色をした土壌が見られる。国内で見ても、

では、土壌中に含まれる有機物あるいは鉱物の組成など

沖縄など南西諸島には赤色、北海道には白や灰色の土壌

物理化学的な性質が調べられるようになってきたが、褐

が多く（栗田 2004）
、気候と土壌の色の関係が見られ

色森林土、赤色土など土壌分類の土壌型名の多くに色が

る。一方で、火山の噴出物に由来してできたと言われて

用いられているように、色は土壌の性質を表す重要な指

いる黒ボク土など、気候帯に関係しない土壌もある。ま

標である。

た山から平野にかけて、森林か水田か、斜面か平坦かな

土壌の色は、主に土壌中の鉄酸化物の状態・量と有機

どによっても土壌の色は変化する。

物の量によって左右される（図 58）
。母材（岩石）に含

このように、土壌は母材の性質をもちながら、気候や

まれていた鉄は風化に伴い、水といろいろな程度に化合

地形など様々な要因が複雑に絡み合ってできあがってい

し酸化物を作る。生まれたての鉄酸化物は、水和度が高

く。

く非晶質のフェリハイドライトである。これが長い年月
をかけて乾燥、再溶解などのプロセスを経ると、赤色の

方法

ヘマタイトや黄色のゲーサイトに変化すると考えられて

調査員が水田や畑、道路の切り割りから、園芸用シャ

いる（
「土の世界」編集グループ 1990）
。水田や低地

ベル約 2 杯分の土壌を採取し、館に持参した。それら

などで、鉄酸化物が水の移動に伴い土壌中から無くなる

を約 80 度の恒温器で乾燥させ、市販の土ふるい（目開

と、粘土鉱物や砂に含まれる鉱物の色である白色や灰色

き約 4 mm）
を用いて礫や植物片などを取り除いてから、

の土壌になる。低地の中でも、年中水の溜まるところで

ガラス瓶に詰めた。その後、新版標準土色帖（小山・竹

は土壌が還元状態となり、二価の鉄イオンが土壌の色を

原 2013）を用いて肉眼で土の色を判定した。なお判

青〜緑色にする（
「土の世界」編集グループ 1990）
。

定者による差を無くすため、色の判定はデータ入力担当

黒色系の色は、落ち葉や枯れ枝、動物の糞などの有機

の高橋あい氏が同じ室内で行った。

物からできた腐植によるものである。
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図60

図59

富山市内の土色分布（同一地点のデータを示す
ためにプロットのサイズを変えている）

土の色の表記について
新版標準土色帖（小山・竹原 2013）は、JIS に基づ
いた標準色票を用い、色相別に明度・彩度を整えて並べ
たものである。
色相は、色の種類を示すもので色名の頭文字をとった
アルファベットと数字の組み合わせによって表示する。
R（赤）
、Y（黄）
、G（緑）
、B（青）
、P（紫）の５主要
色と、その中間色である YR（黄赤）
、GY（黄緑）
、BG
（青緑）
、PB（青紫）
、RP（赤紫）の 10 色相からなり、
それぞれに 0 から 10 までの数字を組み合わせて、5Y、
10GY などのように表記する。
明度は色の明るさを示すもので、0 から 10 までの数
字で表示する。これは無彩色（白や黒）を基準に決めら
れ、最も明るい白を明度 10、最も暗い黒を明度 0 とし、
その中間のグレーの範囲に 1 〜 9 の数字を割り当てる。
彩度は色の鮮やかさを示すもので、数字で表示する。
無彩色を彩度 0 とし、値が大きくなるほど彩度（鮮や
かさ）が高くなる。
本報告では新版標準土色帖（小山・竹原 2013）に
従い、
「色相 明度 / 彩度」のように表す。例えば、7.5R
6/4 は、色相が 7.5R、明度が 6、彩度が 4 であること
を示す。
結果
土壌の色に関する調査は、2013 年から 2016 年まで
の 4 年間行われ、市内の平地部から山地まで 115 件の
報告があった。サンプルを持参しなければならないこ
とが負担となったためか、報告者は 14 名と少なく、ま
たそのうち特定の調査協力員によるデータが大半を占め
た。水田や畑などからの採取をお願いしていたが、
「本
当にこんな土で良いのか」といった声もあった。
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富山市内から集まった土壌データの色とデータ
件数

１

富山市の土の色

低位段丘（6）
、中位段丘（7）
、高位段丘（9）
、山麓扇

新版標準土色帖（小山・竹原 2013）に基づき、採

状地性崖錐緩斜面（図 61 中の山麓崖錐）
（2）
、
谷底平野・

取されたサンプルは 48 色に分類された（図 60）
。色相

氾濫平野（2）
、山頂・山腹緩斜面（6）
、山麓丘陵地（8）
、

を見てみると、
全体として Y 系
（76 データ）
と YR 系
（38

山地（28）
、崖（6）
、人工改変地形（1）
。図 61 に地形

データ）の土が多い。個別に見てみると、最も多く見ら

分類別に示した土壌の色を示す。

れた色は黄褐色（2.5Y 5/3）や暗灰黄色（2.5Y 4/2、
2.5Y

５ヶ所以上で見られた色は７つ（10YR 5/3、10YR

5/2）である。その他、GY 系の土壌がわずかに見られ

6/4、2.5Y 4/2、2.5Y 5/2、2.5Y 5/3、2.5Y 6/3、2.5Y

た。明度と彩度に注目してみると、明度は 5 を中心に

7/4）ある。そのうち 10YR 6/4 は山地で、2.5Y 5/2

明度 1 〜 8 まで幅広く、彩度は 2 〜 4 のものが多く見

は扇状地で主に見られる色で、両地形を代表する色であ

られた。明度が 4 〜 6 で彩度が高い 6 以上の鮮やかな

ると考えられる。一方で、10YR 5/3、2.5Y 4/2、2.5Y

色 を し た 土 壌（10YR 4/6、10YR 5/6、10YR 5/8、

5/3、2.5Y 6/3、2.5Y 7/4 は扇状地・段丘・山地など

10YR 6/6、2.5Y 5/6、2.5Y 6/6、2.5Y 7/6、5YR

多様な場所で見られ、市内のあちこちで一般的な色であ

4/8、5YR 5/6、5YR 6/6、7.5YR 5/8）は、主に高位

るといえる。

段丘や山地・丘陵地で見られた。
２

地形分類別土壌色

地形ごとに見てみると、扇状地では多くの色が見られ
るが、他の地形でも見られるものが多く、扇状地でしか

得られたデータを地図上にプロットしてみると（図

見られないのは 10YR 4/6 のみである。河原では彩度

59）
、地形ごとに特徴的な色があることがわかる。国土

が１〜２と低い色が特徴的である。段丘では、低位・中

交通省国土政策局国土情報課の 5 万分の 1 都道府県土

位段丘と比較し、高位段丘で彩度の高い色が多く見られ

地分類基本調査の地形分類図を参考に、データの採取

る。山頂・山腹緩斜面で見られる６色のうち５色は本地

地点を次の 14 地形に分類した（カッコ内はデータ数）
；

形でのみ見られる色（10YR 4/4、2.5YR 4/4、2.5YR

砂丘・砂堆（2）
、扇状地（29）
、河原（6）
、丘陵地（3）
、

6/4、2.5YR 7/4、5YR 6/6）で、YR 系で明度４〜６、

図61

地形分類別に示した土壌の色とデータ件数
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彩度４〜６と明るいことが特徴的である。山地は色数が
多く、明度の高い色（2.5GY 8/1 や 2.5Y 8/3）が見ら

「土の世界」編集グループ（編）
，1990．土の世界

大

地からのメッセージ．朝倉書店．

れることが特徴的である。

（担当学芸員 増渕佳子）

文献
栗田宏一，2004．ふしぎコレクション 3

新村出（編）
，2008．広辞苑［第六版］
．岩波書店．

土のコレク

ション．株式会社フレーベル館．
小山正忠・竹原秀雄，2013．新版標準土色帖．日本色
研事業株式会社．
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■調査を終えて

■おわりに

住宅地や農耕地、水辺の生き物の分布や生活の様子か
らは、私たちの生活の影響を受けながら生き物が行動し

この調査は、参加された多くの皆さんの協力によって
成立したものである。厚くお礼申し上げたい。

ていることや、時代とともに生き物の分布が変化してい

市民と協働して行った郷土の自然調査は 2 回目であ

ることが見えてきた。大地の土の色からは、市内には多

る。前回調査では、参加者を多くすることを主眼におい

彩な土があることが示されたことも新しい知見である。

たことから生物種の同定誤りが大きな問題であった。今

調査した生き物は環境を指標するものであり、データ

回は、見分け方のポイント説明により力を入れたほか、

数の多い調査結果から次のことが言える。

通信環境の充実によって簡便に画像や音声を確認するこ

・住宅や道路標識などの人工建築物に巣をつくるスズメ

とができたことで、調査結果の信頼性が高まった。郷土

は、人の暮らしにうまく入りこんで生きている生き

の現在の自然状況を捉えたデ−タとして保管し、適時、

物と言える。

自然の変化状況を調べるための基本情報として活用して

・一部の外来生物が勢力を大きくのばしていることは、

いきたい。

その種に適した環境を人間が提供し続けていること

今回、科学博物館が使命としている郷土の自然の調査

を示しており、元からいる日本の生物の生育に影響

と記録を市民の皆さんと共に行うことができ、その過程

を及ぼしているおそれがある。

で多くの交流が生まれたことは大きな成果である。今後

・水辺の鳥が市街地とその周辺に定住していることは、

も市民の皆さんから気軽に自然の情報をいただけるよう

エサとなる小魚や水草、巣をつくるための水辺環境

交流を広げ、より多くの人に自然への関心を高めてもら

が街にあることを示している。

えるよう活動を続けていきたい。

・ソメイヨシノは都市部では早く咲くことが確かめら
れたが、ヒートアイランドの影響によるものであろ

■担当学芸員

う。
・南方系のクマゼミが見つかったことからは温暖化が進

植

物

太 田 道 人

昆

虫

根 来

動

物

南 部 久 男

が、丘陵地や山地からの報告は少なかった。また、種類

酸 性 雨

朴 木 英 治

の同定が難しい生物種も報告は少なかった。調査項目の

土 の 色

増 渕 佳 子

選定の際はこれらを考慮すべきことがわかった。

分布図・データ処理

吉 岡

編

坂 井 奈緒子

んでいる可能性が示され、今後に注目したい。
・酸性雨は今も降っている。
市民調査員の居住地周辺からは多くの情報が集まった

集

尚

翼
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