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ルグレン法を併用した。

富山市三熊の古洞池周辺は市内で最も優れた里山的
自然が見られる場所であり，市内の動物相を知るのに

対象とした動物群は，概ね，体長2mm以上のいわゆ

この地域は非常に重要である。折しも，この地に富山

る大型土壌動物に属する環形動物と節足動物を扱った

市天文台の建築が決まったので，これを契機にこの自

が，今回は節足動物のうちクモ綱のザトウムシ目，カ

然相を知る基本的なデータを収集した。さて，わが国

ニムシ目，甲殻綱等脚目，唇脚綱，倍脚綱，結合綱な

では土壌動物相の研究は随分遅れていているが，富山

らびに昆虫綱トビムシ目について報告し，そのほかの

県でも，平内(1992)や富山市科学文化センター（199q

動物群については次の機会に報告する。

採集は特に名前を銘記したもの以外は全て布村が行

1994,1996）などが，見られる程度である，しかし，
富山平野の里山の土壌動物については隣接する呉羽丘

い，それらを類型的に分類し，その資料のうち，多足

陵の調査があるので，本地域の大型土壌動物相の把握

類は石井が，カニムシ類は佐藤が，トビムシ類は須摩

を試み，あわせて，特記すべき土壌動物をチェックし

が，等脚類は布村が同定をおこなった。なお，同時に

た。

採集されたザトウムシ類は鳥取大学の鶴崎展巨博士の
同定をいただき，ミミズ類は成城高校の石塚小太郎先

調査は1992年11月17日から1996年9月まで，のべ15

生の同定をたまわった。

回行なった。大型土壌動物については見つけどりとツ

古洞池調査地点区

8
皇
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採集地点と植生ほか

結果

調査区域は，標高100mから標高140m・植生は，コ

今回あつかった動物群は，クモ綱カニムシ目，甲殻

ナラ林やウラジロガシが生育する低山帯の特徴である。

綱等脚（ワラジムシ）目，唇脚（ムカデ）綱，倍脚（ヤ

stl.….市の古洞の森ふれあいセンターに隣接し

スデ）綱，結合（コムカデ）綱，昆虫綱トビムシ目，

た芝生と，谷状の湿地を含むアカマツ，ヒメヤシ

クモ綱ザトウムシ目および環形動物貧毛（ミミズ）綱

ャブシ亜高木林からなる。

である。そのうち近隣の里山である呉羽丘陵と比較し

St,2．…アカマツ，ヒメヤシャブシ亜高木林か

て，トビムシやカニムシ，ザトウムシの種類が多かっ

らなる痩せ尾根状の土地である。

たが，ワラジムシ類はきわめて少なく，同じ甲殻類の

St3……天文台建設地。土砂が採取された跡に

端脚目（ヨコエピ）は全く確認されなかったことが特

残った平坦地とその周囲の斜面からなる，台地状

徴である。

カニムシ類では全体的に初期二次林と指標するタイ

の地形である。平坦地の大部分では，7年生アカ

プの森を指標するものが多いと考えられる。

マツが混成するススキ群落が優占し，一部に緑化

多足類については，本州中部山岳地帯に普通に見ら

に使われたと見られるオオバヤシャブシの亜高木

れる種で構成されることから，冷温帯の動物相の特徴

林が見られる。
St､4．…．斜面にはクリーコナラ林が優占し，こ

を持つ。その中でアワヒトフシムカデは暖温帯に属す

の地点の南西部にある四阿の周辺にはアカマツや

る房総から記載された種類である。日本海側の富山市

オオバヤシャブシなどの亜高木林が見られる。

から発見されたことは，分布上特記すべきものである。

St,5．…．古洞池への斜面（どんぐり橋のたもと）

等脚類では,特にstlの芝生にはオカダンゴムシや

では当地の自然植生の代表的な構成種であるウラ

ワラジムシなど，都市を指標する生物がみられ，谷状

ジロガシがごく少数生育している。

の湿地と林内にはセグロコシビロダンゴムシやニホン
ヒメフナムシなど良好な自然を指標する生物が多い傾

St6.…．天文台建設地の南の森林部。クリーコ

向がみられた。

ナラ林またはヤマツツジーアカマツ群集からなる

なお，ザトウムシ類のヒメマメザトウムシやキブネ

高木林となっている。

ブラシザトウムシなどもSt､1だけにみられた。

St,7…．、古洞池畔の南西部。クリーコナラ林で，

トビムシ類は55種が抽出された。ツチトビムシ科が

他にアベマキやホオノキが生育している。

15種で最も多く，ついで，アヤヒメトビムシ科10種，

St8.．…古洞池畔南端付近。クリーコナラが優

マルトビムシ科8種が続いた。種別ではベッソカキト

占し，尾根ではアカマツが生育している。

ビムシFOjso加iα mc"/"α，H)p0gZzs師"〃（C" 0‐

St､9．…．古洞池畔。どんぐり橋東詰｡クリーコナ

p/,ysg"α） g" 〃α，o池'c〃z""s（Rzγ"zyc〃"γ"s）
β 9s "s，FOjsO加舷9"αのi "/""が侵占していた。

ラ林で，ホオノキが混在している。
StlO.…．石坂池横の斜面｡クリーコナラ林で,尾

これらは何処でもよく抽出される地中性，半地中性の

根ではアカマツが生育している。

普通種である。

動物群

古洞池周辺

ザトウムシ

2

優占種ならびに特筆すべき種類

呉羽丘陵

メクラツチカニムシ

カニムシ

ヤスデ
コムカテ
1

１人

ムカデ

lZ

ワラジムシ

アワヒトフシムカデ
二ホンヒメフナムシ

ベッソカキトビムシF()/so""α0 "/α/α，lもめOgzzsか"、(Cg7 (）
トビムシ

弓
I
ﾛノ

Q；

qJ≦

pﾉ"Sc"α） g" "α，O"yc〃"fγ"s（R""wc〃加郷zs）β 9s "s，
FbjsO柳/αq" γiO 〃γ/〃

表各動物群の出現種類数
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19940707（布村）

環形動物Annelida

ツチカニムシの一種A"Ocﾙｵﾙ0"j"ssp・

貧毛綱Oligochaeta

St､2,2t,19941016（布村）；St､3アカマツ林,l鼎

ツルグレン装置で抽出されたもので，全て幼体である。

19931110（布村),St・10（落葉広葉樹林),l￥，

Megascolecidaeフトミミズ科

19960519（布村）

P〃γg〃脚asp、

St､1，1youngl9920109（布村）；St､1，1young
l9930526（布村）；St､1，1youngl9930612（布村）；

コケカニムシ科Neobisiidae

チビコケカニムシ〃jcγ0〃s〃"z′)唇加 "畑（Elling

St3，1youngl9930526（布村）

s
e
n
,
1
9
0
7
）

St､41早,19950627,（布村）；St5,19941016,2¥
（布村）；St､7199608081¥（布村）

節足動物AI‑thropoda

ミツマタカギカニムシMjcγ0cγg増γzsノ 0"j Elling‐

クモガタ綱Aranea

sen，1907

ザトウムシ目Opiliones

St5,2罰,19940707(布村)；St5,1￥,19931110(布

ブラシザトウムシ科Sabaconidae

村）；St5,1￥1t,19941016（布村）

ヒメマメザトウムシCa oP2 eγg"αShear，1975

チビカギカニムシ〃jcγ 形噌γjsP)唇"2 αEIlingsen，

Stl，ljuv.，19930526（布村）

l907

St,4，1p，19950627（布村）

マメザトウムシ科Caddidae

キブネブラシザトウムシSa6 0〃sp(affJ"z αゆe
Suzuki，1949?）

Stlljuv.,19930612（布村）

甲殻綱Crustacea

等脚（ワラジムシ）目Isopoda
フナムシ科Ligiidae
カニムシ目PseudoscorpioI1es

ニホンヒメフナムシL壇〃i"加ノヒZPo"jc""zVerhoeff，

(pは第1若虫，dは第2若虫，tは第3若虫）

l918

ツチカニムシ科Chthoniidae

Stl,13，19930812（布村）；Stl,l子,19930526（布

メクラツチカニムシ〃〃" Oc〃h0刀加sﾉtzpO"zc"s

村）；St3,13,19930117(根来)；St9,2¥,19940427

Chamberlin，l929

（布村）；St､10広葉樹林,3¥,19960519（布村）

St､1，13，2.,19930526（根来）；St,1,1319930526

（布村）；St､1，3¥,1t,19931007（布村）；St､1，1早，

コシビロダンゴムシ科Armadillidae

1．，1p,19930812,（布村）；St,1，1t19941016,（布

セグロコシビロダンゴムシ助ﾙ γ"/0 0（α"s

村）；St2，2罰6早,19941016（布村）；St､3アカマツ
林, ずi3¥,19930107（布村）；St3アカマツ林,232
￥,19930117（根来）；St,5,2.,19940707（布村）：

St､1，33罰,19930526（布村）；Stl，2ざi3,

St、5，22¥,12罰,19940707（布村）；St5，3平3t，
19941016（布村）；St7，1p,19960808（布村）jSt
8(落葉広葉樹林),ltlOd,19960808(布村)；St､10(落

19960808（布村）

（Iwamoto,1943）

19930812（布村）；St1，1¥,19930725(根来);St6：
1¥,19950912（布村）；St､7(アカマツ林),131鼎

葉広葉樹林),1¥,19960519（布村）

ワラジムシ科Porcellionidae

ムネトゲツチカニムシ乃畑""Oc吻加刀加s（征）

ワラジムシ卸7℃g/"0s 6eγLatreille，l804

ノ0"jafs(Ellingsen,1907）

St､1,13,19930812（布村）；St,1,7ざ'33早呆

St､5，23，19940707（布村）；St7，21t,19960808（布

19941016（布村）

村
）

オウギツチカニムシA" ﾉzj〃0刀加s（A"0c〃伽郷加s）

オカダンゴムシ科Armadillidiiidae

"c"s(Ellingsen,1907）

オカダンゴムシA〃 """〃""z〃"

St1，1ざ1,2.,19930526（根来）；St1,2ざ' 19930725

(Latreille

l
8
0
4
）

（布村）；Stl,lざ' 19941016（布村）；St､4，23，

St1,4ざi3，19930812（布村）；St､1，2¥¥，

8
を
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村）；St5，2幼虫,19941016,（布村）；St､8（落葉
広葉樹林),1幼虫,19960808,（布村）；StlO（落葉

19941016（布村子

広葉樹林),1幼虫199600519（布村）

ヒトフシムカデ属の1種(2)〃07m

ヤスデ綱Diplopoda

〃"SSP(2)

St､5,1幼虫,19941016,（布村）；St7，1罰l幼虫，

ヒメヤスデ目Julida

19941016（布村）

ヒメヤスデ科Julidae

ヒトフシムカデ属の数種〃0？ 雌7m〃"sspp

フジヤスデ属の一種A7m"/ """ssp

St､1，1幼虫,19930526（布村）；St,5,5幼虫，

St5,1幼虫,19941016(布村）

19940707（布村）；St,5，幼虫1,19950627（布村）
ホルストイシムカデL"ん0〃"sル0/sオガ(Pocock,1909）

ツムギヤスデ目Chrodeumatida

Stl,131¥，19930526（布村）；Stl,131¥，
19930526（布村）；St､3周辺,罰1,19931110（布村）；

ミコシヤスデ科Diplomaragnidae
フトケヤスデTb"yosomam紬〃況加ajVerhoeff,l929

St､9,1幼.19940427（布村）

Stl,lex,19931007(布村）；St3,¥,19931007（布村》

スジイシムカデL"〃0〃"ss"/cゆgss"/cゆ （Attems，

ミコシヤスデ科の一種Diplomaragnidaesp
St､3，幼1,19930725（根来）

1
9
2
7
）

St3アカマツ,l早,19930107（布村）；St､10（落
葉広葉樹林),232早，199600519（布村）

ツムギヤスデ目の一種Chordeumatidasp

イシムカデ属の1種L"/zO6敵ssp

St､3，1幼,19930117（根来）；St,3周辺,l乳

St. ,lex,19930812(布村）；St､1，lex，

19931110（布村）

19931007（布村）；St,3,13,19930117（根来）
オビヤスデ目Polydesmida
トケイシムカデ科Henicopidae

ヤケヤスデ科Paradoxosomatidae

ケジムカデ睦妬/噌押 /06"崎ﾉ (wj sSilvestri,1909

アカヤスデノVEの, "Sm"z伽72"s／α加加泥況s（Attems
l
9
0
1
）

St､1,2幼虫,19930612(布村)；Stll9930526(布

St,1,199305263（布村）

村）；St､7231￥,l幼虫,19941016（布村）

オビヤスデ科Polydesmidae
ジムカデ目Geophilomorpha

オピヤスデ属の一種邸α"gγc〃0〔加ssp

ナガスジムカデ科Mecistocephalidae

St3,幼' 19930725（根来）

モイワジムカデ属の1種T池αγγ sp
Stl,罰,19930109（布村）；St､1,19930526(布村：
ムカデ綱Chilopoda
ツチジムカデ科Geophilidae

イシムカデ目Lithobiomorpha

ミドリジムカデC〃g"g"zα 沌成 "s(Attems,1927）

イシムカデ科Lithobiidae
タカヒトフシムカデ〃0"0

StlO（落葉広葉樹林),lex,199600519（布村）

6雌s雌陶α〃z

ヤマトベニジムカデSか郵押ziα〃 γ"加鯉j 0"jca

Verhoeff，l937

（Verhoeff，1935）

St､1,13,19930725,（布村）；St5,13,19941016,

St、3，早1,19930117（根来）；St8（落葉広葉樹

（布村）；St､72罰l￥1幼虫,19941016,（布村）

林),l研,19960808（布村）

アワヒトフシムカデ〃0畑、7 6畝Sc吻肋e""slshii

ホソヅメベニジムカデSか ""α花""""噌狐α、(Ta

andTamura，l994

StlO（落葉広葉樹林）13,199600519,（布村）

kakuwa,1938）

St3周辺,伊1,19931110（布村）

ダイダイヒトフシムカデ〃0"0m7m〃"sg/電n72s

ベニジムカデ属の一種Sか煙加ねsp

Shinohara，l957

St1，3罰,19941016（布村）

St,5,31,19931110（布村）

ヒトフシムカデ属の1種(1)〃0"0

6"ssp（1）

Stl,19930526（布村）；Stl,1幼虫,19941016,（布

8
字
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コムカデ綱Symphyla

シロトビムシ科Onychiuridae

コムカデ目Symphyla

ザウテルトビムシモドキHり" / γ 雌ss "gγiBer‐

ヤサコムカデ科Scolopedrellidae

ner,1909

ヤサコムカデ団""P血y/e"α〃" γfs(Hansen,1903）

St､10（落葉広葉樹林),l4exs,19960519（布村）

Stl，lex,199310()7（布村）；Stl，2exS

O"yc〃加γ"s（Rzγ"Zyc〃""WS）βα2ﾉCs "sKinoshita，

l9930827（布村）

l916

St2,l8exs,19941016（布村）；St,4（アカマツ林）
2exs,19960404(布村)；St51ex,19941016(布村)；
昆虫綱Insecta

St7（アカマツ林）lex,19960808(布村)；St8(落
葉広葉樹林),4exs,19960808（布村）；St・'0，（落葉

トビムシ目Collembola

ヒメトビムシ科Hypogastruridae

広葉樹林),231exs,19960509（布村）

HyPqgns "籾（C" "ysg"α）咋押jsα"αYosii,1956

O"yc〃"""s（Hzγ0"yc吻加γ"s）加地 たjYosii,l956

St4（アカマツ林）44exs,19960404（布村）；St8

StlO（落葉広葉樹林),lex,19960509（布村）

（落葉広葉樹林),1ex,19960808；StlO（落葉広葉

O"yc〃"γ"s（Rzγ0地ﾉc血加"【s）ノヒZPo邦ic郷sYosii,l967

樹林.242exs,19960509（布村）；St4（アカマツ

Stl,4exs,19941016（布村）；St5,3exs,19941016

林),llexs,19960404（布村）

（布村)；StlO(落葉広葉樹林),3exs,19960509(布

団妙qgzzs伽"面（Cgmt んyse"α）sp
St8（落葉広葉樹林),9exs,19960808（布村）

村
）

lもめQg"sか"秘（鋤抄Ogrzsか〃、s）gγzzc"is(Folsom,1897）

ツチトピムシ科Isotomidae

St4（アカマツ林)，2exs,19960404（布村）

ベソッカキトビムシFb/so岬jα わ /"mHandschin

/も抄qg かz"〃（J力ゆqg"sかz"秘）/ aKinoshita,l916
St､10（落葉広葉樹林),lex,19960519（布村）

St23exs,19941016；St､53exs,19941016；St､4(ア

fもめQgIzs純"秘sp

カマツ林）l68exs,19960404（布村）；St､7（アカマ

l925

St4（アカマツ林),2exs,19960404(布村)；St､7(ア

ツ林)l1exs,19960808(布村)；St､8(落葉広葉樹林）

カマツ林),lex,19960808（布村）

99exs,19960808（布村）；StlO（落葉広葉樹林）26

Xな"y"tz6γg"2W"αKinoshita,l916

exs,19960509（布村）；池周辺歩道(アカマツ林),l

St2,lex,19941016（布村）；St4(周辺歩道入口四

ex,19960808（布村）

阿付近),1ex,19960808（布村）；St4四阿付近,57

Fbjso""α γi "如賊(Tullberg,1871）
StlO（落葉広葉樹林),136exs,19960509（布村）

exs,19960808（布村）；St8落葉広葉樹林,2exs，
19960808（布村）

本種の中にEcomorphosis多型個体が1個体見出

Wプル岬、ﾉ"加"jcaYosii,l970

された。136個体のうちl個体のみであるが,貴重なこ

StlO（落葉広葉樹林),2exs,19960509（布村）

となので報告しておく。日本では武田がFb応0がzm
0cmα"α〃について京都大学上加茂試験地のアカマツ

ヤマトビムシ科Pseudachorutidae

林土壌から採集している(武田，1985)。本種は，体長
0.55mmの幼弱個体である。相違点は，腹部第4節後部

Fγ泥s （Fγ泥s ）ノ 0"j Yosii,l954

St・10（落葉広葉樹林）22exs,19960519（布村）

の背面正中線に丸い範囲わたり，太く長い剛毛が数十

ヤマトビムシ科の1種Pseudachorutidaesp

本集中している。この剛毛は太く他の毛と明らかに違

St21ex,19941016（布村）;StlO（落葉広葉樹林：

い一部トゲのような毛もある。採集地点は，StlOで落

3exs,199605()9（布村）

葉広葉樹林（クリ，コナラ）土壌から採集した。
R)jsO畑 sp，

イボトビムシ科Neanuride

St8（落葉広葉樹林）2exs,19960808（布村）

Ⅳ "z〃rzsp・

Fbﾉso"z〃ESPαγひ"/"sStach,l922

St2,lex,19941016（布村）；St､7（アカマツ林）l

St31ex,19941016（布村）

ex,19960808（布村）；St､8落葉広葉樹林4exs，

az/"s""〃 s〃Stach，l947

19960808（布村）；StlO（落葉広葉樹林）lex，

St4（アカマツ林）l8exs,19960404（布村）

19960509（布村）

〃jcγjsO加沈ααcﾙ 柳ajaBellinger,1952

8
苫

富山市古洞池周辺の土壌動物相一：

St､8（落葉広葉樹林),2exs,19960808（布村）；St・

4（アカマツ林）lex,19960404（布村）；St､7（ア

10（落葉広葉樹林),lex,19960519（布村）

カマツ林）lex,19960808（布村）
"

メナシツチトビムシム 0 た"α加加0γ（Schaeffer，

γ"s（乃加0 γ〃s）〆0/" "sYosii,l956

St31ex,19941016（布村）；St4（アカマツ林）

1
9
0
0
）

40exs,19960404(布村)；St,52exs,19941016(布

St8（落葉広葉樹林),9exs,19960808（布村）

村)；St7（アカマツ林)lex,19960808(布村)；St

PγOjSOm加α'"伽z"α(Tullberg,1871）

lO（落葉広葉樹林）3exs,19960519（布村）

St3,2exs,19941016（布村）
PmisO/0叩asp・

アヤトビムシ科Entomobryidae

StlO（落葉広葉樹林),5exs,19960519（布村）

フタツメシロアヤトビムシS"e/〃(S"g"α)Cz"〃jSgm

P花γ0"yc〃e"αSpa＃〃OsaUchidaetTamura,l968

St2,lex,19941016（布村）；St4（アカマツ林),3

Brook，l882

St5,lex,19941016(布村）；St､7（アカマツ林),l

1ex,19960404（布村）；StlO落葉広葉樹林,7exs

ex,19960808（布村）

19960509（布村）

ウメサオユウレイトビムシS"g"a（S伽e"α）z""2s i

I
〃
s
o
γ
i
a
s
p
・
St4（アカマツ林),4exs,19960404（布村）
ISO加"

Yosii,l940

Stl,lex,19941016(布村);St5,4exs,19941016(布

ゆg"〃γjBoener,l909

村
）

St4四阿付近,1ex,19960808（布村）；St､10（落葉

S伽g"a（C CO〃]'α）c

広葉樹林),13exs,19960519（布村）

Schott,l896

St8（落葉広葉樹林),lex,19960808（布村）

ISO加加α 沌成sBourlet,l839

ザウテルアヤトビムシHD加湿ias "2γ』（Boerner，

St4（アカマツ林）lex,19960404(布村);StlO(落

1
9
0
9
）

葉広葉樹林),lex,19960519（布村）;St・10（落葉広
葉樹林),2exs,19960509（布村）

St2,lex,19941016(布村)；St3,1ex,19941016(布

Ag花" 6〃g""c"ﾉα、(Tullberg,1876）

村）；St8（落葉広葉樹林),3exs,19960808（布村）

StlO（落葉広葉樹林）lex,19960509（布村）

E"加加0 ﾉasP､

St､2,2exs,19941016（布村）；St5,1ex,19941016

ツチトビムシ科の1種Isotomidaegen､etsp

（布村）；St,4（アカマツ林),6exs,19960404（布

St､7（アカマツ林）2exs,19960808（布村）

村）；St4（アカマツ林）4exs,19960404（布村）；
St7(アカマツ林)10exs,19960808(布村)；St8(落

トケトピムシ科Tomoceridae

葉広葉樹林）l6exs,19960808（布村）；St,10（落

オオトゲトビムシ助g"ZQg" hg"〃s6配膨

葉広葉樹林）2exs,19960509（布村）

（Boemer,1909）

St7(アカマツ林),1ex,19960808（布村）

タテジマアヤトビムシHひ

St4（アカマツ林）6exs,19960404（布村）；St5，

Tb" γ"s（Tb"zo γ"α）／"ゆz 〃"sYosii,1967
St,8（落葉広葉樹林),2exs,19960808（布村）；St，

lex,19941016（布村）；St7（アカマツ林),8exs，

10（落葉広葉樹林),1ex,19960519（布村）

19960808（布村）；St､7(アカマツ林),lex,19960808
（布村）;St8（落葉広葉樹林）8exs,19960808（布村）

ヒメトケトピムシTb 0 γ"s（Tb畑0 γ"α）〃αγ加s

W"/0 sja腕加 z"α舷(Boemer,1909）

Folsom,l899

St,24exs,19941016（布村）；St4（アカマツ林）

St3,l3exs,19941016（布村）；St4（池周辺歩道を少

21exs,19960404（布村）；St5,3exs,19941016（布

し入るアカマツ林）1ex,19960808（布村）

村)；St､7(アカマツ林),lex,19960808(布村)；St、

"

s iaDenis,l928

LゆれOCW ssp，

8（落葉広葉樹林),l2exs,19960808（布村）；St・

St4（歩道少し入るアカマツ林),5exs,19960808（布

10（落葉広葉樹林),3exs,19960509（布村）

村)；St4(歩道入口四阿付近),1ex,19960808(布村)；
St､7（アカマツ林),3exs,19960808（布村）；St､8（落

γ"s（乃加0 γ"s）is〃坊as〃Yosii,l954

葉広葉樹林),1ex,19960808（布村）

St､4（アカマツ林),8exs,19960404（布村）
キノシタトケトビムシTb脚0 γ"s（九"

γ"s）

盈鋤 s"g"α /･P""c＃ αBoemer,l901

St,5,4exs,19941016（布村）;St､7（アカマツ林）4exs

ル伽0s〃miYosii,1954

l9960808（布村）；St8（落葉広葉樹林）20exs，

St8（落葉広葉樹林),1ex,19960808（布村）；St．

8
号

布村昇・須摩靖彦・石井清・佐藤英文

1996()808（布村）

St2,lex,19941016（布村）；StlO（落葉広葉樹林)‐

PS"〃0s加g"αPs2z〃0/0卸z壇z"0sα(Yosii,1942）

lex,19960519（布村）

StlO（落葉広葉樹林）lex,19960519（布村）

マルトピムシ科の1種

St1,3exs,19941016(布村)；St,3,1ex,19941016(布

アリノストビムシ科Cyphoderidas

村
）

Q砂/zO火沌zSノα2ﾉα""SBoener,l909
St2,lex,19941016（布村）

謝辞

ザトウムシ類の同定をたまわった鳥取大学鶴￨崎展巨
ミジントビムシ科Neelidae

博士，ミミズ類の同定をたまわった成城高校の石塚小

〃29,/〆〃07て眺加加加加sWillem,l900

太郎氏に御礼申し上げる。また，資料の収集に富山市

St4（アカマツ林),lex,19960404（布村：

科学文化センターの根来尚博士，植生についてご教示
いただいた，太田道人氏と坂井奈緒子氏に御礼申し上

マルトビムシ科Sminthuridae

げる。

S"Z加ｵﾙz"抑〃gssP

St4(アカマツ林),25exs,19960404(布村);StlO(落

文献

葉広葉樹林),3exs,19960509（布村）

布村昇･平内好子，1996．有峰の土壌動物．「常願寺

Aγγ〃 "/"gsoc/ α"i〃"sYosii,l970

川（有峰地域）自然環境調査報告」（富山市科学文化

St2,2exs,19941016（布村）

センター）344pP：233‑267．
富山市科学文化センター編，1991．富山市浜黒崎海岸

助吻yγ"〃g 洲"""sαα〃(Reuter,1878）
St3,llexs,19941016（布村）

自然環境調査報告．l23pp・

S加加/〃z"〃sひか〃is（Limm§,1758）

富山市科学文化センター編，1994．富山市呉羽丘陵自

St､5,lex,19941016（布村）

然環境調査報告．253pp，
武田博清,1985.野外でのトビムシ個体群の生活史（1）

L肋0肋γ政加"切腕"sYosii,1965

St5,2exs,19941016(布村)；St3,lex,19941016(布

季節的多型，休眼の現象を中心に．E乱 ん0/Ogia，

村）；St7（アカマツ林),4exs,19960808（布村）;St

27：23〜35．

8（落葉広葉樹林）2exs,19960808（布村）

Yosii,R1977.CriticalchecklistofJapanesespecles

Rゆか"zzslγ0風噌"s"sYosii,l954

ofCollembola・CO〃か、Bio/,，Lα6．K1ﾉOmU"〃，

St3,2exs,19941016（布村）

25(2)：141‑170.

P花〃0t〃γ伽sP．
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と

