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ⅰ小樽市桂岡町 26-17
ii 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター植物園

（資料）阿部永「1975 年北海道大学ネパールヒマラヤ学術調査隊
—ヒマラヤの農林業における生物学的基礎調査 」調査手帳

阿部　永 i・加藤　克 ii

以下に紹介する資料は、前号で紹介した 1968 年北海道大学中央ネパール生物調査に続き、1975 年に実施された
北海道大学のネパールヒマラヤ学術調査の際に阿部永が記録していた手帳である。手帳の記載には、「阿部永博士寄
贈　哺乳類標本目録」（北海道大学北方生物圏フィールド科学センター植物園  2013）に収録されている阿部採集標
本にかかわる情報が含まれており、目録に掲載できなかった情報を提供することを意図している。

本資料は 1968 年調査の手帳と同様に、哺乳類標本の周辺情報としてだけでなく、鳥類、昆虫などの観察記録情報
も含んでいることから、生物学研究の材料としての資料的価値は高い。また、北海道大学における研究・調査活動
の歴史を理解する上でも重要な資料である。同時に当時の交通事情や現地の様子など歴史や文化面における記録と
しても意味のあるものと考えられる。

なお、資料中には現代的観点からすれば差別的な表現と受け止められかねない記載や個人的な情報も含まれてい
るが、記録としての価値を優先してそのままの形で表記している。

資料の翻刻にあたっては、阿部が所蔵資料（現在は北海道大学植物園・博物館所蔵）に基づいて読解し、部分的
に表記を統一しながら入力を行った原稿に記載されている採集情報と標本情報とを加藤が照合し、阿部と確認しつ
つ注記を加えた。なお、本資料においては、調査時に採集、観察した動物種の学名が阿部自身によって後に修正さ
れている。資料本文では修正された学名を記載し、修正前の学名については触れなかった。脚注では初出の際に和
名とともに学名を記したが、この学名は「標本目録」（北海道大学北方生物圏フィールド科学センター植物園）で用
いたものを利用している。

- 55 -



 （資料）阿部永「1975年北海道大学ネパールヒマラヤ学術調査隊」調査手帳

脚注において【　】で括った数字は、北海道大学植物園・博物館の標本番号である。（加藤）
　1975 年北海道大学ネパールヒマラヤ学術調査隊—ヒマラヤの農林業における生物学的基礎調査

The Hokkaido University Agrobiological Trips to the Nepal Himalaya 1975

旅程＜補記＞
Aug 7:Tokyo-Bangkok; 8:Bangkok-Kathmandu; 9-16:Kathmandu;（Godavari 旅行） ; 17:Kathmandu-Godavari; 

18-21:Godavari; 22:Godavari-Kathmandu; 23-25:Kathmandu;（Sheopri 旅行）; 26:Kathmandu-Sheopri; 27-30:Sheopri; 

31:Sheopri-Kathmandu; Sep 1-5:Kathmandu; 6-7:Kathmandu （Gokarna）; 8-9:Kathmandu;（Betrawate-Gosainkund-Pati 

Bhanjan 旅行）; 10-12:Kathmandu-Betrawate; 13:Betrawate-Ramche; 14-15:Ramche; 16:Ramche-Dunche; 17-18:Dunche; 

19:Dunche-Syabru; 20-21:Syabru; 22:Syabru-Ghora Tabela; 23-24:Ghora Tabela; 25:Ghora Tabela-Kyangjin Gompa; 

26-28:Kyangjin Gompa; 29:Kyangjin Gompa-Ghora Tabela; 30:Ghora Tabela-Syabru; Oct 1:Syabru-Syng Gomba; 2-3:Syng 

Gomba; 4:Syng Gomba-Gosainkund; 5-6:Gosainkund; 7:Gosainkund-Thale Pati; 8-9:Thale Pati; 10:Thale Pati-Khurumsan; 

11:Khurumsan; 12:Khurumsan-Pati Bhanjan; 13:Pati Bhanjan-Kathmandu; 14-17:Kathmandu;（Bhainse-Adhabar 旅行）; 

18:Kathmandu-Bhainse; 19-20:Bhainse; 21:Mhainse-Adhabar; 22-24:Adhabar; 25:Adhabar-Kathmandu;（帰国旅行）; 

26-30:Kathmandu; 31:Kathmandu-Bangkok; Nov 1:Bangkok-Tokyo.

（阿部日記）
8 月 7 日：東京 -Bangkok. 12：45 Air India にて羽田発、Hong Kong　中継にて 18：40（東京との時差 2 時間）Bangkok 着。

タクシーにて Hotel Manhattan へ行き宿泊。タクシー代往復で 270 バーツ（1 バーツ 15 円）。Bangkok は日本人が多
くうんざりする。

8 日：Bangkok-Kathmandu. 13：00 Royal Nepal Airline にてバンコク発、15 時過ぎにカトマンズ着、途中バングラデ
シュと思われる地域は一面の洪水氾濫。空港には伏見（田中）氏出迎えてくれる。9 個の荷物は同じ飛行機で到着
しているが、Import license が必要とかで受け取れない。仕方なくタクシーにて田中氏がいる Himalaya Bhawan に入る。
なかなか良いところ。夜市内に出るが、7 年前とほとんど変わっていない。自転車を 1 週間借りる。

9 日（土）：Kathmandu. ネパールでは土曜が休みで、日曜日はワークデイ。ネパール航空事務所に行き、帰りの飛
行機の予約をしようとしたが 10 月にダイヤが変わるので 10 月に来いという。市内で買い物をする。

10 日（日）：Kathmandu. 空港の税関で荷物を受け取れるというので 4 箱を開いてチェックしてもらったが、結局
import license が必要でだめだという。Himalaya Bhawan の庭や近くの道路肩にはモグラ塚のように土をあげたところ
があるが、これはどうも Bandicota bengalensis のものらしい。路肩のものは、人糞のあるところではそこまで掘り進
んできているようで、人糞の上に土が盛られている。

11 日（月）：Kathmandu. 外務省に行き Import license をもらうため、および、ビザの延長をするための紹介状をもらう。
ネパールの役所は 11 時頃開き、昼休みはない。紹介状は役所に行って 1 時間ほどでもらえたが、結局今日はこれだ
けで、後は何もできない。

12 日（火）：Kathmandu. 朝、隣の Sharma 氏（Dept. Commerce の Director）に Packing List を見せて、Import license

をもらう手続きについて聞く。役所に行くとリストが最低 3 通必要と言うことで、5 部のタイプ（コピー）を作る。
タイプライターに頼んで打ってもらったが、それに結局 3 時間近くかかる。Import license をもらった後、すぐ空港
税関に行ったが、税をかけるため使用済み品と新品に分けたリストを作れという。問答の後、面倒だから一括して
税を払いたいと言ったが、それでも各部品について評価をしなければならないので面倒だという。そして市内の
税関本部の Director に会えというので会いに行く。ここでも同じ事を言ったが、リストをよく調べて、これなら大
したものはないので払わなくて良いであろう。明日 11 時に空港へ行けと言って空港の税関吏に電話をしてくれる。
Visa extension のための紹介状も。

13 日（水）：Kathmandu. 11 時、空港税関へ行き、荷物の受け取り交渉をしたが、再び消耗品と持ち帰り品のリス
トを作れと言うことになったが、大変なので渋っていたところ、3 時間近くも粘った後、フィルムとテントだけをピッ
クアップして、それに課税（1325Rs）され、ようやく受け取ることができた。税関吏の言によると unaccompanied 

baggage や cargo は非常に通関がやっかいなので、今度来るときは accompanied baggage にしろという。今日はこれだ
けで終わり、後は何もできなかった。夜は街で夕食（guest house の Restaurant）。

14 日（木）：Kathmandu. Immigration office でビザの延長申請。明日 2 時にできるという。その後日本大使館へ行
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き、菊地一等書記官に会っていろいろ現状を伺う。インド航空事務所で 11 月 1 日のバンコクー東京間の飛行機予約。
Dhobi Khola 河畔のブッシュ、水田畔のブッシュ（トゲのある灌木、ニワトコ、ヨモギ、イラクサ）、農家の縁のブッ
シュに 18 個のネズミワナ、トラバサミ 1 個セット。水田や河畔にはBandicota indica の穴と思われるものが方々にあり、
またB. bengalensis が持ち上げたと思われる土の塚が多い。これらのブッシュ中にはネズミ類のランウエイが必ず走っ
ている。今日はスコールなし。

15 日（金）：Kathmandu. Dhobi Khola 河畔ブッシュにて Mus cervicolor 1 頭（skull なし）（1）、水田畔ブッシュにて
Bandicota indica 1 頭（2）、Suncus murinus  3 頭（中 1 頭は食われ skull のみ（3））。ワナ 19 個で 5 頭採集。昨日の水田、
河畔のワナ 14 個はそのまま。新たに水田畔ブッシュに 3 個、人家横ブッシュに 3 個、人家横トウキビ、トウガラシ
畑横ブッシュに 4 個、トラバサミ 1 をかける。本日 trekking passport をもらう。今日も南北の山手ではスコールが見
られたが、盆地内では雨なく、夜に雨。

16 日（土）：Kathmandu. 人家横ブッシュにてSuncus murinus1 頭（4）のみ。Himalaya Bhawan 下の斜面（トウキビ畑）ブッ
シュに顕著なB. indica の穴、ランウエイあり。Dr Sharma によるとB. bengalensis は Terai でないといないという。午後、
自転車で Gokarna Forest へ行く（約 40 分）。Gokarna Forest is a Royal Game Sanctuary which lies about 6miles northeast 

of Kathmandu. It is situated in the bank of the river Bagmati. Many wild animals such as spotted deer are found in the sanctuary. 

Gokarna forest は照葉樹林で、大木もあり、王様の猟場であるところから、古い時代のカトマンズ渓谷の植生を示す
ものと思われる。Chital や Rhesus monkey が多く、動物相も本来の、この付近の状態を示すものと思われる。林内は
暗く、林床植物は非常に少ない。また、落葉も少なく、したがって腐植土層はほとんどなし。この森の周囲は過放
牧のため裸地化または貧弱な植生があるのみ。平地は水田。昼は雨なく、夜に雨。ワナ 7 個、トラバサミ 1 個その
まま。

17 日（日）：Kathmandu-Godavari. Himalaya Bhawan 下、トウキビ畑下ブッシュ中にて B. indica ♀ 1 頭（5）採集、パ
チンコ 0。Godavari に行く。途中、Dr Sharma の研究所訪問。Dr Rana、 Dr Sharma とともに Godavari につき、寺にてキャ
ンプ。照葉樹林（林床灌木少、落葉少）にワナ 20 個セット。夜雨。

18 日（月）：Godavari. ネズミ 0。植物園に行った後、寺より下部にワナセット。Horticultural garden 横、石垣沿い、
照葉樹林（放牧地）にワナ 26 個、川岸灌木地に 25 個セット。いずれも落葉少。昼間晴れ、夜小雨。

19 日（火）：Godavari. Horticultural garden 横石垣沿いのワナにて Rattus rattus  1 頭（6）のみ。他のワナは 0。R. rattus  

ad ♀ 1 頭、住民が持参したが頭骨が壊れているので繁殖状態のみ検査。17：00 河畔に 13 個、1800m 道路沿いブッシュ
に 13 個、1830m 天然林内（林床—灌木、草本少、落葉 0 ～ 1cm）に 9 個セット。1900m 天然林内（灌木少、落葉少）
に 10 個セット。寺の周囲に 5 個、飯場内に 2 個セット。昼曇り、夜雨。寺の下の池にて Indian Pond-heron（Ardiola 
grayii）見る。

20 日（水）：Godavari. 1900m 広葉天然林、林縁草地にて R. fulvescens1 頭（7）、寺横飯場内にて R. nitidus 3 頭 (8) 採
集。他は 0。1900m 広葉天然林（林床植物少、落葉 0-1cm）内に 20 個、1980m 高圧電線下伐開地、灌木・草地に 5 個、
2100-2200m 高圧電線下伐開地カシ、シャクナゲ林伐開地、Dwarf bamboo bush、草本植生地（一部落葉あり）に 19 個セッ
ト。1950m 付近からシャクナゲが出現し、2100m 付近以上で多くなる。2200m 付近広葉灌木密生地（伐開地）では
落葉特に腐植層が深く、この中に小さなトンネルが多い。Soriculus のものか？　昼間は晴れまたは曇り。

21 日（木）：Godavari. 2200m カシ、シャクナゲ伐開地（林床灌木密生、ササ、腐植層厚く、落葉 1-2cm）にて Mus 
cervicolor1 頭（9）、R. niviventer 幼体 1 頭（10）採集。2150m 同じく伐開地（ササ、シャクナゲ、カシ灌木、落葉・腐植

（1）Mus cervicolor クチバハツカネズミ♂【57353】.

（2）Bandicota indica オニネズミ♂【57566】.

（3）Suncus murinus ジャコウネズミ♂【57296】および♀【57297】.  頭骨のみの標本は目録に掲載されていないが、今回♂【58901】

として登録した .

（4）ジャコウネズミ♀【57298】.

（5）オニネズミ♀【57567】.

（6）Rattus nitidus ヒマラヤクマネズミ♀【57516】.

（7）Niviventer fulvescens ヒマラヤクリゲネズミ♀【57448】.

（8）ヒマラヤクマネズミ♀【57517】,【57518】,【57519】.

（9）クチバハツカネズミ♂【57354】.
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層少）にて R. niviventer 幼体 1 頭（11）。Godavari

山頂（2730m）に登る。頂上直下の 2700m 付近
カシ疎林内（灌木、草本密生、岩多し、腐植層
厚くアキカラマツなど多し）、カシの幼木の地
上 110cm の枝の上に別図（図 1）のような球状
のネズミの巣を発見。付近にて同様のもの 8 個
発見。2520m 尾根上カシ伐採跡の灌木、草本密
生地（岩多し）に 21 個セット。2200m カシ、シャ
クナゲ伐開地尾根（林床灌木、ササ密生地、落葉・
腐植層厚い）に 10 個セット。2150m 尾根上伐
開地に 5 個セット。2100m 人家下伐開地に 5 個セット。2600m 付近にて背面暗色小型リス 1 頭みる。昼小雨。

22 日（金）：Godavari-Kathmandu. 2100m 人家下伐開地・灌木草本地にて R. rattus （腹白）1 頭（12）、2500m 尾根上カ
シ林伐開跡の灌木・草本密生地（岩場）落葉多い（2-3cm）ところで Soriculus caudatus  1 頭（食われ顎骨のみ（13））、
S. nigrescens  2 頭（14）、Mus cervicolor  3 頭（15）、R. niviventer 3 頭（16）、R. rattoides （腹白）2 頭（17）。2700m Quercus の疎
林、岩場、草本・灌木多く、落葉 2-3cm、腐植多いところにて S. caudatus 1 頭（18）、R. fulvescens 1 頭（19）採集。他は 0。
この付近では標高 2000m 付近より上で落葉層が堆積し始めるが、この付近ではまだ少なく、灌木の下など一部だけ
である。2200m 付近になると灌木の密生したところなどには落葉が 2-3cm 堆積し、腐植層も数センチあるところが
あり、この付近からネズミが比較的多くなるらしい。2500m 付近になると落葉、腐植層とも多くなり、ネズミ類は
多くなる。午後 2 時、ジープにてカトマンズに帰る。夜は丸山氏、田中氏と共に Kathmandu Guest House 横のレスト
ランで会食。

23 日（土）：Kathmandu. 一日中曇り、雨、洗濯。荷物整理など。Mr Penpa と Sheopri 旅行の打ち合わせ、午後丸山
氏来る。丸山氏より Sheopri 地域の状況を聞き、キャンプ地を決める。

24 日（日）：Kathmandu. 一日中雨、一時激しく降る。午後雨上がりの時をみて街に出る。一日休養。明日からの
Sheopuri 旅行の準備。

25 日（月）：Kathmandu. 朝、曇りのため出発を一日遅らしたが、その後晴れ、宮原さんの事務所へ行き、宮原さ
んに会う。

26 日（火）：Kathmandu-Sheopri. 朝 8：30 出発、Sheopri へ。1968 年のコースではなく、Budhanilkantha から登る。
1700m まで農耕地があり、清流もある。農耕地上縁に小さなダムがあり、水源地となっている。その上は伐採され
て灌木地となっており、これが 2000m まで続く。シャクナゲは 1860m 付近から出現。2000m 付近から高木が出現す
るが、かなり間伐されている。2500m 付近の Gompa（Bagdura Gomba）に泊まる。この付近は直径 2m くらいのカシ
を含む高木林であるが、牛、水牛、ヤギなどがいたるところに入っているので、下草が非常に少ない（高木が疎で
あるところでも）。Gomba は Sheopri 山（2600m）の頂上直下南斜面にある。林床には灌木も少ない。しかし、落葉
は 0 ～ 3-4cm あり、腐植層も 5 ～ 8-9cm ある。細流が多いが、本流からかなり上った水源に近いので、乾期には涸
れるかも知れない。水流の横に 8 個、歩道沿いの斜面、灌木地（疎）に 31 個、Gompa 建物内に 6 個セット。夕方雨。

27 日（水）：Sheopri. 水流沿いのワナにて Rattus niviventer  1 頭（20）、歩道沿いの斜面にて Soriculus nigrescens 5 頭（21）、

図 1 日記記載のネズミの巣の図

（10）Niviventer niviventer  ニイタカネズミ♀【57454】.

（11）ニイタカネズミ♂【57455】.

（12）Rattus rattus  クマネズミ♂【57539】.

（13）Episoriculus caudatus  ホジソンケムリトガリネズミ . 顎骨のみの標本は現存しない .

（14）Soriculus nigrescens チビオケムリトガリネズミ ♂【57172】および♀【57173】.

（15）クチバハツカネズミ♂【57356】,【57357】および♀【57355】.

（16）ニイタカネズミ♂【57456】および♀【57457】、【57458】. ただし , 【57458】の採集地は標本ラベルでは 2700m となって

いる .

（17）Rattus pyctoris  トルキスタンクマネズミ♂【57497】および性別不明【57496】.

（18）ホジソンケムリトガリネズミ♀【57083】.

（19）ヒマラヤクリゲネズミ♀【57449】. ただし , 標本のラベルでは採集地が 2500m となっている .
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R. niviventer 3 頭（22）、 Gomba 建物内にて R. niviventer 3 頭（23）採集。
水流沿いに 27 個、林内歩道沿い灌木、草本疎生地（落葉 3-4cm、 腐植層 4-8cm）に 14 個、Gomba 下、畑の囲いブッ

シュ沿いに 3 個セット。夜、Gomba 内に飛び込んだコウモリ Myotis  1 頭（24）採集。
28 日（木）：Sheopri. 水流沿いのワナにて R. niviventer 4 頭（25）、歩道沿いにて S. caudatus 1 頭（26）、S. nigrescens  3 頭（27）、

R. niviventer 5 頭（28）採集。2500m 水流沿いに 21 個、歩道沿いに 6 個（生け捕り 1 個）、Gomba 畑沿いブッシュ中に
9 個（生け捕り 1 個）、2460m、カシ以外の広葉樹林沢地、水流沿いに 18 個セット。Gomba 内に生け捕り 2 個セット。
3 時頃より夕方まで雨。夜 Gomba 内にてコテングコウモリ 2 頭（29）採集。

29 日（金）：Sheopri. Gomba 内にて Mus cervicolor 1 頭（30）、畑、Gomba 周辺灌木、草本ブッシュにて Mus 
cervicolor  1 頭（31）、Rattus niviventer 1 頭（32）、Soriculus nigrescens 1 頭（33）、2500m 水辺にて R. niviventer 3 頭（34）、 R.nitidus 
1 頭（35）、2460m 沢地水辺にて S. nigrescens 1 頭（36）、R. niviventer 3 頭（37）採集。2460m 付近、川岸広葉樹、ササなど
の密生地、林床は比較的すいているところにワナ 42 個、Gomba（2500m）の畑囲いブッシュに 8 個、歩道沿いに 2

個（生け捕り 1 個）セット。
30 日（土）：Sheopri. 2460m、沢地渓流沿いにて S. nigrescens 3 頭（38）、R. niviventer  4 頭（中 1 頭は食われ捨てる（39））、

2500m、歩道沿いにてR. niviventer 1 頭（頭部食われ捨てる）、他は 0。渓流沿いの部分はうっぺいよく（写真：掲載なし）、
林床の落葉は多いところで 3-4cm、腐植層 2-3cm であるが、落葉のないところもある。一般に S. nigrescens は落葉や
腐植層の多いところに集中している。2080 ～ 2160m（南斜面、尾根上）シャクナゲその他広葉樹二次林（灌木林）、
林床植物ほとんどなく、コケ少しあるところに 30 個セット。2500m、Gomba 畑の囲いブッシュに 7 個、Gomba 内に
生け捕り 4 個セット。

31 日（日）：Sheopri-Kathmandu. 2100m、灌木二次林（林床落葉散在、腐植ほとんどなし、コケ少し）にて R. 

（20）同日採集のニイタカネズミは♂【57460】,【57462】,【57463】,【57464】および♀【57459】,【57461】,  【57465】の  7

点 . 後掲注（22）および（23）の個体が含まれる .

（21）チビオケムリトガリネズミ♂【57174】,【57175】,【57176】,【57177】および♀【57178】.

（22）前掲注（20）参照 .

（23）前掲注（20）参照 .

（24）Pipistrellus javanicus バブアブラコウモリ♀【57644】. 標本採集日は 28 日となっている .

（25）同日採集のニイタカネズミは 【57466】,【57469】,【57472】,【57473】および ♀【57467】,【57468】,【57470】, 【57471】   

【57474】の 9 点 . 後掲注（28）の個体が含まれる .

（26）ホジソンケムリトガリネズミ♂【57084】.

（27）チビオケムリトガリネズミ♂【57180】および♀【57179】,【57181】.

（28）前掲注（25）参照 .

（29）Murina aurata タイリクコテングコウモリ♀【57641】,【57642】. 目録の採集年 1968 年は誤りである .

（30）同日採集のクチバハツカネズミは♀【57358】,【57359】の 2 点 . 後掲注（31）の個体が含まれる .

（31）前掲注（30）参照 .

（32）同日採集のニイタカネズミは♂【57478】,【57479】,【57480】,【57481】および♀【57475】、【57476】、【57477】、【57482】

の 8 点 . 後掲注（34）および（37）の個体が含まれる .

（33）同日採集のチビオケムリトガリネズミは♂【57183】および♀【57182】の 2 点 . 後掲注（36）の個体が含まれる .

（34）前掲注（32）参照 .

（35）ヒマラヤクマネズミ♀【57520】.

（36）前掲注（33）参照 .

（37）前掲注（32）参照 . 本資料では , 同日採集のニイタカネズミは 7 点であるが , 現存標本は前掲注（32）に示したように 8

点確認される . 阿部標本台帳では【57479】,【57480】,【57481】,【57482】の 4 点に（alt.2460m）とあり , この部分の点数が合

致しない .

（38）チビオケムリトガリネズミ♂【57185】,【57186】および♀【57184】.

（39）同日採集のニイタカネズミは♂【57484】および♀【57483】の 2 点 . 残る 1 点は現存標本 , 阿部標本台帳ともに確認でき

ない . 日記記載のミスか（阿部）.
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niviventer 1 頭（40）、R. rattus  （腹白）1 頭（41）のみ。他は 0。2500m Gomba より Kathmandu に帰る。1700-1800m、
Sheopri 南斜面、農耕限界上の伐採跡、二次林中の谷沿い（広葉常緑灌木、Mexican weed 密生地、落葉なし）に 24 個セッ
ト。Gomba までポーターが来るはずのものが来なくて Gomba に荷物を deposit し、Kathmandu に帰る。

9 月 1 日（日）：Kathmandu. 1750m 付近 Sheopri の南斜面、谷沿いにて R. rattus 1 頭（42）採集。Sheopri の荷物は
Pempa がポーターを手配して下ろす。昼過ぎに荷物到着。夜は Pempa 氏の家に招待され、ギョウザ、チャン、ロキシー
をご馳走になる。ワナかけせず。

2 日（月）：Kathmandu. 辻井隊長他 3 名　14：45 カトマンズ空港着。Tawa 氏が車で迎えに出てくれる。植物班は
荷物をすべて手荷物としたため、何も問題なし。ただし、税関では木箱の方を丹念にチェック。大きなトランクは
ほとんどチェックなし。トランクによる輸送の方が良いらしい（物珍しい箱の方はチェックの対象にされるらしい）。
夜は Kathmandu Guest House 横のレストランで夕食。

3 日（水）：Kathmandu. 丸尾さんの家より植物班の人が昼頃来て、午後は休養。Baneswar の Bagmati River 河畔ブッ
シュ（水田と川の間）にワナ 6 個、人家横トウキビ畑縁のブッシュに 2 個、田中家周囲の人家横ブッシュに 4 個セット。

4 日（木）：Kathmandu. 田中家横トウキビ畑縁のブッシュにて S. murinus 1 頭（43）、Bagmati 河畔にて S. murinus  2 頭（44）

採集。ワナかけなし。植物班、外務省で trecking passport の申請。日本大使館、大使公邸に伺う。午前中小雨。
5 日（金）：Kathmandu. ガンマーグロブリンの注射（65Rs）をした後、Tribvan 大学へ行き植物学教室、動物学教

室を訪問。Dr Mujapuria に会い、教室の標本を見せてもらう。ネズミ類、食虫類の標本の同定を頼まれ、1 時間くら
いかけて名前をつける。Rattus rattus、 R. fulvescens、 Bandicota indica、 Mus cervicolor、 Soriculus caudatus、 S. nigrescens、 

Suncus murinus などがある。
6 日（土）：Kathmandu（Gokarna）. 今日シェルパ 2 人（Pempa、 Nima Norb）、Kitchen boy 2 人を雇う。Gokarna に

行きワナセット。広葉常緑樹林と湿地草原の林縁に沿って 40 個セット。林内落葉少なく、地表裸出部多し。
7 日（日）：Kathmandu Gokarna. Gokarna forest のワナは 0。今日は一日中激しく雨が降り、雨期あけ時期とは思え

ない天候である。　
8 日（月）：Kathmandu. 天気予報では今日から雨期あけということであるが、午前中は曇り、小雨で、夕方から晴れる。

夜は快晴。税関本部へ行き、帰りの標本持ち出しの手続きを聞いたが、外務省へ行けという。外務省に行き Shresta 

氏に会い、事情を聞くと、調査終了時にレポートを農務省の section of planning に提出し、そのあと標本持ち出しの
アレンジをしてもらえという。夜は田中、丸山氏と共に Utse で夕食。

9 日（火）：Kathmandu. 本日は Pempa と中須賀君がカトマンズで雇ったポーターを連れ、昼過ぎに荷物の大半を携
え Trisuli に向かう。Pempa の提案で荷物とポーターは定期バスで行った方が安いと言うことで、そうすることにする。

10 日（水）：Kathmandu-Betrawate. 朝 10：30、ジープにて隊員 7 名 Trisuli へ出発。Baraju、Kakani、 Trisuli など、
各地にてパスポートチェックあり、先発のポーター達は Trisuli のすぐ手前でバスがエンコしたとかで途中で一泊、
我々が Trisuli を過ぎたところで会う。Betrawate の学校の庭にキャンプ。付近一帯は水田で、水田の畔の小さなブッ
シュにワナ 28 個セット。標高 700m。

11 日（木）：Betrawate. Mus cervicolor  1（45）、 Suncus murinus 2（46） 採集。小さなマングース 1 頭見る。アゲハチョウ、
タテハチョウ撮影。気温、湿度高く不快。水田、河畔に 17 個、人家周囲に 3 個、人家周囲の畑畔に 9 個セット。い
ずれも灌木、草本はわずかに生えているのみ。河畔にトラバサミ 2 個セット。今日は短時間の雨があったのみ。

12 日（金）：Betrawate. 人家周辺畑地畔にて Suncus murinus  3（47）、 Rattus rattus  幼体（毛皮なし）1（48）、人家周囲ト

（40）ニイタカネズミ♂【57485】.

（41）クマネズミ♀【57540】.

（42）Niviventer fulvescens ヒマラヤクリゲネズミ♀【57450】. 採集当初の同定結果が記載されているために別種の学名が記載

されているが , 日記に記載されている対象標本はこの個体である（阿部）. 

（43）同日採集のジャコウネズミは♂【57300】,【57301】および♀【57299】の 3 点 .　後掲注（44）の個体が含まれる .

（44）前掲注（44）参照 .

（45）クチバハツカネズミ♂【57360】.

（46）ジャコウネズミ♂【57302】および♀【57303】.
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ラバサミにて Rattus nitidus  1（49）、水田畔にて Suncus murinus  1（50）、Mus cervicolor  1（51）採集。人家廻りに 2 個、水田
と川の間の石垣に 10 個セット。幼虫室を縦に 2 列に細長く並べた蜂の巣を発見（写真：掲載なし）。木の枝からぶ
ら下がった面白い巣。人家近くの河畔にトラバサミ 2 個セット。雨は一時パラパラとあったのみ。

13 日（土）：Betrawate-Ramche. 人家近くのワナにて Suncus 1 頭（52）採集。8 時過ぎ Betrawate を発ち、12 時過ぎ
Ramche 着（1800m）。ポーターらはずっと遅れる。一日中雨が降り、時々激しく降る。Ramche の茶店にはフランス
人など数人が泊まっている。茶店上のシコクビエ畑、人家横のブッシュにワナ 20 個、トウキビ収穫後の大豆畑横、ブッ
シュに 10 個セット。夜も激しく降雨。水田は標高 1400-1500m まで、それ以上はシコクビエ畑（トウキビ収穫後に
植えたもの）。

14 日（日）：Ramche. シコクビエ畑、人家横ブッシュにて Suncus 2 頭（53）、Mus 2 頭（54）、 Rattus rattus （腹白）5 頭（55）

採集。シコクビエ畑畔に 9 個、1900m 農耕地上限上のシャクナゲ、カシ（Q. semicarpifolia）などの灌木二次林、歩
道沿いに 18 個セット。この灌木林はコケが多く、A 層がかなり深いところがある。チョウゲンボウ 2 羽見る。

15 日（月）：Ramche. 1850m、シコクビエ畑、カルカ横ブッシュにて Mus cervicolor 1 頭（56）、Suncus 1 頭（57）採集。
Mus は比較的乾いた石垣の様なところでとれたが、Rattus rattus は湿ったイラクサなどの密生した畔に多い。1900m

付近シャクナゲ、カシなどの灌木地にて Soriculus nigrescens 1 頭（58）採集。この付近の灌木地には落葉やコケの多い
ところがあり、特に凹所や灌木密生地に多い。コケや落葉の深いところは 6-10cm 位、腐植 5-6cm、柔らかい黒色土
12-20cm ほどである。ただし、全面にあるのではなく、斜面凹所にこのようなところが多い。急斜面や凸所には落葉、
黒色土ともほとんどなく、赤土がでている。1800m 人家、シコクビエ畑周囲に 17 個セット。

16 日（火）：Ramche-Dunche. 人家、シコクビエ畑付近にて Suncus 1 頭（59）、Mus1 頭（60）、Rattus rattus 1 頭（61）採集。
朝晴れ、8 時出発、Bokajunda にて昼食後、Dunche 着 2000m、小雨。Panchat の建物裏にキャンプ。シコクビエ畑横石垣、
トウキビ畑収穫後の草地横に 20 個セット。夜小雨。ヤツガシラ 2 羽見る。

17 日（水）：Dunche. シコクビエ畑、草地横にて Rattus rattoides 1 頭（62）、Mus cervicolor 1 頭（63）採集。イラクサそ
の他草多し。Crested bulbul、 ノビタキなど写真。Dunche の 3km 南の林内歩道沿い（1950m）にワナ 40 個セット。こ
の付近でも凹所には落葉多く、腐植層厚く、そのようなところには Soriculus のものと思われるトンネルが多い。（落
葉の状況は Ramche 上の場合とほぼ同じ）。崩壊地にはハンノキ林、その他は広葉樹高木林で、地上にはコケ多し。
今日は曇りで、ほとんど雨なし。ヤツガシラ、ヒワ、チョウゲンボウ 2 羽。

18 日（木）：Dunche. Dunche の南 3km の林内歩道沿いにて Soriculus nigrescens 3 頭（64）、Rattus fulvescens 1 頭（65）採集。

（47）同日採集のジャコウネズミは♂【57305】および♀【57304】,【57306】,【57307】の 4 点 . 後掲注（50）の個体が含まれ

る .

（48）クマネズミ♀【57550】.

（49）ヒマラヤクマネズミ♂【57521】.

（50）前掲注（47）参照 .

（51）クチバハツカネズミ♂【57361】.

（52）ジャコウネズミ♂【57308】.

（53）ジャコウネズミ♂【57310】および♀【57309】.

（54）クチバハツカネズミ♂【57362】および♀【57363】.

（55）クマネズミ♂【57541】,【57542】,【57543】、【57544】および♀【57545】.

（56）クチバハツカネズミ♀【57364】.

（57）ジャコウネズミ♀【57311】.

（58）チビオケムリトガリネズミ♂【57187】.

（59）ジャコウネズミ♂【57312】.

（60）クチバハツカネズミ♂【57365】.

（61）クマネズミ♀【57546】.

（62）トルキスタンクマネズミ♀【57498】.

（63）クチバハツカネズミ♀【57366】.

（64）チビオケムリトガリネズミ♀【57188】,【57189】,【57190】.

（65）ヒマラヤクリゲネズミ♂【57451】.
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キセキレイ、ヤツガシラ写真。シコクビエ畑、人家周辺畔、歩道、岩垣沿いに 25 個セット（2000m）。
19 日（金）：Dunche-Syabru. 畑、歩道沿い石垣にて Soriculus nigrescens 2 頭（66）、Mus cervicolor 2 頭（67）、R. rattus 2 頭（68）

採集。標本作成後、8：30 Dunche 出発、建設中の果樹園の中を通って、一度谷（1800m）まで下り、再び対岸の斜
面を 200m ほど登る。川の両岸には湿った高木林があり、ここでラングール 5 頭ほどを見る。♀ 1 頭は腹に子を抱
いていた。11 時頃、尾根をまわったところの Bhargu にて昼食。12 時半頃出発して 4 時近くに Syabru （2200m）に到着。
途中、2000-2400m 付近にて植物の写真を多数撮る。Syabru の人家付近のシコクビエ畑畔、草のブッシュに 11 個セッ
ト。ポーターの到着が遅れたためワナかけが十分できず。

20（土）：Syabru. ネズミ 0。今日は一日中小雨で停滞日。カワラヒワの一種、アリスイの一種の写真。ヤツガシラ 1 羽。
Syabru 北側、Langtan 川の一支流の沢まで下り（2000m）、草地に 4 個、2200m の Syabru 部落、シコクビエ畑、人家
石垣に 5 個、人家内に 4 個、2200m 部落南部小川周辺に 10 個、歩道沿い灌木草地に 15 個セット。Dremomys と思
われるリスを見る。

21（日）：Syabru. 早朝晴れ、10 時頃より小雨。歩道沿いのワナで Rattus（種不明）のものと思われる尾 1（69）のみ採集。
灌木、草地には Soriculus  のものと思われる run way あり。人家周辺石垣沿いに 10 個、シコクビエ畑周辺に 11 個セッ
ト。この付近の段々畑は石垣を積んでない、赤土を削ったままであるためネズミの生息地少なし。

22（月）：Syabru-Ghora Tabela. シコクビエ畑畔にて Mus cervicolor 1 頭（70）、人家横にて Rattus  sp 幼体 2 頭（71）採
集。7 時半出発、Ghora Tobera へ向かう。まず、550m ほどの急斜面を下り、Lang Tang 谷支流を越えて Lang Tang 谷
河畔左岸（1650m）まで下り、ここから上流に向かって森林中を登り、2100m 付近にて右岸に渡る。ここから急坂
を登って、草地やシャクナゲ林を過ぎ、2500m 付近にて昼食、この時スコールあり。2500-2700m 付近まですばらし
い moss forest である。2700m 付近から Tsuga dumosa の純林に近い林となり、この付近から川底が平になる。2700-

2800m の間では川底が平坦で、この付近には清流があり、カワネズミの生息地として良いと思われる。ここに Lang 

Tang National Park の Guard post が新築されていた。2750m 付近の岩場にて古後さんがナキウサギの写真を撮る。3：
30pm、Ghora Tobela につく。この付近一帯は畑地、放牧地で、この付近から川底の幅がやや広くなり、木は切られ
ているが斜面にはシャクナゲ大木の疎林あり。林内は放牧地で、林床植物ほとんどなし。畑地の周囲は家畜の侵入
を防ぐため、柴の堆積または石垣が積んである。数カ所に slide rock area や岩場があり、この付近一帯はナキウサギ
の生息地になっている。いたるところにフン、ランウエイあり。シャクナゲ疎林放牧地内の岩場に 5 個、シャクナ
ゲ林内細流沿いに 5 個、ガレ場に 6 個、畑地歩道沿い柴堆積地、石垣沿いに 23 個セット（72）。

23 日（火）：Ghora Tabela. ガレ場にて R. rattoides 1 頭（73）、R. fulvescens 1 頭（74）、シャクナゲ高木疎林内岩場にて R. 
rattoides 1 頭（75）、R. fulvescens 1 頭（76）、シャクナゲ林内細流沿いにて Soriculus nigrescens 1 頭（77）、R. rattoides  1 頭（78）、

（66）チビオケムリトガリネズミ♀【57191】,【57192】.

（67）クチバハツカネズミ♀【57367】,【57368】.

（68）クマネズミ♂【57548】および♀【57547】.

（69）現存標本に該当なし .

（70）クチバハツカネズミ♀【57369】.

（71）トルキスタンクマネズミ♀【57499】,【57500】.

（72）日記には記載されていないが , 現存標本に同日採集の Petaurista petaurista  オオアカムササビ【57514】がある。この標本は

頭骨（下額なし）のみを拾得したものである（阿部）. なお、目録では本種をホオアカムササビと誤記している .

（73）同日採集のトルキスタンクマネズミは♂【57501】,【57502】,【57503】、【57504】の 4 点 . 後掲注（75）,（78）および（81）

の個体が含まれる .

（74）本資料の他の部分では、R. fulvescens は R. nivienter に修正しているが、この部分のみ修正されていない . 同日採集のニイ

タカネズミは♀【57486】,【57487】の 2 点 . 後掲注（76）の個体が含まれる .

（75）前掲注（73）参照 .

（76）前掲注（74）参照 .

（77）同日採集のチビオケムリトガリネズミは♂【57193】および♀【57194】の 2 点 . 後掲注（80）の個体が含まれる .

（78）前掲注（73）参照 . 
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放牧地、畑地沿いの石垣、柴堆積地にて Soriculus caudatus  1 頭（79）、S. nigrescens  1 頭（80）、R. rattoides 1 頭（81）、石垣
沿いにて Ochotona roylei  2 頭（82）（トラバサミ 1、黒色金属ワナ 1）を採集。2950m、シャクナゲ高木自然林（林床コ
ケ - 灌木草本少なし）に 10 個、2800m ツガ、シャクナゲ高木混林（自然林、林床コケ多く、落葉、腐植層厚い）に
33 個、2980m、石垣に 3 個、ガレ場に 6 個、シャクナゲ高木林内水場に 5 個セット。一日中晴れで、ナキウサギを
数頭見たが全く啼くものはなかった（写真：掲載なし）。一日中晴れ。

24 日（水）：Ghora Tabela. 2980m、部落横シャクナゲ高木林内ガレ場にて R. rattoides 2 頭（83）、部落内石垣沿いにて O. 
roylei 2 頭（84）、Mus cervicolr 1 頭（85）、石垣沿いトラバサミにて R. rattoides  1 頭（86）、午後石垣沿いの同じハジキワナ
にてナキウサギ 1 頭（87）、R. rattoides  1 頭（88）、2950m 部落下流シャクナゲ高木天然林にて S. nigrescens  1 頭（89）（この
林は林床が明るく灌木少なし）採集。部落下流 2km の 2800m、ツガ、シャクナゲ高木天然林（コケ多く、落葉多い
ところで 4cm、腐植多いところで 3cm）にて S. caudatus  4 頭（90）、S. nigrescens  9 頭（91）、Rattus eha 2 頭（92）、Pitymys 
sikimensis 1 頭（食われ標本なし）採集。Ghora Tabela は Lang Tang 谷の河岸段丘右岸にあり、谷底の比較的平坦な部
分は人家、農耕地（キャベツ、大根など）、草地があり、左岸も低所は草地。この平坦部の両側急斜面にはシャクナ
ゲ高木林やツガ高木林がある。この付近は下流約 1km までほぼ同じ高さであり、そこで急激に下がって 2800m 付近
の高さで再びやや緩い傾斜の川底となる。ここにツガ、シャクナゲ天然林がある。ナキウサギは河畔の岩場から高
木林内、ガレ場、石垣、柴垣まで、ほとんどあらゆるところに生息し、繁殖後で個体数はきわめて多い。石垣沿い
にかけた 3 個のワナで、2 日間に 4 頭もとれた（このワナは 5m 間隔）。左岸河原のシャクナゲ、グミ、ヤナギなど
の灌木地に 15 個、人家内に 2 個、キャベツ畑横に 2 個セット。一日中天気良し。昨夜発熱、今日一日下痢。

25 日（木）：Ghora Tabela-Kyangjin Gompa. 人家床下にて S. nigrescens 1 頭（93）、R. rattoides 1 頭（94）、河原灌木地に
て S. caudatus  1 頭（95）、S. nigrescens 4 頭（96）、M. cervicolor  2 頭（97）採集。8 時出発、Kyangjin Gompa へ向かう。Ghora 

（79）ホジソンケムリトガリネズミ♀【57085】. 目録の採集日 3 日は 23 日の誤りである .

（80）前掲注（77）参照 .

（81）前掲注（73）参照 .

（82）Ochotona roylei ヒマラヤナキウサギ♂【57615】,【57616】.

（83）同日採集のトルキスタンクマネズミは♀【57505】,【57506】,【57507】,【57508】の 4 点 . 後掲注（86）および（88）の

個体が含まれる .

（84）同日採集のヒマラヤナキウサギは♂【57618】,【57619】および♀【57617】の 3 点 . 後掲注（87）の個体が含まれる .

（85）クチバハツカネズミ♀【57370】.

（86）前掲注（83）参照 .

（87）前掲注（84）参照 .

（88）前掲注（83）参照 .

（89）同日採集のチビオケムリトガリネズミは♂【57199】,【57200】,【57202】および♀【57195】,【57196】,【57197】,【57198】

,【57201】,【57203】,【57204】の 10 点 . 後掲注（91）の個体が含まれる .

（90）ホジソンケムリトガリネズミ♂【57087】,【57088】および♀【57086】,【57089】. 目録の採集日 4 日は 24 日の誤りであ

る .

（91）前掲注（89）参照 .

（92）Niviventer eha ハイバラクリゲネズミ♂【57403】および♀【57404】.

（93）同日採集のチビオケムリトガリネズミは♂【57205】,【57206】,【57209】および【57207】,【57208】の 5 点 . 後掲注（96）

の個体が含まれる .

（94）トルキスタンクマネズミ♂【57509】.

（95）ホジソンケムリトガリネズミ♀【57090】.

（96）前掲注（93）参照 .

（97）クチバハツカネズミ♀【57371】,【57372】.
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Tabela から上流では右岸には森林なく、バラ科の灌木を中心とした灌木と草本帯である。その間に岩場が方々にあ
る。約 1km 上流に 3100m の段丘があり、これが上流へ続き、その上に Chomki 部落、続いて Lang Tang 部落（3500m）
がある。Chomki 付近から嘴の赤いカラスが出現。Lang Tang で昼食。人家屋上で標本作りを行う。この部落の上側
には湿地があり、ここで Parnasius  1 頭（98）採集。これから上もバラ科の灌木や草地が多く、だんだん灌木は小さく
なってくる。Kyangjin Gompa 付近では斜面中腹ではガレ場と dwarf shrub（40-50cm 以下）が多く、低いところで
は 1m 位の灌木があり、その他は草地。Lang Tang-Kyangjin Gompa 中間の草原にて 4 羽の red-billed crow を撮影。こ
のカラスは近くの岩棚に盛んに出入りし、草地において草中または地中に嘴を差し込んで採食していた。左岸には
Ghara Tabela 付近ではツガの高木森林があり、これも上流に登るに従って木は小さく、疎になり、Lang Tang の対岸
付近でこの林は途切れる。この付近では一部林のない草地の部分があるが、少し上流からはカバを中心とした高木
林となり（Sorbus、 サクラを含む）、この林は湿度が高いとみえてサルオガセが一面についている。この広葉樹高木
林は Kyangjin Gompa 対岸でも同様で、更に上流まで続いている。林床はコケ。Ghora Tabela から上流では左岸（北
斜面）の湿った森林と右岸（南斜面）乾いた灌木、草原とは対照的で、主として右岸で家畜の放牧が多い。Ghora 

Tabela からヤクの雑種が多く、ヤギも多い。Kyangjin Gompa（3750m）は右岸台地上にあり、チーズ工場の建物 4 棟、
Gompa、カルカ、農耕地がある。農地では大型のカブがとれている。チーズ工場上側の斜面の dwarf shrub 中に 10 個、
すぐ横のガレ場に 9 個、工場横の石垣に 2 個、建物横に 4 個セット。一日中晴れ。Kyangjin Gompa についた後小雨。
今朝より下痢直り、体調よし。

26 日（金）：Kyangjin Gompa. 人家横にて Pitymys sikimensis  1 頭（99）、Rattus eha 1 頭（100）、石垣にて S. nigrescens 1
頭（101）、ガレ場にて R. eha 1 頭（102）、dwarf shrub にて S. caudatus 3 頭（103）、R. eha 1 頭（104）、P. sikimensis  2 頭（105）採集。
再び昨夜より下痢ひどく、夜に 4 回も便、朝には水様の便で少し血が混じる。午前中はテントで湯タンポを抱いて
寝る。昼よりクロマイを飲み始め、夕方より下痢やや良くなる。一日中小雨がしょぼしょぼ降り、陰鬱な天気。ヤ
ギを一頭買うが食欲なく、オカユで我慢。草地（dwarf shrub 混じる、3750m）に 15 個、人家横に 1 個セット。草地
や dwarf shrub の地帯には落葉は少ないが、黒色土層は厚く、そこにトンネルを掘っている。

27 日（土）：Kyangjin Gompa. 夜中より雨強くなり、午前中降り続き、午後 4 時近くまで降る。夜は晴れる。草地にてS. 
nigrescens 2 頭（106）、S. caudatus 3 頭（107）、P. sikimensis  1 頭（108）、R. eha 3 頭（109）採集。Kyangjin Gompa の対岸、ダケカンバ、
ナナカマド高木林に 10 個、それに続く上部、ヤナギを主とする灌木林に 10 個セット。この林は林床がコケで覆われ、
部分的には落葉層厚く、腐植層も非常に厚い。今朝より下痢治まり食欲も少しずつよくなる。植物班と高木さんは
明日午後 Ghora Tabela に下り、我々はもう一日滞在を決める。Kyangjin Gompa 付近草地、dwarf shrub に 4 個セット。

（98）昆虫標本は昆虫担当の所蔵となっている .

（99）Neodon sikimensis  シッキムハタネズミ , 同日採集の標本は♂【57582】,【57583】および♀【57581】の 3 点 . 後掲注（105）

の個体が含まれる .

（100）同日採集のハイバラクリゲネズミは♂【57405】および♀【57406】,【57407】の 3 点 . . 後掲注（102）および（104）の

個体が含まれる .

（101）チビオケムリトガリネズミ♀【57210】.

（102）前掲注（100）参照 .

（103）目録および阿部標本台帳において同日採集のホジソンケムリトガリネズミは♂【57093】および♀【57091】,【57092】,

【57094】の 4 点が記載されているが ,【57094】の標本ラベルの採集日は 27 日となっており、目録および阿部標本台帳の誤記

である。♀【57094】は後掲注（107）の標本である。

（104）前掲注（100）参照 .

（105）前掲注（99）参照 .

（106）チビオケムリトガリネズミ♂【57212】および♀【57211】.

（107）ホジソンケムリトガリネズミは♂【57096】および♀【57094】,【57095】. 前掲注（103）参照 .

（108）シッキムハタネズミ♀【57584】.

（109）ハイバラクリゲネズミ♂【57410】および♀【57408】,【57409】.
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28 日（日）：Kyangjin Gompa. 付近の草地にて S. nigrescens  1 頭（110）、R. eha 1 頭（111）、対岸ダケカンバ高木林（林床
植物少なく、ミズゴケなど、コケで覆われた部分が多い）にて R. eha 3 頭（112）、S. nigrescens 1 頭（113）、上部に続くヤ
ナギを主とした灌木林にて R. eha 2 頭（114）、Sorex cylindricauda （?） 2 頭（115）を採集。Sorex はこの付近では初めての
ものであろう。対岸ダケカンバ林上縁沢地のヤナギを主とする灌木林（3800m）に 15 個、ダケカンバ林下部台地の
放牧地にあるヤナギの dwarf bush（3700m）に 10 個、Kyangjin Gompa カルカの石垣沿いに 5 個セット。今日は午後
4 時頃小雨があったのみで晴れ。腹の具合もかなり良くなる。植物班と高木さんが昼過ぎ出発。

29 日（月）：Kyangjin Gompa-Ghora Tabela. Kyangjin Gompa 対岸、ダケカンバ林横の沢地、ヤナギ灌木林にて S. 
caudatus  3 頭（116）、P. sikimensis  1 頭（117）、R. eha 3 頭（118）採集。ダケカンバ林下部林縁台地上のヤナギ、シャクナゲ（dwarf）、
スゲ地帯にて Sorex sp 1 頭（119）、Soriculus caudatus 2 頭（120）、S. nigrescens 1 頭（121）、P. sikimensis 1 頭（122）採集。台地
の Sorex と Soriculus caudatus は 10m くらい離れたところでとれたので、両者は混棲しているらしい。特に Sorex と
Soricurus  caudatus が一緒ではなく、小型の leucops と combination をくんでいるところに興味がある（?）。川の対岸
林の Kyangjin Gompa には S. caudatus が普通にいるところから、上の事実は興味深い。昼頃出発、Ghora Tabela に向
かう。Lang Tang の上で Parnasius 1 頭。3 時半頃到着、ロッジに泊まる。ロッジ床下に 2 個セット。

30 日（火）：Ghora Tabela-Syabru. 床下にて R. rattoides 1 頭（123）採集。天気良く、8 時頃出発 Syabru へ向かう。　
alt.2800m シャクナゲ、ツガ高木林内にて土壌調査（写真：掲載なし）、落葉層 4cm、　腐植層 3cm、　黒色土 9cm。　
Lang Tang 谷に沿って下り、1980m 左岸岩屋（常緑広葉高木林内）にて昼食。昼食中、対岸を 2 頭のキエリテンが上
流に向かうのを発見、撮影。更に下り、alt.1800m、Syabru の北東 1.5 マイルの Langtang Khola 左岸、カシ、サクラ
などの広葉樹高木林（湿度高く、木にコケ多し、地表に落葉少なく、裸出するところ多し）にて Soriculus sp（尾が
非常に長い - 体長より長い）の死体（124）拾得。実に奇妙な Soriculus で、この付近での未記録種であることは間違い
ない。PM3 前に Syabru 着。植物隊と合流。Syabru 部落、シコクビエ畑横、トウモロコシ収穫後放置畑の畔に 7 個セッ
ト。今日は体調実によし。夜一時スコール。

10 月 1 日（水）：Syabru-Syng Gomba. トウモロコシ畑横細流沿いブッシュにて Soriculus  sp 1 頭（125）、S. nigrescens  2

頭（126）採集。8 時出発 Syng Gomba ヘ。2860m、ツガ、カシ高木、コケ、天然林にて昼食。土壌調査（写真：掲載なし）、
落葉層 4cm、4cm、腐植層 1.5cm、6cm、黒色土 20cm 以上。Syng Gamba、 3200m。ジャガイモ畑の柴囲い沿いに 10 個、
焼け跡地斜面、ヨモギを主体とするブッシュに 20 個、Gomba 人家周辺に 7 個、モミ巨木天然林（林床植物ほとんどなし）
に 10 個セット。夕方スコール、夜晴れ。

（110）同日採集のチビオケムリトガリネズミは♂【57214】および♀【57213】の 2 点 . 後掲注（113）の個体が含まれる .

（111）同日採集のハイバラクリゲネズミは♂【57411】および♀【57412】,【57413】,【57414】,【57415】,【57416】の 6 点 . 後掲注（112）

および（114）の個体が含まれる .

（112）前掲注（111）参照 .

（113）前掲注（110）参照 .

（114）前掲注（111）参照 .

（115）Sorex cylindricauda セスジトガリネズミ♂【57071】,【57072】.

（116）同日採集のホジソンケムリトガリネズミは♂【57097】,【57099】,【57100】,【57101】および♀【57098】の 5 点 . 後掲注（120）

の個体が含まれる .

（117）同日採集のシッキムハタネズミは♂【57585】,【57586】の 2 点 . 後掲注（122）の個体が含まれる .

（118）ハイバラクリゲネズミ♂【57418】および♀【57417】,【57419】.

（119）セスジトガリネズミ♂【57073】.

（120）前掲注（116）参照 .

（121）チビオケムリトガリネズミ♂【57215】.

（122）前掲注（117）参照 .

（123）トルキスタンクマネズミ♀【57510】.

（124）Episoriculus macururus オナガケムリトガリネズミ♂【57124】.

（125）オナガケムリトガリネズミ♂【57125】.

（126）チビオケムリトガリネズミ♂【57216】,【57217】.
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2 日（木）：Syng Gomba. イモ畑柴囲い沿いにて S. nigrescens  4 頭（中 2 頭くわれ捨て（127））、Rattus rattoides? 1 頭（128）、 

Pitymys 1 頭（129）、焼け跡地ヨモギ原にて R. eha 2 頭（130）、P. sikimensis  1 頭（131）、S. caudatus 2 頭（132）、R. niviventer 1 頭（133）、
S. nigrescens  5 頭（134）、Mus 2 頭（135）、モミ巨木林にて S. nigrescens  2 頭（136）、P. sikimensis 1 頭（137）、人家周辺にて O. 
roylei  1 頭（138）、R. rattoides  2 頭（139）、S. nigrescens  2 頭（140）採集。今日 1 日中晴れ、時々ガス。イモ畑柴囲いに 5 個、
焼け跡、ヨモギ、灌木地に 22 個セット。

3 日（金）：Syng Gomba. イモ畑柴囲いにて P. sikimensis  1 頭（食われ捨て）、S. nigrescens 2 頭（141）、焼け跡地ヨモギ、
灌木地（水流あり）にて Soriculus baileyi 1 頭（142）、S. caudatus  5 頭（143）、S. nigrescens 2 頭（144）、R. eha 2 頭（145）採集。
焼け跡地ヨモギ、灌木地に 5 個、モミ巨木林（林床植物ほとんどなく、一部コケ）に 22 個セット。モミ巨木林土壌調査、1：
落葉層 2.5cm、黒色土 30cm 以内、2：コケ 2cm、腐植土層 4cm、黒色土 30cm 以内。羊 1 頭食用に殺。夜はキャンプ
ファイヤー。一日中晴れたり曇ったり。夜は快晴。昼間ナキウサギ写真撮影。ナキウサギ 1 頭、2m 位のところで鳴
くのを観察、ツイーツイー。

4 日（土）：Syng Gomba-Gosainkund. 焼け跡地ヨモギ、灌木地にて S. caudatus 1 頭（146）、モミ巨木林にて P. 
sikimensis 2 頭（147）、R. eha 3 頭（148）、S. caudatus 2 頭（149）、S. nigrescens  7 頭（150）採集。8 時出発 Gosainkund へ。3800m

付近で昼食。天気は曇り時々晴れで快適。7 年前とは全く異なり、全く疲れなく、高山病患者全くなし。13：30 

Gosainkund 着。岩場周辺にナキウサギ用ワナ 8 個、その他ワナ 20 個セット。
5 日（日）：Gosainkund. 岩場周辺にてナキウサギ（O. roylei）2 頭（151）。岩場ネズミワナにて S. caudatus 7 頭（152）、S. 

（127）同日採集のチビオケムリトガリネズミは♂【57219】,【57220】,【57221】,【57223】,【57224】,【57225】,【57226】お

よび♀【57218】,【57222】,【57227】,【57228】の 11 点 . 後掲注（134）,（136）および（140）の個体が含まれる .

（128）同日採集のトルキスタンクマネズミは♂【57513】および♀【57511】,【57512】の 3 点 . 後掲注（139）の個体が含まれ

る .

（129）同日採集のシッキムハタネズミは♀【57587】,【57588】の 2 点のみ現存する . 後掲注（131）および（137）の個体を含

めると同日採集標本は 3 点存在するべきであるが、どの個体が不足しているのかは明らかにならない。

（130）ハイバラクリゲネズミ♂【57421】および♀【57420】.

（131）前掲注（129）参照 .

（132）ホジソンケムリトガリネズミ♂【57103】および♀【57102】.

（133）ニイタカネズミ♀【57488】.

（134）前掲注（127）参照 .

（135）クチバハツカネズミ♂【57373】および♀【57374】.

（136）前掲注（127）参照 .

（137）前掲注（129）参照 .

（138）ヒマラヤナキウサギ♀【57620】.

（139）前掲注（128）参照 .

（140）前掲注（127）参照 .

（141）同日採集のチビオケムリトガリネズミは♂【57229】,【57230】および♀【57231】,【57232】の 4 点 . 後掲注（144）の

個体が含まれる .

（142）Episoriculus leucops  ネパールケムリトガリネズミ♂【57127】.

（143）ホジソンケムリトガリネズミ♂【57105】および♀【57104】,【57106】,【57107】,【57108】.

（144）前掲注（141）参照 .

（145）ハイバラクリゲネズミ♂【57423】および♀【57422】.

（146）同日採集のホジソンケムリトガリネズミは♂【57109】および♀【57110】,【57111】の３点 . 後掲注（149）の個体が含

まれる .

（147）シッキムハタネズミ♂【57589】および♀【57590】.

（148）ハイバラクリゲネズミ♀【57424】,【57425】,【57426】.

（149）前掲注（146）参照 .

（150）チビオケムリトガリネズミ♂【57234】,【57238】,【57239】および♀【57233】,【57235】,【57236】,【57237】.
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nigrescens 7 頭（153）、Sorex sp 1 頭（154）採集。Sorex と Soriculus は同じハビタット（小屋裏）で採集。小屋付近では O. 
macrotis が見られないので、対岸（北斜面）にナキウサギ用ワナ 7 個セット。一日中晴天。

6 日（月）：Gosainkund. ワナ 0。湖岸周辺では O. roylei が優占するが、対岸では O. roylei と O. macrotis が同じ場所
（湖岸の 20-30m 上）に生息、東側（西斜面）の一段高い（4300m）斜面においても O. roylei（subad.）と O. macrotis
（subad.）が全く同じハビタットで生息、同じ草地で採食しているのを観察。ここにワナ 9 個セット。南斜面では O. 
roylei だけがすみ、生息数も多い。西斜面、北斜面では O. roylei と O. macrotis が一部共存しているが前者の方の数
が多い。北斜面には雪が残り、気温は低いらしい。キユーまたはケウーとなくヤツガシラ、ビンズイの一種、嘴の
赤いカラス、ハシボソガラス、ノスリ型のタカ、チョウゲンボウらしいもの、シロガシラヒタキ、頭黒、胸、腹白、
尾に暗色のバンド、尾端白のハトの群れ（これはランタンでもみられた）。

7 日（火）：Gosainkund-Thale Pati（3550m）. 湖東岸西向き斜面（4300m）ガレ場にて O. roylei 2 頭（155）採集。夜
半から雷雨。みぞれになり、一面湿雪が積もる。7 時出発、雪の峠（4500m）をこえ、4150m の雪のないカール

（1968 年にグランダラをみたところ）にてキエリテン 2 頭を見る。ここはナキウサギのすむガレ場と草地で、dwarf 

rhododendron がある程度の open ground で、テンはナキウサギ、ネズミを食っているものらしい。天気は曇りで、
juniper の林を過ぎ、3400 ｍ余の谷で昼食。この付近一帯はナキウサギが多い。Cave 付近から小雨。Cave を過ぎる
と広葉樹林になり、カバ、シャクナゲ、カエデ、モミ、ツガの林となり、シャクナゲの径 80cm ほどの大木も混じる。
3 時半頃 Thale Pati 着。Alp のトゲのある（赤い実がなっている）メギの類の高さ 30cm ほどの灌木中に 11 個、シャ
クナゲ（Rhododendron 2-3m）の灌木林に 7 個セット。

8 日（水）：Thale Pati. Alp のメギ類の灌木地にて P. sikimensis 3 頭（156）、S. nigrescens 2 頭（157）のみ採集。3450m 西
向き斜面、Rhododendron moss forest に 20 個、東向き斜面 3500m、Juniperus moss forest に 19 個セット。岩場にナ
キウサギ用ワナ 9 個を午前中にかけ、午後に O. roylei 2 頭（158）採集。ワナはそのまま。Alp のメギ類灌木地、樹高
20-30cm、コケ 5cm、黒色土 30cm 以下。3450m Rhododendron moss forest 樹高 6-7m、コケ層 4-6cm、腐植層 4cm。
Juniperus forest （7-8m）、 コケ層 4-5cm、腐植層 5cm。一日中曇り時々雨。

9 日（木）：Thale Pati. Rhododendron moss forest （3450m）にて S. nigrescens  2 頭（159）、S. caudatus 3 頭（160）、R. eha 2 頭（161）、
岩場ナキウサギ用ワナにてO. roylei 1 頭（162）採集。Juniperus moss forest ではごく少数のランウエイが見られたが捕獲 0。
メギ灌木・草地に 11 個セット。樋口君ネパール国鳥のキジらしいものみる。岩場にて夕方右足膝の打撲傷。

10 日（金）：Thale Pati-Khurumsan. メギ灌木・草地にて S. nigrescens  3 頭（163）、P. sikimensis 1 頭（164）採集。7 時出発、
右膝の怪我のためゆっくり下る。2980m 付近までシャクナゲ林で、この標高で初めて Q. semicarpiforia が出現。この
直下からシャクナゲ林はなくなり、Quercus の林（lopping されている）となる。12 時、Khurumsan 着。高木、樋口、
古後氏らは道に迷い、4 時半着。西向き斜面、常緑広葉樹疎林（放牧地）の thicket に 25 個、人家農耕地周辺に 11 個セット。

（151）ヒマラヤナキウサギ♂【57621】,【57622】.

（152）ホジソンケムリトガリネズミ♂【57113】,【57116】,【57117】,【57118】および♀【57112】,【57114】,【57115】.

（153）チビオケムリトガリネズミ♂【57240】,【57242】,【57244】,【57245】,【57246】および♀【57241】、【57243】.

（154）セスジトガリネズミ♂【57074】.

（155）ヒマラヤナキウサギ♂【57624】および♀【57623】.

（156）シッキムハタネズミ♂【57591】,【57593】および♀【57592】.

（157）チビオケムリトガリネズミ♂【57248】および♀【57247】.

（158）ヒマラヤナキウサギ♂【57625】,【57626】.

（159）チビオケムリトガリネズミ♂【57249】および♀【57250】.

（160）ホジソンケムリトガリネズミ♂【57119】,【57120】,【57121】.

（161）ハイバラクリゲネズミ♂【57427】および♀【57428】.

（162）ヒマラヤナキウサギ♂【57627】.

（163）チビオケムリトガリネズミ♂【57251】,【57252】,【57253】.

（164）シッキムハタネズミ♀【57594】.
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11 日（土）：Khurumsan. 人家農耕地周辺にて M. cervicolor  5 頭（165）（中 1 頭は食われ捨て）、S. nigrescens  3 頭（166）（人
家の石垣沿いのところで S. nigrescens  1 頭が採集された）。常緑広葉樹疎林（放牧地）にて S. nigrescens 8 頭（167）、R. 
rattus  （腹白）1 頭（168）採集。この疎林は：Most of the area are covered by low herbs and litter is very scarce. Some parts of 

the ground （base of trees） are covered by mosses. Relatively thick （4-5cm） litter and moss layers are localized only at the bases 

of trees. 

常緑広葉樹疎林に 10 個、人家農耕地（green vegetable）周辺に 8 個セット。
12 日（日）：Khurumsan-Pati Bhanjan. 常緑広葉樹疎林（放牧地）にて R. fulvescens 2 頭（169）、人家農耕地周辺にて M. 

cervicolor 2 頭（中 1 頭は食われ捨て（170））、Soriculus sp  1 頭（171）（S. caudatus よりやや大型、長尾）、S. nigrescens 1 頭
（172）採集。7 時出発、晴天の尾根を下り、Gul Bhanjan にて昼食。木のない尾根、農耕地を下り、3 時半 Pati Bhanjan 着。
途中、糞虫の採集をしながらの楽しいトレッキング。Pati Bhanjan では人家、菜園周辺に 15 個セット。リス 2 頭盛
んに熟した柿の実を採食中。

13 日（月）：Pati Bhanjan-Kathmandu. 7 時出発、カトマンズへ。途中ランを採集しながら 11 時過ぎ、Mulkalka につ
き昼食。2 時半 Sundarijar、先に行った Penpa がトラックを雇ってきたので、それでカトマンズへ。Pati Bganjan では
R. rattus （腹白 subad）1 頭が採集されたが、頭骨破損のため捨て。夕方 5 時過ぎ Himalaya Bhawan 着。夜は東方飯店
で中国料理をたっぷり食う。カトマンズは雨がなく、ひどく乾いた感じである。ダサインのため街中ネオンがつき、
人々はきれいな服を着て街に繰り出し、寺では祭りを行っている。

14 日（火）：Kathmandu. 一日休養。標本整理。
15 日（水）：Kathmandu. 買い物。宮原さん事務所へ行き、報告書を農務省へ提出。標本持ち出しの certificate 申請

をお願いする（大河原氏）。
16 日（木）：Kathmandu. Gokarna の森へ自転車でピクニック。焼き肉の昼食。帰りに宮原さんの事務所により、申

請書を大河原夫人に手渡す。
17 日（金）：Kathmandu. 買い物
18 日（土）：Kathmandu-Bhainse（660m）. 8 時出発、ミニバスにて Hitaura へ。Hitaura 北方 4.5 マイルの Bhainse にてキャ

ンプ。Water mill の近くに 5 個、灌木地に 10 個セット。晴れ。
19 日（日）：Bhainse. Water mill の近くにて R. nitidus  1 頭（173）、道路沿い斜面灌木地にて Suncus murinus 3 頭（174）採

集。東方への支流沿い道路横、灌木地に 5 個、河畔ブッシュに 12 個セット。一日中晴れ、乾燥。
20 日（月）：Bhainse. 道路沿い灌木地にて M. cervicolor  1 頭（175）、河畔灌木地にて Mus 1 頭（176）、Suncus 3 頭（177）採

集。一日中晴れ、乾燥。チョウ、糞虫採集。河畔岩・灌木地に 10 個セット。
21 日（火）：Bhainse-Adhabar. 河畔岩・灌木地にて Mus 1 頭（178）、Suncus 2 頭（179）採集。8 時ジープにて Adhabar へ。

1968 年と同じ場所にキャンプ。ジャングル林縁、木材置き場に 27 個セット。チョウ採集。晴れ 32℃。

（165）クチバハツカネズミ♂【57375】,【57376】,【57377】,【57378】.

（166）同日採集のチビオケムリトガリネズミは♂【57255】,【57256】,【57257】,【57260】,【57261】,【57262】および♀【57254】

,【57258】,【57259】,【57263】,【57264】の 11 点 . 後掲注（167）の個体が含まれる .

（167）前掲注（166）参照 .

（168）クマネズミ♀【57549】.

（169）ヒマラヤクリゲネズミ♀【57452】,【57453】.

（170）クチバハツカネズミ♀【57379】.

（171）現在は Episoriculus caudatus  ホジソンケムリトガリネズミとして管理している♀【57122】.

（172）チビオケムリトガリネズミ♂【57265】.

（173）ヒマラヤクマネズミ♀【57522】.

（174）ジャコウネズミ♂【57313】,【57315】および♀【57314】.

（175）同日採集のクチバハツカネズミは♂【57380】および♀【57381】の 2 点。後掲注（176）の Mus が含まれる。

（176）前掲注（175）参照 .

（177）ジャコウネズミ♂【57316】,【57318】および♀【57317】.

（178）クチバハツカネズミ♂【57382】.

（179）ジャコウネズミ♂【57319】および♀【57320】.
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22 日（水）：Adhabar. 林縁材木置き場にて Suncus 1 頭（180）、Mus 1 頭（181）、Funambulus pennanti 1 頭（182）採集。
Funambulus 多し。ジャングル内には bamboo rat の穴（幅 8cm、高さ 7cm）と思われるものがあり、mole hill のような、
盛り土が多い（写真：掲載なし）。晴れ。ジャングル内（キャンプより西 3km）に 20 個、キャンプ地林縁材木置き
場に 3 個、リス用、木の上に 2 個、bamboo rat 用トラバサミ 2 個セット。

23 日（木）：Adhabar. ジャングル内にて Mus 1 頭（183）、Suncus （小型）1 頭（184）、木材置き場にて Suncus murinus 1 頭（185）、
リス 1 頭（186）採集。ジャングル内に 40 個、bamboo rat 用トラバサミ 2 個、木材置き場に 2 個セット。　

24 日（金）：Adhabar. ジャングル内にて Mus 6 頭（187）、Suncus （小型）2 頭、中 1 頭食われ、頭骨のみ残（188））。ジー
プを雇い Birganj 見物。ジャングル内は乾期には大量の落葉があるはずであるが地上には落葉ほとんどなく、地面裸
出。

25 日（土）：Adhabar-Kathmandu. ジャングル内にて Millardia meltada 1 頭（189）、Suncus 1 頭（190）、Mus 3 頭（191）採集。
9 時のバスにてカトマンズへ、夜 6：30 カトマンズ着。

26 日 -30 日：Kathmandu. 農林省 Entomology Section（Khumaltar）で標本持ち出しの certificate をもらい、荷物一部
をアナカンで送る。

31 日：Kathmandu-Bangkok. 午前 8 時、Kathmandu 発、RNA にてバンコクへ。バンコクは大洪水で街中水浸し。
First Hotel に 1 泊。

11 月 1 日：Bangkok- 東京 . A.I. にて東京へ。羽田、夜 10：40 着。通関後、羽田東急ホテルへ入ったのは 12 時過ぎ。
2 日：札幌へ。

（180）ジャコウネズミ♀【57321】.

（181）同日採集のクチバハツカネズミは♂【57384】および♀【57383】の 2 点現存する。日記の誤記と考えられる（阿部）. 

（182）Funambulus pennant キタシマヤシリス♂【57599】.

（183）クチバハツカネズミ♀【57385】.

（184）Suncus stoliczkanus インドジャコウネズミ♂【57267】.

（185）ジャコウネズミ♂【57322】.

（186）キタシマヤシリス♀【57600】.

（187）クチバハツカネズミ♂【57387】,【57388】,【57391】および♀【57386】,【57389】,【57390】

（188）インドジャコウネズミ♂【57268】および頭骨のみ【57269】.

（189）Millardia meltada ミラードヤワゲネズミ♂【57551】

（190）インドジャコウネズミ♂【57270】.

（191）クチバハツカネズミ♂【57392】,【57393】,【57394】.
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隊員
辻井達一：森林植物：北大農学部付属植物園
阿部永：哺乳類：北大農学部応用動物学教室
高木貞夫：昆虫類・カイガラムシ：北大農学部昆虫学教室
神谷晴夫：寄生虫類：北大獣医学部寄生虫学教室
中須賀常雄：森林生態：北大農学部林学科
樋口弘道：昆虫類・蝶：白鴎短期大学
春木雅寛：森林植物：北大農学部林学科
古後利道（写真家）
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