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１．はじめに

矢作川の中流域の河岸は現在ではかなりの人工的な要素が加わっており，特に大きな面積

を占めるのは河川敷に整備されている緑地公園である．このほか，コンクリート護岸やゴル

フ練習場，畑などの人工的構築物あるいは利用形態がみられるが，まとまりのある樹林地は

少なく，もっとも多くを占めるのはマダケの竹林である．この竹林に接するようにヤナギ類

の樹林や，ススキやクズなどの草地もみられる．

本調査はこのような矢作川の環境整備計画を効果的に推進するうえで当該地域に生息する

哺乳類の生息状況を把握することを目的として実施した．

２．調査方法

哺乳類の生息状況の把握には，一般的な哺乳類の確認調査で実施されるフィールドサイン

調査とトラップ調査を行った．フィールドサイン調査では調査対象範囲の河川敷のほか山林

を踏査し，哺乳類の生息痕跡である足跡や糞，食痕，モグラ塚や坑道などの発見により間接

的に生息種の確認を行うとともに，直接観察された哺乳類も併せて記録した．本法は主に大・

中型哺乳類の確認に有効な方法である．

一方，食虫類やネズミ類をはじめとする小型哺乳類では生活痕跡の発見は難しいことから，

これらの確認にはトラップを使用して個体を捕獲するトラップ調査を行った．トラップ調査

ではネズミ類の生息の可能性のある環境を選定し，これらの地点に圧殺式のパンチュート

ラップ30個を夕方設置して，翌朝トラップと捕獲された個体を回収した．トラップの誘引餌

としてはバターピーナッツとペット用の固形飼料を使用し，約5mおきに設置トラップをし

た．

調査地域は豊田市の市街地を流れる矢作川の中流域で，久澄橋から鵜の首橋にかけての河

川敷を中心とした．この中にトラップ設置地点として加茂川の合流付近の左岸の竹林（St.

１），御立樋門の下流側の疎林と竹林（St. 2），竜宮橋上流の左岸側の高茎草地（St. 3），鵜

の首橋下流の右岸の広葉樹林（St.4）の４地点を設定した（図-1）．

現地調査は以下の時期に実施した．

○フィールドサイン調査

・1998年11月28日，29日
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図-1 調査地点
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・1999年２月６日，７日

・1999年５月15日，16日

・1999年７月10日，11日

○トラップ調査

・1998年12月19日～20日

・1999年２月６日～７日

・1999年５月15日～16日

３．調査結果

フィールドサイン調査で確認された哺乳類は表-1に示したようにモグラの一種（Mogera
 

sp.），アブラコウモリ（Pipistrellus abramus），カヤネズミ（Micromys minutus），タヌキ

（Nyctereutes procyonoides），イタチの一種（Mustela sp.）の５種であった．これらのフィー

ルドサインの確認状況を表-2に，確認地点を図-2に示した．

調査地域は豊田市の市街地を流れる大規模河川であり，河川敷は竹林や草地，樹林などの

ほか緑地公園や耕作地に利用されている．竹林や樹林などは面積的に小さく，中型哺乳類が

身を隠して生活できる場所は限られているが，鵜の首橋付近の右岸側では広葉樹林がまと

まってみられ，中型哺乳類が生活できる場所も残されている．

今回の調査では広葉樹林と竹林の２ヶ所でタヌキの溜糞がみられ，中流域の比較的人為の

影響の大きな地域でも本種が生息していることが確認された．鵜の首橋付近の広葉樹林は比

較的まとまった面積があり，なおかつ緑地公園のように人の介入が少ないため，生息場所と

しては比較的良好な環境と判断される．タヌキの溜糞は鵜の首橋の右岸側の崖の上のアカマ

ツやコナラが生育する樹林の林床で確認された．溜糞の広がりは80cm×40cmであり，新し

い糞もみられたことから，現在も使用中のものと判断された．なお，この溜糞のすぐ近くに

も20cm×20cm程度の小さな溜糞がみられた．

加茂川の合流付近の竹林で確認された溜糞の大きさは40cm×30cm程度であった．上部

の糞はやや古めではあったものの，この溜糞も現在使用されていると考えられた．しかし，

この竹林は面積的に小さく，周辺は緑地公園として利用されていることから，生息環境とし

てはかなり厳しい状況にあると考えられる．

表-1 フィールドサイン調査の結果

種 名 確認内容 確認環境

モグラの一種 モグラ塚，坑道 樹林，竹林，草地，畑

アブラコウモリ 成体目撃 上空

カ ヤ ネ ズ ミ 古巣 高茎草地

タ ヌ キ 溜糞 広葉樹林，竹林

イタチの一種 足跡，糞 川岸，竹林，農道，畑
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調査においてもっとも普通にみられたのはモグラの一種である．今回はモグラ塚と坑道が

確認されただけであり，直接生体や死骸をみることができなかったため種名は不明である．

当地域においてはコウベモグラ（Mogera kobeae）とアズマモグラ（Mogera wogura）のい

ずれもが生息する可能性があるが，市街地近くの河川敷であることと確認された坑道の大き

さからみてコウベモグラのものと思われる．モグラ塚や坑道は堤防草地をはじめ樹林や竹林，

畑などにおいても多数が確認されており，特に堤防の土手ではモグラ塚が目立ち，場所によっ

ては20個以上のモグラ塚が確認された場所もあった．調査地域はいずれも砂地であることか

らモグラにとってトンネルが掘りやすいものと考えられ，その結果としてモグラ塚や坑道が

多数確認されたものと思われる．

アブラコウモリは５月の夕方に矢作川やその周辺の耕作地，公園などの上空を飛翔する個

体が確認されたもので，場所によっては30個体以上を確認することができた．また，これら

の中には矢作川へ向かって飛翔する個体もみられ，周辺の住宅地から矢作川周辺に採餌にき

たものと推察された．アブラコウモリの同定は姿を確認した後，飛翔状況やバットディテク

ターを使用して種名を特定した．

カヤネズミは竜宮橋の少し上流の左岸側の高茎草地で古巣が確認された．この巣は地上か

ら55cmほどの高さに作られたもので，直径は約8cmのやや小ぶりのものであった．この付

表-2 フィールドサインの確認状況

地 区 種 名 内容 数 確 認 場 所

久澄橋～御立樋門 左岸 モグラの一種 塚，坑道 21 竹林，草地

アブラコウモリ 目撃 11 上空

タヌキ 溜糞 1 竹林

イタチの一種 足跡 1 川岸

糞 1 竹林

右岸 モグラの一種 塚 25 堤防草地

アブラコウモリ 目撃 3 上空

御立樋門～竜宮橋 左岸 モグラの一種 塚，坑道 18 草地，堤防草地

アブラコウモリ 目撃 34 上空

カヤネズミ 古巣 1 高茎草地

イタチの一種 糞 2 川岸

右岸 モグラの一種 塚，坑道 ＋＋ 草地

アブラコウモリ 目撃 3 上空

イタチの一種 足跡 1 川岸

竜宮橋以南 左岸 アブラコウモリ 目撃 5 上空

右岸 モグラの一種 塚，坑道 ＋ 樹林，竹林，草地，畑

アブラコウモリ 目撃 4 上空

タヌキ 溜糞 2 広葉樹林

イタチの一種 足跡 2 農道，畑

注）＋は50以上，＋＋は100以上
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図-2 哺乳類確認地点（モグラの一種）
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図-2 哺乳類確認地点（アブラコウモリ）
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図-2 哺乳類確認地点（カヤネズミ）
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図-2 哺乳類確認地点（タヌキ）
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図-2 哺乳類確認地点（イタチの一種）
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近において草地を広く見回ったが，巣はこの一つが確認されただけであった．

イタチの一種のフィールドサインは主に河岸に近い場所で確認されているが，これは河岸

部に隠れ場所となる樹林や草地，竹林がみられること，彼らが水辺を好むこと，河岸の砂あ

るいは泥の上で足跡が残りやすいことなどから，足跡や糞などのフィールドサインの発見が

容易になったものと思われる．愛知県には在来種のイタチ（Mustela itatsi）と帰化種のチョ

ウセンイタチ（Mustela sibirica）の２種が生息しており，尾張から三河の平野部では在来種

であるニホンイタチが追いやられ，チョウセンイタチに置き変わってきているとされている

（宮尾，1984）．この２種は足跡や糞などの痕跡で区別することが難しいことから，今回はイ

タチの一種としたが，1997年12月に矢作緑地野見公園の岸辺近くの竹林でイタチの死骸が

１例確認されていることから，今回確認されている足跡や糞も在来種のイタチのものである

可能性が高い．

トラップによる捕獲調査ではアカネズミ（Apodemus speciosus）が捕獲されただけであっ

た．捕獲個体数は表-3に示したとおりであり，これら捕獲個体の外部計測値は表-4のとおり

である．

トラップ調査は３回実施しただけであるが捕獲個体数は少なく，合計４個体が捕獲された

だけであった．このうち３個体はSt.3の高茎草地で得られたもので，もう１個体はSt.1の

竹林であった．広葉樹林であるSt. 4ではもっともネズミ類の捕獲が期待された地点である

が，なにも捕獲することはできなかった．捕獲されたネズミのうち，St.1のアカネズミは頭

部のみが残されたものであり，おそらくイタチにより持ち去られたものと思われた．

捕獲率は個体数の多かったSt.3でも3.3％と低い値で，全体では1.1％とかなり低くなっ

ている．ネズミ類の捕獲率については，低地では盛夏に低く秋に高い．平均して10％内外と

みておけばよいとされている（今泉，1970）．このことからみても今回の調査地点ではネズミ

類が少ないことが推測される．

アカネズミは日本固有種で，北海道から九州までおよびその属島で概ね10km 以上の島

に分布している．垂直的にも低地から高山帯まで分布域が広く，本邦の代表的な野ネズミと

表-3 トラップ調査の結果

種 名
調査地点

St.1  St.2  St.3  St.4
合計 捕獲日

アカネズミ ２♂ ２♂ 12月20日

１♀ １♀ ２月７日

１？ １？ ５月16日

合 計 １ ３ ４

捕 獲 率 (%) 1.1 － 3.3 － 1.1

注１）性別不明のものは頭部のみ残った個体．

注２）捕獲日はトラップの回収日．

注３）St.1：竹林（矢作川左岸）

St.2：樹林および竹林（矢作川左岸）

St.3：高茎草地（矢作川左岸）

St.4：広葉樹林（矢作川右岸）
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いえる．一般に明るい二次林や疎林，あるいはその低木の混じる藪，草地から竹林，耕作地

まで幅広い環境に生息している．主に植物や種子を食べるが，春から夏には昆虫もよく食べ

る．アカネズミは今回，竹林と高茎草地で捕獲されただけであり，個体数も比較的少ないよ

うである．また，アカネズミの生息環境として良好であると考えられた広葉樹林では，生息

を確認することはできなかった．

４．考 察

調査地域は一部が緑地公園として整備されているものの，そのほかは河川敷に広がる草地，

竹林，小面積の樹林やススキなどの高茎草地となっている．また，鵜の首橋付近の右岸には

まとまった広葉樹林がみられ，哺乳類の生息環境としてはまだ良好な地域と考えられる．

今回確認された哺乳類は以下のとおり４目５科６種であった．

モグラ目

モグラ科

モグラの一種 Mogera sp.

コウモリ目

ヒナコウモリ科

アブラコウモリ Pipistrellus abramus

ネズミ目

ネズミ科

カヤネズミ Micromys minutus

アカネズミ Apodemus speciosus

ネコ目

イヌ科

タヌキ Nyctereutes procyonoides

イタチ科

表 4 捕獲されたネズミの計測値

調査地点 種 名
頭胴長

(mm)

尾 長

(mm)

後足長

(mm)

耳 長

(mm)

体 重

(g)
性別 トラップ

St.1 アカネズミ － － － － － － パンチュー１

St.3 アカネズミ 122.0 112.0 25.0 16.0 51.0 ♂ パンチュー１

アカネズミ 94.5 79.5 22.5 13.5 22.0 ♂ パンチュー２

アカネズミ 98.5 81.5 24.0 15.0 27.6 ♀ パンチュー１

注１）頭胴長は全長から尾長を差し引いて算出した．

注２）トラップの種類および誘引餌は以下のとおり．

パンチュー１：圧殺式ワナ（バターピーナッツ）

パンチュー２：圧殺式ワナ（固形飼料）
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イタチの一種 Mustela sp.

今回の調査においてやや離れているとはいえ，市街地近くの矢作川の河川敷でタヌキの生

息の情報が得られたことは特筆すべき事項といえる．タヌキの溜糞が確認された２ヶ所のう

ち，鵜の首橋付近の広葉樹林は比較的まとまった面積があり，なおかつ緑地公園のように人

の介入が少ないため，生息環境としては比較的良好と判断される．しかし，加茂川の合流付

近の竹林は面積的に小さく，周辺は公園として利用されていることから，生息環境としては

かなり厳しい状況にあると考えられる．また，付近の竹林が公園整備のために一部で伐採さ

れており，今後，生息環境が狭められることにつながると懸念される．

もう一つ特筆すべき事項としてカヤネズミの生息があげられる．カヤネズミは最近，市街

地周辺では生息可能な環境が減少しつつあることから，あまりみられなくなってきている．

通常は草地や水田，沼沢地，河川敷などに生息し，ススキやチガヤ，スゲ類，エノコログサ

などの高茎草本の茎に球形の巣を作る．今回確認された古巣は一つだけで，生息する個体数

もきわめて少ないのではないかと思われる．

モグラの一種は確認地点数がもっとも多い種で，堤防草地をはじめ樹林や竹林，畑など様々

な環境に広く生息しているものと推察される．

アブラコウモリは人家の屋根裏や板壁の間に生息するため，矢作川周辺の市街地から採餌

のために矢作川に飛来するものと思われる．今回の調査ではアブラコウモリ以外は確認でき

なかった．

ネズミ類ではアカネズミが河川敷の代表的なネズミとして生息しているが，調査地域では

生息密度は高くないことが推測された．カヤネズミも１例が確認されただけであり，個体数

は少ないものと考えられ，生息場所も限定されていることがうかがえた．

イタチの一種は時には市街地でもみられ，人間生活と比較的うまく関わりを持って生息し

ている種である．矢作川の河川敷でも残存する樹林部や竹林などを生息場所として利用して

いるものと思われ，餌となる小型哺乳類，昆虫類，甲殻類，魚類なども調査地域で十分入手

可能と考えられる．

今回の調査地域の生息確認種はいずれも広域分布の種，あるいは人為的な影響下に耐えら

れる種，または積極的に利用する種といったように市街地化が反映された結果といえる．し

かし，タヌキやカヤネズミの生息確認はまだこの地域に良好な環境が残されていることの現

れといえ，河川敷の樹林や竹林などの緑地が生息場所として重要な役割を担っているものと

判断される．

５．謝 辞
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S ummary

 

The investigation was conducted in the middle reach of the Yahagi River,from the
 

lower stream of the Kyucho Bridge through the Unokubi Bridge,in the urban area of the
 

Toyota City. The trace investigation was carried out in all area and the capture
 

investigation was at 4 points.

The 4 orders,5 families and 6 species of the mammals were found out. Mogera sp.,

Pipistrellus abramus, Micromys minutus, Nyctereutes procyonoides and Mustela sp.were
 

found out by the field signature investigation. In the capture investigation,Apodemus
 

speciosus were found at st.1 and st.3.Overall catchability of the mammals was 1.1%.

The investigation area was put under an artificial influence in a vast tract. Most of
 

the riverside was being altered into grounds and green parks and only few grove and high
 

stalky grassland,bamboo stands etc.were still subsisting on the periphery. Regarding
 

of these,bamboo stands abounded there.

There were very few places where the mammal was able to hide and live. It was
 

considered that the middle size mammal such as a fox could hardly inhabit there.
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