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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．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．この竹林の間にコナラやヤナギ類の

樹林，ススキやクズなどの草地がみられる．

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や山林を踏

査し，哺乳類の生息痕跡である足跡，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．本調査は主に大・

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が難しいことか

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

調査地点は表1に示したような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，これ

らのトラップを約５mおきに設置した．なお，Ｂ地区においては各地点でパンチュートラッ

プ20個とビクタートラップ（はじきワナ）10個を使用した．

調査地域は豊田市の市街地を流れる矢作川の中流域で，越戸ダムから川端公園付近までを

Ａ地区，高橋付近から久澄橋付近までをＢ地区，久澄橋から鵜の首橋付近までをＣ地区とし，

いずれの地区においても河川敷を中心に調査を行った（図1）．

現地調査は1997年から1999年まで表2に示した時期に実施した．
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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3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），ニホンイタチ（Mustela itatsi）の５種であった．これらのフィー
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表1 トラップ設置地点

調査地区 調査地点の環境

Ａ地区 St.1 中部電力矢作川電力所付近の右岸の広葉樹林

St.2 胸形神社付近の右岸の竹林

St.3 三竹生コンクリート付近の左岸の竹林

St.4 お釣土場の右岸の広葉樹林と竹林

St.5 矢作緑地平井公園下流の左岸の広葉樹林と竹林

St.6 川田浄水場付近の左岸の竹林

Ｂ地区 St.1 高橋付近の左岸の樹林

St.2 高橋付近の右岸の樹林

St.3 久澄橋付近の左岸の樹林

St.4 久澄橋の南の右岸の竹林

Ｃ地区 St.1 加茂川の合流点付近の左岸の竹林

St.2 御立樋門の下流側の疎林と竹林

St.3 竜宮橋上流の左岸側の高茎草地

St.4 鵜の首橋下流の右岸の広葉樹林

表2 調査期日

調査地区 フィールドサイン調査 トラップ調査

Ａ地区 1999年５月29日，30日 1999年５月29日～30日

1999年７月24日 1999年10月16日～17日

1999年11月13日 1999年12月18日～19日

1999年11月23日

1999年12月18日，19日

Ｂ地区 1997年９年６月29日 1997年11月８日～９日

1997年８月３日 1997年12月６日～７日

1997年10月25日 1998年２月14日～15日

1997年12月21日

Ｃ地区 1998年11月28日，29日 1998年12月19日～20日

1999年２月６日，７日 1999年２月６日～７日

1999年５月15日，16日 1999年５月15日～16日

1999年７月10日，11日
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図１ 調査地域
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ルドサインの確認状況を表4および図2に示した．

越戸ダムから川端公園付近までのＡ地区では竹林が最も多く，次いで草地が多くみられ，

これらの間にコナラやヤナギ類などの落葉広葉樹の小さな林が点在してみられる．高橋付近

から久澄橋付近までのＢ地区ではゴルフ場やグランド，緑地公園などの低茎草地が多くを占

めており，このほかに竹林や高茎草地，ヤナギ林がみられる．久澄橋から鵜の首橋付近まで

のＣ地区では竹林，高茎草地，低茎草地が主体であるが，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る．

このように調査地域は全体的にみれば樹林環境は少なく，中型哺乳類が身を隠して生活で

きる場所は少ないと思われるが，タヌキは竹林での確認情報が多く，矢作川河川敷に広がる

竹林が重要な生息環境として利用されていることが伺えた．

タヌキはＡ地区においてフィールドサインの確認例が多く，特に中部電力矢作川電力所か

ら越戸ダムにかけて，竹林や川岸で溜糞２例と足跡１例，草地で糞１例が確認されている．

この２例の溜糞は薮状になったメダケの林でみられたもので，いずれも40cm×40cm程度

のものであった．また，草地で確認された糞にはカキの種が多く含まれており，この近くの

畑に植えられていたカキを採食していることが推察された．このほかお釣土場の樹林では遊

表3 フィールドサイン調査の結果

調査地区
種名 確認内容

Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区

モグラの一種 ○ ○ ○ 坑道，モグラ塚

アブラコウモリ ○ ○ ○ 成体目撃

カヤネズミ ○ ○ ○ 古巣

タヌキ ○ ○ 巣穴，足跡，溜糞，糞

イタチ ○ ○ ○ 成体死骸，足跡，糞

表4 フィールドサインの確認状況

調査地区
種名 確認内容 確認場所

Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区

モグラの一種 坑道，

モグラ塚

＋＋ ＋＋ ＋＋ 樹林，竹林，草地，川岸，公園，

畑，堤防土手

アブラコウモリ 目撃 ８ 27 60 上空

カヤネズミ 古巣 ２ １ １ 高茎草地

タヌキ 巣穴 ５ 樹林，竹林

足跡 ３ 川岸

溜糞 ２ ３ 樹林，竹林

糞 ２ 竹林，草地

ニホンイタチ 成体死骸 １ 竹林

足跡 ４ ６ ４ 川岸，農道，畑

糞 ３ １ ３ 竹林，川岸
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図２ 哺乳類の確認状況（フィールドサイン調査）
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歩道脇の林内で巣穴が確認されている．ここの巣穴は以前から関係者に知られていたが，こ

の付近でタヌキの死骸が見つかったとの情報もあり，すでに使用されていない可能性も考え

られた．しかし，この巣穴の入り口の一つで，鮮明なものではなかったことから断定はでき

なかったが，タヌキと思われる足跡が確認され，周辺から新たに侵入した個体が使用してい

る可能性も否定できない．

タヌキのフィールドサインは上記以外にも，矢作緑地越戸公園の北や三竹生コンクリート

付近で糞や足跡が確認されており，調査地域の広い範囲で活動している様子が伺えた．

Ｃ地区でも竹林と広葉樹林の２ケ所でタヌキの溜糞が確認されている．そのうちの一つで

ある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

の立ち入りが少ないため，生息場所としては比較的良好と判断される．ここの溜糞は鵜の首

橋の右岸端の崖を登ったアカマツやコナラが生育する樹林の林床で確認されたもので，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．この溜糞のすぐ近くには20cm×20cm程度の小さな溜糞もみられた．このほか，加

茂川の合流点付近の竹林でも40cm×30cm程度の溜糞が確認されている．ここの溜糞は上

部の糞がやや古めではあったものの，現在使用されている可能性は高いと考えられた．しか

し，この竹林は面積的に小さく，周辺が緑地公園として利用されていることから，生息場所

としてはかなり厳しい状況にあると考えられる．

今回はＢ地区ではタヌキのフィールドサインは確認できなかった．

調査地域においてもっとも普通にみられる哺乳類のフィールドサインは，モグラの一種の

坑道やモグラ塚である．調査地域の広い範囲で，樹林や竹林の林床，高茎草地や公園の芝

地，川岸の砂地，畑，堤防土手など様々な場所で坑道やモグラ塚が確認されており，また，

確認数もきわめて多いものであった．当地域においてはコウベモグラ（Mogera kobeae）とモ

グラ（Mogera wogura）のいずれもが生息する可能性がある．本調査では直接生体や死骸を

確認することができなかったため種名は不明であるが，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，その結果として坑道

やモグラ塚が多数確認されたものと思われる．

アブラコウモリも調査地域に比較的広くみられた種である．Ａ地区，Ｂ地区，Ｃ地区のい

ずれの地区においても夕方に矢作川の川面や川岸，緑地公園，畑の上空を飛翔する成体が確

認されており，場所によっては個体数もかなり多かった．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ものである．

カヤネズミも３つの地区で確認されたが，いずれの地区においても確認数は少ない．Ａ地

区では矢作川の支流である籠川の左岸下流部の２地点で古巣が確認された．Ｂ地区では高橋

から上流へ100ｍほど遡った左岸側の矢作緑地川田公園で作りかけで放棄された古巣が確認

された．Ｃ地区で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．これらの古

巣はいずれもススキなどの生育する高茎草地でみられたもので，地上から50cm～70cmの

高さに作られており，直径は10cm程度であった．確認地点周辺の草地を広く見回ったが，

これら以外に巣を確認することはできず，調査地域における生息数はかなり少ないものと推

察される．
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イタチ属（Mustela）はいずれの地区においても広く足跡や糞が確認されている．これらの

フィールドサインは主に川岸に近い場所で確認されているが，これは河岸部まで隠れ場所と

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，糞や足跡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．なお，愛知県には在来種のニホンイタチ（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は難しいが，標本があれば比較的

容易に同定できる．1997年12月に矢作緑地野見公園の岸辺近くの竹林でニホンイタチの死

骸が１例確認されたことから，調査地域で確認されている足跡や糞もニホンイタチのもので

ある可能性が高く，本調査で確認されたフィールドサインはすべてニホンイタチのものとし

た．

トラップ調査ではヒミズ（Urotrichus talpoides），アカネズミ（Apodemus speciosus），ハ

ツカネズミ（ Mus musculus）の３種が捕獲された．捕獲個体数は表4に，確認状況は図3に

示したとおりである．

トラップ調査はいずれの地区においても３回実施し，Ａ地区ではヒミズとアカネズミが，

Ｂ地区ではアカネズミとハツカネズミが，また，Ｃ地区ではアカネズミのみが捕獲されてい

る．Ａ地区では捕獲数は極めて少なく，ヒミズとアカネズミが各１個体捕獲されただけで，

いずれもSt.1の広葉樹林で得られたものである．Ｃ地区では４個体が捕獲され，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の竹林で得られたものである．

当地区には比較的良好な広葉樹林が広がっており，ここでネズミ類の捕獲が期待されたが，

なにも捕獲することはできなかった．

一方，Ｂ地区ではネズミ類が捕獲されたのは２月の調査だけであったが，捕獲数は多く，

４つの調査地点でアカネズミが18個体，ハツカネズミが１個体得られている．この時の捕獲

率は15.8％と決して低い値ではなかった．ネズミ類の捕獲率については，低地では盛夏に低

く秋に高く，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Ｂ地区の２月の調査においてはネズミ類の多いことが推測される．しかし，11月や

12月には理由は不明であるが，ネズミ類はまったく捕獲できなかった．

なお，トラップ調査において捕獲されたネズミのうち，頭部のみが残されたアカネズミが

Ｂ地区で３個体，Ｃ地区で１個体みつかっている．これはニホンイタチにより持ち去られた

ものと思われた．

ヒミズは落葉層あるいは腐植層の比較的柔らかな土壌にトンネルを掘って半地下生活をす

る．ヒミズが捕獲されたＡ地区のSt.1は広葉樹林で，比較的落葉層や腐植層が発達している

ことから，本種の生息環境の条件に適合する地点といえる．

アカネズミはＢ地区ではすべての調査地点で捕獲され，個体数も比較的多いようで，疎

林，竹林，草地といった裸地状の部分を除いて広く生息しているようである．この地区のア

カネズミの性別の内訳は雄４個体，雌11個体，不明３個体であり，雌がかなり多かった．繁

殖期に向かって特に雌が積極的に活動していたのではないかと考えられる．一方，Ａ地区や

Ｃ地区では捕獲数は少なく，特に，アカネズミの生息環境として良好であると考えられたＣ
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表4 トラップ調査の結果（Ｂ地区）

調査地点
種名 合計 捕獲日

St.1 St.2 St.3 St.4

アカネズミ ３♀

２？

２♂

２♀

１♂

４♀

１♂

２♀

１？

18

２月15日

ハツカネズミ １♂ １ ２月15日

合計 ５ ５ ５ ４ 19

注１）捕獲日はトラップの回収日．

注２）性別不明のものは頭部のみ残った個体．

注３）St.1：広葉樹林，草地（矢作川左岸）

St.2：高茎草地（矢作川右岸）

St.3：竹林，草地（矢作川左岸）

St.4：竹林（矢作川右岸）

表4 トラップ調査の結果（Ａ地区）

調査地点
種名 合計 捕獲日

St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6

ヒミズ １♂ １ ５月30日

アカネズミ １♂ １ ５月30日

合計 ２ ０ ０ ０ ０ ０ ２

注１）捕獲日はトラップの回収日．

注２）St.1：広葉樹林（矢作川右岸）

St.2：竹林（矢作川右岸）

St.3：竹林（矢作川左岸）St.4：広葉樹林，竹林（矢作川右岸）

St.5：広葉樹林，竹林（矢作川左岸） St.6：竹林（矢作川左岸）

表4 トラップ調査の結果（Ｃ地区）

調査地点
種名 合計 捕獲日

St.1 St.2 St.3 St.4

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 ０ ３ ０ ４

注１）捕獲日はトラップの回収日．

注２）性別不明のものは頭部のみ残った個体．

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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図３ 哺乳類の確認状況（トラップ調査）
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地区の広葉樹林では，生息を確認することはできなかった．

ハツカネズミはＢ地区で１個体が捕獲されただけで，捕獲地点はSt.2の高茎草本が生育す

る場所であった．調査地域においてはここ以外の草地にも生息しているものと思われるが，

捕獲状況からみれば個体数はさほど多くないものと推察される．他の調査地区では本種を確

認することはできなかった．

確認された小型哺乳類を環境別にみると，ヒミズは広葉樹林に，アカネズミは矢作川の河

川敷にみられる代表的な植生である草地，竹林および広葉樹林に，ハツカネズミは草地で捕

獲されており，捕獲地点の環境が矢作川河川敷での主な生息環境と考えられる．

４．考 察

豊田市は低山地から市街地まで様々な環境がみられ，カモシカやツキノワグマなどはみら

れないものの，イノシシ，タヌキ，キツネ，アナグマなどの大・中型哺乳類が生息している．

豊田市史（1978）によるとこれらの大・中型哺乳類からテンやムササビ，ニホンリスなどの

樹林性の種，モグラ類やコウモリ類，ネズミ類などの小型哺乳類まで６目10科22種が記録

されている．しかし，イノシシやムササビはハンターの増加や開発による生息環境の減少に

よって減少傾向にあるとされている．その一方でイタチやノウサギは増加しており，この要

因として農薬などの使用量の減少が大きいとされている．

なお，豊田市史に記録されている哺乳類以外で，宮尾ほか（1984）によればコウベモグ

ラ，コキクガシラコウモリ，ヒメネズミが生息するとされている．

調査地域は豊田市の市街地を流れる矢作川の中流域である．このあたりの河川敷は広い範

囲で人為的な影響下におかれており，各地に緑地公園やグランドが整備されている．特にＢ

地区では広い面積を占めている．このほか，竹林や草地が広い範囲でみられるが，広葉樹林

やヤナギ林，ススキなどの高茎草地は面積的には多くない．Ｃ地区の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．

本調査において矢作川の中流域で生息が確認された哺乳類は以下のとおり４目５科８種で

あった．種名および配列は「日本の哺乳類：東海大学出版会」（1994）に従った．

モグラ目

モグラ科

ヒミズ Urotrichus talpoides

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
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アカネズミ Apodemus speciosus

ハツカネズミ Mus musculus

ネコ目

イヌ科

タヌキ Nyctereutes procyonoides

イタチ科

ニホンイタチ Mustela itatsi

本調査では，市街地近くの河川敷でありながら，タヌキの生息情報が比較的多く得られて

いる．タヌキはもともと日本列島に広く分布する種で，郊外の住宅地周辺から山地にまで生

息しているが，奥山よりはむしろ里山の二次林に多くみられる．したがって人間との係わり

も深く，古くからなじみの深い哺乳類といえるが，近年では里山の二次林の開発が進み，生

息場所が徐々に狭められてきている．このような状況にありながらも矢作川の河川敷で生息

していることは特筆すべき事項といえよう．

タヌキはＡ地区の越戸ダムの下流部やお釣土場，三竹生コンクリート付近などの樹林や竹

林などで巣穴や溜糞，足跡などが確認されており，矢作川の河岸に分布するこれらの樹林や

竹林がタヌキの生息場所として重要な役割を担っているものと考えられる．C地区でも樹林

と竹林の２ケ所で溜糞が確認されており，鵜の首橋付近の広葉樹林は比較的まとまった面積

があることから，生息場所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

竹林は周辺が公園であることから，生息条件としてはかなり厳しい状況にあると考えられ

る．さらに，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．

Ｂ地区ではタヌキは確認できなかったが，上流部のＡ地区や下流部のＣ地区でタヌキが確

認されていることから，当地区でも生息している可能性はある．しかし，潜み場所となる樹

林部が少ないこと，また，これらが連続性を欠くこと，都市公園緑地が多く飼犬などの散歩

あるいは野犬の存在による忌避などが考えられ，営巣地としてではなく，行動圏の一部とし

て利用している可能性が高いのではないかと思われる．

本調査の結果においては，タヌキのほかにもカヤネズミ，ヒミズ，ハツカネズミなどの小

型哺乳類の生息が特徴的といえる．

カヤネズミは通常は草地や水田，沼沢地，河川敷などに生息し，ススキ，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．しかし，市街地周辺では生息可能な環

境が急激に減少しつつあり，あまりみられなくなってきている．カヤネズミは３つの地区で

確認されているが，Ａ地区では２地点，Ｂ地区とＣ地区ではそれぞれ１地点で確認されてい

るだけで確認数は少なく，調査地域における生息数は少ないものと推察される．営巣可能な

ススキなどの高茎草地は，堤防の土手などに部分的にみられるが，堤防管理の都合上，定期

的に刈り入れされるところが多い．また，草地自体があまり広くないことから，調査地域で

は繁殖がかなり制限されている可能性がある．

ヒミズはＡ地区のトラップ調査によって１個体が捕獲されている．本種は日本固有種で，

本州から九州までとその周辺の島々に分布している．通常低山帯の草原や低木林に多くみら
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れ，落葉層あるいは腐植層にトンネルを掘って半地下生活をしている．モグラほど前足が特

化していないことから硬い土壌を掘ることはない．昆虫類やミミズ類，クモ類，植物種子な

どを採食し，よく地表にも出現する．本調査のヒミズの捕獲地点は比較的傾斜の急な河岸の

広葉樹林で，落葉層や腐植層がみられる場所であった．市街地近くでもこのような環境が保

たれていれば生息は可能なようであるが，このような環境は矢作川の中流域では少なく，結

果的にヒミズも生息地が限られているものと考えられる．

ハツカネズミもトラップ調査によって捕獲されたものであるが，捕獲個体数は１個体のみ

と少なかった．汎世界的に分布する種であり，日本では離島を除くほとんどの地域にみられ

る．家屋内のほか水田や畑，草地，河川敷などに生息しており，主に植物質を食べる．捕獲

地点はＢ地区の高茎草地で，アカネズミと混生していたことから考え，体の大きなアカネズ

ミより不利な状況におかれていることが考えられる．

反対に調査地域でもっとも普通にみられるのはモグラの一種である．モグラの一種は確認

地点がもっとも多く，また，堤防草地をはじめ樹林や竹林，川岸，畑，公園など様々な環境

でみられた．調査地域に生息しているモグラはコウベモグラと思われる。本種は本州中部地

方以西に分布し，低地の農耕地から山地の森林に生息して土壌中のミミズ類や昆虫類などを

餌としている．調査地域ではトンネル（坑道）や土を地表に押し上げたモグラ塚が各地で確

認されており，これらの分布状況をみても，常に踏みつけられるグランドを除いて，調査地

域に広く生息している状況が伺える．

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，矢作川周辺には市街地から採

餌のために飛来するものであろう．比較的広い範囲でみられ，場所によっては個体数も多

かった．緑地公園や耕作地の上空で確認されたほか，矢作川の水面の上空でも飛翔する個体

が確認されている．なお，コウモリ類ではアブラコウモリ以外を確認することはできなかっ

たが，キクガシラコウモリ，コキクガシラコウモリなどが生息あるいは採餌にくる可能性は

否定できない．

トラップ調査よって捕獲されたアカネズミはＡ地区では少なかったものの，他の地区では

少なくないようで，特にＢ地区では多く，合計18個体が得られている．捕獲されたのは２月

だけであるが，この時の捕獲率からみれば生息密度は低くないようである．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薮，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．調査地点数が異

なるため直接比較はできないものの，本調査における生息数は草地が最も多く，次いで竹林，

広葉樹林の順となっている．

ニホンイタチは平地から山地まで分布し，水田や湿地，沢筋など水辺を好むが，時には市

街地でもみられ，人間の生活範囲とも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疎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，河川敷では餌となる小型哺乳類，昆虫類，甲殻類，魚類なども十分入手可能と考えられ

る．足跡が水辺付近で多くみられたことからも，水際で餌を探していたことが推察される．

また，トラップ調査で多数が捕獲されているアカネズミもニホンイタチの餌となっているも
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のと思われ，実際，トラップ調査では頭部のみが残されたアカネズミもみつかっている．

なお，中部地方の平野部や市街地付近でも西日本から拡大を続けているチョウセンイタチ

の侵入がみられるが，豊田市は愛知県の内陸部に位置するため，いまだにニホンイタチが生

息しているようである．

以上のように矢作川の河川敷において生息が確認された哺乳類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．豊田市に生息する哺乳類からみれば，調査地域の哺乳類相は

貧弱であることは否めないが，市街地の河川敷であることを考えれば生息する哺乳類が限ら

れるのは当然の結果といえる．しかし，タヌキやカヤネズミ，ヒミズの生息確認は，少ない

ながらまだこの地域に良好な環境が残されていることの証であろう．これらの哺乳類にとっ

て河川敷の樹林や竹林などの緑地が生息場所として極めて重要な役割を担っているものと判

断される．

５．今後の保全・整備について

これまで述べたように矢作川中流域の河川敷では，タヌキが生息しているほか，近年減少

しつつあるカヤネズミ，樹林に多いヒミズが確認されるなど，市街地を流れる河川としては

良好な環境が残されていると判断される．しかし，現状ではかなりの部分が緑地公園やゴル

フ場，耕作地などに利用されているほか，竹林などが伐採されて公園としての整備が進んで

いる場所もあり，今後さらに公園整備が進む可能性もある．

タヌキは河川敷の竹林を中心に広葉樹林やヤナギ林などの身を潜める環境が必要であり，

また，平坦な裸地部の移動は彼らの苦手とするところであるため，これらの竹林や樹林の連

続性を維持することが重要となる．個体群の分断が起こればやがて減少の方向へ進んでいく

ことは，他の地域でもよくみられる現象である．公園の整備とどこで折り合いをつけるかが

難しいところである．

カヤネズミの営巣地として利用できる高茎草地も定期的に刈り入れが行われているようで

あるが，本種の営巣地としては高茎草本が生育する環境が欠かせない．したがってカヤネズ

ミの確認された高茎草本は，繁殖期である春から秋までは刈り入れをせず保全するといった

配慮が望まれる．確認数が少ないことから，このままでは調査地域から姿を消す可能性も否

定できない．

ヒミズの生息する広葉樹林は比較的急な河岸斜面であることから，現状が変化しなければ

保全できると考えられる．その他の哺乳類についても同様に大きく人工的な環境に変化しな

ければ生息環境は維持できると思われる．
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S ummary

 

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

lower stream of the Koshido Dam 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 14points.

The 4orders, 5 familys and 8species of the mammal were found out. Mogera sp.,

Pipistrellus abramus,Micromys minutus,Nyctereutes procyonoides and Mustela itatsi wewe
 

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

talpoides, Apodemus speciosus and Mus musculus were found out.

There are few Urotrichus talpoides,Micromys minutus,Mus musculus in the small size
 

mammal and there are many Mogera sp.,Pipistrellus abramus,Apodemus speciosus.

Although the survey area is the riverside of city area nearby the Yahagi River there
 

are many Nyctereutes procyonoides.

Although the mammal phase of the survey area is meager Nyctereutes procyonoides,

Urotrichus talpoides, Micromys minutus are confirmed and this area is fine environment.

The green tract of land such as the grove and bamboo of the riverside are important
 

as an inhabitant place to the mammal. From now on,it is important these bamboo and
 

grove to continuously.
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