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はじめに

　群馬県内に分布するネズミ類については，これまでにい

くらかの報告がある（徳田，1954；高橋ほか，1982；小林，
1985；夏目，1999など）．小林（1985）はそれまでの調査をま
とめ，県内におけるネズミ類9種（ヤチネズミ，スミスネズ
ミ，ハタネズミ，アカネズミ，ヒメネズミ，カヤネズミ，

ハツカネズミ，クマネズミ，ドブネズミ）の分布を報告し

た．しかし，それぞれの地域における詳細なネズミ類の調

査は少なく，県内のネズミ類については不明な点が多い．

　群馬県立自然史博物館では小中学生（小5～中2）を対象と

した教育普及事業であるミュージアムスクールを実施して

いる．ミュージアムスクールでは各班ごとにあらかじめ設

定されたテーマについて年間を通して調査を行い，平成19
年度には3コースが実施された．本報告は，そのうちの1つ
「ネズミ調査コース」で実施された群馬県西部（下仁田町

及び南牧村）におけるネズミ類の分布調査に追加の調査を

行い，得られた結果である．なお，平成20年度も同地域に
おいて継続的に調査を実施する予定である．今回は予察的

な報告として，平成19年6月から12月までの調査によって
得られた結果について報告する．
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調査地域

　調査は群馬県甘楽郡南牧村大塩沢（図1A，北緯36° 10′
54″ ，東経138° 43′ 59″ ：以後，南牧調査地と略）及び下仁田町
中小坂（図1B，北緯36° 13′ 53″ ，東経138° 45′ 33″ ：以後，下仁
田調査地と略）において行われた．ネズミ類はしばしばサツ

マイモなどの農作物などに大きな被害を与えることがあ

る．今回の調査地周辺は，平成18年度においてネズミ類に
よると思われる農作物への被害が多くみられた地域であ

る．調査地はいずれも農耕地及び隣接する草地である．下

仁田調査地の畑ではサツマイモ，ジャガイモ，キュウリ，

インゲン，ネギ，ゴボウ，ナス，ニンジン等が栽培されて

いる．また畑に隣接して水田がある．畑の西側には草地が

あり，近隣には人家も比較的多い．一方，南牧調査地では

調査地に隣接する畑においてネギ，シソ等が栽培された．

また調査地内ではミュージアムスクールの活動の一環とし

てサツマイモの栽培を行った．畑周辺には草地が広がり，

その近隣にはスギ植林地が分布する．

調査方法

　ミュージアムスクールの活動は平成19年6月より開始さ
れ，11月までの間に4回の捕獲調査を行った．これに加え
て補足調査を実施し，6月～12月まで毎月1回の調査を実施
した．なお南牧調査地のみ10月は2回の調査を行った．調
査にはシャーマントラップを使用し，エサはサツマイモ及

びオートミールを用いた．1回の調査において下仁田調査
地で75～100個，南牧調査地では100個のトラップを使用し
た．調査1日目にトラップを設置し，翌日の午前に捕獲個

体の回収を行った．いずれも1晩のみの調査である．捕獲
されたネズミ類は種類，性別，体重及び外部形態（頭胴長，

尾長，後足長，耳長）を計測後，指切り法によって記号して

捕獲地点で放逐した．なお和名及び学名は阿部ほか（2005）
にしたがった．

結果及び考察

下仁田調査地

　下仁田調査地では，合計8個体のネズミ類が捕獲された．
捕獲個体の詳細を表1に示す．捕獲されたネズミ類はアカ
ネズミ（Apodemus speciosus），ヒメネズミ（A．argenteus），カ
ヤネズミ（Micromys minutus），ハツカネズミ（Mus musculus）
である．捕獲個体数はアカネズミ及びハツカネズミが最も

多く，それぞれ3個体である．それ以外ではヒメネズミ及
びカヤネズミがそれぞれ1個体捕獲された．またネズミ類
以外にヒメヒミズ（Dymecodon pilirostris）及びニホンジネズ
ミ（Crocidura dsinezumi）がそれぞれ1個体捕獲された．
　下仁田調査地では捕獲数があまり多くない．調査期間中

の捕獲数では12月が3個体で最も多く，次に多いのが2個体
が捕獲された6月である．また8月及び10月の調査ではネズ
ミ類は捕獲されなかった．また捕獲されるネズミ類の種類

については，12月が最も多様なネズミ類が捕獲された．特
にヒメネズミ，カヤネズミは12月の調査のみで捕獲され
た．ただし，現時点では調査回数・捕獲数が少なく，このよ

うな傾向がネズミ類の分布の変化を表しているのかについ

ては，今後の継続的な調査にもとづいた検討が必要である．

　下仁田調査地においてネズミ類が捕獲された地点はいず

れも畑ではなく，畑に隣接する草地である．調査地付近の

図１　調査地点位置図．A：南牧調査地，Ｂ：下仁田調査地．国土地理院1：25，000地形図「下仁田」，「荒船山」を使用．スケール
は500m．
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住民の方によると，付近では平成18年度には大量のネズミ
類が見られ，その際に農家の方によって大量のネズミ類が

駆除された．その一方で調査を行った平成19年度には，こ
れまでのところネズミ類によると考えられる農作物への被

害はほとんど見られていない．

南牧調査地

　南牧調査地では延べ37個体のネズミ類が捕獲された．捕
獲個体の詳細を表2に示す．捕獲されたネズミ類はアカネ
ズミ，ヒメネズミ及びスミスネズミ（Eothenomys smithii）で
ある．捕獲個体数はアカネズミが最も多く，17個体であ
る．スミスネズミは11個体，ヒメネズミは9個体捕獲され
た．捕獲個体数では7月が最も多く，9個体が捕獲された．

表２　南牧調査地での捕獲個体．単位はmm及びg．

表１　下仁田調査地での捕獲個体．単位はmm及びg．
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またネズミ類以外にヒメヒミズ3個体，ニホンジネズミ5個
体が捕獲された．

　それぞれの種ごとの捕獲個体数の変動に注目すると，ア

カネズミ及びスミスネズミは6月を除き調査期間中を通じ
て捕獲されたが，ヒメネズミは9月及び10月の調査では捕
獲されなかった．一般にアカネズミは低地から低山帯にか

けて，ヒメネズミは低山帯から亜高山帯にかけて分布の中

心をもつが（宮尾ほか，1963），森林帯の多くでは同所的に生
息することが指摘されている（Doi and Iwamoto，1982）．ま
た関島（1997）ではアカネズミは一年を通して地上を利用す
る一方で，ヒメネズミは夏から秋にかけて活発に樹上利用

をすることを指摘し，関島（1999）はヒメネズミとアカネズ
ミの分布は夏から秋にかけて排他的になる傾向があること

を報告している．現時点では限られたデータのみであるた

め捕獲個体数の変動などについては慎重な解釈が必要であ

るが，今回の調査でもこれらの報告と調和的な傾向が見ら

れる．

　南牧調査地ではミュージアムスクールの活動の一環とし

て調査地内でサツマイモの栽培を行い（植え付け：6月9日，
収穫：10月14日及び27日），各調査（6～10月）でサツマイモ畑
内にもシャーマントラップを設置した．その結果，9月の
調査においてアカネズミがサツマイモ畑内に設置したト

ラップにおいて捕獲された．例年，ネズミ類によると思わ

れるサツマイモへの被害は夏期より顕著となるが，今回の

捕獲結果もこの傾向と一致している．また，今回の調査地

の近隣で平成18年11月に実施されたさつまいも畑での捕獲

表３　南牧調査地にて捕獲されたネズミ類の体重分布の変動．
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調査でもアカネズミのみが捕獲されている．これらはアカ

ネズミは農耕地にも移動するが，ヒメネズミは農耕地に移

動しないというこれまでの報告（大津，1973）とも一致す
る．ところで調査地付近の住民の方によると，前述の下仁

田調査地と同様に，平成19年度ではこれまでのところほと
んどネズミ類によると考えられる農作物への被害は見られ

ていない．

　捕獲された個体は指切り法にて標識され，捕獲地点にお

いて放逐された．これまでの調査では3個体が再捕獲され
ている．いずれの個体も最初の捕獲の翌月に再捕獲され

た．アカネズミ（7月と8月の捕獲，9月と10月の捕獲）では
いずれの個体も体重がおよそ20％増加している．一方，ス
ミスネズミ（10月と11月の捕獲）では約10％体重が減少して
いる．

　捕獲されたネズミ類の体重を指標として，成体及び幼体

の区別を行った．アカネズミでは30g以上，ヒメネズミで
は14g以上の個体を成体とし，それ未満を幼体とした（箕
口，1988； 立石，2006など）この基準にしたがうと，アカ
ネズミは7月（1個体）及び12月（2個体）に，ヒメネズミでは7
月（1個体）及び11月（1個体）に幼体が捕獲されている（表3）．
現時点では限られた情報しか得られていないため慎重な議

論が必要であるが，以上より南牧調査地に分布するアカネ

ズミ及びヒメネズミは繁殖期は年2山型であり，年2回の繁
殖期を持つことが示唆される．スミスネズミについても捕

獲された個体の平均体重は8月が最も低い．
　ネズミ類の群集動態は年ごとの変動が大きいことが知ら

れている（箕口，1988など）．今後も引き続き同地域におけ
るネズミ類の捕獲調査を継続して行う予定である．継続的

な調査によって，より詳細な情報を得られることが期待さ

れる．
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