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Abstract： Bat fauna in southwestern Minakami district was studied from 2008 to 2010. In this study, 
144 individuals of the following 11 species were captured using mist nets, harp traps and insect nets：
Rhinolophus ferrumequinum, R. cornutus, Myotis frater, M. ikonnikovi, M. macrodactylus, Murina hil-
gendorfi, M. ussuriensis, Pipistrellus abramus, Plecotus sacrimontis, Vespertilio sinensis and Miniop-
terus fuliginosus. Among these species， M. frater, M. ikonnikovi, M. higendorfi, M. ussuriensis, P. 
abramus, V. sinensis and M. fuliginosus are newly recorded in Minakami district. And M. fuliginosus is 
newly recorded in Gunma prefecture. Also, we found day roost sites of six species（R. ferrumequinum, 
R. cornutus, M. macrodactylus, P. abramus, P. sacrimontis and M. fuliginosus）.
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はじめに

コウモリ類（翼手目：Order Chiroptera）は，哺乳類の中
でも豊富な種数・個体数と広大な分布域を擁し（Simmons, 
2005），送粉者や昆虫の捕食者としての高い生態系機能や，
環境変動に対する特異的な応答が指摘されている（例えば 
Fujita and Tuttle, 1991；Clarke et al., 2005；Kalka et al., 2008；
Williams-Guillén et al., 2008）．近年，森林生態系や生物多様
性のモニタリングに対する重要性が指摘されるようにな

り，様々な分類群を対象とした多面的な生物モニタリング

が活発になりつつあるが（例えば「モニタリングサイト

1000」：http：//www.biodic.go.jp/moni1000/index.html），コウモ
リ類は，その生態的特性から，様々な空間スケールでの環

境改変に対する指標生物群としての注目が高まっている

（Jones et al., 2009）．
　群馬県みなかみ町に位置する約1万haの国有林「赤谷の
森」では，生物多様性復元と持続可能な地域作りを目指し，

日本自然保護協会・赤谷プロジェクト地域協議会・林野庁

によって協働管理する「AKAYAプロジェクト」（http：//www.
nacsj.or.jp/akaya/）が行われており，人工林を自然林へ誘導
する実験が進められている．その過程において，様々な生

物群を指標とした生物多様性のモニタリングも試みられて

いるが，このようなモニタリングを行う拠点では，生物イ

ンベントリーの整備が基盤要件の一つとしてあげられる．

コウモリ類についても，モニタリングを行うために生息種

の情報が必要であるが，これまでプロジェクトエリアのあ

るみなかみ町で報告されているコウモリ類の記録は，村

嶋・小林（1972），Yoshiyuki（1989）の大峰山での記録の
みである．

　そこで本研究では，みなかみ町のコウモリ類の生息状況

を確認し，保全ならびにモニタリングのための基礎データ

を得ることを目的とした．

　なお，本研究は2009年度セブン-イレブンみどりの基金
の助成を受けて行われた．

調査方法

　本研究は2008年から2010年にかけて行われた．調査地
は，群馬県みなかみ町に位置する約1万haの国有林「赤谷の
森」およびその周辺部である（図3）．「赤谷の森」は，新潟
県との県境に位置し，多雪の日本海型気候と冬期小雨の太

平洋型気候の移行帯に属する標高620m－2026mの範囲に
ある．中間温帯から亜高山帯までの多様な植生が分布し，

環境は変化に富んでいる．低標高域を中心にスギCrypto-
meria japonicaやカラマツLarix kaempferiなどの人工林が約3
割，コナラQuercus serrataやクリCastanea crenataなどの二
次林が約4割を占め，残りの約3割は，主に標高800m以上の
奥山に分布する自然植生である．標高800ｍ－1500mの奥

山には，ブナFagus crenataやミズナラQ. crispulaなど，標高
1500m以上には，ダケカンバBetula ermaniiやミヤマナラQ. 
dmongolicaなどの自然林が，ハイマツPinus pumilaやササ草
地が分布している（関東森林管理局，2011；木本の和名・
学名は平凡社，1989に従った）．
　調査は，日中と夜間に行い，日中はコウモリがねぐら（日

中の休息場所）として利用していそうな洞穴やトンネル，

家屋などでの生息確認と捕獲調査を行い，夜間はかすみ網

とハープトラップによる飛翔個体の捕獲調査を行った．

　飛翔個体の捕獲調査では，調査地内の林内，林道，水た

まり付近や河川上などでコウモリ類が夜間に飛翔しやすそ

うな，ある程度開けた場所にかすみ網（幅5-12m×高さ2.5-
7m，18-36mmメッシュ）およびハープトラップ（幅約2m×

図1：かすみ網設置の様子．

図2：ハープトラップ設置の様子．
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高さ約3.5m：2 Bank Harptrap, Faunatech Austbat, Australia）
を設置した（図1，2）．かすみ網は，地面および水面のすぐ
上から2.5-7mの高さに単独またはT字型，L字型，V字型な
どの形に網を組み合わせ，日没時から約3-5時間にわたっ
て設置した．設置後は，捕獲されたコウモリがすみやかに

回収できるように，網の付近に待機し定期的に見回りを

行った．ハープトラップは日没前に設置し日の出前後に撤

収した．

　ねぐらでの生息確認調査では， 洞穴やトンネル，家屋な
どの内部で糞の有無や目視による個体確認をし，個体を確

認した場合は捕虫網を用いて捕獲を行った．出入り口が狭

く，ねぐら内部での生息確認および捕獲が困難な場合は，

ねぐら開口部においてハープトラップや捕虫網を用いて出

巣個体の捕獲を行った．ハープトラップは，日没前から約

3-5時間にわたって開口部に接するように設置した．
　捕獲したコウモリ類は，阿部ほか（2005）を参考に種を
同定し，性，齢および繁殖状況を確認した．和名及び学名

はSano et al.,（2009）に従った．齢は指骨関節部分の骨化
状態で判断し（Hutson and Racey, 1999），骨化している個体
は成獣（＋），骨化していない個体は当歳獣（その年生まれ

た個体）（－）とした．なお，骨化は完全だが歯が摩耗して

いないことから当歳獣と判断した個体（Maeda, 1974）は
（0）とした（表3）．繁殖状況は，雌の場合は下腹部が著し
く膨らんでいる個体を「妊娠中」（Pr），乳腺が発達して周
囲の体毛がなく，乳頭も肥大している個体を「授乳中」

（La），乳腺の発達は見られないが乳頭が肥大している個
体を「授乳後」（PL），乳頭は肥大していないが突出してい
る個体を「授乳痕あり」（＋），乳頭が突出していない個体

を「授乳痕なし」（－）とした（表3）．雄の場合は精巣の発
達状況によって交尾態勢が整っているかを判断し，発達し

ている個体を「繁殖可能」（＋），発達していない個体を

「精巣発達なし」（－）とした（表3）．さらに，体重計（1476, 
TANITA, 東京）とデジタルノギス（19979, シンワ, 新潟）
を用いて体重と前腕長を計測し，個体識別用のバンド（Por-
zana Ltd, U.K.）を，雄の場合は右前腕部，雌の場合は左前
腕部に装着し放獣した．

　本調査は環境省および群馬県から鳥獣捕獲許可証の交付

を得て実施した．（平成20年度環境省第080811002号，群馬
県第2000040～2000044号，平成21年度環境省090408001号，
群馬県2000059～2000062号，平成22年環境省100524004号，
群馬県2200013～2200022号）

結　　果

　本調査の結果，21地点（図3，表1）において，キクガシ
ラコウモリRhinolophus ferrumequinum，コキクガシラコウ
モリR. cornutus，カグヤコウモリMyotis frater，ヒメホオヒ
ゲコウモリM. ikonnikovi，モモジロコウモリM. macrodactylus，

テングコウモリMurina hilgendorfi，コテングコウモリM. 
ussuriensis，アブラコウモリPipistrellus abramus，ニホンウ
サギコウモリPlecotus sacrimontis，ヒナコウモリVespertilio 
sinensis，ユビナガコウモリMiniopterus fuliginosusの2科11種
144頭のコウモリ類を捕獲した（表2，3）．また，キクガシラ
コウモリ，コキクガシラコウモリ，モモジロコウモリ，ア

ブラコウモリ，ニホンウサギコウモリ，ユビナガコウモリ

の6種のコウモリ類のねぐらを確認した．
　捕獲頭数が最も多かったのはモモジロコウモリで45頭，
次にコテングコウモリの41頭であった．捕獲地点が最も多
かったのはキクガシラコウモリとコテングコウモリで，い

ずれも8地点であった（図3）．以下に種ごとの捕獲結果の詳
細を記す．

キクガシラコウモリ

日中に行ったねぐら調査において，3地点（No.4，6，9）の
ねぐらを確認し，雌成獣1頭，雄成獣および当歳獣各1頭の
合計3頭を捕獲した（表2）．
　No.4の「水路」は総延長約7kmの農業用水路で，赤谷川に
開口している．2009年9月24日に調査したところ，本種が複
数頭ねぐらとして利用していた．そのうちの1頭を捕獲した
ところ，雄成獣で精巣の発達が見られた（表3）．ここでは同

日に本種以外にコキクガシラコウモリ，モモジロコウモリ，

ニホンウサギコウモリ，ユビナガコウモリの4種の生息を確
認した（表2）．
　No.6の「茂倉穴」は林道下にある直径約1ｍ，奥行き約20ｍ
の金属製の水抜き用カルバートで，2008年10月14日に入洞
したところ，最深部で雄当歳獣1頭を確認した．
　No.9の「ムタコ穴」は斜面に開口した奥行約30mの採掘
坑跡で，2009年9月22日に入洞したところ，入口付近に雌成
獣1頭を確認した．雌成獣には授乳痕があった．
　この他，夜間に行った捕獲調査において，5地点（No.2， 
5，7，10，16）で雌成獣1頭，雄成獣6頭，合計7頭を捕獲し
た（表2）．このうち，2008年10月14日にNo.5で捕獲された
雌成獣には授乳痕があった．2009年5月4日，21日，6月17日
に捕獲された雄成獣4頭に精巣の発達は見られなかったが，
同年の8月17日，9月22日に捕獲された雄成獣2頭はいずれ
も精巣が発達していた（表3）．

コキクガシラコウモリ

日中に行ったねぐら調査において，3地点（No.4，14，15）
のねぐらを確認し，このうちNo.14，15において雌成獣12頭
および当歳獣3頭，雄成獣1頭および当歳獣2頭，合計18頭を
捕獲した（表2）．No.4では生息の確認のみを行った（頭数
不明：10頭以下）．
　No.14の「カッパ穴」は，源泉掘削のために掘られた奥行
き約50mのトンネルで，2009年5月3日と10月25日に調査を
行った．5月3日の調査では，洞内で約20頭の本種を確認
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図3：本調査においてコウモリ類が捕獲された地点（A）と，種ごとの捕獲地点（B）．図中の番号は表1の捕獲地点番号と対応．

し，そのうちの3頭を捕獲したところ，全て授乳痕のない雌
成獣であった（表3）．2009年10月25日の調査では，10頭を
捕獲したところ，そのうちの2頭は同年5月3日に標識した
雌成獣の再捕獲であった．2頭とも5月と同様に授乳痕はな
かった．その他の8頭の内訳は，雌成獣4頭（いずれも授乳

痕なし），雌当歳獣3頭，雄1頭（成獣か当歳獣か不明）であっ
た（表3）．なお，2009年7月16日，8月16日，9月25日にも調
査を行ったが，本種も含め，コウモリは1頭も確認されな
かった．

　No.15の「ホテル地下室」は，傾斜地に建てられたホテル
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図3（Bの続き）

表1：コウモリ類を捕獲した場所の地点番号と緯度経度およびメッシュ番号．
メッシュ番号は環境省の自然環境基礎調査用の3次メッシュを表す．
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の地下倉庫で，2009年8月12日の調査では，天井に数十頭か
らなる群塊が点在し，合計200～300頭がねぐらとして利用
しているのを確認した．グアノ（糞の堆積）も見られた．捕

虫網を使っていくつかの群塊から捕獲した7頭の内訳は，
授乳後の雌成獣3頭，授乳痕なしの雌成獣2頭，当歳獣の雄
2頭であった（表3）．

カグヤコウモリ

　夜間に行った捕獲調査において，2地点（No.7，12）で雌
成獣3頭，雄成獣1頭，合計4頭を捕獲した（表2）．
　このうちNo.12は駐車場にある外灯で，法師沢に隣接して
おり，周囲に建物は1軒しかなく，スギなどの人工林と広葉
樹の二次林に囲まれている．本種は外灯の上空を飛翔して

おり，時折外灯付近まで急降下していた．2009年6月15日
に捕獲された雌成獣は妊娠中であったが，16日に捕獲され
た雌成獣は妊娠しておらず，授乳痕もなかった．同地点で

同年7月17日に捕獲された雌成獣は授乳後であった（表3）．
この他，同年6月18日にNo.7で捕獲された雄成獣は精巣の
発達は見られなかった（表3）．

ヒメホオヒゲコウモリ

　夜間に行った捕獲調査において，5地点（No.5，10，11，
18，20）で雌成獣2頭および当歳獣1頭，雄成獣4頭および当
歳獣2頭，合計9頭を捕獲した（表2）．
　このうち，本種が最も多く捕獲されたNo.18には，林道わ
きの広葉樹林内に大きな水溜まりがあり，雨が降ると水が

溜まるが，干上がって水がない時もあった．捕獲調査を

行った日はいずれも水が溜まった状態であった．2009年8
月15日に捕獲された本種3頭の内訳は，授乳後の雌成獣，雌
当歳獣，精巣の発達した雄成獣各1頭であった．翌16日に
No.20で捕獲された雄成獣1頭も精巣が発達していた．翌17
日に調査を行ったNo.11は，森林に隣接する比較的開けた
空間にある外灯で，本種は外灯の周囲を飛翔しており，捕

獲された雌成獣1頭には授乳痕があった（表3）．
　一方，2010年8月5日（No.10），7日（No.18）に捕獲され
た雄成獣各1頭はいずれも精巣は発達しておらず，2008年
10月14日（No.5），2010年9月17日（No.10）に捕獲された雄
当歳獣各1頭も精巣の発達は見られなかった（表3）．

モモジロコウモリ

　日中に行ったねぐら調査において，1地点（No.4）のねぐ
らを確認し，2009年7月16日，9月24日，2010年8月7日の3回
の調査で合計37頭を捕獲した（表2）．2009年7月16日の調査
では，日没後の出巣個体を水路開口部で15頭捕獲した．出
巣個体の総数は確認していないが，少なくとも数十頭以上

であった．捕獲個体の内訳は，雌成獣6頭および当歳獣1
頭，雄成獣8頭であった．雌成獣6頭のうちの1頭は授乳中，
3頭は授乳後で，2頭は授乳痕なしであった．雄成獣8頭の

うち2頭は精巣が発達しており，6頭は発達していなかった
（表3）．同年9月24日の調査でも出巣個体を20頭捕獲した．
内訳は，雌当歳獣3頭，雄成獣13頭および当歳獣4頭であっ
た．この他に，2009年7月16日に標識した当歳獣雌1頭が再
捕獲された．雄は全ての個体で精巣の発達は見られなかっ

た（表3）．出巣個体数は数十頭以上であった．翌2010年8月
7日の調査では日中に水路内に入り，飛翔している本種を2
頭捕獲した．ともに授乳後の雌成獣であった（表3）．
　この他，夜間に行った捕獲調査において，2地点（No.3，
21）で合計8頭を捕獲した（表2）．このうちNo.3は，No.4の
ねぐらに隣接する林道で，2009年7月13日の調査で授乳後
の雌成獣と雌当歳獣各1頭を捕獲した．No.21では2009年10
月24日の調査で雄成獣5頭および当歳獣1頭を捕獲した．雄
成獣5頭のうち1頭は精巣が発達していたが，その他の個体
は発達していなかった（表3）．

テングコウモリ

　夜間に行った捕獲調査において，5地点（No.5，7，10，
16，18）で雌成獣および当歳獣各1頭，雄成獣1頭および当
歳獣2頭の合計5頭を捕獲した（表2）．
　2009年5月21日にNo.7で捕獲された雌成獣には授乳痕は
なかった．2009年8月12日にNo.16で捕獲された雄1頭，8月
14日にNo.5で捕獲された雌1頭，8月17日にNo.10で捕獲さ
れた雄1頭はいずれも当歳獣であった．同年8月15日にNo.18
で捕獲された雄成獣1頭は，精巣が発達していた（表3）．

コテングコウモリ

　夜間に行った捕獲調査において，8地点（No.1，5，8，
10，16，18，19，20）で雌成獣および当歳獣各12頭，雄成
獣14頭および当歳獣3頭の合計41頭を捕獲した（表2）．
　No.18では最も多く捕獲された．2009年8月15日の日没後
から16日早朝にかけて，授乳後の雌成獣3頭，雌当歳獣3頭，
精巣の発達していない雄成獣1頭，雄当歳獣1頭の合計8頭
が捕獲された．16日の日没後から17日早朝にかけては，授
乳後の雌成獣1頭，雌当歳獣1頭，雄当歳獣2頭の合計4頭が
捕獲された．翌年の2010年8月7日には同地点で授乳後の雌
成獣2頭，雌当歳獣1頭，精巣の発達していない雄成獣1頭が
捕獲された（表3）．
　No.10での捕獲頭数も多かった．2010年8月5日の日没後
から6日の早朝にかけては，授乳後の雌成獣3頭，雌当歳獣
5頭，精巣の発達していない雄成獣4頭の合計12頭が捕獲さ
れた（表3）．No.10ではこの他に，2009年9月25日に雌当歳
獣が1頭捕獲された．
　No.1で2009年5月3日に捕獲された雌成獣には授乳痕が
あった．また，雄成獣14頭のうち精巣が発達していたのは
1頭（No.16，2009年9月25日）のみで，他の雄成獣に精巣の
発達は見られなかった（表3）．
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アブラコウモリ

　日中に行ったねぐら調査において，1地点（No.17）のね
ぐらを確認した．No.17は上毛高原駅高架下にあるコンク
リートのスリット（隙間）で，スリット下の地面には数ヵ

所でグアノが見られた．2009年7月20日に雄成獣1頭を捕獲
した．精巣の発達は見られなかった．

ニホンウサギコウモリ

　日中に行ったねぐら調査において，2地点（No.4，13）の
ねぐらを確認し，2009年9月24日と2009年10月26日に雄成
獣各1頭を捕獲した（表2）．いずれも精巣の発達は見られな
かった（表3）．
　この他，夜間に行った捕獲調査において，1地点（No.16）
で2009年6月17日に雄成獣1頭を捕獲した（表2）．精巣の発
達は見られなかった（表3）．

ヒナコウモリ

　夜間に行った捕獲調査において，2地点（No.2，10）で雄
成獣1頭および当歳獣3頭を捕獲した（表2）．このうち，
No.10のムタコ林道で2009年8月17日，同年9月22日に捕獲
された3頭はいずれも当歳獣であった．9月22日に捕獲され
た際は2頭が日没約1時間30分後とその5分後に続けて捕獲
された．No.2で2009年6月17日に捕獲された雄成獣1頭は精
巣の発達は見られなかった（表3）．

ユビナガコウモリ

　日中に行ったねぐら調査において，1地点（No.4）のねぐ
らを確認した．2009年9月24日の調査では，日没後に本ね
ぐらから出巣した個体のうち雄成獣1頭を水路開口部で捕
獲した（表2）．精巣の発達は見られなかった（表3）．調査
中の出巣個体の総数は確認していないが，少なくとも20頭
以上であった．

　この他，夜間に行った捕獲調査において，3地点（No.2，
5-1，10）で，雌当歳獣1頭，雄成獣2頭を捕獲した（表2）．
雄成獣はいずれも精巣の発達は見られなかった．

考　　察

　これまでの群馬県におけるコウモリ類の記録には，音声

のみによって種を同定しているもの＊（例えば夏目，2007，
2009，2010；＊注：音声による種の同定は，日本において
はごく一部の地域でしか確立されていない），飛翔個体を

目視で種同定しているもの（例えば夏目，2002），種名の記
載のみで捕獲した日付や場所についての記載のないもの

（例えば伊香保町教育委員会，1970；群馬県企画部環境保
全課，1977a；群馬県林務部林業経営課，1979；群馬県林務
部自然保護対策室，1981）など，種の確実な生息記録とし
て引用できないものが数多く見られた．特に，群馬県レッ

ドリスト（2002）に種名があがっているヒナコウモリ，ヤ

マコウモリについては，確認された日時や場所についての

記載がないか，あるいは不明確な記録のみであった（伊香

保町教育委員会，1970；小林，1981；長谷井，1983）．さら
に，こうした文献を生息記録として引用している文献（例

えば群馬県，1985）もあり，情報が混乱している．本報告
では，こうした文献については生息記録としての引用を避

け，確認された日時や場所，方法について記載されている

もののみを引用した．また，群馬県のレッドリスト（2002）
に記載されているコヤマコウモリNyctalus furvusの群馬県
での記録は，福島県側の尾瀬での捕獲記録（吉行，1974，
1980；Yoshiyuki, 1989）を誤って群馬県の記録としている
可能性が高く，再検討および訂正が必要である．

　日本産コウモリ類35種（Sano et al., 2009）のうち，群馬
県内でこれまでに明確な記録のある種は，キクガシラコウ

モリ，コキクガシラコウモリ，モモジロコウモリ，ヒメホ

オヒゲコウモリ（オゼホオヒゲコウモリMyotis ozensisとシ
ナノホオヒゲコウモリM. hosonoiの2種に分けて扱う資料も
ある），カグヤコウモリ，アブラコウモリ，ニホンウサギコ

ウモリ，テングコウモリ，コテングコウモリの9種である
（Imaizumi, 1954；Wallin, 1969；村嶋・小林，1972；鈴木，1978；
吉行，1974，1979，1980；Sawada, 1980，1982，1997；群馬県企
画部環境保全課，1977b；群馬県林務部自然保護対策室，
1982；夏目，1987；Yoshiyuki, 1989；澤田，1994；上野村教
育 委 員 会，1998；清 水，2000，2003，2008；Takahashi et al., 
2006；前橋市，2011）．みなかみ町では，大峰山の風穴でキク
ガシラコウモリ，コキクガシラコウモリ，ニホンウサギコ

ウモリが，鳥居平の杉林内においてモモジロコウモリが確

認されている（村嶋・小林，1972；Yoshiyuki, 1989）．した
がって，今回の調査で確認した11種のうち7種（カグヤコウ
モリ，ヒメホオヒゲコウモリ，テングコウモリ，コテング

コウモリ，アブラコウモリ，ヒナコウモリ，ユビナガコウ

モリ）はみなかみ町での初記録であり，そのうちユビナガ

コウモリについては，群馬県での初記録である．ヒナコウ

モリについては，群馬県レッドリストに注目種として記載

図4：捕獲地点番号No.4の用水路内部の様子．
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表2：捕獲した種と年月日，場所，個体数．
　2009年9月24日にNo.4で捕獲したコキクガシラコウモリは，計測および雌雄等の確認を行わなかった．
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表3：捕獲個体のバンドナンバーと繁殖状況および計測値．
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表3（つづき）
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されているが（群馬県，2002），これまでに明確な記録がな
く，初記録である可能性が高い．

キクガシラコウモリ，コキクガシラコウモリ

　キクガシラコウモリはNo.4，6，9の3地点でねぐらを確認
したが，そのうちNo.6，9ともに糞の堆積はほとんどなく，
確認した個体も各1頭であったことから，一時的に利用さ
れているものと考えられる．No.4については，内部の水路
の幅が狭く，水量があり，ごく一部しか踏査できなかった

ため，本種がどの程度生息しているかはわからなかった．

今回の調査で捕獲した計10頭のうち，雌は2頭と少なかっ
たが，ともに授乳痕があることと，No.6で当歳獣が捕獲さ
れていることなどから，調査地内に出産哺育ねぐらが存在

すると考えられる．

　一方，コキクガシラコウモリは，2009年8月12日のNo.15で
のねぐら調査で授乳後の雌成獣と当歳獣を複数個体確認し

たことから，出産哺育コロニーを形成していたと考えられ

る．No.14では5月に捕獲した個体が10月に再捕獲されている
が，7，8，9月には利用が確認されなかったことから，出産哺育
には用いられない季節的なねぐらであると考えられる．

　キクガシラコウモリとコキグガシラコウモリは，洞穴，

トンネルや用水路などを主なねぐらとし（庫本，1972；前
田，1987；佐野，2000），家屋も利用する（佐野，2000；百
年の森ファンクラブ，2001）．また，季節や繁殖状況によっ
てねぐら場所を移動することも知られている（庫本，1972；
佐野，2000）．両種の詳細な生息実態を把握するためには，
キクガシラコウモリの出産哺育ねぐらや，両種の越冬ねぐ

らを中心としたねぐら調査を継続していく必要がある．

カグヤコウモリ

　本種は群馬県レッドリストにおける注目種である（群馬

県，2002）．捕獲した2地点のうち，No.12では，3頭を捕獲
した．No.12では外灯の上空を飛翔しており，採餌の際に
発するバズ音（Jones, 2005）がバットディテクターで聞か
れたため，この外灯に採餌にやってきていたと考えられ

る．本種の外灯周辺での採餌は北海道や栃木で報告がある

（安井・上條，1999a；近藤ほか，2005）．ここでは妊娠中
と授乳後の雌成獣が捕獲されており，出産哺育に利用する

ねぐらが周囲に存在する可能性がある．

ヒメホオヒゲコウモリ

　本種は，分類学的な混乱が続いており，Sano et al.（2009）
および本報告におけるいわゆる「ヒメホオヒゲコウモリ」

は，Yoshiyuki（1989）や環境省レッドリスト（2007）では，
シナノホオヒゲコウモリ，オゼホオヒゲコウモリ，エゾホ

オヒゲコウモリ，ヒメホオヒゲコウモリ，フジホオヒゲコ

ウモリの5種に分けて扱われている．このうち，群馬県の
レッドリストにはシナノホオヒゲコウモリとオゼホオヒゲ

コウモリが注目種として記載されている（群馬県，2002）．
本調査で捕獲された個体は，この分類に従うとすると，分

布域の特性から上記のうちオゼホオヒゲコウモリ，フジホ

オヒゲコウモリ，シナノホオヒゲコウモリのいずれかであ

るが，外部形態のみから判別することは極めて難しく，今

後詳細な分類学的研究が必要とされる．

　捕獲した5地点のうち，No.18では授乳後の雌成獣と当歳
獣が捕獲されており，出産哺育に利用するねぐらが周囲に

存在する可能性がある．本種は主に樹洞，樹皮下などをね

ぐらとして利用し（Yasui et al., 2004；福田ほか，2006），
本州では自然林への依存性の高い種とされている（安井ほ

か，2000）．一方で，北海道では森林域から農耕地域まで，
比較的幅広い環境で確認されている（例えば，福井ほか，

2005；河合・赤坂，2008）．また，南アルプスにおいては，ね
ぐらとしてトンネルを利用することも報告されている（佐

藤ほか，2011）．今回，人為的環境である外灯周辺（No.11）
での採餌確認ができたことから，今後は人為的環境と本種

の関連性についての解明が待たれる．

モモジロコウモリ

　本種は，キクガシラコウモリを確認したNo.4をねぐらと
して利用していた．No.4では1回の調査で最大20頭を捕獲
したが，他にも多くの個体が水路開口部から出巣したこと

から，かなりの個体が利用している可能性がある．2009
年，2010年ともに授乳後の雌成獣と当歳獣を複数個体確認
したことから，両年とも出産哺育コロニーを形成していた

可能性が高い．モモジロコウモリは水面上で採餌すること

が知られており（吉行，1990b），No.4の横を流れる赤谷川
で採餌をしている可能性がある．捕獲地点よりも下流の地

点では，水面上を飛翔しているコウモリ類を確認してい

る．この他，No.1へ向かう小出俣林道沿いを流れる小出俣
沢にあるダムでも水面上を飛翔しているコウモリ類を確認

しており，本種である可能性が高い．今後，河川や水辺等

の調査地を増やし詳細な生息域を確認する必要がある．

テングコウモリ

　本種は群馬県レッドリストにおける注目種である（群馬

県，2002）．捕獲した5地点のうち，No.5，10，16の3地点で
は当歳獣が捕獲されていることから，調査地内で出産哺育

が行なわれていると考えられる．本種は，冬季は洞穴を，

夏季には洞穴や樹木の枝葉などをねぐらとして利用してい

るのが確認されている（例えば，佐藤・勝田，2007；松村
ほか，2005；中島ほか，2009）が，詳細な繁殖生態や利用
環境などについては明らかになっていない．本調査におい

ても確認頭数が少ないため詳細な利用状況はわからない．

コテングコウモリ

　本種は群馬県レッドリストにおける注目種である（群馬
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県，2002）．捕獲した8地点のうち，No.10とNo.18では授乳
後の雌成獣と当歳獣が，No.5-1では当歳獣が捕獲されてお
り，出産哺育に利用するねぐらが周囲にある可能性があ

る．本種は樹洞だけでなく，枯葉および生葉内部，樹皮下，

雪の中，トンネルなど，様々な環境をねぐらとして利用し

（前 田，1979；金 井 塚，1998；本 多，2002；中 原，2006；山 本，
2006；平川，2007；佐藤ほか，2010），ねぐら環境の選択幅が比
較的広い種であると考えられる．今回の調査ではねぐらを

確認することはできなかったが，夜間の捕獲調査で41頭を
捕獲することができた．確認地点も8地点で，本調査地で
は比較的個体数が多い種である．

アブラコウモリ

　本種はイエコウモリとも呼ばれ，家屋をねぐらとしてお

り，高架下でも見つかっている（吉行，1990a）．本研究で
も，森林内部での調査では捕獲されず，日中のねぐら調査

で，上毛高原駅高架下（No.17）のコンクリートの隙間に休
息しているのが確認されたのみである．捕獲は1頭であっ
たが，他に数個体のコウモリ類が隙間にいるのを目視して

おり，これらも本種である可能性が高い．

ニホンウサギコウモリ

　本種は群馬県レッドリストにおける注目種である（群馬

県，2002）．No.4, 13の2地点でねぐらを確認したが，No.13
では糞の堆積も少なく，雄成獣1頭のみの確認であること
から，単独で一時的に利用していたと思われる．本調査地

では，本種の捕獲個体数が非常に少ない．国内では，洞穴

や家屋を主なねぐらとして利用していることがわかってい

る（例えば，澤田・井上，1985；佐々木ほか，2006；村木・
柳川，2006；吉倉ほか，2009）．今後，ねぐらとなるような
環境の調査および捕獲地点を増やし詳細な分布状況を確認

する必要がある．

ヒナコウモリ

　本種は群馬県レッドリストにおける注目種である（群馬

県，2002）．No.2，10の2地点で合計4頭を捕獲したが，他種
に比べて捕獲個体数が少ない．本種は翼型が狭長型である

こと（Fukui et al., 2011）から，主に樹冠上の開けた空間を
飛翔して採餌をすると考えられる（Norberg and Rayner, 
1987）．従って，林内で行う調査では捕獲しにくい種であ
ると考えられる．No.10では当歳獣が捕獲されており，出
産哺育に利用するねぐらが周囲にある可能性がある．この

ため，ねぐらとなるような洞穴や樹洞，建物等の調査を調

査地外でも行うとともに，尾根上などの高所にかすみ網を

設置するなどして捕獲を行い，生息状況を把握する必要が

ある．

ユビナガコウモリ

　本種はこれまで群馬県内で記録がなく，今回の調査での

確認が初記録となった．No.4をねぐらとして利用してお
り，1頭を捕獲したが，この用水路内では，本種と思われる
個体が多数飛翔していたことから，集団ねぐらを形成して

いる可能性がある．この用水路では，キクガシラコウモ

リ，モモジロコウモリ，ニホンウサギコウモリ，ユビナガ

コウモリの4種を確認しており，洞穴をねぐらとするコウ
モリ類にとって利用しやすい環境であると推測される．し

かし，用水路内は非常に狭く，水量もあることから奥まで

調査することが困難である．これまでに確認した入口は1
つだけであるが，今後他の入口を探し，利用しているコウ

モリ類について詳しく調査する必要がある．

　本調査では，キクガシラコウモリ，コキクガシラコウモ

リ，モモジロコウモリといった洞穴を主なねぐらとして利

用している種については，ねぐらが見つかっていることも

あり，比較的多くの個体を確認することができた．しか

し，ニホンウサギコウモリ，カグヤコウモリ，ヒメホオヒ

ゲコウモリなど樹洞を主なねぐらとしているコウモリ類お

よび，ユビナガコウモリ，ヒナコウモリなど高所を飛翔す

る種の確認が少ない．今後は，これらの種の個体数が調査

地内において本当に少ないのかどうか，継続して調査を進

めていくことで明らかにしていきたい．

　この他，みなかみ町に隣接する上信越国立公園周辺，近

接する尾瀬国立公園や日光国立公園などでは，本調査で確

認された種以外に，クロホオヒゲコウモリMyotis pruino-
sus，ノレンコウモリMyotis nattereri，モリアブラコウモリ
Pipistrellus endoi（安井・上條，1999a，1999b；辻・小柳，2001），
クビワコウモリEptesicus japonensis（小柳ほか，2007），コ
ヤマコウモリNyctalus furvus （吉行，1980）の5種が確認され
ている．群馬県では未記録であるこれら5種についても，
今後の調査によって確認される可能性がある．

　本研究では，みなかみ町におけるコウモリ類の生息状況

を明らかにし，調査地内にある「赤谷の森」における生物

多様性復元と持続可能な地域作りを目指した生物モニタリ

ングのための基盤情報収集を目的としている．これまでの

調査で，調査地内のおおまかなコウモリ相は明らかにする

ことができた．今後，調査地内における様々な森林環境と

コウモリ類の関連性を明らかにし，コウモリ類を指標生物

とした適正な森林管理を提言するためには，より詳細に分

布生息状況を明らかにする必要がある．今後も調査を継続

することによってデータを蓄積し，指標生物としての評価

方法を確立したい．
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