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はじめに

　ヒナコウモリ Vespertilio sinensis は，シベリア東部，モン
ゴル東部，中国東部，朝鮮半島，台湾，日本に分布し，国内

では北海道，本州，四国，九州から記録されている（Fukui，
2009）．本種の本来のねぐらは樹洞と考えられる（前田，
2002）．しかし，これまでに見つかっている出産哺育コロ
ニーは，北海道の樹洞，小屋および体育館などの人工建築

物（福井・百年の森ファンクラブコウモリ調査グループ，

2001；前田，2002），青森県の樹洞，社寺，小屋，人家，校
舎，畜舎，橋梁の隙間，工場跡地および立体駐車場の天井

の隙間（向山，1996，2004），岩手県の病院，工場社員寮の
庇および新幹線高架橋の隙間（向山，1996；作山ほか，
2007），秋田県の橋梁の隙間（秋田県生活環境文化部自然保
護課，2002；秋田県仙北地域振興局・エヌエス環境株式会
社秋田支店，2007），宮城県の新幹線高架橋の隙間（作山ほ
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Abstract： We discovered a maternity colony of the Asian Parti-colored bat Vespertilio sinensis in crevices of the ele-
vated railways of the Joetsu-Shinkansen in Gunma Prefecture. We had evening fly out counts from 46 crevices, out of 130, 
in the study area in the early summer of the 2011 birthing season with a count of 7,258 bats. This is one of the largest 
maternity colonies of the Asian Parti-colored bat in Japan. The fly out started 13.6 minutes after sunset, on average. The 
number of bats emerging rapidly increased from around 10 to 15 minutes after sunset. The fly out lasted 30 minutes. We 
also conducted surveys on population fluctuation, from the birthing period to the following dispersal period in 2011 and 
2012. It revealed that the bat population in early August increased from 1.1 to 1.7 times compared to the pre-delivery 
period at the study site and decreased drastically by late August. The colony disappeared in late September. We also 
conducted a survey on their late winter use of the study area on 14th March in 2012 by photographing the inside of the 
crevices with flash and found 358 bats in 59 crevices. We could not confirm whether the Asian Parti-colored bats stayed in 
the study site all through the winter or just drop in during spring migration.
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か，2008），福島県の寺院，道路陸橋の隙間および新幹線高
架橋の隙間（今泉，1960；福島県生活環境部環境政策室自
然保護グループ，2003；木村ほか，2003），栃木県の新幹
線高架橋の隙間（安井さち子，私信），群馬県の新幹線高架

橋の隙間（重昆ほか，2012），埼玉県の新幹線高架橋の隙間
（大沢ほか，2012a），新潟県の新幹線高架橋の隙間（藤塚・
箕輪，2012），長野県の新幹線高架橋の隙間（大沢ほか，
2012a），福井県の岩礁（こうもり岩）の岩の割れ目（向山，
1996；福井県自然環境保全調査研究会，2002），滋賀県の
比叡山延暦寺内の大型木造建築物（根本中堂）（向山，

1996；向山，未発表），大阪府の人家（浦野，2003），岡山
県の新幹線高架橋の隙間やコンクリート剥落防止用のネッ

ト内（山田，2008；井上，2012；山田勝，私信），福岡県の
大机島の海蝕洞（今泉，1960；Funakoshi and Uchida，1981）
であり，自然の樹洞よりも人工建築物で発見されることが

多い．特に近年，東北地方，関東地方，新潟県，長野県お

よび岡山県では新幹線の高架橋の隙間を出産哺育コロニー

として利用している事例が見つかっている．

　一方，越冬集団については，青森県の小屋（向山，2002），
宮城県の石切り場跡（向山，未発表），埼玉県の岩の割れ目

やコンクリート製建築物の屋根（鈴木，1978；大沢ほか，
2012b），神奈川県の木造およびコンクリート製建築物の屋
根や隙間およびトンネル洞門の天井（山口，2000；山口ほ
か，2005；山口，2006），長野県のトンネル内や岩の割れ
目（佐藤・勝田，2006），京都府の鞍馬寺内の建築物の窓枠
（向山，2002；向山，2004）などが知られるが，総数は十
数ヶ所に過ぎない．近年，埼玉県内の上越新幹線の高架橋

の隙間が越冬期に利用されていることが報告された（大沢

ほか，2012a）．
　関東地方では，群馬県における重昆ほか（2012）と埼玉
県における大沢ほか（2012a）の報告までは，少数個体が捕
獲あるいは保護されたり，数頭から50頭程度までの小規模
な集団が越冬期とその前後に確認されているに過ぎず，出

産哺育コロニーの記録はなかった（神奈川県：山口，2000．
山口ほか，2005．神奈川県立生命の星・地球博物館・神奈
川県自然環境保全センター，2006．山口，2006．東京都：
浦野ほか，2002．重昆，2012．重昆・浦野，未発表．埼玉
県：鈴木，1978．埼玉県環境部自然環境課，2008．大沢ほ
か，2012b． 群馬県：佐々木ほか，2012． 栃木県：栃木県自
然環境調査研究会哺乳類部会，2002．栃木県環境森林部自
然環境課，2005． 千葉県：落合，2011）．
　群馬県では，本種は「群馬県の絶滅のおそれのある野生

生物（群馬県レッドデータブック）動物編」により注目種

と評価されている（群馬県，2002）．しかし，本県でのヒナ
コウモリの記録は混乱しており，確認された日時，場所，

確認方法についての記載がないか，あるいは不適切な記録

が多い．確実な記録は，みなかみ町で2009年に捕獲された
4個体が県内で初めて確認されたものである可能性が高い

（佐々木ほか，2012）．
　筆者のひとりである重昆は，2005年に群馬県藤岡市内の
上越新幹線の高架橋の隙間（鉄道用語で目地遊間．以下ス

リットとする）に規模の大きなコウモリ類の集団がいると

いう情報を入手した．その後，出産哺育期の2007年7月20
日に筆者ら（重昆・向山）で現地調査を行った結果，ヒナコ

ウモリの集団であることが判明した．また，同時に生後3
日齢と生後10日齢前後の仔獣を確認したことから出産哺育
コロニーであることが明らかとなった（重昆・向山，未発

表）．これは本種の関東地方における初めての出産哺育コ

ロニーの確認例となった．その後，筆者のひとりである向

山が2008～2010年の毎夏に観察を行ったが，本種が利用し
ているスリットの数が多く，個体群の規模が判明しなかっ

た．

　したがって，まず出産哺育期にコロニーを形成する成獣

のみの個体数を把握する目的から，出産直前の時期にあた

る6月下旬から7月上旬に（Funakoshi and Uchida，1981），出
巣する個体数のカウント調査を実施したので報告する．ま

た，出巣時刻，出産時期，2 ヶ年にわたる出産哺育期の個体
数変動，さらには冬季の利用状況についても調査を行った

ので併せて報告する．

調 査 地

　調査地は群馬県藤岡市を通過する上越新幹線である（図

1）．この区間の上越新幹線は，群馬県南部の利根川上流低
地を通過している．地表面の標高は68～71mである．この
付近の2002～2011年にかけての10年間の年平均気温は15.3
℃（伊勢崎市（藤岡市の北東12.5kmに位置する）），1月の
平均最低気温は－0.6℃（伊勢崎市），8月の平均最高気温は
32.0℃（伊勢崎市），年平均降水量は1,207mm（藤岡市）で
ある（気象庁，2012より算出）．調査地の北側約2.8kmには
烏川，東南東側約2.1kmには神流川，西北西側約3.0kmには
鏑川が流れており，利根川支流各川の合流地帯となってい

る．また，もっとも近接する丘陵地である山名丘陵までは

西に4.5km，もっとも近接する山地である多野山地（関東山
地の一部）までは南西側に約6.5km離れている．調査地の
南側に藤岡市中心部の市街地と，北東側の高崎市新町周辺

などに市街地が見られるが，その他の低地の多くは農耕地

と住宅地等が混在している．調査地の上越新幹線沿いは広

い農耕地で，二毛作が行われており，冬から6月上旬までは
主に小麦，6月中旬から秋までは水稲が栽培されている．
　調査対象とした上越新幹線の区間は，岡之郷の上郷橋梁

の東端（36°15′ 46″ Ｎ，139°5′ 41″ Ｅ，上越新幹線の基点で
ある大宮駅からの距離標66.8km）から，立石の温井川橋梁
の西端（36°16′ 8″ Ｎ，139°5′ 1″ Ｅ，距離標68.0km）までの
1.2kmとした（図2）．この区間の構造は，東側から上郷橋梁
（長さ約30m．県道40号線を跨越する），岡之郷高架橋，岡
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之郷橋梁（長さ約25m．農道を跨越する），第1下栗須高架
橋，中川橋梁（長さ約35m．中川を跨越する），第2下栗須
高架橋，温井川橋梁（長さ約131m．温井川とＪＲ八高線を
跨越する）と並んでおり，3つの高架橋と4つの橋梁で構成
される（図3，図4）．特に高架橋は8～40m間隔の短いスパ
ンを連結させて建設されており，このスパン毎にスリット

が存在する．建設は1979～1980年であり，造られてからす
でに30年以上が経過している．高架橋の構造としては，高
架橋と支柱が一体成型された両端ゲルバー式ラーメン橋構

造区間（新幹線標準高架橋）と，Ｔ字橋脚と単純桁で構成

される桁式高架構造区間とが混在しながら連なっている

（日本鉄道建設公団・東京新幹線建設局，1983）．
　地表面から桁座面までの高さは，調査区間の東端が

9.3m，西端が16.6mである．高さが異なるのは，調査区間
の西側が温井川沿いに標高が下がっていること，また調査

区間外の西側で上信越自動車道を跨越するために高架橋が

高くなっているためである．高架橋の下は，短い区間が駐

車場として利用されているほかは，無利用の裸地や草地で

あり，フェンスが張られ人の立ち入りが制限されている．

高架橋の両側には側道があり，南面が農道，北面が市道と

して使われている．市道側は車の交通量がやや多い．

　この1.2kmの調査区間の中に橋脚は102本あり，このうち
スリットは65本の橋脚に見られる．スリットは橋脚の南北
面にそれぞれあるので，スリット総数は130 ヶ所というこ
とになる．こうしたスリットは，構造物間の目違い量をな

くし，高架橋間の不同沈下，不同変位に対応するものとし

て設計段階で設けられたものである（日本鉄道建設公団・

東京新幹線建設局，1983）．
　スリットの構造に着目すると，「単純桁同士の接合面ス

リット」（図5），「単純桁と橋梁の接合面スリット」（図6），単

図1．調査地．

図2．調査区間．
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純桁とラーメン橋構造区間との接合面のいわゆる「ゲル

バー式接合面スリット」（図7），さらにはそれぞれの型に電
柱台座が加わった「電柱台座型スリット」（図8）の4タイプ
に大別できる．なお，「ゲルバー式接合面スリット」は単純

桁の持ち受け方式が異なるだけで，スリットの構造そのも

のは「単純桁同士の接合面スリット」と大差ないが，台座

となる高架橋下面にも水平方向のスリットが見られる．

　スリットの幅は，設計上は高架橋の構造により2.0～
6.0cm以内で各種の規格が定められているが（日本鉄道建設
公団・東京新幹線建設局，1983），建設段階での誤差なの

図3．調査区間の高架橋の構造（高架橋）． 図4．調査区間の高架橋の構造（橋梁）．

図7．スリットの構造（ゲルバー式接合面スリット）．
　　 スリットの位置を矢印で示す

図8．スリットの構造（電柱台座型スリット）．
　　 スリットの位置を矢印で示す

図5．スリットの構造（単純桁同士の接合面スリット）．
　　 スリットの位置を矢印で示す

図6．スリットの構造（単純桁と橋梁の接合面スリット）．
　　 スリットの位置を矢印で示す
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か，あるいはその後の変位等によるものなのか実際の幅は

さまざまである．

　新幹線の橋脚より外側に翼状に張り出した高架橋部を，

本研究では「張出部」と呼ぶ．その張出部の天端と下端の

厚みは，水切りが設けられていることもあり，橋脚に最も

近い部分が43.0～45.0cmと厚く，両端が20.0～25.0cmと薄
くなる（日本鉄道建設公団・東京新幹線建設局，1983）．張
出部の厚みには数種類の規格があるようだが，当該区間で

はどの規格が採用されているのか不詳である．

　スリット内上部には，路面の雨水が流れ込まないための

接合工（防水工）として，設計上は3cm厚のクロロプレン
系ゴムシートをふたつ折りにして路面上部からスリット内

に3.5～4.5cm貫入し，エポキシ樹脂系モルタルとエポキシ
樹脂系接着剤で接着している．さらにその上の路面上にも

1.5cm厚のクロロプレン系ゴムシートを蛇腹状にして接着
し，雨水の流れ込みを防止している（図9）．路面の排水に
ついては別途排水設備が設けられている（日本鉄道建設公

団・東京新幹線建設局，1983）．しかし，ゴムシートの劣化
によるものなのか，実際には若干の雨水の流れ込みの見ら

れるスリットもある．

調査方法

事前調査

　まず，下栗須の中川橋梁を起点として，東側の橋脚に東

1番～東50番まで，西側の橋脚に西1番～西52番までの番号
を振り，橋脚番号とした．6月下旬に出産前の成獣雌の集

合個体数がピークになると想定されることから，それまで

に集合しているスリットを把握する目的で，2011年4月12
日，6月6日，6月7日，6月10日および6月23日の合計5回の事
前調査を行った．確認方法としては調査区間を徒歩で移動

しながら，可聴域の鳴き声（以下声とする）が盛んに聞こ

えるスリットを記録した．調査時には補助的にバットディ

テクター（D200；Pettersson Elektronik AB社製）を併用した．
また，後述する出産期個体数カウント調査の第1回調査終
了後に，カウント調査の未調査区間（東3番～東50番）にお
いて本種の利用するスリット数が増加したことから，6月
27日および6月30日に補足調査を実施した．なお，集合して
いる個体数の概数を把握する目的から，日入時刻から日入

後約40分にかけての時間帯に毎回異なる1 ヶ所のスリット
から出巣する個体数のカウントを任意に行った．

出産期個体数カウント調査

　事前調査により本種の声が盛んに聞こえることが確かめ

られた46スリットを対象に，各スリットから出巣する個体
数を目視とビデオカメラにより記録した．2011年6月25日
は調査区間西側の東2番～西52番までの範囲の24スリット
を，7月2日は調査区間東側の東7番～東50番までの範囲の
22スリットを調査した（表1）．調査時間は日入時刻（6月25
日 19:05，7月2日 19:06）の約20 分前から，日入後60分まで
の合計80分間とした．目視によるカウントでは，側道の路
肩に立って数取り器（カウンター）を用いて各スリットか

ら出巣する個体数を数え，補助的にバットディテクター

（D200，D230およびD240x；Pettersson Elektronik AB社製，

表1．調査スリット一覧と調査方法・調査日．

図9．スリットの接合工（防水工）の構造．

日本鉄道建設公団・東京新幹線建設局（1983）より転載
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Mini 2およびMini 3；Ultra Sound Advice社製，SSF BAT2；
microelectronic Volkmann社製およびModel BD-1；シー・エー・
ティー社製）を併用して出巣の有無を確認した．ビデオカ

メラは，目視カウントをしないスリットを撮影対象とし，

赤外線撮影機能付きの機種（Hi8 HANDYCAM CCD-TRV95，
HANDYCAM DCR-TRV9，HANDYCAM DCR-TRV10，HAN-
DYCAM DCR-SR300およびHANDYCAM HDR-CX550V；いず
れもソニー社製）を使用し，三脚に固定して赤外線ライト1
～2灯を点灯しながら側道の路肩から撮影を行った（一部の
ビデオカメラは赤外線ライトを使用せずに撮影した）．記

録項目は各スリットから本種が最初に出巣した時刻および

日入時刻を基準（6月25日の日入時刻を基準とした）にして
5分毎の出巣個体数とした．調査時には天候と風向き，さ
らには携帯型マルチ環境測定器（LM-8000；マザーツール
社製）を用いて気温，風速，照度を日入時刻の1時間前から
日入時刻の1時間後まで30分毎に記録した．

出産確認調査

　2011年7月5日に調査区間の一部のスリットで本種の仔獣
を撮影できたことから，同日に出産期個体数カウント調査

の調査対象としたスリットの内部を撮影して出産確認調査

を行った．方法は成獣が概ね出巣した時刻に，スリット内

部をデジタル一眼レフカメラ（E-5；オリンパス社製）に
100～400mm程度の望遠レンズと大型ストロボを装着して
撮影し，生まれたばかりの仔獣がいるかどうかを確認し

た．日齢の判断は向山（未発表）によった．デジタルカメ

ラに内蔵の液晶モニターでは個体数が判然としない場合に

は，パソコンの画面上で個体数を確認した．

個体数追跡調査

　出産期個体数カウント調査で集合した成獣の個体数を確

認したスリットのうち，数ヶ所のスリットを対象に，出産

後の個体数の変動と分散時期を確認する目的から個体数追

跡調査を行った．調査日は2011年7月30日，8月9日，8月22
日，8月24日，8月29日，9月5日，9月10日，9月14日，9月24
日の合計9回である．2011年の調査は，声が盛んに聞こえ
るスリットを調査対象としたことから，同一スリットでの

追跡調査とはなっていない．

　一方，2012年は同一スリット（西1番北面と西3番南面の
2 ヶ所．いずれも電柱台座型スリット）を対象に，成獣の集
合時期から分散期にいたる期間の個体数追跡調査を行っ

た．調査日は5月20日，6月29日，7月30日，8月10日，8月18
日，8月24日，9月5日，9月13日，9月25日の合計9回である．
　調査方法は出産期個体数カウント調査時の目視による調

査方法と同一であり，1～2 ヶ所のスリットから出巣する個
体数を数取り器（カウンター）により記録した．補助的にバッ

トディテクター（D200；Pettersson Elektronik AB社製および
Mini 3；Ultra Sound Advice社製）を併用して出巣の有無を確

認した．調査時間は日入時刻から日入後60分までとした．

冬季個体数カウント調査

　2012年2月25日に調査区間の一部のスリットにおいて本
種を撮影できたことから，3月14日に調査区間内の130ス
リットすべてを対象に，内部を利用している本種の個体数

調査を行った．調査はデジタル一眼レフカメラ（E-5；オリ
ンパス社製およびD700；ニコン社製）に100～400mm程度
の望遠レンズと大型ストロボを装着して内部を撮影し，利

用している本種の個体数をカウントした．デジタルカメラ

に内蔵の液晶モニターでは個体数が判然としない場合に

は，パソコンの画面上で個体数を確認した．

調査結果

事前調査

　2011年4月12日は，日中に声およびバットディテクター
による反応はなかった．また，中川橋梁付近で日入からの

出巣調査も行ったが，ヒナコウモリと思われるコウモリ類

の確認はなかった．

　6月6日および7日には調査区間の随所で本種が激しくキ
キッキキッと鳴いている声を確認した．6月30日までに，
声が盛んに聞こえるスリットは，南面に20スリット，北面
に26スリットの合計46スリットあることが判明した．同一
の橋脚のスリットでも，南面からは声が聞こえず，北面か

らだけ声が聞こえるスリットが6 ヶ所あった．南北面それ
ぞれのスリット数に対する利用率は，南面が30.8%，北面
が38.5％で，総スリット数に対しては35.4%であった．
　また，声は聞こえないが，スリット下の地面に糞が少量

落下している箇所も認められた．ただし，糞のみの確認箇

所は後述する出産期個体数カウント調査の調査対象からは

除外したため記録していない．

　日入後の出巣個体数は，6月6日に西2番南面と西3番南面
から222個体，6月7日に西1番北面から544個体，6月23日に
西52番北面から459個体であった．

図10．拾得したコウモリ類の片翼．



群馬県の新幹線高架橋で見つかったヒナコウモリ 137

　中川橋梁付近での観察では，本種の出巣時にチョウゲン

ボウ Falco tinnunculus が最大で3個体飛来し，うち1個体が
出巣する本種を追跡しているのが見られた．6月7日には中
川橋梁付近の高架橋下で，チョウゲンボウに捕食されたも

のと思われるコウモリ類の片翼を拾得した（図10）．この翼
の中指骨と第1指骨間の骨化は完了した状態であり，前腕
長は51.3mmであった．
　出巣後は上越新幹線から遠く離れて飛去するのが観察さ

れた．出巣が途絶えると調査区間付近には25kHz前後の超
音波での反応の得られるコウモリ類はまれに飛来するだけ

となった．

出産期個体数カウント調査

　2011年6月25日は調査区間西側（東2番～西52番）の23ス
リットから4,600個体，7月2日は調査区間東側（東7番～東50
番）の22スリットから2,658個体の合計7,258個体の出巣を記
録した．調査区間南面の20スリットからは3,571個体，北面
の25スリットからは3,687個体であった（図11）．出巣個体
数は，調査時間内に帰巣した個体数を差し引いたものであ

る．なお，調査対象とした46スリットのうち，1スリット

（西3番北面）はビデオカメラによる撮影が日入後14分で途
切れてしまったため，記録無効とした．また，あらかじめ調

査対象としていたスリット以外の複数のスリットからも，本

種が複数出巣するのが認められたが記録はしていない．

　最も多くの個体が出巣したのは西1番南面の1,037個体で
あった．一方，最も少なかったのは西48番南面および西49
番北面の0個体であった．事前調査により日中に声が聞こえ
たスリットでも，実際の出巣個体数には大きな偏りがあっ

た．200個体以上の出巣を記録したスリットは，東1番北面
と南面，東46番北面，東49番北面，東50番南面，西1番南面
と北面，西3番南面，西5番北面および西52番南面と北面の
合計11スリットであった．このうち，東1番，東49番，東50
番，西1番および西52番のスリットの構造は，「単純桁と橋
梁の接合面スリット」であった．スリットの構造に着目す

ると，「単純桁同士の接合面スリット」と「ゲルバー式接合

面スリット」からの出巣個体数の平均は92.5個体であった
が，「単純桁と橋梁の接合面スリット」からの出巣個体数の

平均は313.6個体であった．
　出巣部位はそのほとんどが高架橋の張出部の垂直方向ス

リットの下部，あるいは張出部に設けられた電柱台座周囲の

垂直方向スリットの下部だった．各ス

リットの下部から，下方に向かって飛び

出すものと，防音壁下端へ水平に這い出

して飛び出すものが見られた（図12）．こ
のほか，「ゲルバー式接合面スリット」で

は台座となる高架橋下面の水平方向のス

リットからの出巣も少数見られた（図13）．
　スリット毎の最初の個体が出巣する時

刻は，日入時刻の5分前に1個体が飛び出
すという例外はあったが，日入時刻の5
分後から開始され，19分後までには大部
分のスリットからの出巣が始まった．平

均出巣開始時刻は日入後13.6分であった
（図14）．南面と北面での平均出巣開始

図12．ヒナコウモリの飛び出し方向（電柱台座型スリット）．
　　　飛び出し方向を矢印で示す

図13．ヒナコウモリの飛び出し方向（ゲルバー式接合面スリッ
ト下面）．飛び出し方向を矢印で示す

図11．2011年6月25日および7月2日に出巣した成獣の個体数．
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時刻の差は見られなかった．200個体以上を記録したス
リットからの平均出巣開始時刻は日入後12.7分，200個体未
満のスリットからの平均出巣開始時刻は日入後13.8分であ
り，差は小さかった．

　5分毎の出巣個体数は，19：10～19:15までが11個体と少な
いのに対し，19:15以降19:45までの5分毎に462個体，1,934
個体，2,005個体，1,651個体，740個体，329個体と，この30
分間に集中的に出巣した（図15）．この30分間の出巣数は
7,121個体で，全体の98.1%であった．特に19:20～19:35ま
での15分間の出巣数が5,590個体，全体の77.0%を占めてい
た．19:45以降の5分毎の出巣個体数は50個体から漸減して
いった．

　実際の観察では，1個体が出巣するとその後を追うように
一斉に数個体（個体数の多いスリットの場合は10～20個体前
後）が連続して飛び出すことが多かった．個体数の多いス

リットでは出巣開始から日入後40分まで出巣が連続した．
個体数の少ないスリットでも一斉に全てが出巣してしまう

ことはなく，出巣開始から15～20分間は出巣が断続的に続
いた．調査時間内にスリット内に帰巣したものは31個体を
認めたが，これは全出巣個体数の0.4%に過ぎなかった．
　6月25日にはスリット下で本種の生後2日齢以内の仔獣の
死体1個体を拾得した．6月25日は出巣が概ね終了すると，
各スリットからは声もバットディテクターによる反応も得

られなくなった．一方，7月2日は出巣が概ね終了した時刻
にも複数のスリットからコウモリ類の声が断続的に聞こえ

た．この声が成獣のものなのか，仔獣のものなのか判断は

つかなかったが，複数個体がスリット内に残っていること

がうかがえた．

　出巣終了後，25kHz前後での超音波の反応の得られるコウ
モリ類はまれに飛来するだけとなったことから，大部分が

遠方へ飛去したものと考えられた．

　ビデオカメラでの記録は，ビデオ

カメラの機種や赤外線ライトの種

類・点灯数にもよるが，赤外線ライ

ト1灯点灯の場合の多くで，日入後
約30分（19:35頃）から画像が鮮明で
はなくなるか，オートフォーカスの

ピントが狂い始めることから，正確

な個体数のカウントが不可能になっ

た．赤外線ライトなしの場合は日入

後約25分（19:30頃）からカウントが
不可能となった．

　両日の気象情報については表2に
整理した．

出産確認調査

　2011年7月5日の日中に，声が盛ん
に聞こえるスリットの内部を撮影す

ると，張出部のスリット内に非常に

多くの個体が集団を作っているのが

確認された（図16，図17）．成獣の出
巣が終了した20:05～20:40頃に，調
査区間東側の数スリットで撮影を行

い，合計3スリットの内部に仔獣の
群れを確認した．個体数はそれぞれ

25個体前後，15個体前後および1個
体であった．25個体を確認したス
リット内部には生後3日齢前後と生
後15～21日齢前後の成長段階の異な
る仔獣が認められた（図18）．15個体
前後を確認したスリット内部には生

後4～5日齢前後の仔獣が認められた
（図19）．図15．5分毎の出巣個体数．

図14．各スリットからの出巣開始時刻．
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　繁殖活動への悪影響を避けるため撮影は最小限のスリッ

トに限定したことから，調査区間全体の出産状況について

は把握できなかった．

個体数追跡調査

　2011年は声が盛んに聞こえるスリットの出巣個体数のカ
ウントを優先したことから，不連続な追跡調査となった

（図20）．6月25日に1,037個体を記録した西1番南面では，

図19．生まれたばかりのヒナコウモリ仔獣（2011年7月5日）．

図18．生まれたばかりのヒナコウモリ仔獣（2011年7月5日）．

図17．出産期のヒナコウモリ成獣（2011年7月5日）．

図16．出産期のヒナコウモリ成獣（2011年7月5日）．

表2．出産期個体数カウント調査時の気象情報．
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7月30日に1,325個体を記録し，1.3倍の増加を示した．6月
25日に506個体を記録した西1番北面では，8月9日に885個
体を記録し，1.7倍の増加を示した．その後，西1番北面で
は，8月22日に32個体まで減少し，8月29日に104個体まで再
び増加，9月5日は5個体，9月14日は0個体となった．6月25
日に411個体を記録した西3番南面では，8月中旬までの個
体数の増減については追跡できなかったが，8月24日には
407個体，8月29日には355個体を記録し，9月14日には7個体
まで減少した．6月25日には30個体のみであった西2番北面
では，8月中は声が聞こえず，9月10日に160個体を記録し
た．9月14日の時点でコウモリ類の声が聞こえるスリット
は，全調査区間で東18番北面および西2番北面の2 ヶ所だけ
であった．9月24日には西2番北面の個体数も0個体となっ
た．東18番北面は未調査なので，いつごろコロニーが解消
したのかは不詳である．

　2012年は西1番北面と西3番南面の個体数変化を，成獣の
集合期からコロニーの解消期まで追跡した（図21）．5月20
日に378個体を記録した西1番北面では，6月29日に810個体
を記録し，さらに7月30日には927個体まで増加した．出産
期である6月29日と比較すると7月30日は1.1倍の増加を示

した．それが8月10日には307個体にまで大きく減少した．
8月24日にはさらに120個体まで減少したが，9月5日には
250個体にまで再び増加した．9月13日には6個体にまで激
減し，9月25日には0個体となり，コロニーは解消した．一
方，5月20日に282個体を記録した西3番南面では，6月29日
に469個体を記録し，さらに7月30日には621個体まで増加
した．出産期である6月29日と比較すると7月30日は1.3倍
の増加を示した．それが8月18日に490個体，8月24日に269
個体と徐々に減少した．9月5日には0個体となり，コロ
ニーは解消した．

　コロニーが解消したかの判断は，日中に声とバットディ

テクターでの反応が得られなくなり，日入後1時間以内に出
巣する個体が認められない場合とした．2011年はスリット
内の写真撮影を行っていないため少数の個体が残っていた

のかは確かめられなかった．2012年はスリット内を日中に
写真撮影して，残留している個体がいないことを確認した．

　また，2012年は2つのスリットからの出巣開始時刻の季
節変化について着目した（図22）．5月20日は日入前4分に出
巣が始まった．6月29日と7月30日は日入後1～3分であっ
た．それが8月に入ると日入後5～16分に延び，9月に入る

と日入後16～24分となった．出産期前
は日入時刻に対して早い時刻に出巣が

始まり，秋に近づくほど出巣時刻が遅

くなることが確認された．

冬季個体数カウント調査

　2012年3月14日に南北面の130スリッ
トすべての内部を撮影した結果，南面

の26スリットに123個体，北面の33ス
リットに235個体の合計59スリットで
358個体の利用を確認した（図23）．南
面を利用する個体よりも北面を利用す

る個体の方が1.9倍多い結果となった．
南北面それぞれのスリット数に対する

図21．出産哺育期の個体数変動（2012年）．

図20．出産哺育期の個体数変動（2011年）．
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利用率は，南面が40.0%，北面が50.1%で，総ス
リット数に対しては45.4%と高い利用率を示し
た．1つのスリットを利用する個体数は，最大が
19個体（東31番南面），最小が1個体であった（合
計7スリット）．1スリットあたりの平均利用個体
数は，南面が4.7個体，北面が7.1個体で，全体では
6.2個体であった．
　利用が確認されたのはいずれも張出部の垂直方

向スリット，あるいは張出部に設けられた電柱台

座周囲の垂直方向のスリット内であった．「ゲル

バー式接合面スリット」の台座部にあたる高架橋

下面の水平方向スリットについては，内部の撮影

が困難なこともあり，利用実態は不明であった．

　利用している個体は，出産哺育期と比較すると

スリット内の奥部（上部，つまり接合工のゴム

シートに近い部分）まで深くもぐっているのが観
図22．出巣開始時刻の季節変化．

図24．スリットの奥にもぐる冬季のヒナコウモリ（2012年2月25日）．

図25．スリットの奥にもぐる冬季のヒナコウモリ（2012年3月14日）．

図23．冬季のスリットを利用する個体数（2012年3月14日）．
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察された（図24，図25）．スリットの幅は実測できていない
ので目測に頼るものになるが，出産哺育期に使われていた

スリットよりも，冬季は幅の狭いスリットが選択される傾

向があった．

　なお，調査時にはヒナコウモリよりも，やや大型に見え

るコウモリが北面の6スリットに合計18個体，小型に見え
るコウモリが南北面の4スリットに合計5個体利用している
のが確認された．

考　　察

種の同定について

　2011年6月7日に拾得したコウモリ類の片翼の前腕長は
51.3mmであった．これはヒナコウモリの前腕長に一致し
た（前田，1994）．また，ヒメヒナコウモリVespertilio murinus
の大陸産個体の推定前腕長である40～50mmを超えていた
（佐藤，2011）．晩夏および冬季にスリット内にいる個体
の体毛は，ヒナコウモリの特徴である霜降り状を呈してい

た（前田，1994）．これらのことから，改めてヒナコウモリ
であると同定された．実測値を伴ったサンプル数が少なす

ぎるので，今後の精査を必要とはするが，上越新幹線のこ

の区間を出産哺育期および冬季に利用しているコウモリ類

の大部分がヒナコウモリと考えられる．

　なお，冬季に観察されたヒナコウモリよりやや大型およ

び小型に見えるコウモリについては後で考察する．

出産哺育コロニーか

　2007年7月の調査時に，出産哺育コロニーとして利用さ
れていることは確認されていた．本研究により2011年6月25
日に落下死した仔獣と7月5日にスリット内に仔獣の群れを
確認したことから，初夏から初秋にかけての利用は，少な

くとも一部あるいは多くが出産哺育コロニーであることが

再確認された．ただし，出産哺育期にスリット内を利用し

ているヒナコウモリのすべてが出産哺育のために集合した

成獣雌なのかについては精査が必要であると考える．本種

は成獣雌のみ初夏に集まって出産哺育のための大集団を作

り，成獣雄はその群れに参加しないとされている（Funako-
shi and Uchida，1981）が，本調査区間の個体群の規模が大き
いこと，利用しているスリット数が多いことなどから，性

比など集団の内部構成については今後精査する必要がある．

集合時期

　後述するように，冬季にスリット内を利用する個体も確

認されたことから，何月頃から本調査区間にヒナコウモリ

が集合するのかを明確にはしづらい．少なくとも2011年の
4月中旬には盛んに声を出す群れは確認できなかった．し
かしスリット内に滞留していた個体の有無は判らない．一

方，2012年5月20日には2スリットの合計で660個体という

大きな集団が確認され，声も盛んに聞こえた．2012年の個
体数追跡調査の結果からは，5月中旬にはすでにある程度
の個体数が集合しており，6月下旬の出産期に向けて集合
する成獣雌の個体数がピークを迎えるものと推測される．

岡山県では4月中旬から集合が開始され（山田勝，私信），
福岡県でも4月から集合が開始される（Funakoshi and Uchida，
1981）．本調査区間では3月中旬には多数の個体の利用が見
られたこと，埼玉県熊谷市の研究ではスリット内を冬季か

ら出産保育期にかけて継続的に利用している群れが見られ

ることから（大沢ほか，2012a），集合開始時期は早春，あ
るいはさらに早い時期かもしれない．これは今後，スリッ

ト内の写真撮影を活用して明らかにしていきたい．

　集合の完了時期は，6月下旬になってからも利用スリッ
トが増加したことから，出産期直前であると推測される．

ただし，これはすでに別のスリットに集合していた個体が

移動した可能性も考えられる．スリット間の移動の全体像

を把握できないと明確にできない．

出産哺育コロニーの規模

　国内における本種の最大規模の出産哺育コロニーは秋田

県大曲市の大曲橋で，2007年の調査では成獣8,668個体が
集合している（秋田県仙北地域振興局・エヌエス環境株式

会社秋田支店，2007）．また，岩手県一関市の東北新幹線
において，合計80スリットを利用している可能性があるこ
とから，1スリットあたり200個体の成獣が集合すると仮定
して，合計16,000個体が利用している可能性があることが
報告されている（作山ほか，2007）．ただし，これは推測値
であり，実際の個体数調査はなされていない．スリットの

利用個体数には大きな偏りがあり，正確な生息数を求める

ことは困難であると作山ほか（2007）は指摘している．
　したがって，本調査区間の出産哺育コロニーの規模は，

現時点で判明している国内最大のコロニーである秋田県大

曲市の事例に次ぐ，国内有数の規模のものと考えられる．

　ただし，目視カウントの限界やビデオカメラの不具合か

ら低照度になった時間帯の個体数は正確には数えることが

できていない可能性がある．また，調査対象としなかった

スリットからも複数個体の出巣が認められた．こうしたこ

とから，今回出産期個体数カウント調査で得られた個体数

は過小評価になっている可能性が高いと思われる．

　さらには，高崎市と藤岡市を通過する上越新幹線のほぼ

全線および高崎市内の長野新幹線のほぼ全線に，本種の出

産哺育コロニーが認められる（重昆，未発表）．神流川以東

の埼玉県北部にも，上里町から熊谷市にかけての区間の上

越新幹線にやはり本種の出産哺育コロニーが認められる

（大沢ほか，2012a．大沢ほか，未発表）．この区間，つま
り群馬県と埼玉県とに跨る新幹線の総延長約65kmの範囲
を本種が出産哺育に利用していることになる．どこまでの

範囲を1つの個体群とするか議論の余地はあるが，本調査
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区間はこの大きな個体群のごく一部を観察しているに過ぎ

ない．この1.2kmの狭い範囲で7,200個体以上の成獣が集合
するということは，全体では非常に大きな個体数が集合す

るものと考えられる．

出産期の1スリットあたりの個体数

　スリットの内壁の面積は，本調査区間の設計規格が不明

なので正確には求められない．しかし，日本鉄道建設公

団・東京新幹線建設局（1983）にあげられた代表的スケルト
ン図から内壁の面積を求めると，1.2～2.0㎡ の範囲となる．
本種は1.0㎡ に概ね成獣250個体が懸垂可能である（向山，
2004）．単純計算すれば1スリットあたり，両壁に懸垂可能
ならば300～500個体，スリットの幅が狭く1列に並んで懸
垂している場合は150～250個体は懸垂可能ということにな
る．しかし，実際には1スリットから出巣する個体数には
大きな偏りがある．「単純桁同士の接合面スリット」および

「ゲルバー式接合面のスリット」と，「単純桁と橋梁の接合

面スリット」とでの平均出巣個体数の違いは，橋梁部分の

構造物に上下の厚みがある「単純桁と橋梁の接合面スリッ

ト」の方がスリットの内空の容積が大きいことで説明がつ

くかもしれない．しかし，スリットの構造別にみると，そ

れぞれの出巣個体数にも大きな偏りがあり，収容可能なス

リット内空の容積の違いだけで特定のスリットが選好され

ている訳ではないように思われる．これにはスリットの幅

はもちろん，スリットの構造，日照，内空の微気象，周辺

環境など詳細に調べ，関係を見る必要があるだろう．

　また，本種が入り込んでいる空間は，張出部のスリット

内だけでなく，接合面内に広く入り込んでいる可能性も考

えておかねばならない．南北面両側にコウモリが移動でき

る可能性もあることから，スリットの構造との関係につい

ては今後詳細に調べなければならないと考える．

出産期の出巣開始時刻

　2011年の出産期の出巣開始時刻は日入後平均13.6分であ
り，福岡県の出産哺育コロニーでの日入後平均10分より出
洞が始まるという事例（Funakoshi and Uchida，1981）より
3.6分遅い結果になった．福岡県の事例が海蝕洞1 ヶ所から
の出洞を観察していたのに対し，本研究では多数のスリッ

トからの出巣を観察したことから，遅くに出巣開始したス

リットの時刻を含んだためと考えられる．調査区間全体で

は日入前5分に1個体，日入後5分に1個体の出巣が始まり，
日入後8分からは出巣開始が継続したことから，福岡県の
事例と大きくは違わない．スリットの向き，スリット内の

個体数の多寡も出巣開始時刻に影響していない．

　2012年の出産期の出巣開始時刻は，日入後1～3分であっ
た．2011年よりも早い結果となったが，当日の天候や照度
によって出巣開始時刻は変化する可能性が考えられる．

出産期の5分毎の出巣個体数

　出産期の出巣時刻は出巣開始から30分の間に集中した．
これは福岡県の出産哺育コロニーでの出洞時刻（Funakoshi 
and Uchida，1981）と一致した．本調査区間では，特に日入
後約15分～30分までの15分間の出巣数が5,590個体と多く，
全出巣個体数の77.0%を占めていた．出産期には，日入時
刻に近い，まだ薄暮の時間帯に一斉に飛び出してしまうこ

とが明らかとなった．

出産時期

　2011年6月25日に生後2日齢以内の仔獣を拾得したこと，
7月5日の撮影では生後3日齢前後および生後4～5日齢前後
の仔獣を確認したことから，出産期は6月下旬から7月上旬
であると考えられる．しかし，7月5日の撮影ではすでに生
後15日～21日齢の仔獣も少数認められたため，一部は6月
中旬から出産が始まっていることが示唆される．

個体数変動

　出産期後の個体数変動は，2011年では1つのスリットで7
月下旬までに1.3倍，もう1つのスリットで8月上旬までに
1.7倍まで増加していることが確認された．本種の産仔数
は平均1産2仔であるが，独立飛翔する時期には幼獣の数は
成獣雌と同数になることが知られている（Funakoshi and 
Uchida，1981）．7月下旬はまだ独立飛翔していない幼獣が
多かった可能性がある．一方，8月上旬も，2倍には達しな
かった．すでに成獣雌の分散が始まっていた可能性，ス

リットを容易に移動している可能性なども考慮しなければ

ならない．

　2012年は，出産期の約1 ヶ月前（5月20日）から，出産期
（6月29日），独立飛翔を開始すると考えられる時期の直前
（7月30日）の出巣個体数を追跡した．5月20日には西1番北
面で378個体，西3番南面で282個体の合計660個体を記録し
たが，6月29日には前者の場合で2.1倍（810個体），後者の
場合で1.7倍（469個体）の増加を示した．このことは，出
産期の直前に成獣雌の集合のピークがあることを示唆させ

る．さらに7月30日に前者の場合で1.1倍，後者の場合で1.3
倍の増加を示した．Funakoshi and Uchida（1981）が述べる
ように出巣個体数が2倍にならなかったのは，まだ多くの
幼獣が独立飛翔開始前だった可能性が考えられる．

分散時期

　後述するように，冬季のスリット内への滞留も確認した

ことから，いつ頃に出産哺育コロニーから分散するのかを

明確にしづらい．2011年は8月中旬の個体数の変動を十分
に追跡できなかったので，2012年の追跡結果から考察した
い．7月30日に西1番北面で927個体と西3番南面で621個体
を記録したが，その11日後の8月10日にはそれぞれ307個体
と552個体にまで減少した．前者の場合の個体数の減少が
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著しい．本種は，哺育が終了すると8月中旬から9月中旬に
かけて成獣雌，幼獣雄，幼獣雌の順で出産哺育コロニーか

ら分散するとされる（Funakoshi and Uchida，1981）．西1番
北面での著しい減少は，8月上旬にはすでに成獣雌の分散
があった結果かもしれない．ただし，西3番南面では大幅
な減少は見られないので，前者は別のスリットに移動した

可能性も考えられる．8月中旬以降は，西3番南面では8月
中旬を最後に見られなくなった．西1番北面では8月中旬か
ら9月上旬まで不規則な増減をしながら，9月中旬を最後に
見られなくなった．2011年，2012年とも8月下旬以降は不
規則な増減をしながら，全体としては個体数が減少してい

く傾向が見られた．これは残留している幼獣（おそらく幼

獣雌と推測される）が好適なスリットへ移動しているため

に不規則な個体数変化をしたのではないかと推測される．

　2011年9月上旬に160個体を記録した西2番北面では，
2012年の同じ時期には利用は確認できなかった．年や時期
によって選好されるスリットが異なっているか，きわめて

容易に利用スリットを変えていることが示唆される．9月
上旬には利用しているスリットは数ヶ所に限られ，9月中
旬には個体数も数個体にまで減少した．出産哺育コロニー

からの分散の完了は9月下旬と考えられる．

冬季の利用

　2012年の2月下旬および3月中旬にスリット内の利用を認
め，3月中旬にはその個体数は358個体を記録した．これは
出産期の成獣の個体数の約5%であった．埼玉県北部の上
越新幹線では，越冬期間を通しての利用が確認されている

（大沢ほか，2012a）．したがって，本調査区間において
も，越冬地として利用されている可能性が考えられる．し

かし，秋季～厳冬期の調査を実施していないため，現時点

ではその断定はできない．また，出産哺育期と同一の集団

が利用しているのか，それとも異なった集団が利用してい

るのかなどを確認する必要があるだろう．今後の調査課題

としたい．

異種の混在

　冬季個体数カウント調査の結果，スリット内にヒナコウ

モリよりやや大型に見えるコウモリ18個体，小型に見える
コウモリ5個体を認めた．埼玉県北部の上越新幹線では，
冬季のスリット内にヤマコウモリおよびアブラコウモリの

利用が確認されている（大沢ほか，2012a）．このことから，
本調査区間で確認されたやや大型のコウモリはヤマコウモ

リ，小型のコウモリはアブラコウモリの可能性が考えられ

る．今後，捕獲調査を行って種を確定したい．大型に見え

るコウモリがヤマコウモリであった場合，「環境省レッド

リスト」の絶滅危惧Ⅱ類，「群馬県レッドデータブック」の

注目種に該当する（環境省，2012．群馬県，2002）．
　異種の混在については，冬季のスリット内の写真撮影で

初めて明らかになった．ヒナコウモリの出産哺育期には写

真撮影を行っていないため，この時期に異種の混在がある

かどうかは不明である．この点も今後の調査課題としたい．

採食活動

　本種の1個体あたりの推定摂食量は6月初旬で1日6.0ｇ，7
月中旬で1日6.4ｇとされる（Funakoshi and Uchida，1981）．
本調査区間には，成獣が約7,200個体以上集合しているの
で，7月中旬を基準に考えると1晩で約46kg以上もの膨大な
飛翔昆虫を捕食していると推測される．本種の1晩の行動
圏に関する知見はないが，翼が狭長型であることを考えて

も，相当に広い範囲で採食していることが想定される．こ

の膨大な餌資源を群馬県南部のどこで得ているのかは調べ

る必要があるだろう．特に農林業が重要な産業の1つであ
る群馬県内において，農林業害虫あるいは衛生害虫の抑制

に果たしている役割などは重要な研究課題である．

保護について

　調査時に調査区間の周辺で農作業する方や散歩する方に

尋ねた範囲では，本調査区間にいつごろからヒナコウモリ

の利用が見られるようになったのかは判らなかった．本種

が大きな声で盛んに声を出していても，それがコウモリに

よるものだと気が付いている人は全くいなかった．それが

地元新聞（上毛新聞2011年7月5日付け）によって出産期個
体数カウント調査の模様が報道されると，これがコウモリ

の声だと認識する人，あるいはこの区間に希少なコウモリ

がいることを知っている人が増えた．調査中に声をかけら

れることも多くなった．本調査区間のヒナコウモリの保護

を考えた場合，適切な段階で正確な情報を地域住民に提供

する重要性を感じた．今後も継続して情報を提供し続ける

活動が必要だろう．

　新幹線にヒナコウモリが棲みついた場合，その落下させ

る糞による被害や声の不快さなどからくる苦情への対応と

して，新幹線管理者によって本種がスリット内に入らない

ように対策する事例が見受けられる（向山，2004．作山ほ
か，2007．山田，2008．井上，2012）．多くの場合，本種
が環境省レッドリスト（現在はランク外）あるいは地方版

レッドデータブック掲載種であるということを知らないが

ゆえにこのような事態が引き起こされている（山田，2008．
井上，2012）．本調査区間でも，ヒナコウモリが「群馬県
レッドデータブック」の掲載種であり，現時点の群馬県内

では上越新幹線のスリット以外では出産哺育をしていない

ことなどを新幹線管理者に対して伝え，適切な保護が行わ

れるよう働きかけが必要であろう．岡山県の山陽新幹線で

は，一向に効果を見せない排除から転じて，ＪＲ西日本旅

客鉄道株式会社が保護を啓発する看板（「ヒナコウモリの繁

殖地」，「ヒナコウモリの暮らし」，「ヒナコウモリの保護に

ご協力をお願いします」の3枚）を高架橋下に設置するに
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至っており（井上，2012．山田勝，私信），見習う必要があ
る．幸い本調査区間に限って言えば，高架橋下の大部分は

無利用地なので，糞の被害が深刻化する心配がない．

　今後は，本調査区間に国内でも有数の規模のヒナコウモ

リの出産哺育コロニーが存在するという情報を普及し，研

究者，自治体，新幹線管理者，地域住民が一体となった保

護体制を確立していく必要があるだろう．さらに本種が利

用する新幹線高架橋は群馬県南部の約25kmにもおよぶ可
能性があることから（重昆，未発表），県内の新幹線全線を

対象にした総合的な保護のあり方を考える必要があると考

える．

課題と今後

　本研究では，出産期にどのくらいの規模の成獣が集合す

るのか，哺育期にどのような個体数変動をするのか，さら

には冬季にも新幹線の高架橋を利用している可能性が示唆

されることなどを明らかにしたに過ぎない．本種の生態解

明，特に新幹線の高架橋利用という新しい現象を解明する

ためには，高架橋を周年的にどのように利用しているのか

を明らかにしなければならない．利用している個体の性比

や齢構成はもちろんのこと，集合時期，出産哺育や分散時

期の精査，秋から冬にかけての利用状況，異種の同定，ス

リットの構造との関係などをまずは調べる必要があり，調

査を継続していきたい．また，群馬県南部の環境条件が，

なぜこれだけの規模のヒナコウモリの集団を養えているの

か，つまり採食環境がどこなのかについても明らかにする

必要があるだろう．さらには出産哺育期を新幹線の高架橋

で過ごした本種がどこに移動していくのかも解明しなけれ

ばならないテーマである．

　前述したように関東平野の内陸の新幹線には相当な規模

のヒナコウモリ個体群がいる可能性がある．県を跨いだ総

合的な研究が行われることを期待する．

　現時点での群馬県では新幹線高架橋以外での本種の出産

哺育コロニーは見つかっていない．人為的な環境に依存す

るものである以上，その生息基盤は極めて脆弱と言える．

基礎的な生態解明を継続する一方，適切な保護が行われる

ように，働きかけていきたいと考える．
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