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摘要 :千葉県印籍沼流域の谷津環境に生息するカエル類について,種 および個体数と生息地の環境要

因の関係について調べた。調査は,1997,98年 5月から7月にかけて行なった。畦の上を歩き, 日撃

したカエルの数と,歩 いた畦の距離,周 辺の環境要素などを同時に記録した。目撃種ごとの個体密度

と環境要因との関係につぃて分析した結果,個 体密度に影響を与えた要因として, 水田の暗渠排水施

設の整備,斜 面の土地利用,用 水の取水方法,水 路の配置などがあげられた。ニホンアカガエル・ト

ゥキョウダルマガエルの生息は圃場整備による乾田化によつて負の影響を受けやすいが,ニ ホンアマガ

エルは乾田化の影響を受けにくいことが明らかとなった。

1.は じめに

谷津環境とは,谷 津田とその周囲を取り囲む主に二次林からな

る斜面林の総称で,多 種のトンボ類 (守山ら, 19920), カ エル

類 ・ヘビ類 (長谷りIL 1995a5))の生息や農村環境のアンブレラ

種であるサシバB“ιαsιar jんごjc“sが繁殖する (東ら,19981))

生物多様性の高い空間といえる。谷津田では大規模機械化農業を

目的とした圃場整備事業の進行による乾田化の一方で,未 整備地

区では耕作放棄地が増加し,ま た斜面林では薪炭林利用の低下に

伴い林相が変化し,谷 津環境は大きく変化している。

長谷川 (1995a5))は ,爬 虫類のヘ ビ類, 哺乳類のイタチ

ルfじsιθια jιαιsj,タ ヌキNγcιθ″“ιθs procyοれοjごθs,鳥 類の

サギ類がカエル類を食物としていると述べている。サシバもまた

カエル類を主要な食物としている (池野,19933))。ヵェル類は,

これらのいずれも谷津環境と関わりのある動物群の食物となり,

生活史の中で谷津環境に特有の湿性地と乾性地のセットを必要と

する種が多いことから谷津環境の指標的な小動物群 (大澤・勝観

19970;199ご 0)と いえる。また小河原 ・有田 (199びの)は ,千

葉県西部における生態環境ポテンシャルマップの作成に,ニ ホン

アカガエルRαλαルηοηJCαを指標種として用いている。

本研究では谷津環境の小動物群であるカエル類に着目し,谷 津

環境のおもに水田の圃場整備における環境要因の違いがカエル類
の生息に与える影響を明らかにし,カ エル類にとって必要な谷津

環境の環境要因について考察 した。谷津環境における環境要因と

カエル類の個体密度との関連性に関する分析には数量化 I類を用
いた。数量化 I類 は生息環境として質的要因に関する情報をもと

にして,生 息数のように量的に測定された外的基準を予測したり

要因と外的基準との相関度をみる方法で,要 因 (説明変数)が 質

的な形で与えられた場合に適用される多変量解析の手法である

(森林野生動物研究会,1997D)。 この手法を用いた事例として,

開発にともなう土地自然の潜在力をコナラの樹木活力度を指標に

把握 し,環 境要因との関連性を示した研究 (輿水ら,19978))ゃ ,

ネズミ類の生息数を生息環境で解析した研究 (森林野生動物研究

会,1997め )な どがあるように,数 量化 I類 は,本 研究のように

量的に測定された外的基準である個体密度と質的要因である環境

要因との相関度をみる方法として適 した分析法であると考えられ

る。

2.調 査地および方法

(1)調 査対象地

調査対象地は、北緯 35°40～42'か ら東経 140°11～17'に 位

置し、千葉県千葉市から印施郡にかけてひろがる下総台地の台地

の平坦面を刻んで印焙沼に入る鹿島川および手繰川水系に含まれ

る谷津環境である:こ の地域の斜面林は、薪炭林や農用林として

利用されてきたコナラの二次林とスギ植林が大部分をおおってい

る。台地面は関東ローム層でおおわれ、畑地として利用されてい

る場合が多い。しかし近年、台地、低地とも宅地造成が進み、台

地面では工業用地の進出が目立っており (千葉県, 19801)),一

方谷津田では,近 年,放 棄水田が広がりつつある。

調査地として,カ エル類の生息と谷津環境の環境要因との間に

関連性がみられるように圃場整備の程度の異なる16カ 所の谷津

環境を選択した。調査地の面積を一定にするため,谷 津環境で最

高次捕食者の1種であるサシバが繁殖 している一つのまとまりを

もった谷津田の面積を各調査地の基準とした。実際にサシがが繁

殖している地点を12カ所含め,繁 殖していない4カ 所 も幅が 50
～100m,奥 行き500～1000m程度の繁殖地と同等の面積の谷津

田を選択 した (図-1)。

(a 変 態直後の成体の個体数調査

1998年 6月 14日から6月 21日 まで延べ7日 間, 16カ 所の谷

津田でカエル類の変態直後の成体の個体数調査を行ならた。調査

対象としたカエル類は変態後上陸し,樹 林地や畑j草 原等をおも

な生息環境とするニホンアカガェル ・■ホンアマガエル Jfyια

ブ叩οん:εαの2種とした。この時期は, この地域で両種の上陸す

る変態直後の成体の個体数がもっとも多t 時ヽ期にあたる (Lane
&Fujioka,19989))。谷津田内の水田,休 耕田および畑の畦 1

本を1サ ンプルとし,谷 津田全域の畦を偏りのないように歩き,
1.サンプルごとに目撃されたカエル類の個体数,歩 いた畦の距離
を記録した。また,耕 作状況 (稲作 ・休耕),水 田の暗渠排水施

設 (乾田・湿田 :暗渠排水施設が整備されているかどうかで,整

備されている水田を乾田,整 備されていない水田を湿田とした),

用水の取水方法 (湧水導入 ・汲み上げ・湧水―汲み上げ・パイプ

ライン方式),排水路の形状 (素堀水路 ・護岸水路),畦 の草丈高

(～10clll未満 0 10cm以上～50cll未満 。50山 ,畦の植被度 (疎・

中・密),水 路の配置 (水田/水 田・水由/農 道・水田/斜面林`

水田/休 耕田・水田/畑 ・水田/住 宅地 ;水路がどの土地利用の
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間を通っているのか),畦 の配置 (水田/水 田 ・水田/水 路 ・水

田/農 道 ・水田/斜 面林 ・水田/休 耕田 ・水田/畑 ;畦がどの土

地利用の間にあるか),農 道整備 (未舗装 0舗装),斜 面の土地利

用 (スギ林 ・広葉樹林 ・スギー広葉樹混交林 ・竹林 0草 地 ・コン

クリート擁壁)を 1サ ンプルごとに記録した。カエィレ類の個体密

度は畦 10mあ たりの目撃個体数とした。変態直後の成体は,個

体密度が高く,樹 上性や地上性といったすみ場所の異なる複数種

類を同時に把握 し相対密度を比較できる利点がある。 しかし変態

後も水辺を離れないトウキョウダルマガエルRαんα ροrοsα (前

田 ・松井,19890)は ,本 調査では個体密度を算出することはで

きないので対象外とした。

(3)変 態後 2年以上の成体の個体数調査

1997年 5月 23日から6月 21日 までの延べ 11日,サ シバの繁

殖地で圃場整備の程度の異なる5カ所の谷津田でカエル類の個体

数調査を行なった。調査の対象としたカエノジ類は,ニ ホンアカガ

エル・ニホンアマガエル ・トウキョウダルマガエルの3種である。

谷津田内の畦,休 耕田,農 道を任意に時速約 2 kmで歩き,カ エル

類の目撃個体数と歩いた時間を記録し, 1時 間あたりの目撃個体

数を算出した。

3.結 果

(1)変 態直後の成体の個体密度と環境要因との関係   .

まず,調 査 したそれぞれの環境要因がカエル類の個体密度との

関係を説明するのに適当かどうかを調べるために,環 境要因に含

まれる各カテゴリー (環境要素)間 でカエル類の個体密度はすべ

図-1 調 査対象地
1:サ シバの繁殖地  2:サ シバの非繁殖地

て等 しいという帰無仮説を Kruskal`WalliS法 で検定 した。そ

の際に各カテゴリーのサンプル数が5未 満のものは,分 析前にカ

テゴリーから削除じた。ニホシァカガェルではすべてのカテゴリー

間でカエル類の個体密度に有意な差がみられたが (p<0.001),
ニホンアマガエルでは耕作状況,畦 の植被度,農 道整備の各カテ

ゴリー間で有意な差がみられなかった。つぎに,そ れぞれの環境

要因と個体密度との関連性を把握するために,先 述 した個体密度

との関係を説明するのに適当であった環境要因を説明変数とし,
ニホンアカガエル・ニホンアマガエルの個体密度を外的基準変数

とし,数 量化 I類 により多変量解析を行なった。分析の精度を示

す尺度として重相関係数を求めた。また環境要因と個体密度との

関連性の強さをカテゴリニ数量のレンジとして示した。レンジと

は環境要因内の各カテゴリーに対するカテゴリー数量間の最大値

と最小値の差のことで, この差が大きいほどその環境要因は個体

密度と関連性が強いと判断される値である。ニホンアカガェル・

ニホンアマガエルの重相関計数はそれぞれ 0.62,0.36で あった

(表-1)。 両種ともに高いレンジを示したのは,水 田の暗渠排水

施設,水 路の配置,斜 面の土地利用であり,い ずれかの種でのみ

高いレンジを示したのは,ニ ホンアカガエルの用水の取水方法,
ニホンアマガエルの畦の草丈高であった (表-2)。

圃場整備の程度の違いで構造的に異なる環境要因として,水 田

の暗渠排水施設,用 水の取水方法,排 水路があげられる。そこで

各環境要因におけるカテゴリー間で両種の平均個体密度を比較し

た。圃場整備の程度が大きいパイプライン方式,護 岸水路ではニ

ホンアマガエルの個体密度が有意に高 く (Mann Whitneyひ

test z=-18.39,z=-22.13;p<0.001),圃 場整備の程度が小さい

かもしくは未圃場整備の場合にみられる湧水導入,素 堀水路では

ニホンアカガエルの個体密度が有意に高か った (ひtest z=
_6.196,z=¨5.83;p<0.001)(図 -2)。

畦に生えている雑草の平均草丈高を 10cm未満,10clll以上～50

表-1 数 量化 :類によるカエル類の個体密度に対する環境要因
のカテゴリーウェイ ト

難 要因   カ テゴリー
    ニ ホンアカガコ レ ニホンアマガエル

サンブル数    955       955

重相関係数    0.62    '  0.36   サ ンプル数
耕作状況       稲 作                -1.56        -       944

休耕                378       -        51

用水の取水方法    湧 水導入               10.22       -1.43        5
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cm未満,50cm以 上に分け,両 種の平均個体密度を比較した。ニホ

ンアカガエルでは草丈高 10cm以上～50cm未満が 10cm未満に対 し

有意に平均個体密度が低かったが (U―test z=-5.23,p<0.001),

10clll以上～50clll未満と50clll以上の間では有意な差はみられなかっ

た。一方ニホンアマガエルでは草丈高 10cm以上～50cm未満が 10

cm未満に対し有意に平均個体密度が高かったが (“test z=-5.2

9;p<0.001),10cm以 上～50cm未満と50cm以上の間では有意な

差はみられなかった (図-3)。

(a 変 態後 2年以上の成体の個体密度と環境要因との関係

圃場整備の程度の違いで構造的に異なる環境要因である水田の暗

渠排水施設,用 水の取水方法,排 水路の各カテゴリーを組み合わ

せ,圃 場整備の程度の小さい順に5つ の谷津環境をつぎの4つ の

水田タイプに分類 した。

タイプ1)湿 田一湧水 ・汲み上げ一素堀水路

タイプ2)乾 田一湧水 ・汲み上げ―素堀水路

タイプ3)乾 田一パイプライン方式―素堀水路

タイプ4)乾 田―パイプライン方式一護岸水路

そこで各水田タイプにおけるニホンアカガエル ・ニホンアマガ

エル ・トウキョウダルマガエルの変態後 2年 以上の成体の平均個

体数を比較した。ニホンアカガエル ・トウキョウダルマガエルの

2種 は,圃 場整備の程度が大きくな.るにつれて平均個体数が減少

する傾向がみられた。ニホンアマガエルはどの谷津環境でも目撃

個体数が少なく,圃 場整備の程度と個体数との傾向がみられなかっ

た。ニホンアカガエルでは, タイプ2で平均個体数が16.00であっ

たのが,タ イプ3で 0.94へ と下がった。 卜・ウキョウダルマガエ

ルでは,タ イプ3で 15,94であったのが, タ イプ4で 2.24へ と

下がった (図-4)。

4.考 察

谷津環境においてカエル類 3種 間で個体密度と環境要因とに差

がみられた理由についてそれらの生活史特性から説明を試みた。

さらに谷津環境におけるカエル類 3種 の生息のために求められる

保全と管理手法について考察した。
ニホンアカガエルは,千 葉市で2月上旬頃に湿田で産卵し,変

■ニホンアカガエル

%ニ ホンアマガエル

表-2 個 体密度と関連のみられた環境要因とそのレンジ

ニホンアカガエル レ ンジ ニホンアマガエル レ ンジ

斜面の土地利用

水田の圃場整備

水路の配置

畦の草丈

用水の取水方法

畦の配置

排水路

8

平  7

■ ニホンアカガエル

Zニ ホンアマガエル

10cm以 上～
  50cm以 上

50cm未 満

図-3 畦 の草丈高におけるカエル2種の平均個体密度

態した子ガエルは周辺の斜面林などに移動する (長谷川,1995

a5):1995b6))。また圃場整備が行なわれた水田にはニホンアカ

ガエルの産卵が確認されなかった (長谷川,1995a5))ょ ぅに,

本種の生息には産卵期である冬期間に水田内に水が残っているこ

とが必要であることが考えられる。これらは個体密度が水田の暗

渠配水施設 (レンジ=16.24),用 水の取水方法 (レンジ=12.52)

と関連性が強くみられたことや,水 田タイプにおける用水の取水

方法が湧水 ・汲み上げからパイプラインヘ移行したことで,平 均

個体数が大きく低下 したことからも示唆される。これはパイプラ

イン化により冬期間に谷津田内に水が入らず,谷 津田での産卵が

妨げられたためと推察される。また水路の配置 (レンジ=12.10)

や斜面の土地利用 (レンジ〒6.58)も個体密度と関連性が強 くみ

られたことから,水 路の周辺や斜面の土地利用も本種の生息に重

要であると示唆される。畦の草丈が高いほど本種の個体密度が低

かうた理由として,本 種は脚に吸盤がないため空間を立体的に利

用することができず, したがって高い草丈は地面を移動するさい

の障害になるからではないかと考えられる。すなわち谷津環境に

おける本種の生息には湿田であることがもっとも適しているが,

乾田の場合でも産卵期である冬期間に水田内に水が残っているこ

とが重要であると考えられる。

トウキョウダルマガエルはもっぱら水田で繁殖し,変 態後も水

辺を離れず (前田 ・松井,19891°),繁 殖時期はほかの 2種 より

も遅い (Fulioka&Lane,19974))。 したがって本種の生息は

乾田化による冬期間の谷津田内の水量にあまり影響を受けず,む

しろイネが成長し水田から水を抜くときに移動して定着できる水

路の状態に影響を受けることが予想される。これは水田タイプに

おける排水路が素堀から護岸へ移行したことで,平 均個体数が大

きく低下したことからも推察される。谷津環境におけるトウキョ

ウダルマガエルの生息には排水路が護岸されていないことが重要

であると考えられる。
ニホンアマガエルの重相関係数は0.36と低い値であったよう

に本種の個体密度は環境要因と関連性が弱いことが示された。す

なわち本種の生息は環境要因に影響を受けにくいことが示唆され

る。個体密度と水田の暗渠配水施設 (レンジ=4.98)や 排水路
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(レンジ=2.65)との間に関連性が弱かったことから,本 種は二  冬 期間に水田内に水を残すことや排水路を素堀のまま維持するこ
ホンアカガエルとは異なり,乾 田化の影響を受けにくい種である   と でニホンアカガエルやトウキョウダルマガェルの生息を有利に
と考えられる。また本種の現存量は6月下旬では湿田より乾田が  す ることができる。斜面の土地利用はニホンアカガエル・二ふン

高く, 7月上旬で等しくなり, 7月下旬では湿田のほうが高くなっ   ア マガエルの生息に影響を与える環境要因であり, スギ_広葉樹
た(Lane&Fujioka,19989り ように,本 種は時季により乾田  の 混交林や竹林が両種の生息に適している。また畦の草丈高は両
と湿田を使い分けていると示唆される。さらに吸盤のある脚をもっ   種 の個体密度に与える影響が正反対であったが,両 種の保全を考
ていることで(前日・松井,19890),水路が護岸されたり,畦 の草  慮 した場合,環 境選好性の幅が狭いと考えられるニホンアカガェ

丈が高くても空間を立体的に利用できるため,こ うした条件が生   ル に焦点を合わせ,畦 の雑草の草丈を低t 状ヽ態に維持するための
息に影響を与えにくいと考えられる。この種が千葉市内のほとん  草 刈りなどの畦畔管理が本種の生息に効果があると考えられる。
どすべての水田に生息しているものと推察される(長谷川,19977))

原因もこうした点にあると思われる。したがって本種は他の2種   謝 辞
と比べて生息に求められる環境選好性の幅が広いといえる。      東 京農業大学短期学部造園環境学科の竹内将俊氏には,野 外調
谷津環境におけるニホンアカガエル・ニホンアマガエル・トウ   査 および調査員の確保の面でたいへんお世話になった。また,東京

キョウグルマガエルの個体密度と環境要因との関係から,そ れぞ  農 業大学短期学部生,東 京大学大学院生,東 京大学農学部生,東
れの種の環境選好性を推察することができた。谷津環境において  邦 大学理学部生,鈴 木奈美子氏,大 坪瑞樹氏には野外調査を手伝っ
カエル類3種の年息を保証するためには,環 境選好性の幅が狭い   て いただいた。我孫子市鳥の博物館主任学芸員の時田賢一氏,里
と考えられるニホンアカガエル, トウキョウダルマガエル,ニ ホ   山 自然環境研究会の内田聖氏,東 京大学大学院農学生命科学科野
ンアマガエルの順でそれぞれに求められる環境要因を考慮し保全  生 動物学研究室の森下英美子氏には野外調査のみならず終始懇切
することが必要である。ニホンアカガェル・トウキョゥダルマガ  ■ 助言を頂いた。千葉県立中央博物館学芸員の長谷川雅美博士に
ェルにとぅては水田の暗渠排水施設が未整備である湿日がもっと   は 滴切な助言を頂いた。分析にあたっては,科学技術庁特別研究
も適していると考えられる。しかし今日暗渠排水施設が整備され  員 の大久保悟博士にご協力頂いた。以上の方にお礼申し上げます:
ていないいわゆる湿田は極めて少ない。乾田であっても産卵期の
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Summary : The research on the relationship between the environmental conditions of the habitat and the speci.es and the
individual number was made in respect to the frogs which inhabiting in the Kashima and Tegri River, watershed of Inba
Marsh, Chiba Prefecture. The field-survey was carried out from May to July in 199? and 1998. Walking on the paddy field
ridge, the number of the frogs, the walking distance and the environmentai factors of the surrounding area were
recorded- Then the relationship between the individual density of each species and the environmental conditions was
analyzed by means of Hayashi's quantifi.cation theory I.

As a result, the major factors which would affect the individual density were clarified: The underdrainage of the pad.dy
field, the ianduse of the slope, the irrigation system and the arrangements of the canal. Another fact was also revealed
that the reformation into well-drained paddy field which is promoted by the farmland consolidatuin tends to have the
negative impact on the inhabiting of the Japanese brown frog while it does not have much affect on that of the Japanese
tree frog.
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