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第１章
1．

序論

日本国内の草地の減少と草地性生物の現状

温暖湿潤な日本では、山地部の大部分は森林が広がり、平地部は農地や市街地が占めてい
る。そのため国内の大規模な草地は非常に少ない。まれに、阿蘇草原や秋吉台など焼き払い
により維持される大規模な半自然草地や、釧路湿原や中池見などの湿性草地があるが、一般
的な自然草地は河川敷植生くらいである。かつて半自然草地は、主に茅葺き屋根の材料や家
畜の飼料など生活の資源を得る場所として、カヤ場や採草地、放牧地など身近に存在してい
た（高橋 2004）。そのような人の手が入る環境は、結果的に多様な景観が創出され、多くの
要素が混在したモザイク構造となる。しかし、1960 年代以降、草資源としての生産的価値は
消失し（大窪 2002）、他の里山資源と同様にアンダーユースによる荒廃が進み（田中 2010）、
半自然草地は急激に減少した（小椋 2006）。実際、国内の草地面積は 1880 年代の約 1200
万 ha（国土の約 30％）に対し（小椋 2006）、現在ではおよそ 38.4 万 ha と国土の 1％にす
ぎない（農林水産省 2011）。現在では、河川敷植生以外の草地のほとんどは、農地に付随す
る畦畔や放棄地など資源的な利用目的を持たずとも人の管理により維持される小規模な半自
然草地であると考えられる（須賀ほか 2012）。この農地に付随する畦畔草地の面積は 2011
年時点で 14 万 ha と（松村ほか 2014）、農地周辺の半自然草地は多様性が高く重要であると
言われている（丑丸 2012; Tscharntke ea al. 2005; Le Coeur et al. 2002; 前中ほか 1993）。
しかし、原生的な自然の開発についてはある程度の規制がかけられるようになったが（広
木 2002）、半自然草地など人の管理により創出した身近な環境は生物多様性の価値としての
認識はまだ低い。その結果、畦畔草地も土地改修や農地統合、農業の変化によって減少して
いる。
半自然草地は生産的価値を持つだけでなく、景観保全および絶滅危惧植物などの生育地で
もあり日本の生物多様性を保全する上で重要な要素である（内藤・高橋 2002）。そのような
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半自然草地は、小型哺乳類をはじめ昆虫類、両生類など多くの野生動物が採餌、繁殖、隠れ
場所として利用するため、それらを捕食するヘビや猛禽類などの多様な捕食者までが関わる
生態系が形成されている。半自然草地に生息する草地性生物は、常に人為的攪乱を受け環境
変化への適応能力を獲得し、人間の活動圏の中に共存していたと考えられる。しかし、草地
の減少により草地性生物は絶滅の危機に瀕ししている（大窪 2002,柴谷 1989,杉浦 2004）。日
本の絶滅危惧種（CR+EN）のチョウ 12 種のうち 10 種は草原性である(Nakamura 2011)。
草地性哺乳類に関する研究は少ないが、草地のネズミ類などの小型ほ乳類は草地生態系の中
位に位置し、上位種の餌資源として生態系の維持に重要な役割を担っており(Jefferies et
al.1973; 黒田・勝野 2006)、ネズミ類の減少はそれらを餌とするヘビや猛禽類などに直接的
に影響する重大な問題である。また、特に地表徘徊性の小型哺乳類であるネズミ類は飛翔移
動が可能な鳥類や昆虫類と異なり、生息地の消失、分断が個体群の孤立を招く恐れが考えら
れる。

2．

カヤネズミの生態的特徴とその現状および保全の意義

本研究で対象とするカヤネズミ Micromys minutus (Pallas, 1771)は、地上徘徊性の小型
哺乳類で、イネ科の高茎草地を生息地とする草地のスペシャリストである(Churchfield et al.
2009)。カヤネズミは、ネズミ科カヤネズミ属に分類される１属１種の世界最小クラスのネ
ズミで体重は 7‐14g、頭胴長は 6‐7cm、ネズミ科の中では生息環境が草本の上という特異
なニッチを有する種である。分布はヨーロッパからロシア、中国、韓国 (Aplin et al.2008)、
日本では宮城県、新潟県以南、四国、九州である（金子 2005）。ヨーロッパ等では牧草地な
ど大規模な高茎草地に多く生息する(Bence et al. 2003; Trout 1978; Harris 1979)が、日本で
は主に河川敷、休耕田や畦畔、都市近郊の小規模な半自然草地に生息しており(Hata 2011)、
半自然草地の代表的な小型ほ乳類であると言える。
本種は、子育てや休息のためにオギ Miscanthus sacchariflorus 、ススキ Miscanthus
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sinensis、チガヤ Imperata cylindrica、ヨシ Phragmites australis 等のイネ科高茎草本など
の葉を利用し(Kuroe et al. 2007; 宮原 1995)、地上部約１ｍ前後の高さ巣を作る（澤邊ほか
2005）ため、草本植生が必要である。近畿地方では 5 月から 12 月ごろまで営巣が見られ、
繁殖は 7 月から 10 月ごろでピークは秋である（全国カヤネズミ・ネットワーク 2003）。一
回の産仔数は約 2～8 匹、天敵は主にヘビやイタチ、小型猛禽類などである（白石 1988）。
食性はイネ科草本の種子や昆虫類などの雑食性である(Dickman 1986)。カヤネズミの巣は、
1～2 か月ほどで落下するため(Surmacki et al. 2005)、巣の存在は現在の本種の生息を意味
する。
本種は他の草地性生物同様に絶滅の危機にある。しかし、草地性ほ乳類に関する研究はま
だ少ない。日本においても本種の研究データはまだ少なく、環境省のレッドデータには掲載
されていないが、調査の進む都道府県においては掲載されている。たとえば、大阪府、京都
府においては準絶滅危惧種（大阪府 2014、京都府 2013）、長野県・愛知県で絶滅危惧Ⅱ類、
滋賀県において希少種（滋賀県 2015）に指定されている。草地生態系においてカヤネズミの
よ う な 中 位 に 位 置 す る 種 の 絶 滅 は 影 響 が 大 き い と 考 え ら れ る 。 イ ギ リ ス で は BAP
(Biodiversity Action Plan)の対象種にリストアップされ(The Biodiversity Reporting and
Information Group 2007)、日本でも生息地の保全が急務であり（京都府 2013）、本種の保
全策が必要とされている(Mammal Society 2014)。また本種における基本的な生息状況の把
握も早急に求められるだろう。

3．

種分布モデルによるカヤネズミの生息適地予測の課題

カヤネズミの生息環境についての先行研究では、海外の分布域(Harris 1979)や都市部の生
息環境(Dickman1986)および牧草地の生息環境(Bence et al.2003; Surmacki et al. 2005)を
対象とした事例がある。また日本における本種の生息環境の先行研究には、白石(1969)、宮
原(1995)、畠(2009)など自然草地である河川敷周辺における研究が多い。国内では、広大な
3

自然草地や半自然草地が減少し、宅地や農地の中に取り残された二次的な草地の重要性が注
目され始めている（丑丸 2012）。しかし本種における先行研究では、小規模な半自然草地に
おける研究は進んでいない。そこで、本研究では河川敷以外の里地から都市域に点在する人
の管理が入る小規模な半自然草地を対象とし、本種の分布特性を明らかにすることとした。
孤立した小規模な半自然草地に取り残された状態の個体群は、一度の攪乱により局所的に
絶滅する可能性が非常に高くなると考えられる。生息地となるパッチは景観を構成するモザ
イクの一部であると考えると、今存在する生息地だけでなく、周囲の潜在的な生息地も含め
た環境が影響していると考えられる(Andren 1994)。しかし、孤立した状態の生息地がラン
ダムに残されたとしても、生息地の質的環境や周辺の景観構造および相互の移動経路の確保
が考慮されていなければ、いずれは個体群の消失は避けられない。本種の個体群維持には、
生息地間の連続性が重要であると言われている(Kuroe et al. 2011)ように、周辺の景観構造
を総合的に考慮した保全策が必要であると考えられる。カヤネズミの行動圏は、およそ 400
㎡と言われている(Trout 1978)。個体群維持には複数個体の行動圏を含む景観スケールが必
要であるが、先行研究では、安定した個体群が成立する条件やそのためのスケールは明らか
になっていない。
保全策のための生息適地予測において、モデルの活用による広域的なスケールでの評価が
必要であると同時に、種ごとの空間的汎用性と地域による分布特性の違いを把握することは
大変重要である（上野・栗原 2015）。しかし、限られた地理的範囲からのデータで予測され
たモデルを他地域に適合するうえでいくつかの障害が生じる可能性があるが、地域間の種分
布モデルの互換性について検証を行った研究や(Randin et al. 2006)、地域間で共通する種分
布モデルを検証した研究はまれである。本種における生息適地に関する研究は、海外ではイ
ギリスでの報告があるほか、国内では滋賀県（畠・夏原 2006）および多摩丘陵（黒田・勝野
2006）での報告があるが、これらの評価は個別の地域内での評価であり、異なる地域に共通
する広域的な生息地評価や、地域による分布特性の違いを比較した研究はない。そこで、本
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研究では本種の保全を計画するために最適な景観スケールと、分布特性における地域間の共
通性と特異性を明らかにすることを目的とする。

4．

カヤネズミの営巣特性と生息草地の維持管理における課題

カヤネズミは、イネ科またはカヤツリグサ科の草本など湿性草地や乾性草地に一般的な多
様な単子葉草本を営巣植物として利用することが分かっている(Harris 1979)。多様な巣材を
利用する本種であるが、
生息草地の選択には草地の優占種が影響していることが考えられる。
またオギが営巣植物に好まれることは明らかになっているが（畠 2011）、他の植物種の選択
性については明らかになっていない。本研究で対象とした小規模な半自然草地は、常に人の
管理のもとで支配される環境である。半自然草地の植生は、草地の管理手法に大きく影響し
ていると言える。しかし草地は一つのパッチ内においても植物の分布には濃淡があり、営巣
植物の分布も一様ではない。そこで本研究では、生息地内スケールで本種の営巣に適した草
地条件を示すために優占種と営巣植物の選択性を明らかにする。
また本種は季節的に営巣場所を選択していることが明らかになっており(Kuroe et al.
2007)、季節的な植生変化に伴い営巣に用いる植物種を選択していることが分かっている。
しかしこれらは営巣植物のみの変化であり、エサ資源となる植物を含めた季節変化は示され
ていない。さらに本種は季節的な植生変化だけでなく、草刈りによる攪乱に合わせて営巣場
所を移動することが分かっている(Hata et al. 2010; 澤邊ほか 2005)。ある程度の攪乱がおこ
る生息地では本種が高密度になることがあるとも言われているが(Harris 1979; Haberl and
Krystufek 2003; Surmacki et al. 2005)、本種の生息と草地の管理手法の関係についての研
究は少なく、管理による植生の変化やその影響、どの程度の攪乱が最適かは明らかにはなっ
ていない。さらに、本種は冬季に地上付近や枯れた植物層に巣を作ると言われている（白石
1969; Trout 1978; Ishiwaka et al. 2010）。近畿地方においても 12 月から 3 月頃に、枯れた
植物の根元付近に作った巣が観察できる（澤邊未発表）
。これは、越冬巣とも考えられるが、
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本種の冬季の生態についてはあまり明らかになっていない。
そこで、保全策として本種の生息に適した草地を維持管理するための最適な手法を示し、
刈り取りによる餌植物の季節的変化の影響、草刈り頻度による影響と、冬季の植物の有無と
越冬巣の関係を明らかにする。さらに移植による生息地のミティゲーションおよび半自然草
地の利用に関する聞き取り調査により、人との関わりによって大きく左右される本種に適し
た草地の維持管理について議論する。

5．本研究の目的と構成
本研究の構成は図 1 のとおりである。本種の分布予測による保全を考えるうえでは、個体
が繁殖するためのスケール、個体群を維持するためのスケール、さらに広域での保全計画を
立案するためのスケールを区分して、それぞれのスケールでの課題を明らかにする必要があ
る。そこで、本研究では、個体が繁殖するために必要な行動圏 400 ㎡前後の生息草地内の環
境条件を「生息地スケール」
、個体群を維持するために必要な生息地を含む周辺環境を「景観
スケール」、さらに景観スケールを異なる地域で比較した「広域スケール」の 3 つのスケー
ルで分布予測を行う。景観スケールおよび生息地スケールでカヤネズミの生息要因と生息に
適した草地の管理手法を示し、さらに「広域スケール」で分布特性の共通性と特異性を明ら
かにすることで、それぞれのスケールでの分布特性を考慮した広域での保全計画立案の基盤
となることを目指す。
まず、第 2 章では、個体群維持のための生息地とその周辺環境を含む「景観スケール」に
ついて、本種に最適な大きさを定義した。それにより、本種の生息率に影響を及ぼす周辺の
景観構造を最適なスケールで評価する。
次に第 3 章では、広域スケールでの保全のため、異なる地域での本種の分布特性の違いに
着目した。前半では、共通分布モデルを構築し広域スケールでの二地域の共通性を明らかに
する。ここでは、広域で生息に適した環境を予測するため、一般性が高く、過剰適合が生じ
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にくい、一般化線形モデルのひとつであるロジスティック回帰分析を用いる。
第 3 章の後半では、二地域における分布特性の違いを明らかにするため、草地の空間配置
の違いによって生じる草地選択の特異性について、ロジスティック回帰モデルとは異なる非
線形判別分析のひとつである決定木（樹木モデル）を用いて解析する。
さらに、第 4 章では、最も小さな生息地スケールで生息地内の質的な環境条件を、分布モ
デルに用いるデータベースでは示されない人の関わりに着目し、人為的管理による植生の変
化や営巣への影響を明らかにする。
最後に第 5 章では、3 つのスケールで生息適地を把握し、明らかになったそれぞれのス
ケールの課題から、本研究で対象とした小規模な半自然草地における本種の分布の現状と今
後求められる保全策について議論する。さらに、本種に適した草地保全の維持管理の手法と
現状の聞き取り調査から見える人と草地の関わり方の変化と新たな草地管理の在り方につい
て議論し草地生態系保全の意義を示す。
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図 1 本研究構成の概念図．
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第２章

1．

カヤネズミの生息に影響する景観スケールと景観要素

序論

本章では、景観スケールで本種の生息に適した環境を捉える際に必要とされる最適なスケ
ールを定義することを目的とする。そして、本種の生息率に影響を及ぼす周辺の環境要素を
明らかにする。
種の分布を予測するモデルによって、生物の在不在の分布データを用いて様々な手法で生
息適地の予測を行うことが可能となり近年多様な研究が進んでいる。生息適地とは、ある種
が潜在的にまたは実際に発生する空間のことで(Delong and Gibson 2012)、ある種が生存の
ために必要とする資源や避難場所、繁殖場所などが存在する必要がある。本研究では、避難
場所や繁殖場所を含めた周辺の環境条件に着目し、本種の生息適地を評価する。種ごとの生
息適地を推定することは重要であり、生態学的メタ個体群の研究では最初の難問であるとい
われている(Hanski and Simberloff 1997)。生息適地モデルとは、ある生物の分布とその生
息環境の関係を定量的に記述するモデルであり(Harrison and Taylor 1997)、近年は種分布
モデル Species Distribution Model (SDM)と呼ばれることが多い。本研究では、種分布モデ
ルで一般的である(Guisan et al. 2000; Semenov et al. 2013)、一般化線形モデル（GLM）を
用いる。
生物の生息地選択には、局地的な生息環境だけでなく、様々なスケールの息地周辺の環境
条件が影響することが考えられる。それは、個体群維持には複数個体の行動圏を含むスケー
ルが必要であるからである。さらに、生物は地域に点在する複数の生息場所を利用するメタ
個体群として存在する場合が多い。また、多様な土地被覆のパッチの組み合わせで構成され
る周辺のモザイク構造が影響していると考えられている(Andren 1994)。点在する草地に取
り残された状態の個体群は、一度の攪乱により局所的に絶滅する可能性が非常に高いと考え
られるが、草刈りなどの攪乱に対してカヤネズミは一時的に生息場所を移動し、避難するこ
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とが知られている(Hata et al. 2010; 澤邊ほか 2005)。それには周辺の生息に適した環境の
存在とその連続性が必要である。しかし、安定した個体群が成立する条件やそのためのスケ
ールは明らかになっていない。本章では、個体群維持のために、どのような構成要素を持つ
景観構造をどのくらいの範囲で維持することを考慮すればよいのかを明らかにするため、最
適なスケールの定義にあたり、本種の不規則な分布を直線的な距離ではなく面的広がりを持
つ複数のサイズのバッファを用いて検討する。

2．

方法

2‐1．

調査地および現地調査

大阪府堺市の南部丘陵から北部の海側に開ける平野部にかけた約 12 ㎞×3 ㎞幅の帯状の
範囲内を調査対象とした（図 2-1 の破線部）。調査範囲内で、パッチ状に分布する草地計 47
地点を対象に、本種の巣の有無と、本種の生息に影響を及ぼす可能性のある草地の環境要素
について現地調査を行った。調査対象地は、植生が完全に区切れた 1 つのパッチとした。調
査期間は 2006 年 7 月～8 月である。各調査地点で巣の有無を確認し、植物高（営巣利用植
物種のうち群落内の最も高い植物種を計測）、パッチ面積、草刈り頻度、植生のパーセント被
度を記録した。巣の有無の調査は 30 分間の捜索時間を設け、2 名以上で巣を探した。1 つで
も巣が見つかれば「有」、30 分間捜索しても見つからなかった場合は、
「無」とした。営巣調
査の手法は、畠・夏原（2006）の調査方法を用いて設定した。本調査で、「無」とした調査
地の最大面積は 16,352 ㎡であり、2 名以上での調査で 30 分間以内に全域の調査が可能な面
積であった。また、過去に本調査と似た景観・環境で行った調査地点（n=24）において調査
開始時刻から最初の巣の発見までの平均時間は約 8 分であり、開始 30 分以降に最初の巣が
見つかることはまれであった（澤邊未発表）ことから、30 分捜索しても巣が見つからない調
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査地は、本種が生息している確率が極めて低いと考え、本研究では「無」として扱うことと
した。植生被度は 1ｍコドラート内で記録し、巣があった場合は巣の周辺に、無かった場合
は群落の優占植物周辺に設置した。出現種を営巣植物（多年生草本、一年生草本）と非営巣
植物に分類した。営巣植物は、Hata(2011)および澤邊ほか(2005)において京都、大阪府、滋
賀県で営巣に使われた記録のある種と定義した。

図 2-1 調査地点．

破線部内が調査エリア
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2‐2．

周辺環境の景観要素の定量化

各調査地点の中心に近い場所で GPS (GARMIN 社 eTrex Vista-J)により緯度経度の位置
情報を記録した。モデル解析に使用する説明変数を表 2-1 の通り、生息地内の要素と周辺環
境としての景観要素の 9 つを用いた。
生息地内の要素としては、植物高(㎝)、パッチサイズ(㎡)、草地タイプ、営巣植物被度の 3
つを用いた。
「パッチサイズ」は、調査した草地のパッチの面積とし、ArcGIS (Ver.10/ESRI
社)を用いて算出した。
「草地タイプ」として、調査時の様子と地元住民への聞き取りをもと
に、草刈りによる攪乱が 1 年に 1 回未満であり比較的長期間同じ環境である場所（放棄田、
ため池法面、河川法面）をタイプ 1、1 年に 1 回以上攪乱が起こることで環境が短期間で変
わる場所（休耕田、田畑法面、その他人工草地）をタイプ 0 とした。「その他人工草地」に
は公園などの人工的に整備された土地を分類した。この 2 つの草地タイプと巣の有無につい
て集計し、2×2 分割表に対する独立性の検定（χ2 検定）を行った。「営巣植物被度」は、植
生被度の結果から、営巣植物の合計被度を用いた。調査地の周辺環境の景観要素は、調査地
の中心からのバッファを用いて以下の方法で定量化した。景観要素は、
「堺市における緑の現
況調査 2001」の土地利用データを用い、分類されている土地利用の中から、樹林地、空地、
水田、畑の 4 種類の土地利用を抽出した。さらに空中写真（国土地理院 1997 年撮影）から
目視により抽出した草地を加えた 5 種類の土地利用を用いて、バッファ内に含まれる各土地
利用の面積を算出し、バッファ面積に対する面積比率に変換した。
ここで、カヤネズミの生息に最も影響を及ぼす景観スケールの定義のため、バッファは複
数のサイズを設定した。生息に影響を及ぼす周辺環境の景観スケールの定義は、対象とする
種の行動圏や生活史などによって決定すると予想される(Herrmann et al. 2005; Kato et al.
2010)。同様の考え方は、カヤネズミ以外の生物種での先行研究があり、たとえばトウキョ
ウダルマガエルの分布と環境要因の関係は、半径 300m の時に最も良い評価を示し（山本・
千賀 2012）、
ヤマアカガエルでは半径 300m、モリアオガエルは半径 1,000m(Kato et al. 2010)
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という報告がある。一方、飛翔が可能であり行動圏の広い猛禽類においては、たとえばオオ
タカは 5 ㎞メッシュ（尾崎ほか 2008）、クマタカは 3 ㎞バッファ（杉山ほか 2009）、サシバ
は 2km メッシュ（百瀬ほか 2005）が評価に用いられている。本種の行動圏は、およそ 20m
四方（400 ㎡）(Trout 1978)とされている。また、個体群維持と生息地の連続性を最も良く
説明する距離は 500 m であるとされている(Kuroe et al. 2011)。このことから、最小バッフ
ァを半径 20m、最大バッファを半径 500m とし、その間を 50m、100m、200m に設定し、5
つのバッファから最適なスケールを検証することとした。

表 2-1 モデル解析に用いた説明変数．
変数 X

周辺要素

生息地内の要素

2‐3．

単位

X1

森林

%

X2

空地

%

X3

水田

X4

畑

X5

草地

%

X6

植物高

㎝

X7

パッチ面積

㎡

X8

草地タイプ

－

X9

営巣植物被度

％

半径 20,50,100,200,500m

%

バッファ内の合計面積

%

一般化線形モデルによる最適スケールの定義

本種の生息に影響を及ぼす要因を推定する予測モデルには、
「在・不在」データを用いる一
般化線形モデルを採用し、分布関数が在・不在の 2 値であるため、リンク関数を logit とし
た。これは、ロジスティック回帰モデルとも呼ばれ、応答関数 P を本種の生息確率、X を説
明変数として以下の式で示されるものであり、本種の生息確率 P を表すためのモデル式 logit
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p(=Z)を推定した。モデルの構造式は以下の通りである。

P=1／1+exp(－Z)
Z= a+a1X1+a2X2+…+arXr=logit p
（a は定数、a1 ～ar は偏回帰係数、ｒは変数の数）

説明変数には前述の 9 つを用いた（表 2-1）。ここで、説明変数同士の相関係数を求め、半
径 500m の草地面積率との相関係数が 0.7 以上であった樹林地と空地の面積率は、変数から
事前に除去して解析を行った。ロジスティック回帰分析は R (version 3.1.0)を用い、バッフ
ァサイズごとに総当たり法による AIC 基準の変数選択でモデル選択を行った。すべての組み
合わせのモデルから、AIC が最小となるモデルに用いられたバッファサイズを最適な景観ス
ケールとして定義した。また最小 AIC との差（ΔAIC）が 2 未満のモデルを最適モデルの候
補として残した (Burnham and Anderson 2002)。

3．

結果

3‐1．

営巣確認地点

調査した 47 地点のうち、巣を確認した地点は 14 ヶ所、巣が確認できなかった地点は 33
ヶ所であった（図 2-2）。巣が確認できた調査地の草地タイプは放棄田が最も多く 7 地点で、
その他人工草地での営巣は確認されなかった（表 2-2）。各草地タイプの巣の発見率を見ると、
放棄田(0.54)、ため池法面(0.50)で半数以上の地点で巣が確認された。また、2 分類した草地
タイプと巣の有無には関連があり、比較的攪乱が少ない草地タイプ 1 で有意に巣の確認地点
数が多かった（χ2 検定

P<0.05）。
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表 2-2

草地タイプによる巣の有無の地点数．

草地タイプ

1

0

有り

無し

合計

巣の発見率

放棄田

7

6

13

0.54

ため池法面

2

2

4

0.50

河川法面

1

3

4

0.25

休耕地

1

7

8

0.13

田畑法面

2

3

5

0.40

その他人工草地

1

12

13

0.08

14

33

47

0.30

合計

草地タイプ 1：攪乱が年 1 回未満、草地タイプ 0：攪乱が年 1 回以上
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図 2-2

調査結果（巣の有無）．

●巣有り、▲巣無し
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3‐2．

景観スケールと景観要素

5 つのバッファで総当たり法によるモデル探索を行った結果から、各バッファで最小 AIC
のモデルを示した（表 2-3）
。5 つのバッファの中では、半径 500m バッファを使ったモデル
が最も小さな AIC を示した。従ってカヤネズミの生息に最も強い影響を及ぼす空間スケール
は、
半径 500 m あるいはそれ以上であることが推定された。500m バッファについては、ΔAIC
が 2 未満のモデル（モデル 2～10）についても表 2-3 に示した。半径 500m のモデルは他の
バッファサイズの AIC より 10 以上も小さかった。
500m バッファを使ったモデルの中で最適モデル 1 と AIC の差が 2 未満のモデル 2～10
について、すべてのモデルで草地面積率と水田面積率が選択された。草地面積率は単回帰ロ
ジスティックモデルの AIC も説明変数の中で最小(41.71)であったことから本種の生息に正
の影響を示す最も主要な要因であることが言える。水田面積率を用いた単回帰ロジスティッ
クモデルの AIC は草地面積率の次に小さく(51.53)、草地の次に正の影響を示す要因である
と言える。一方、畑面積率は生息に負の影響を及ぼす要因である可能性が認められたが、パ
ラメーターとして選択されていないモデルがあること、ΔAIC が 2 以上のモデルと符号が逆
転している場合があることなどから、顕著な影響があったとは認めがたい。
草地の質に関する説明変数は、選択されないモデルもあったことから、いずれも生息に及
ぼす影響は大きくなかったと考えられる。しかし、攪乱頻度が年 1 回未満の草地タイプと営
巣植物被度が高いことが、それぞれ本種の生息に正の影響を及ぼしていた可能性はある（表
2-3 モデル 2，4，6）
。一方、モデル 5，7，10 で選択されたパッチ面積と植物高は、ΔAIC
が 2 以上のモデルと符号が逆転している場合があり、結果の不安定性を示した。本章で対象
とした大阪地域においては、生息に影響を及ぼす主要な要因としては妥当性が低いと考えら
れた。しかし、生息地選択には生息地の面積や草地の植生は少なからず選択している可能性
は高い。この結果については、他の地域との比較による検討が必要であるため、第 3 章 2-4
地域による分布特性の比較で扱うこととする。
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表 2-3 バッファサイズごとのベストモデルの結果と AIC．
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4．

考察

本研究では、本種の個体群維持のために考慮すべき生息適地の空間スケールは、少なくと
も半径 500m であることが明らかとなった。本種の移動距離は季節や性別によっても変化す
るが、移動記録 55m 以下、平均移動距離 32.4m という報告がある(Stickel 1954)。本種の生
息要因としては、畠・夏原（2006）は、直径 1 ㎞のエリア内の土地利用区分を、黒田・勝野
（2006）は 250m メッシュの環境要因を用いている。さらに Kuroe et al. (2011)は、パッチ
の連結性を半径 500m、1000m、1500m のスケールで比較し、個体群維持には半径 500m 以
内の連結性の影響が最も大きいとし、パッチ間での移動分散が本種の生息密度に影響するこ
とを示している。本章では先行研究や行動圏を考慮して個体群維持のための空間スケールを
5 段階で解析した結果、半径 500m を用いたモデルの AIC が他のスケールのモデルと 10 以
上の差を示したことから、本種の生息に影響を及ぼすのは半径 500m スケールであるという
妥当性は高い。これは行動圏 400 ㎡よりも大きなスケールであり、個体群維持の考慮におい
ても広域保全が重要であることが言える。
さらに、比較的都市化が進む丘陵地から平野にわたる大阪の地域において、本種の生息に
適した景観構造は、草地と水田の面積率が高い環境であることが示された。これは、周囲の
草地と水田が本種の潜在的な生息地となるためであると考えられる。刈取りなどの攪乱によ
り生息地を一時的に失った場合、本種は周囲に分散する習性がある（Hata et al. 2010）。生
息している草地以外に、避難先となりうる複数の草地が周囲 500m 圏内に存在することが重
要であることを示唆している。これは、本種の季節的な営巣場所の変化 （畠 2003; Ishiwaka
et al. 2010）を可能にするため、生息地の連続性が重要である(Kuroe et al. 2007)ということ
にもつながるだろう。また、本種は一時的にイネに営巣する習性がある（全国カヤネズミ・
ネットワーク 2006）ことと、水田は畦や法面などの半自然草地をともなっており分散経路
として機能しうることが要因であると考えられる。Kuroe et al. (2011)は、水田は本種の移
動に際して抵抗性が低いことを示している。黒田・勝野（2006）は、地形的要素と植生など
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を景観要素として分析を行った結果、水田雑草群落および休耕田雑草群落の植生区分が本種
の営巣数との相関が高いとしている。稲刈りの際、本種の巣が発見されることがあり、水田
に付随する畦畔や周辺の草地を利用していることは、筆者の過去の現地調査や本研究の現地
調査においても確認されている。
周囲の環境に加えて、草地の攪乱の度合いと営巣植物被度も本種の生息に影響することが
示唆された（表 2-3 のモデル 2，4，6）。攪乱回数が年 1 回未満の草地タイプや営巣植物被
度が高い草地で、巣の確認数が有意に多かった結果からも、本種の生息に影響を及ぼす可能
性は考えられる。しかし本章では攪乱度合いの分類設定が幅広く、最適な頻度は明らかにな
っていない。半自然草地は、刈取りや焼き払いなどの攪乱により維持されており（須賀ほか
2012）、日本の温暖湿潤な気候では攪乱が長期間なければ植生の遷移が進み本種の生息に適
した草地は維持されない。さらに個人により管理されている放棄田や休耕田などは、生態学
的視点と社会学的視点の双方から草地保全の課題を検討することも重要であるとも言われて
いる(Iiyama et al. 2005; 岩本ほか 2011)。本種の生息地の一つとして機能を維持するには、
耕作放棄地も同様に刈取りなどの管理が必要である（畠 2012）。今後、草地タイプを攪乱の
度合いや種類など人の関わりによって詳細に分類することで、本種に適した植生を維持でき
る草地タイプがより明確に示されるだろう。この課題については、第 4 章の第 2 節カヤネズ
ミに適した草地の維持管理手法で扱うこととする。
また、今回対象とした大阪地域においてはパッチ面積と植物高は、影響がないと示された
が、生息地選択には生息地の面積や草地の植生は少なからず選択している可能性は高い。こ
れはそれぞれの対象地域の景観構造の違いが影響している可能性があり、異なる地域におけ
る生息適地の共通性を明らかにすることが求められる。この結果については、他の地域との
比較による検討が必要であるため、第 3 章の第 1 節二地域の分布を説明する要因分布を説明
する要因の共通性および第 2 節二地域の草地選択の特異性で扱うこととする。

20

第３章

景観構造の異なる二地域における広域スケールの分布特性

第1節

二地域の分布を説明する要因の共通性

1．

序論

本章では、広域スケールでの保全を考えるための基盤として、異なる地域での本種の分布
特性を明らかとすることを目的とする。まず第 1 節では、異なる景観構造の 2 地域で、それ
ぞれの地域モデル（景観スケール）と共通モデル（広域スケール）を構築し、共通する生息
条件を明らかにし、共通モデルの精度を検証する。
より広範囲の生息地を予測することは生物の保全に必要であり、そのために種ごとの空間
的汎用性と地域による分布特性の違いを把握することは大変重要である（上野・栗原 2015）。
限られた地理的範囲からのデータで予測されたモデルを他地域に適合するうえで、いくつか
の障害が生じる可能性がある。第 1 に、モデルで用いた変数が、他地域ではモデルを作成し
た地域とは異なる範囲の値をとる場合（外挿）
。第 2 に捕食者や競争者の密度など、モデル
に組み込まれない要因が存在する場合。第 3 に空間自己相関の影響などである。しかし、地
域間の種分布モデルの互換性について検証を行った研究や(Randin et al. 2006)、地域間で共
通する種分布モデルを検証した研究はまれである。
本種における生息適地に関する研究においては、先行研究でヨーロッパおよび国内でも複
数の報告がある（例えば Dickman 1986; Bence et al. 2003; Surmacki et al. 2005; Juškaitis
and Remeisis 2012; 畠・夏原 2006; 黒田・勝野 2006 など）
。また、個体群サイズと生息地
の連続性の関係について評価されており(Kuroe et al. 2011)、本種の生息特性は明らかにな
りつつある。
しかし、
これらの評価はそれぞれ限られた地理的範囲にとどまった評価である。
他地域間のモデル互換性や異なる地域に共通する広域的な分布モデル、また地域間の分布特
性の比較については研究事例がない。
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そこで、本章では二地域間の共通性を明らかにするため、異なる地域に共通する分布モデ
ルと地域ごとのモデルを構築し、共通モデルの適用可能性（内挿）と地域モデルの互換性（外
挿）を検証することを目的とする。

2．方法
2‐1．

調査地および現地調査

調査は、滋賀県と大阪の地形は似ているが景観構造と都市化の程度が異なる二つの地域で
実施した（図 3-1 の枠内）。
滋賀地域：滋賀県の南東部に位置する 5 ㎞×38 ㎞を調査エリアとした。北西は琵琶湖岸に面
した平地で、南東部は農地、宅地、森林を含む丘陵地である。
大阪地域：大阪府南西に位置する人口 1 万人の堺市内 3 ㎞×13 km を調査エリアとした。北
西は大阪湾に面した平地で、南東は丘陵地である。
滋賀地域の調査エリアに含まれる 104 地点の草地でカヤネズミの巣の分布調査を 2014 年
9 月～11 月に行った。調査地とした草地は、営巣植物を含む草地とした。各調査地において、
第 2 章と同様の方法で巣の調査を行い（澤邊・夏原 2015）、巣の数、優占植物を記録した。
大阪地域においては、
第 2 章で対象とした 47 地点の調査データを用いた
（澤邊・夏原 2015）。
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図 3-1

調査地．

枠線内が調査エリア
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2‐2．

周辺環境の景観要素の定量化

本種の生息の予測モデルに、6 つの説明変数を用意した（表 3-1）。25,000 分の 1 の植生
図（環境省生物多様性センター, http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-023.html）と、空中写真（滋
賀県）から ArcGIS (ArcGIS version 10.0, ESRI, Tokyo)により調査地を囲むバッファ内の景
観要素を定量化した。第 2 章で定義した本種の生息に影響を及ぼす景観スケールである半径
500m（澤邊・夏原 2015）を用いて、調査地の中心から発生させた半径 500m バッファ内に
含まれる土地被覆の合計面積率を求めた。合わせて、第 2 章で半径 500m の次に AIC の低か
った半径 100m バッファについても面積率を求めた。説明変数は景観要素として、水田、畑、
森林、草地の面積率を求めた。さらに、生息地内要素としてパッチ面積、優占植物タイプも
変数として用意した。優占種は、営巣植物（多年生、一年生草本）、営巣植物以外の 3 タイ
プに分類した。営巣植物は Kuroe et al. (2007)および澤邊ほか（2005）に従った。
さらに、共通モデルの構築と地域モデルの互換性の検証をするうえで、対象とする二地域の
景観構造が異なることを確認するため、2 つの地域ごとにバッファ内すべての土地被覆の合
計面積を算出しχ2 検定を行った。
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表 3-1

モデル解析に用いる説明変数．
説明変数 X

景観要素

生息地内の要素

2‐3．

備考

X1

草地

X2

水田

X3

畑

X4

森林

X5

パッチ面積(㎡)

調査した草地の面積

X6

優占種タイプ

3 タイプ：多年生営巣植物、一年生営巣植物、非営巣植物

半径 500m バッファ内の合計面積

二地域共通の分布モデルの構築

2 つの地域を予測する共通モデルと、滋賀モデル・大阪モデルの 2 つの地域モデルの計 3
つの分布モデルを構築した。モデル構築は一般化線形モデル（GLM）を用い、調査地点の巣
の有無を目的変数とした。GLM は在不在データを目的変数として用いる種の分布モデルに
一般的に用いられる手法である(Guisan et al. 2000; Semenov et al. 2013)。共通モデルは、
滋賀 104 地点と大阪 47 地点の計 151 地点のうち、半数ずつの計 76 地点のデータセット A
をモデル構築に用い、残りの 75 地点のデータセット B をモデルの精度評価（AUC）に用い
た。共通モデルについては、滋賀と大阪の本種の出現頻度を比較するため、地域の差をラン
ダム変数として考慮できる一般化線形混合モデル（GLMM）も用いた。バッファサイズは、
半径 500m と 100m のモデルで AIC を比較し、小さい方のバッファサイズを採用した。モデ
ル選択は AIC を用い、すべての変数の総当たりにより、ベストモデルと同等とみなせる最小
AIC との差（ΔAIC）が 2 未満のものについて検討した(Burnham and Anderson 2002)。説
明変数同士の相関は低く、すべての変数をモデル解析に使用した。解析は R 2.15.2 (R
Development Core Team 2012)の MuMIn: multi-model inference パッケージ(R package
2013 Kamil Bartoń)を用いた。
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モデルの精度は、AUC (Area of under ROC curve)を用いて検証した。AUC は、モデル精
度の指標として一般的(Manel et al. 2001; Fluss et al. 2005)で、横軸に 1－特異度（偽陽性率）、
縦軸に感度（真陽性率）をプロットした ROC 曲線の下部の面積を示している。感度と特異度
については表 3-2 のとおりである。AUC は、0.5～1 の値をとり、1 では完全な判別モデル
を示し、0.5 は判別能力のないモデルを示す(J.Duque-Lazo et al. 2016)。通常は AUC が 0.7
より大きい値を示すモデルは比較的良い予測であると判断される(Hodd et al. 2014; Randin
et al. 2006)。共通モデルの精度を検証するため、2 地域合計データのうちモデル構築に用い
ていないデータセット B と、滋賀データセット、大阪データセットに当てはめて AUC を求
めた。また地域モデルの互換性を検証するため、大阪モデルには滋賀データセット、滋賀モ
デルには大阪データセットを当てはめた検証（外挿評価）も行った（図 3-2）。AUC は SPSS
(SPSS Statistics version 22, IBM, Tokyo)を用いて解析した。

表 3-2 感度と特異度．
調査による実際のデータ

巣無し
モデルによる
予測結果

（陰性）
巣有り
（陽性）

巣無し

巣有り

特異度（specificity)

1－感度

（真陰性率）

（偽陰性率）

1－特異度

感度(sensitivity)

（偽陽性率）

（真陽性率）
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図 3-2

3．

共通モデルの汎用性と地域モデル互換性評価の模式図．

結果

3‐1．

二地域の景観構造の違い

初めに共通モデルの汎用性と地域モデルの互換性を検証するうえで、対象とする二地域の
景観構造の違いを土地被覆の割合から比較した。その結果滋賀と大阪で、土地被覆タイプの
割合は有意な差があった（χ2 検定 p<0.001）。草地は、滋賀では 9.1％を占めていたのに対
し、大阪では 4.7％と低かった（図 3-3）。大阪では、市街地や開発地、開放水面を含む「そ
の他」が 68.6％と多くを占め、森林は 10.7％、水田は 11.6％であった。一方、滋賀では森
林は 26.6％、水田は 31.3％で、
「その他」は 31.5％であった。畑はともに少なかったが、特
に滋賀では 1.7%と低かった。
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100%
31.5
68.6
50%

森林

26.5

畑

1.7

水田

9.1

10.7
4.5
11.6
4.7

滋賀

大阪

31.3

0%

図 3-3 2 地域の土地被覆の割合．

その他

草地

その他は開放水面および開発地を含む

3‐2．モデル構築に用いる在不在データと説明変数
滋賀の営巣調査では、104 地点のうち 68 地点で巣が見つかった（表 3-3, 図 3-4）。大阪
のデータは第 2 章のデータを用いた。共通モデルの構築に用いた計 76 地点のデータセット
A は、巣有りが 41 地点、巣無しが 35 地点と、滋賀と大阪の合計の比率と同じであった。
優占植物により分類した説明変数 X6 の優占種タイプは、多年生営巣植物優占タイプが滋
賀は、滋賀では 70 地点、大阪では 18 地点であった。同様に一年生営巣植物優占タイプが、
滋賀では 12 地点、大阪では 9 地点、その他の非営巣植物優占タイプが、滋賀で 22 地点、大
阪で 20 地点であった。滋賀では、多年生営巣植物優占タイプの草地 70 地点のうち 51 地点
で巣が見つかった。しかし一年生草本優占の草地では、両地域であまり巣が見つからなかっ
た。
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表 3-3 モデル解析に用いた巣の在不在データ．

巣の有無
有り

共通モデル用

滋賀

大阪

68

14

41

1巣

19

2 巣以上

49

データセット A

無し

36

33

35

合計

104

47

76
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図 3-4 調査結果（巣の有無）．

●巣有り、▲巣無し
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3‐3．二地域共通の分布を説明する要因と共通モデルの精度
初めに、共通モデルについて滋賀と大阪の地域の違いをランダム効果として GLMM 解析
を行ったところ、GLM によるベストモデル(89.3)と GLMM のベストモデル(96.1)となり、
GLM によるモデルの方が小さくなったため、本種の生息確率に地域の違いを考慮する必要
はないと判断し、GLM によるモデルを用いた。また、バッファサイズについて、3 つのモデ
ルすべてで最小 AIC の値は、半径 500ｍの変数を用いたモデルの方（共通 89.3、滋賀 127.1、
大阪 38.6）が半径 100m のモデル（共通 98.7、滋賀 128.7、大阪 50.3）よりも小さかったた
め、本章でも景観スケールは半径 500m を採用した。
GLM により構築した共通モデル、滋賀モデル、大阪モデルそれぞれについて、AIC の低
い順に ΔAIC 2 未満のモデルを表 3-4 に示した。共通モデルのベストモデルでは、周囲の景
観要素として、水田(0.036)、森林(0.038)が選択され、生息地内の要素として、優占植物種（多
年生 1.259、一年生-0.389）が選択された。一年生草本優占タイプのみ、本種の生息に負の
影響を示した。これら 4 つの説明変数は、以下すべての共通モデルに含まれていた。また、
2 番目の共通モデル 2 ではパッチサイズが正の影響を示した。しかし、係数は小さく他の変
数より影響は弱かった。3 番目の共通モデル 3 で選択された草地は、以下のモデルで符号に
一貫性が見られなかった。
次に滋賀モデルのベストモデルでは、共通モデル田選択された変数水田(0.029)、森林
(0.026)、優占植物種（多年生 1.056、一年生-0.959）に加え、パッチサイズ(8.38E-04)が選
択された。一年生草本優占タイプが共通モデルと同様に負の影響を示した。パッチサイズと
優占植物種の 2 変数が以下すべての滋賀モデルに含まれていた。2 番目の滋賀モデル 2 以下
では、畑が選択され負の影響を示した。また 5 番目の滋賀モデル 5 以下では、草地が正の影
響で選択された。
最後に大阪モデルのベストモデルでは、周囲の景観要素として、草地(0.585)と水田(0.086)
が選択された。この 2 変数は 2 番目以降のすべての大阪モデルでも選択された。大阪モデル
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2 と 3 で選択された、パッチサイズと畑の 2 変数は以下のモデルで符号に一貫性が見られな
かった。大阪モデル 4 では、森林の面積が正の影響で選択された。
3 つすべてのベストモデルにおいて水田が選択された。以上より、2 つの地域に共通する
説明変数は、バッファ内の水田面積率が最も強く影響し、次に森林面積率、優占植物種タイ
プであることが分かった。
また、草地面積率も共通して影響を及ぼしている可能性があった。
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-2.678

-2.298

-2.303
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-0.886

-0.536

-2.456

-2.174

-6.276

-6.050
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-6.254

2

3

滋賀モデル 1

2

3

4

5

6

大阪モデル 1

2

3

4
0.569

0.586

0.667

0.585

0.023

0.020

* -0.016

草地

0.088

0.087

0.085

0.086

0.022

0.028

0.023

0.029

0.037

0.039

0.036

水田

* -0.139

-0.066

-0.098

-0.086

-0.066

畑

0.003

0.020

0.025

0.012

0.021

0.026

0.039

0.040

0.038

森林

Null model の AIC:共通モデル 106.9、滋賀モデル 136.2、大阪モデル 59.3

* : 他のモデルで不安定な符号を示した変数

(r ): パラメーター数

(a):定数項

-2.369

共通モデル 1

(a)

* -1.20E-04

9.17E-04

8.36E-04

8.72E-04

8.64E-04

9.15E-04

8.38E-04

0.000

タイプ

面積

1.230

1.067

1.151

1.127

1.214

1.056

1.279

1.284

1.259

多年生

パッチ

表 3-4 共通モデル、滋賀モデル、大阪モデルのベストモデルと ΔAIC が 2 未満のモデル．

-0.810

-0.928

-0.610

-0.510

-0.844

-0.959

-0.406

-0.630

-0.389

タイプ

一年生

4

4

4

3

8

7

5

6

7

6

6

6

5

(r )

40.6

40.6

39.2

38.6

129

128.9

128.2

127.8

127.2

127.1

91.3

90.2

89.3

AIC

2.00

1.96

0.64

0

1.9

1.84

1.14

0.73

0.1

0

1.93

0.87

0

ΔAIC

モデルの予測精度を示す AUC を表 3-5 に示した。符号が不安定な変数を含むモデルは除
いた。共通モデルは、2 地域を合わせたデータセット B と滋賀データ、大阪データを当ては
めた AUC を示した。共通モデルでは、データセット B を当てはめた結果、AUC は 0.735、
0.745 と、両モデルで 0.7 以上を示した。よって、本章で構築した共通モデルが有効である
ことが示された。また、滋賀データセットと大阪データセットを当てはめた AUC それぞれ
も 0.7 以上を示した。大阪のみのデータセットに当てはめた場合に最も高くなった。いずれ
にしても共通モデルは滋賀と大阪両地域で良い精度を示した。
一方、
滋賀モデルと大阪モデルの互換性を見るために、滋賀モデルと大阪モデルについて、
他地域データとして互いのデータを入れ替えて当てはめた AUC を示した。滋賀モデル、大
阪モデルともに、地域内の AUC は 0.7 以上を示した。しかし、滋賀モデルでは、大阪デー
タを当てはめた他地域の AUC は多くが 0.7 以上を示したが、滋賀モデル 3,4 では 0.7 を下回
った。この 2 つのモデルは、他のモデルすべてに含まれる水田の変数を使っていないモデル
であった。また大阪モデルでは、滋賀データを当てはめた他地域の AUC は 0.576 と低くな
った。滋賀モデルと大阪モデルの AUC はばらつきがあった。

34

表 3-5

共通モデル、滋賀モデル、大阪モデルの AUC．
共通モデル
データセット B

滋賀
データセット

大阪
データセット

共通モデル 1

.735 ＊

.700 ＊

.820 ＊

2

.745 ＊

.725 ＊

.807 ＊

3

.726 ＊

.816 ＊

.701 ＊

滋賀モデル 1

.746 ＊

.740 ＊

2

.750 ＊

.719 ＊

3

.723 ＊

.623

4

.704 ＊

.580

5

.744 ＊

.753 ＊

6

.747 ＊

.723 ＊

大阪モデル 1

.576

.896 ＊

4

.576

.900 ＊

*: AUC >0.7
共通モデル 3、大阪モデル 2・3 は符号が不安定な変数を含んだため省いた

4．

考察

二地域共通の分布モデルと分布を説明する要因
本研究で構築した共通モデルが有効であることが示されたことにより、滋賀県と大阪府に
おける広域スケールでカヤネズミの潜在的な生息適地の予測が可能となった。本研究の結果
において、水田はすべてのベストモデルに含まれていたことから、本種の生息適地を予測す
る際、景観構造の異なる滋賀と大阪の 2 つの地域に共通して最も強く影響を及ぼす要因は、
半径 500m バッファ内の水田の面積率であることが示唆された。その次に、森林面積率と優
占植物種タイプであることが示された。水田と森林、多年生営巣植物優占タイプの 3 変数は
正に強く影響していた、特に多年生営巣植物の優占タイプは、1.259 と大きかった。一年生
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営巣植物の優占タイプは、負の影響を示したことから、本種の生息には一年生の営巣植物が
優占している環境は適していないことが示された。
水田では、中干し時期や稲刈り前に、本種が一時的にイネを使って営巣することがある（畠
2016; 澤邊未発表）。また、水田そのものや周囲の畦畔などを含めた環境が、本種の移動経路
として機能することも十分考えられる。国内の水田の畦畔面積は約 14 万 ha で、国内の草
地面積として比較的多くを占めており（松村ほか 2014）、生物の生息場所として重要である
（丑丸 2012）。水田管理と共に成立する半自然草地が、本種の生息確率を上げている一因と
言える。森林には、林縁や伐採後に草地が創出され、そのような環境では生息が可能である。
森林の影響とは、森林に付随する二次的草地の存在であると考えられる。しかし、大阪モデ
ルにおいては、森林はあまり影響していない。これは、大阪の調査地では森林の面積が少な
いためとも考えられる。いずれにせよ、水田の次に影響する要因であると示唆される。Kuroe
et al. (2011)は、本種の移動における土地利用ごとの抵抗性を明らかにしており、水田は抵抗
性が低いが、畑や森林、水路、道路、住宅地等は抵抗性が高く生息地間の交流に負の影響を
及ぼすとしている。また、林縁部(Juškaitis and Remeisis 2012)や樹林接線長（黒田・勝野
2006）などが本種の生息に正の影響を及ぼすという報告もある。今後、水田内や森林内また
は周縁部の営巣利用についても検証される必要がある。
生息地内の環境条件として共通して選択されたのは、優占植物種タイプであった。優占植
物種タイプは、一年生の営巣植物が優占する草地は負の影響を示した。本種は、初春から初
夏にかけていち早く生長する一年生のイネ科植物も営巣に利用する（澤邊ほか 2005）。しか
し、繁殖期のピークとなる秋ごろには、多くの一年生草本が結実して葉は乾燥する傾向にあ
り、一年生の営巣植物だけが優占する草地では、繁殖期の営巣に必要な草本が十分に維持さ
れないためであると考えられる。また、半自然草地の優占種は、草地の刈取り頻度に影響を
受けることが考えられるため、草地の管理手法が関係している可能性もある。特に一年生草
本が優占する草地は、刈取りなどの攪乱が頻繁に起こる可能性が考えられ、攪乱の頻度も負
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の影響をの要因となっている可能性がある。一方で、一年生草本は本種のエサ資源として重
要である。つまり、多年生草本と一年生草本の営巣植物が混在する草地は、営巣可能期間を
長くし、さらにエサ資源も確保できると考えられる。これら一年生草本の季節的変化や草刈
りによる管理手法の影響については、第 4 章第 1 節の 2‐1．営巣と植生の季節的変化および
2‐3．刈り取りと巣の有無の関係で扱うこととする。
一部の共通モデルや地域モデルにのみ選択された変数がいくつかあり、それらは共通する
要因ではないが個別に影響すると考えられる。まず、滋賀モデルにのみ選択された畑は負の
影響を示し、Kuroe et al. (2011)や畠ほか（2005）の報告と同様であった。特に滋賀県では、
全体の土地利用で畑の占める割合は少ないにもかかわらず、モデルに選択されていることか
ら、その傾向が強いと考えられる。滋賀県の青果物生産事情調査（滋賀県 2014）のよると、
調査対象エリアの滋賀県南部における青果物別の作付面積の割合では、葉物野菜が 71%を占
め、その中でも特に水菜、小松菜、ホウレンソウの 3 種で全体の約半分を占めていた。また、
葉物野菜については施設栽培の割合が 29%と高い。さらに、滋賀県南部では花卉栽培も盛ん
であり、そのような施設栽培に用いられるビニールハウスなどが存在する畑では本種の生息
地や移動経路になることは少ない。また露地栽培であっても、畑では本種が営巣に利用でき
る草本が存在しないことと、多くの場合、除草などの手入れにより本種が隠れられる環境も
少ない。そのため、畑の環境を本種が生息や移動経路に選択しないことが示唆される。また、
イギリスではトウモロコシを除くほとんどの穀類畑に生息することが知られている(Harris
1979)。滋賀県では、減反政策の一つとして水田で定期的に麦を生産している。ムギに営巣
する記録は国内でも確認している（澤邊未発表）。しかし、麦を生産する場所は水田であるた
め、今回の畑には含まれていない。一方、畑では穀類の生産はほとんどないため、滋賀県の
畑を本種が利用することがない結果も影響していると考えられる。
次に、パッチ面積は、共通モデルの一部と滋賀モデルのすべてに選択された。またバッフ
ァ内の草地の面積率は、滋賀モデルの一部と大阪モデルのすべてに選択された。この 2 変数
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はともに草地そのものにかかわる変数であるが、地域により選択が異なった。
パッチ面積は、
本種が生息する際の個体群サイズにも直接的に影響することが考えられる。行動圏 400 ㎡よ
りも小さな生息地は、長期的な生息地としては機能しにくいだろう。その場合、周辺の草地
へ頻繁に移動したり、草地の攪乱、季節の植生変化に応じて行き来したりすることも考えら
れる。そういった意味では、周辺の草地の存在も十分に影響していると考えられる。この二
つの要因については、滋賀と大阪の地域間で影響する度合いが異なり、共通モデルには表れ
ていないことが示唆された。
また、本章では二地域共通モデルのより広域な予測において、第 2 章で定義した半径 500m
バッファの景観スケールの検証を行い、半径 100m バッファとの比較から、半径 500m スケ
ールが適していることを改めて示した。オオタカやクマタカなどの猛禽類では、異なる地域
を対象とした生息地評価で、対象地域やスケールの違いで異なる傾向示すことを明らかにな
っている（上野・栗原 2015; 葉山 2015）。飛翔性の高い大型猛禽類と本種を同等に比較する
ことは難しいが、本種においてはより広域スケールを対象とする場合でも半径 500m で予測
が可能であることを示したと言える。

二地域個別の地域モデルの互換性
2 つの地域でそれぞれ構築した地域モデルの互換性を検証するには、以下の条件を満たす
ことが必要だとされる(Randin et al. 2006)。すなわち、
（1）両地域間で、地域内のモデル適
合性評価がほぼ等しいこと、
（2）地域内のモデル適合性が、少なくとも他地域でモデルに適
応した場合と同程度以上であること、他地域モデルと地域内モデルによる分布予測が一致す
ることである。これらの点について本研究では、
（1）地域内の評価は当てはまっていたが、
（2）滋賀モデルと大阪モデルの互いの外挿評価では条件を満たさなかった。特に、大阪モ
デルの滋賀データに当てはめた AUC（外挿）は両モデルで 0.576 と低く、大きな違いが認
められた。大阪モデルのみで、このような顕著な違いを示す場合、その地域の特殊性が表れ
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ている可能性があり(Randin et al. 2006)、地域モデルの互換性は低い結果となった。共通モ
デルによる評価精度は高かったため、大阪と滋賀の範囲内で二地域の共通する生息適地を同
時に予測することは可能となった。一方で共通モデルでは両地域で共通する要因を選択して
いるため総合的な評価となり、前述のように大阪地域の特殊性のような地域ごとの特徴は必
ずしも現れていない可能性がある。共通モデルの精度を見ても、滋賀データのみを当てはめ
た時よりも、大阪データのみを当てはめた時の方が AUC は高い値を示した（表 3-5）。これ
も大阪データの特殊性が影響している可能性が考えられる。この特殊性の要因は、前述の草
地そのものにかかわるパッチ面積と周囲の草地の面積率の 2 つの変数であることが示唆され
る。滋賀と大阪のような異なる草地の空間配置が、本種の生息地選択を変化させている可能
性がある。この滋賀と大阪の草地の空間配置による分布特性の違いについては、第 3 章第 2
節 二地域の草地選択の特異性で扱うこととする。
以上より、今回構築した共通モデルは両地域を広範囲に予測するためには十分な精度を示
し有効であった。しかし、より地域に特化した詳細な予測が必要な場合にはそれぞれの地域
モデルを用いた予測が必要だろう。特に大阪のように都市化が進み、草地の残存量が少なく
草地の分断が著しいと考えられる地域では、潜在的な生息適地を予測できたとしても、分断
による影響の末、すでに個体群が存在しなくなっている場合、周辺からの新たな移入が難し
いため生息地とはなりえない。そのため、地域に即したモデル予測が必要とされる。

39

第2節

二地域の草地選択の特異性

1．序論
本章第 1 節では、共通モデルによって、大阪と滋賀の両地域を含む広域スケールでのカヤ
ネズミの分布モデルが構築され、生物の保全に必要な、より広範囲の生息地を予測するため
の空間的汎用性が示された。しかし、それぞれの地域モデルの互換性は示されず、二地域に
は草地の空間配置による生息地選択の変化があることが示唆された。そこで第 2 節では、地
域による分布特性の違いを条件的に把握することを目的とする。
第 1 節の一般化線形モデルの結果から、草地に関係する要素（草地のパッチサイズと周囲
の草地の合計面積率）が、滋賀と大阪の地域によって異なる選択を示した。この草地に関わ
る 2 つの変数が地域モデルの変数選択で異なる結果を示したことから、両地域で草地に関わ
る要因によりカヤネズミの生息地選択が異なることが予測された。そこで、草地の空間配置
としてこの 2 変数、周囲 500m 圏内の草地面積率と草地のパッチサイズに着目し、本種の分
布特性の違いを決定付ける草地の選択性を評価する。景観構造は、景観要素の組成とその空
間配置によって示される(Guerry and Hunter Jr. 2002)ものであり、パッチの数とサイズは、
種の分布に影響する(Dickman 1987)と言われている。そこで本節では、パッチの数とサイズ
を草地のパッチサイズと 500ｍ圏内に分布する草地のパッチ数としてとらえる。以上より、
草地に関わる変数をサイズと数の両面からとらえ、草地の空間配置を評価する。また、ここ
では一般化線形モデルでは表すことができない階層的な条件を判別することが可能な樹木モ
デルを用いて解析することにより、草地選択の条件となる基準値を明らかにする。
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2．

方法

両地域の特異性については、ロジスティック回帰モデルとは異なる非線形判別分析のひと
つである決定木(Classification and Regression Tree; 樹木モデルの一つ)を用いた。一般化線
形モデルは、生息の有無を複数の要因の強さで加算的に予測することができるのに対して、
決定木は、判別や予測を階層的に分類し、ある閾値で条件を設定することができる手法で、
応用が急速に発展している（金 2007)。両者の特性を活かし回帰分析と決定木を併用するこ
とが勧められている（内田 2013）。
決定木のイメージは、分類の条件となる分岐点（ノード）を枝分かれとし、枝の先に最終
的に分類された群を葉として樹木を生長させ、ある基準に基づいて枝の剪定を行い当てはめ
のいい樹木を構築するものである。本章では決定木により得られたデータを階層的に判別し、
草地選択の基準値を示すために用いた。決定木の剪定には、x error の最小値を中心とした
その標準偏差 1 倍（Min+1SE の値）の範囲内での最大の x error 値を用いて cp（複雑度
complex parameter）を決定する Min+1SE 法を用いた（金 2007）。
決定木に用いる説明変数として、空間配置を説明するパッチのサイズと数を、生息草地の
パッチサイズ（㎡）、半径 500m バッファ内の草地の合計面積率（%）、バッファ内に存在す
る草地のパッチ数（個）、バッファ内に存在する草地パッチの平均面積（㎡）の 4 つを設定
し定量化した（表 3-6）
。景観スケールは第 2 章で定義した半径 500ｍバッファとした。目的
変数には、第 2 章、3 章で調査を行った滋賀 104 地点と大阪 47 地点の計 151 地点の在不在
データを用いた。決定木の結果から、それぞれの分類条件で判別された地点の数（合計およ
び巣の有無）と、その条件に判別された地点数の全体に対する割合（％）
、判別された地点の
うち実際に巣があった割合を求めた。また、それぞれの分類条件に判別された地点の実際の
巣の有無を滋賀と大阪に分けて集計した。
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表 3-6 決定木に用いる説明変数．
説明変数

備考

単位

X1

生息草地のパッチ面積

(パッチサイズ)

㎡

X2

半径 500m バッファ内に占める草地の合計面積率

(周囲の草地率)

％

X3

半径 500m バッファ内に存在する草地パッチの数

(周囲パッチ数)

個

X4

半径 500m バッファ内に存在する草地パッチの平均面積

(周囲パッチ平均)

㎡

3．

結果

3‐1．

二地域の草地の量

二地域の草地の空間配置を把握するため、草地の量と巣の有無の関係について比較する。
まず、一般化線形モデルで異なる選択を示した、パッチサイズと周囲の草地の合計面積率（以
後、草地率とする）を滋賀と大阪それぞれの巣の有無の地点数を示した（図 3-5 a）
。大阪は
周囲の草地の割合が滋賀に比べて低い地点が多く、周囲の草地率が 15%以上の地点で巣の出
現率が高くなった。大阪では周辺の草地率と巣の有無の間に有意な差があった
(Mann-Whitney の U 検定 p<0.001)。大阪ではパッチサイズの大きさによる巣の出現には傾

向はあまりみられなかったが、400 ㎡未満と 800~1600 ㎡の間で巣の出現率が低かった。一
方、滋賀は周囲の草地率は全体的に高く、周囲の草地率が 10%以上の地点で巣の出現率が高
かった。またパッチサイズを見ると、大阪と同様に 400 ㎡未満の草地でも巣は半数弱の地点
で出現したが、400 ㎡以上の地点では巣の出現率が高くなる傾向があり、3200 ㎡以上の地点
すべてで巣が出現した。滋賀ではパッチサイズと巣の有無に有意差の傾向が見られた
(Mann-Whitney の U 検定 p=0.036)。

さらに、優占植物の種類（多年生営巣植物、一年生営巣植物、その他）に分類した地点数
を示した（図 3-5 b）。優占植物のタイプ別に見ると、滋賀ではパッチの広さに関わらず多年
生営巣植物優占の草地が多く分布していたが、大阪では広いパッチでは多年生営巣植物優占
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の草地が少なく、
一年生営巣植物優占とその他植物優占の草地が増える傾向があった。また、
パッチサイズが小さな地点で巣があるのは、ほとんどが多年生優占であった。

図 3-5 a : パッチサイズと草地率における滋賀と大阪の巣の有無．

左列が滋賀、右列

が大阪、上列がパッチサイズ（a,b）、下列が 500m バッファ内の草地の面積率（草地率）
（c,d）を示す
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図 3-5 b

優占植物別の地点割合．

多年生;多年生営巣植物、一年生;一年生営巣植物、

その他;その他

次に、周囲に存在するパッチ数と周囲の草地率を散布図に示し滋賀と大阪で比較した（図
3-6 a,b）。赤印が巣が見つかった地点を示す。まず、周囲の草地率とパッチ数の関係を見る
と（図 3-6 a）、滋賀では周囲の草地率は 2~26%まで均一に分布していたが、大阪では 12.8%
以下にとどまり周囲の草地が少なかった。またパッチ数は滋賀では 10~80 個の間であるのに
対し、大阪では 20~90 個と多い傾向があった。滋賀、大阪ともに周囲の草地率が 10-15%く
らいまではパッチ数が増加する傾向が見られた。しかし滋賀では、草地率が 10%を超えるあ
たりからパッチ数が増加しない地点も多く見られ、15%を超えるとパッチ数は逆に減少した。
そのような地点では巣の出現が多く、パッチ数が 60 個を超えるあたりから巣の出現が減少
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した。大阪ではパッチ数が 40 以上、草地率が 5%以上の範囲で巣の出現が多かった。周囲の
草地率とパッチサイズの関係を見ると（図 3-6 b） 、滋賀ではパッチサイズが 2400 ㎡を超
えるとすべての地点で巣が出現した。また、滋賀では周囲の草地率が小さくパッチサイズが
大きい地点は少なかった。大阪では周囲の草地率が低い地点では、パッチサイズに関係なく
巣の出現が少なかった。大阪では巣が有った最大面積は 2150 ㎡であり、それ以上の面積の
地点では巣が見つからなかった。
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図 3-6 a 周囲の草地率と周囲パッチ数．
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上：大阪、下：滋賀
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図 3-6 b 周囲の草地率とパッチサイズ．
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上：大阪、下：滋賀
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3‐2．

決定木による本種の草地選択の基準

cp プロット（図 3-7）から、Min+1SE の範囲内で x error 値の最大値 0.012 を cp 値とし、
枝分かれの葉の数は 6 となった。決定木の結果を図 3-8 に示す。各枝分かれの部分に、分類
条件に判別された地点数 n（合計および巣の有無）と、
（ ）内にその条件に判別された地点
数(n)の全体 151 地点に対する割合 Np(％)および、n 地点のうち実際に巣があった地点の割
合 Tp を示した。枝分かれの右側が生息に適している条件、左側が適していない条件を示し
ている。また、それぞれの条件に分類された地点の実際の巣の有無を滋賀・大阪に分けて棒
グラフに示した。
図 3-8 より、最も本種の生息に適している条件として、条件①周囲の草地率が 6.1%（47807
㎡）以上、パッチサイズが 430 ㎡以上であった。ここには 71 地点（全体の 47％）が判別さ
れ、巣があった地点の割合は 0.77 であった。逆に最も生息に適していない条件として、条件
⑥周囲の草地率 3.7％未満が示された。21 地点（14%）が分類され、巣があった地点の割合
はわずか 0.1 と、高い割合で巣が無い地点が分類された。その他、適しているとされた条件
②は、周囲の草地率が 6.1%（47807 ㎡）以上、パッチサイズが 371 ㎡未満であることを示
した。ここには 19 地点（13％）が分類され、巣があった地点の割合は 0.63 であった。また
条件③では、周囲の草地率が 3.7％以上 6.1％未満の場合、その周囲のパッチ平均面積が 720
㎡未満という条件であり、8 地点（5％）のみで、巣があった地点の割合は 0.62 であった。
さらに適していないとされた条件④および条件⑤は、8 地点（5%）
、巣有り地点 0.12、24 地
点（16%）巣有り地点 0.29 であった。条件②③に分類された地点のうち実際に巣があった割
合は約 0.6 と低かった。また、条件③④は分類された地点数が 8 地点と少なかった。
次に分類された地点の割合を滋賀と大阪で見ると、生息に適した条件①には滋賀の地点が
多く分類され、逆に生息に適さない条件⑥では、大阪の地点が多く分類された。また、条件
②では滋賀 18 地点、大阪 1 地点が分類され、滋賀で巣が無い地点の割合が増えた。このう
ち、滋賀で巣が有った 11 地点中 10 地点と大阪の 1 地点は、水田や森林が隣接する環境であ
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り、滋賀で巣が見つからなかった 7 地点中 3 地点は道路などが隣接していた。また条件④で
は、滋賀で 5 地点、大阪で 3 地点が分類され、そのうち巣が有った滋賀の 4 地点中 2 地点と
大阪の 3 地点は道路や宅地などに隣接した環境であった。条件⑤では滋賀 14 地点、大阪 1
地点が分類されそのうち、巣が有った滋賀の 7 地点すべてで水田や森林が隣接する環境であ
った。条件④と条件⑤では、滋賀の地点が若干多く分類された。この 2 つの条件では、滋賀
ではパッチサイズより周囲のパッチ平均面積の方が大きい地点が多く、その多くで巣が出現
しなかった。逆に、大阪ではパッチサイズの方が大きかったがすべての地点で巣が出現しな
かった（図 3-9 a,b）。
決定木の結果より、本種の草地選択の基準で最も重要な条件は、周囲の草地合計面積率が
6.1%以上かつパッチサイズが 430 ㎡以上であることが示された。また、適さない条件として、
周囲の草地合計面積率が 3.7%未満であることが示された。滋賀には適した条件の地点が多く、
大阪には適さない条件の地点が多いことが示された。

図 3-7

cp のプロット．
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図 3-8 分類木の結果と実際の巣の有無の地点数． （cp=0.012）
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図 3-9 a パッチサイズと周囲のパッチ平均面積（条件⑤）．
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図 3-9 b パッチサイズと周囲のパッチ平均面積（条件④）．
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考察

草地の空間配置による本種の分布特性の違い
第 3 章第 1 節の二地域の分布を説明する要因の共通性において、一般化線形モデルの結果
から、周辺の草地の合計面積率は、大阪モデルではすべてのモデルに含まれたのに対し、滋
賀モデルおよび共通モデルでは一部にしか選択されなかった。また、パッチサイズは滋賀モ
デルではすべてのモデルに含まれたのに対し、大阪モデルおよび共通モデルでは一部のみで
あった。これら 2 つの草地に関わる変数の相違は、第 2 章で課題となった地域の景観構造の
違いによる影響である可能性が考えられた。また、共通モデルの GLM と GLMM の比較か
ら滋賀と大阪の地域間に本種の出現率に差はないと示されたため、滋賀と大阪の地域モデル
の違いは、2 地域の景観構造の違いによる環境要因であることが言える。
以上のことから、本章では、草地に関わる要因に着目し、草地選択に影響する草地の空間配
置の条件を明らかにした。その結果、本種の草地の選択基準に最も重要な条件は、周囲の草
地率が 6.1%以上かつパッチサイズが 430 ㎡以上であることが示された。
また、生息に適さない条件としては、周囲の草地率が 3.7%未満であることが示された。周
囲の草地率は、周辺との個体群交流が個体群維持には必要であるからだと考えられる。生息
に適した条件には全体的に草地の残存量が多い滋賀県の地点が多く、適さない条件には草地
の残存量が少ない大阪の地点が多く分類された。つまり、半径 500ｍ圏内の草地の残存量の
違いが、第 1 の条件として本種の生息地の草地選択に影響を及ぼしていることが明らかとな
った。パッチサイズの条件として示された 430 ㎡は、本種の行動圏 400 ㎡に近い値であり、
継続的な生息地として必要な面積を示していると考えられる。しかし、Dickinson (1975) と
Johnson (1977)がイギリスで道路脇の狭い草地に本種の生息を確認しているように、本研究
でも最小面積は 203 ㎡であった。つまり、本種は小さな面積でも生息は可能で、草地選択に
おいてパッチサイズはより良い生息地としての第 2 の条件であることが考えられる。
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適不適の境界となる条件①と⑥は、本種の生息地としての草地選択において必要条件となっ
ていると考えられる。この 2 つの条件を図 3-6 b’ に示した。大阪では、比較的条件を満たす
部分に巣が分布している。一方、滋賀では条件を満たさない部分にも巣が分布している。
条件②③に多く分類された草地を見ると、水田や森林が隣接する草地であった。つまりパッ
チサイズや周囲のパッチ平均面積の直接的な影響ではなく、水田や森林が隣接することが影
響している可能性がある。また、条件④と条件⑤に分類された地点について、パッチサイズ
と周囲のパッチ平均面積を比較すると（図 3-9 a,b）、ほとんどの地点でパッチサイズより周
囲のパッチ平均面積の方が大きく、周囲のより大きな草地を選択していることが示唆される。
その場合、連続性が保たれていることが重要であると考えられる。しかし大阪では条件⑤に
分類された 10 地点は、周囲のパッチ平均面積の方が小さいにもかかわらず巣が無かった。
これらの地点は 4 地点が宅地や道路に隣接した草地であり、大阪では連続性がすでに失われ
ている可能性が示唆された。つまり、隣接する環境に加え、パッチサイズと周囲のパッチ平
均面積との比較により草地選択が起こっている可能性が示唆された。
さらに図 3-6 a から、滋賀はパッチ数が少なく大きくまとまった草地も存在し、特にその
ような地点では巣が多かった。しかし、大阪は周囲の草地率が増えればパッチ数も増加し、
分断された草地のみであることが示された。
以上、本種の分布特性の違いは、草地の空間配置として周囲の草地の残存量と草地そのも
ののパッチサイズを基準に評価できることが示された。大阪は全体的に草地が不足しており
小さな草地ばかりであるのに対し、滋賀では比較的草地が多くさらにまとまった草地も存在
する。Dickman (1986)は、都市部に分布するカヤネズミにとっては、パッチ面積ではなく生
息に適したパッチの数と分散が可能かどうか、またコアとなる草地との近さ、パッチの適度
な攪乱が必要であるとしている。つまり、基本的に本種は、周囲の草地の割合を条件に草地
を選択しており、滋賀のように草地が多い地域ではパッチサイズのより大きな草地を選択す
る行動に変化することが示唆された。しかし、これは草地の連続性が維持されている場合で
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あり、将来、都市化が進むと草地がさらに減少し分断化が進むことが考えられる。Dickman
(1986)と Dickman and Doncaster (1987)はまた、都市化がパッチ植生の生長や構成種を変え
る場合、小型哺乳類に直接的に影響お及ぼすと指摘している。現状で、周囲の草地が不足ぎ
みの大阪では、今後個体群交流が難しくなり生息数が減少することが懸念される。

種分布モデルによる本種の生息地評価における今後の課題
潜在的な生息適地の予測と、現状で生息地となりうるかは、周囲の草地との連続性が大き
く関係している。これは、Kuroe et al. (2011)が示した、個体群維持には連続性が重要であ
るという研究結果にもつながる。草地の連続性とは、本種にとって分断する要素およびその
度合いを評価する必要がある。しかし、先行研究において本種の行動圏（約 400 ㎡）は示さ
れているが、連続性や独立性を評価するための分断の要素が定量的に立証されておらず、分
散能力も明らかになっていない。本種にとっての草地の連続性を評価するための研究はまだ
不十分であると言わざるを得ないため、本研究でも草地の連続性を示す変数をモデル構築に
用いていない。Kuroe et al. (2011)は、本種の移動の際の抵抗性が水田では低いと示してい
る。本研において共通モデルで選択された要因でも、周囲の水田面積率が示され、さらに水
田が隣接する草地は巣の出現が多いことも示されたことから、水田が本種の生息地および移
動経路として機能することは考えられる。今後、本種にとっての連続性の評価を定量化する
ことが課題である。
また景観スケールおよび広域スケールで、
小規模な半自然草地の生物多様性を保全するには、
草地の分布把握が重要となる。しかし、環境省の植生調査による草地の分類データと、現状
の植生を現地で確認したところ、一致しない場合が多かった。特に本研究で対象とした小規
模な半自然草地は植生遷移により変化が早く、5～10 年で草地でなくなる場合も多い。その
ため、森林や竹林、河川植生などに比べて現状にあったデータを入手しにくい課題がある。
しかしそのような半自然草地にこそ多様な生物が生息している（丑丸 2012）。本研究で用い
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た空中写真から目視で草地を抽出する手法は、現地での状況と大きな差はなかったため、有
効であると考えられる。
以上本章の結果より、本種の保全を考える際には、半径 500ｍ圏内に水田と森林が分布す
る景観構造であり、多年生の営巣植物が優占する草地を本種の生息に適した潜在生息地と判
断できることが明らかとなった。そして、その潜在生息地の中で、さらに周囲の草地合計面
積率が 6.1%以上か生息パッチサイズが 430 ㎡以上の条件を満たす草地は、本種の重要な生
息適地として優先的に保全すべきであり、
そのための草地の維持管理が必要であると言える。
また、実際に小規模な半自然草地の生物多様性を保全するには、個別の草地の利用形態も
把握する必要がある。草地の用途や持ち主や集落内での利用形態を考慮したうえで、さらに
優先的な保全地区を選定する必要がある。これは、景観スケールおよび広域スケールでは見
えないため生息地スケールで判断すべきものであり、第 4 章第 1 節 植生の季節的変化と営
巣、および管理手法と営巣の関係で扱うこととする。
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図 3-6 b’ 周囲の草地率とパッチサイズ．

上：大阪、下：滋賀．A ; 周囲の草地率＝

3.7％、A’ ; 周囲の草地率＝6.1％、B ; パッチサイズ＝430 ㎡、B’ ; パッチサイズ＝371
㎡．ピンク塗りは生息に適した条件、青塗りは適さない条件．
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第４章

生息地スケールからみた本種の営巣特性と維持管理手法お

よび保全策

第1節

カヤネズミの営巣に適した草地の条件

1．序論
前章までの景観スケール及び広域スケールの広域的な視点では、本種が生息する周辺環境
の条件について議論した。景観スケール及び広域スケールによる本種の生息適地要因の周辺
環境に加えて、本章では生息地スケールの視点から生息地内の環境条件に着目し、本種に適
した草地の維持管理手法を明らかにすることを目的とする。カヤネズミにとって適した草地
の質を維持することで、本種の生息地保全を行うことができる。そこでまず、第 1 節ではカ
ヤネズミの生息適した草地の条件を示す。カヤネズミが生息する草地は営巣植物となる植物
が必要である。本種の営巣植物には、湿性草地や乾性草地に一般的な多様な単子葉草本が記
録されている(Harris 1979)。基本的にはイネ科またはカヤツリグサ科の草本が主であり、イ
ギリスでは、カモガヤ Dactylis glomerata 、 クサヨシ Yhalaris arundinacea 、 ヨシ

Phragmites australis 、 カ モジ グ サ 類 Agropyron spp.、 チ モ シ ー Phleum pratense 、
Arrhenatherum elatius など(Dickman 1986;Harris 1979)、国内ではススキ、オギ、チガヤ、
ヨシ、マコモ、スゲ類などが多く報告されている(Hata 2011; 澤邊・夏原 2015)。本種は繁
殖のための営巣を主に 7 月～11 月頃まで行うため、その時期の植生が影響することが考えら
れる。特に優占植物の種類と生息の有無には関係があると考えられる。畠（2011 未公刊）は、
本種がオギを選択的に利用していることを示している。
しかし、
それ以外の植物種について、
優占植物と生息の関係や営巣植物としての選択性は明らかになっていない。本研究では、本
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種の営巣植物を 1 種でも含む草地を対象に調査を行った。記録した巣すべての営巣植物種と
草地内の優占種から、カヤネズミにとって適した草地を明らかにするため、優占植物と営巣
の有無の関係および、優占植物が巣材に利用されているかどうかの営巣植物の選択性につい
て明らかにする。

2．

方法

調査は、第 3 章で用いた大阪の調査地 47 地点（澤邊・夏原 2015）（図 4-1-1 a）、滋賀の
調査地 104 地点とその周辺の調査地 7 地点（図 4-1-1 b）の計 158 地点を対象とした。2014
年 9 月～11 月に草地でカヤネズミの巣の有無と優占種、標高を記録し、巣が有る地点では営
巣植物種を記録した。一つの巣に複数の植物が使われている場合は、最も多く使われている
ものを営巣植物として記録した。滋賀と大阪それぞれについて、営巣植物種ごとの地点数を
集計した。滋賀県では 1 地点で複数の巣を記録したため、最も多くの巣で使われていた植物
種をその地点の営巣植物として集計した。さらに優占種を多年生の営巣植物（ススキ、チガ
ヤ、オギ、ヨシ、マコモ、カヤツリグサ科、その他）
、一年生の営巣植物（エノコログサ、そ
の他）
、非営巣植物（セイタカアワダチソウ・クズ、その他）に分けて集計し、植物種ごとに
優占の有無と巣の有無を集計し、2×2 表によるフィッシャーの正確確率検定を行った。
また、優占植物種による営巣場所としての選択性をみるため、Ivlev の選択指数 E を次式
により求めた(Ivlev 1965)。

E= (ri-pi) / (ri+pi)

ここで、pi=Pi / P（全地点数(P)の中で、植物 i が優占する地点(Pi)の割合）、ri=Ri / R（巣
が有る地点(R)の中で、優占種が植物 i である地点(Ri)の割合）とした。植物 i は、多年生営
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巣植物、一年生営巣植物、非営巣植物の 3 分類の比較を行った。さらに、優占植物による巣
材利用の選択性を見るため、多年生営巣植物としてススキ、チガヤ、オギ、ヨシ、カヤツリ
グサ類の 5 つを用いて、多年生営巣植物が優占する地点のうち、それぞれの多年生営巣植物
を巣材に利用している選択指数も求めた。多年生営巣植物マコモは、地点数が少なかったた
め解析には用いなかった。
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図 4-1-1 a 大阪の調査地．

●巣有り、▲巣無し
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図 4-1-1 b 滋賀の調査地．

●巣有り、▲巣無し
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3．

結果

滋賀と大阪の調査で巣が見つかった計 85 地点において、営巣植物種ごとの地点数を示し
た（表 4-1-1）。滋賀の植生調査で記録された植物種は合計 135 種、大阪では合計 50 種であ
った。そのうち、営巣に使われた植物は、多年生草本では、チガヤ、ススキ、オギ、マコモ

Zizania latifolia、ヨシ、メリケンカルカヤ Andropogon virginicus のイネ科 6 種と、カヤ
ツリグサ科（カサスゲ Carex dispalata、カヤツリグサ Cyperus microiria）、その他（コブ
ナグサ Arthraxon hispidus ・ヌカキビ Panicum bisuleatum.・キシュウスズメノヒエ

Paspalum distichum・セイバンモロコシ Sorghum halepense）であった。また、一年生草
本では、エノコログサ類 Setaria viridis 、イヌビエ Echinochloa crus-galli 、メヒシバ

Digitaria ciliaris、その他イネ科草本が確認された。滋賀県では多年生植物では、チガヤ、
ススキ、オギ、マコモ、ヨシ、メリケンカルカヤ、カヤツリグサ科（カサスゲ、カヤツリグ
サ）
、その他（コブナグサ・ヌカキビ・キシュウスズメノヒエ）の 11 種であった。一年生植
物では、エノコログサ類、イヌビエ、不明 2 種の 4 種であった。大阪で営巣に利用された植
物は 6 種で、ススキが 7 巣と最も多く、チガヤが 2 巣、オギが 2 巣、ヨシ、セイバンモロコ
シ、メヒシバがそれぞれ 1 巣ずつであった。メヒシバのみが一年生草本で、その他 5 種はす
べて多年生草本でああった。滋賀と大阪を合わせた 85 地点のうち、77 地点で多年生の営巣
植物が使われていた。さらに、滋賀と大阪に分けて営巣植物の割合を円グラフに示した（図
4-1-2）。大阪ではススキが最も多く 50％を占め、次いでチガヤ 15％とオギ 14％が占めてい
た。滋賀ではチガヤ 44％が最も多くついでススキ 29％が占めた。一年生草本の合計割合は
滋賀の方が 10％と、大阪よりも高かった。
調査地点の標高は 2.2～257.8m であった（図 4-1-3）。巣の有無で標高に有意な差が見ら
れ（U 検定 p<0.01）、巣がある地点で有意に標高が高い傾向があった。
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表 4-1-1 営巣植物種ごとの営巣地点数．
巣材

滋賀

合計

13

64

77

多年生営巣植物合計

大阪

チガヤ

Imperata cylindrica var.koenigii

2

30

32

ススキ

Miscanthus sinensis

7

20

27

オギ

Miscanthus sacchariflorus

2

4

6

マコモ

Zizania latifolia

-

3

3

ヨシ

Phragmites communis

1

1

2

メリケンカルカヤ

Andropogon virginicus

-

1

1

カヤツリグサ科

Cyperaceae

-

2

2

その他多年生

1

3

4

一年生営巣植物合計

1

7

8

エノコログサ類

Setaria viridis

-

4

4

イヌビエ

Echinochloa crus-galli

-

1

1

メヒシバ

Digitaria ciliaris

1

-

1

-

2

2

14

71

85

その他一年生

合計

イヌビエ
カヤツリ

エノコロ

グサ科

グサ

メヒシバ
その他
一年生

その他

メリケン
その他

カルカヤ

多年生

多年生
ヨシ

メヒシ
バ

チガヤ

ヨシ
マコモ

チガヤ

オギ

オギ

ススキ

ススキ

滋賀

大阪

図 4-1-2 大阪と滋賀の営巣植物別地点数の割合．
植物、その他一年生:その他の一年生営巣植物
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その他多年生:その他の多年生営巣

地点数

10

■

巣有り

■

巣無し

5

0
0

50

100

150

200

250

標高(m)

図 4-1-3 調査地点の標高と巣の有無．

次に、調査地の優占種ごとに、巣の有無を集計した（表 4-1-2）
。優占種が、優占する地点
の巣の有無と、優占しない地点の巣の有無による 2×2 表のフィッシャーの正確確率検定の p
値を右列に示した。優占種ごとに巣の有無を見ると、ススキ(p<0.05)、チガヤ(p<0.10)、多
年生営巣植物(p<0.01)が優占する草地では有意に巣が多かった。また、一年生営巣植物が優
占する草地では有意に巣が少なかった(p<0.05)。
さらに、優占植物を多年生の営巣植物、一年生の営巣植物、その他の 3 つに分け、草地の
利用における Ivlev の選択指数を求めた（図 4-1-4）。多年生の営巣植物は 0.093 と正の選択
性を示し、一年生の営巣植物は－0.277 と負の選択性を示した。さらに、多年生の営巣植物
種について、巣材に利用するかどうかの選択指数を示した（図 4-1-5）
。すると、ススキ、チ
ガヤ、オギでは正の選択性を示したのに対し、
ヨシとカヤツリグサ類は負の選択性を示した。
マコモは優占する草地の合計数が少なかったため、選択指数は示していない。
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表 4-1-2 大阪と滋賀の優占種の有無と巣の有無．
優占の有無
ススキ

チガヤ

オギ

ヨシ

マコモ

カヤツリグサ科
エノコログサ類

セイタカアワダチソウ・クズ
一年生草本

多年生草本

巣有り

巣無し

計

優占

24

9

33

なし

61

64

125

優占

20

9

29

なし

65

64

129

優占

6

2

8

なし

79

71

150

優占

3

3

6

なし

82

70

152

優占

2

0

2

なし

83

73

156

優占

3

3

6

なし

82

70

152

優占

3

8

11

なし

82

65

147

優占

17

19

36

なし

68

54

122

優占

7

16

23

なし

78

57

135

優占

59

32

91

なし

26

41

67

** p<0.05、* p<0.1

65

fisher

p

0.018**

0.058*

0.280

1.000

0.499

1.000

0.114

0.447

0.022**

0.001**

Ivlev の選択指数

0.100

0.093

0.000
多年生

一年生

その他

-0.100

-0.109
-0.200

-0.300

図 4-1-4

-0.277

草地利用における優占種による選択性．

多年生;多年生営巣植物、一年生;

0.071

0.075

オギ

0.100

チガヤ

一年生営巣植物、その他;非営巣植物

0.007
ヨシ

カヤツリグサ類

ススキ

Ivlev の選択指数

0.000

-0.235

-0.235

-0.100

-0.200

-0.300

図 4-1-5 巣材利用における多年生営巣植物種の選択性．
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4．

考察

カヤネズミの生息に適した植生

優占植物と巣の有無の関係についてみると、多年生草本優占の地点では有意に巣の出現率
が高かった（表 4-1-2）。特にススキが優占する草地では巣の出現率が高かった(p<0.05)。
一方、一年生草本優占の地点では有意に巣の出現率が低かった。これは、Ivlev の選択指数
の結果とも一致し、一年生草本優占の草地は強い負の選択性を示した（図 4-1-4）。しかし
本種は一年生草本にも営巣することがあり、また種子をエサ資源として利用していることが
考えられる。ただ一年生草本は、営巣に必要な葉が生育している期間が、多年生草本に比べ
て短い。すなわち、一年生草本のみが優占する場所では、営巣可能期間が短すぎる可能性が
示唆される。この季節的な変化による影響は、第 2 節 2‐1． 定期的な刈取り草地における
営巣と植生の季節的変化で扱うこととする。

優占植物種ごとに詳しく巣の有無をみると、

ススキ、チガヤは単独で有意な差が示されたが、オギ、ヨシ、マコモ、カヤツリグサ科単独
では有意な差が示されなかった。
さらに、優占種に対する巣材の選択性においても、ヨシとカヤツリグサ科は負の選択性を
示した（図 4-1-5）。ヨシ、カヤツリグサ科ともに、優占する草地はそれぞれ 6 地点あった
が、そのうちヨシまたはカヤツリグサ科が巣材に使われたのはそれぞれ 2 地点であった。巣
材としての選択性が低いことが示された。オギが優占する草地では巣の有無に有意な差が見
られなかったが、巣材の選択性では高い正の選択性を示した（図 4-1-5）。このオギの選択
性は、畠（2011 未公刊）の結果とも合致する。またマコモ優占の草地は、今回対象となる地
点 2 地点と少なく有意性は示されなかったが、両地点で巣が見つかり、巣材は 2 地点ともマ
コモであった。地点数を増やして解析すれば、マコモも巣材の選択性が出る可能性はある。
以上より、カヤネズミの生息には優占種が多年生営巣植物であることが大きく影響しおり、
特にススキ、チガヤが優占する草地では営巣率が高かった。さらに、巣材にはススキ、チガ
ヤ、オギを好み、ヨシ、カヤツリグサ科は利用しにくいことが明らかとなり、巣材の選択性
には同じ多年生営巣植物でも種によって選択性の強さがあることが分かった。ただし、マコ
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モやヨシ、カヤツリグサ科は、抽水した環境など土壌水分が高い湿性草地に生育する種であ
る。河川敷を対象とした調査では、ススキやオギ、ヨシなどの大型種が多くの割合を占める
のに対し、本研究で対象とした小規模な半自然草地ではオギやヨシ、マコモ、カヤツリグサ
科などの大型種または湿性植物の草地が少ない傾向が見られた。巣材の選択性は河川敷と半
自然草地といった草地の成り立ちによる環境の違いで異なる可能性があり、今後、比較が必
要である。

第2節
1．

カヤネズミに適した草地の維持管理手法

序論

本研究で対象とした小規模な半自然草地は、常に人為的な攪乱により環境が常に変化する
ような場所である。半自然草地の最も一般的な管理手法は草の刈取りである（大窪 2001）。
草地の季節的な植生変化に対して、本種はススキ、オギ、スゲ、ヨシの 4 種で季節的に営巣
植物を選択し(Kuroe et al. 2007)、季節によって営巣場所を移動していること
（畠ほか 2003）
が明らかになっている。さらに本種は季節的な植生変化だけでなく、草刈りによる攪乱に合
わせて営巣場所を移動することも分かっている(Hata et al. 2010; 澤邊ほか 2005)。また、本
種は草本の種子や葉、昆虫や果実などを食べる雑食性ではあるが、主なエサ資源は草本の種
子であり、種子の食性は季節による変化があると言われている(Dickman 1986)。以上より、
本種は植生の季節変化と管理手法による人的攪乱に大きく影響を受けていることが考えられ
る。しかし、カヤネズミが好む植物をどのように管理すれば維持できるかについては不十分
である。特に植生と土壌水分の関係による営巣への影響や、営巣植物や餌植物の季節的変化
の影響は明らかになっていない。さらに、小規模な半自然草地では最も一般的な人為的攪乱
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である草刈り頻度の影響については明らかになっていない。さらに、本種は冬季に地上付近
や枯れた植物層に巣を作ると言われているが（白石 1969; Trout 1978; Ishiwaka et al.
2010）、越冬の生態についてはまだ情報が不足している。
そこで第 2 節では、カヤネズミが好む草地を維持するために適した管理方法を明らかにす
るため、2-1．餌資源および営巣植物の季節的な変化と営巣の関係、2-2．草刈り頻度の影響、
および 2-3．冬季植生の存在が営巣に及ぼす影響について明らかにする。以上、第 1 節およ
び第 2 節で、本種が好む草地内の条件とその草地を維持するための管理手法を明らかにする
ことで、優占植物を維持するのための草刈り頻度や草刈時期などを設定し今後の保全的草地
管理が可能となる。さらに、本種が越冬巣を利用できる冬季の時間的な連続性の条件を明ら
かにし、持続的な個体群維持のための冬季の草地管理について議論する。

2．

方法および結果

2‐1．

定期的な刈取り草地における営巣と植生の季節的変化

2‐1‐1．

調査地と方法

調査地は京都府を流れる木津川の八幡市上奈良地区に位置する（図 4-2-1）堤防内法面部
分の約 20ｍ×横約 515ｍである（図 4-2-2）
。斜面下には水路をはさみ休耕田と水田が連続し
ている。調査地は堤防の安全管理のため年 2 回（春と秋）草刈りが行われる。2004 年の春
期の草刈りは本種の営巣に配慮するため、A,B,C 区に調査地を区分し、A 区はカヤネズミの
営巣開始前の 4 月 28 日、B 区は営巣開始時期の 5 月 17 日、C 区は繁殖開始時期の 6 月 2 日
に行った（図 4-2-3）。また、秋期の草刈りは、調査地をⅠ区、Ⅱ区に区分し、Ⅰ区を繁殖中
の 10 月 4 日、Ⅱ区を繁殖終了時期の 12 月上旬に行った（図 4-2-3）。刈り取りは、機械に
より地上部を完全に取り除いた。調査地は 1998 年から 2003 年まで継続して営巣が確認され
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ている場所であり、カヤネズミの安定した生息地であるといえる。また堤防の植生は、オギ、
エノコログサ Setaria viridis 、クズ Pueraria lobata 、セイタカアワダチソウ Solidago

altissima などが混生する草地である。
調査期間は、2004 年 4 月から 12 月で、週 1 回新しい巣の記録と、月 1 回の植生調査を行
った。また植生調査の場所で土壌水分の測定を 6 月から 11 月に月 1 回行った。週 1 回の営
巣調査は、調査地内を決まったルートで歩き、新しい巣の位置と巣高（地上から巣の底部ま
で）
、営巣植物高（巣に使われている植物のうち最も高いものの地面から葉の最上部までの高
さ）
、巣材、巣の種類（密・粗・未完）
、巣内の仔の有無を記録した。月ごとに新巣の数を集
計した。なお、密な巣とは、巣の表面の構造が 2～3 重に重なっており向こうが透けて見え
ない巣とし、繁殖に利用される巣である（白石 1998; 宅間・鮫島 2011 を参考）
。以前に発見
した既存の巣についても毎週１回、巣の破損状態、巣内の仔の有無を確認し記録した。月１
回の植生調査は、A 区 7 個、B 区 10 個、C 区 10 個の 1×1 m コドラートを設置し、計 27 個
のコドラート内の出現種、被度(%)、群落高、土壌水分(％)を測定した。本種の営巣植物と餌
植物の季節的な変化を見るため、種ごとに全コドラートの平均被度を求めた。また、月ごと
に各コドラートの土壌水分とオギ、セイタカアワダチソウ、クズの被度を比較した。
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京都府
滋賀県

大阪府

図 4-2-1 木津川調査地の位置．
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図 4-2-2 木津川調査地図．

春期

秋期

C

B

A

165m

240m

110m

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

図 4-2-3 刈取り区画の模式図．

春期; A 区 4 月 28 日、B 区 5 月 17 日、C 区 6 月 2

日。秋期; Ⅰ区 10 月 4 日、Ⅱ区 12 月上旬
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2‐1‐2．

結果

図 4-2-4 に、調査期間中の 4 月から 12 月までの間に新しく見つけた巣数を月ごとに示し
た。棒グラフは、巣の状態（未完、粗、密）、折れ線グラフは巣材植物ごと（オギ、カモジ
グサ類、エノコログサ類、メヒシバ、その他イネ科、スゲ類、その他）の巣数を示している。
密な巣は繁殖用であることが多い（澤邊未発表）。巣は 4 月には見つからず、5 月 6 日に初
めて C 区で確認した。その後増加し、9 月の 97 巣をピークに減少したが 12 月まで続いた。
春期（秋期刈取り前までの 5 月から 9 月末）は 253 巣、秋期（秋期刈取り後の 10 月から 12
月）は 50 巣で合計 303 巣を確認した。そのうち繁殖は、7 月 8 日から 11 月 3 日まで確認さ
れ、7 月は 3 巣、8 月が最も多い 10 巣、9 月は 4 巣、10 月 2 巣、11 月 1 巣であった。春期
は 17 巣、秋期は 3 巣の繁殖巣を確認した。
秋期刈取りがあった 10 月 4 日以降、新たな巣は著しく減少し、9 月の 97 巣（うち密な巣
は 39 巣）に対して 10 月に見つかった新たな巣は 25 巣（うち密 12 巣）、11 月は 21 巣（う
ち密 9 巣）であった。秋期刈取りの 2 回目を終えた 12 月は、堤防部分には営巣はなくなり、
堤防内側に連続する休耕田で 4 巣のみ確認された。
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（%/個）
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被度/巣数
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5/1 春刈取り
↓ 5/21
↓ 6/3
↓

秋刈取り
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↓
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0
5月
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オギ巣
メヒシバ
その他

8月

9月

粗
カモジグサ類
イネ

10月

11月

12月

密
エノコロ
スゲ類

図 4-2-4 月ごとの新しい巣数の内訳． 棒グラフ；巣の状態（未完、粗、密）による巣
数．折れ線グラフ；巣材ごとの巣数

次に、本種のエサ資源となる植物（カモジグサ類、エノコログサ類、セイバンモロコシ、
メヒシバ）について、月ごとの平均被度と月ごとの巣の数を図 4-2-5 に示した。巣材として
最も多かったオギについても合わせて平均被度と巣数を示した。5 月の春期刈取り前には、
カモジグサ類が 28.1％と優占し、営巣にも 4 巣で使われていた。春期刈取り後、被度は低下
し 7 月以降は見られなかった。カモジグサ類が消滅した 6，7 月ごろからエノコログサ類が
3.8％、メヒシバが 7.7％と出現し、営巣にも 11 巣と 5 巣で使われていた。また、エノコロ
グサ類は 9 月の 8.2％をピークに、1 回目の秋期刈取り後から減少し続け、11 月には 4.1％
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となり、2 回目の秋期刈取りにより消滅した。巣数は 10 月の 2 巣が最後だった。メヒシバは
1 回目の秋期刈取りでは大きな減少はなかったが 2 回目の刈取り前の 11 月にはほぼ消滅して
いた。セイバンモロコシは、調査区内の一部に生育するのみであった。また、巣材として最
も多く利用されたオギは、春期刈取り後、被度が高くなり 9 月にピークの 28.6％を示した。
その後 1 回目の秋期刈取りで 8.3％まで落ち込んだが、その後 19.1％まで回復した。

30

100

春刈取り
5/1
↓ 5/21
↓ 6/3
↓

秋刈取り
10/4
↓

12月初

80

↓

平均被度(%)

60

巣数(個)

20

40
10

20

0

0
4月

図 4-2-5

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

カモジグサ類巣

オギ巣

エノコログサ類巣

メヒシバ巣

カモジグサ類

エノコロ

セイバンモロコシ

メヒシバ

オギ

植物種別の平均被度と巣材別の巣数．

グラフ；営巣植物の平均被度
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棒グラフ；巣材ごとの巣数、折れ線

全コドラートの土壌水分を月ごとに示した（図 4-2-6）。また本調査地に最も近い気象庁観
測の京都府京田辺の 2004 年の月平均気温、月降水量、日照時間を図 4-2-7 に示す。降水量
の多い 5 月、10 月の翌月に土壌水分が高い傾向があった。降水量が最も少なく日照時間が長
かった 7 月の翌月に、土壌水分が最も低くなった。

土壌水分（%）

30%

20%

10%

0%
6月

図 4-2-6
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土壌水分の季節変化．
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図 4-2-7

京田辺の 2004 年アメダス．
76

巣数(個)

調査地の土壌水分の変化と植生の被度の関係を見るため、主要な営巣植物であるオギと、
オギよりも乾燥した環境を好むセイタカアワダチソウ、クズについて、コドラートごとの被
度と土壌水分を 6 月から 11 月まで示した（図 4-2-8 a）。
まず、オギと土壌水分の関係を見ると、6 月は土壌水分の高いが、春期刈取り後のためオ
ギの被度は全体的に高くなかった。しかし A 区の 4 つのコドラートでは、オギの被度が 60
～80％と高かった。そのうちの 1 地点では、4 月は 60％あった被度が、8 月に土壌水分が 5％
にまで低下するとオギの被度は 0％となりその後土壌水分が回復してもオギの被度は 0％の
まま推移し、11 月になって 30％に復活した（図 4-2-8 a の→）。

図 4-2-8 a オギの被度と土壌水分．

◆A 区、◆B 区、◆C 区
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同様にセイタカアワダチソウについてみると、土壌水分と被度の関係に傾向は見られなか
った（図 4-2-8 b）
。6 月に 50％被度を示した地点を見ると、その後徐々に被度が低下するの
に対し、オギの被度は 0％から徐々に上昇した（図 4-2-8 a と図 4-2-8 b の➝）
。秋期の刈取
り後は 0％に近い地点が多いが、11 月には若干回復した。

図 4-2-8 b セイタカアワダチソウの被度と土壌水分．

さらに、クズについて見ると、6 月の土壌水分最高値を示した 31％の地点では、その後土
壌水分が 10％まで低下するにつれて、クズの被度が 10％から 8 月には 60％に上昇した（図
4-2-8 c の→）。9 月以降土壌水分が 20％台になると、被度も 30％にとどまった。秋期の刈取
り後も、被度はあまり低下しなかった。
また、8 月に土壌水分が比較的高い値を示した A 区と B 区の 3 地点では、オギの被度が 0
～5％と低かったのに対し、
クズが 30～60％と高い値を示し、その他にアレチウリやヨモギ、
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ヒメムカシヨモギの被度も高い値を示した（図 4-2-8 a と図 4-2-8 c の⇒）。この地点では 6
月から 8 月まで土壌水分は 12-13％と変化がなかったが、クズの生長が著しく、オギは減少
する一方であった。

図 4-2-8 c クズの被度と土壌水分．

2‐2．

刈り取りと巣の有無の関係

2‐2‐1．

調査地と方法

第 3 章第 1 節で扱った滋賀の調査地 111 地点において、巣の分布調査の際、地元住民に対
して、対象とする調査地の草刈について聞き取りを行った。調査期間は第 3 章と同じ 2014
年 9 月～11 月である。草刈り頻度の聞き取りでは、年 1 回から 3 回の間では年による変動が
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あることが多く見受けられたた。そこで、本研究の解析には年 1 回未満（2014 年度は草刈
りをしていない）
、年 1－3 回、年 4 回以上の 3 分類を用いることとした。草刈り頻度の聞き
取りで、頻度が不明の地点は除き計 97 地点を対象とした。草刈り頻度による巣の有無の有
意差をχ2 検定により求めた。

2‐2‐2．

結果

草の刈取り頻度と、巣の有無の地点数を図 4-2-9 に示す。年 1－3 回の刈取り頻度の草地
が、51 地点中 41 地点で巣が見つかり、最も巣の出現地点が多く巣数は 120 巣であった。次
に年 1 回未満が、17 地点中 11 地点で巣が見つかり 37 巣が確認された。年 4 回以上の草地
では 29 地点中 10 地点と最も巣の出現が低かった。χ 2 検定では有意な差が見られた
(p=0.00074)。

100%
10

巣無し

6

地点割合

19

50%

41
11

(120巣)

（37巣）

巣有り
10
（25巣）

0%
1回未満

年1－3回
刈取り頻度

図 4-2-9 草刈頻度と巣の有無の割合．
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年4回以上

2‐3．

冬季の植生と越冬の関係

2‐3‐1．

調査地と方法

滋賀の調査地において、営巣の継続性と冬季の植生との関連を見るため、2014 年秋、2015
年秋、2016 年冬の 3 回にわたり同じ草地で巣の継続調査を行った。第 3 章の滋賀で 2014 年
9 月～11 月に調査した 104 地点のうち、2015 年 9 月～12 月に 56 地点、2016 年 2～3 月の
冬季に 20 地点を調査した。2016 年の冬季営巣の調査地は、巣の有り無しが 2 年続けて安定
している地点を対象とした。2015 年と 2014 年の調査は同様の方法で行い、巣が 1 つ以上見
つかった地点を有りとした。2016 年の冬季の営巣調査は、秋までの営巣と思われる崩れた巣
や明らかに落下した巣は記録から除き、秋以降の営巣と思われる巣高の低い地上巣のみを記
録した。この地上巣は、石若（2010）が「球形を保ちかつ株の中央に位置するもの」と定義
している。本研究ではそれを参考にし、さらに植物体につながった状態の新しい巣を対象と
した。調査結果は、まず 2014 年秋と 2015 年秋の継続性を見るため、2 年の巣の有無を集計
した。次に、2 年とも巣の有無が安定した 20 地点について、2015 年秋と 2016 年冬の巣の
有無を集計した。また、冬季の営巣に影響する要因を明らかにするため、2016 年冬季の巣の
有無を集計し、越冬に影響すると考えられる、冬季の全面刈取りの有無、隣接する森林・水
田の有無、植被率（1～50%と 51～100%）、越冬植物植被率（1～50%と 51～100%）、スス
キ又はチガヤ優占の有無の 5 つの要因との関係について、χ2 検定を用いて比較した。越冬
植物とは全体植被植物のうち草丈が 10 ㎝以上あり枯株も含めた植物のみを対象とし、植被
率にはそれ以外のすべての植生の被度を含めた。ススキとチガヤは、第 1 節で優占植物種の
単独で巣の有無に有意な差を示したため、その影響が冬季植生と関連がある可能性を考え越
冬巣の有無と比較した。
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2‐3‐2．

結果

今回越冬巣として記録した 10 巣の巣高は、平均 28.4 ㎝であった。まず、2014 年と 2015
年の継続性を見るため、2 年の地点数を表 4-2-1 に示した。2015 年秋の調査では、2014 年
に巣が有った 37 地点のうち、25 地点でのみ巣が見つかった。12 地点で巣が発見されなかっ
た。そのうち 4 地点は宅地開発などの工事により草地そのものが消失していた。一方、2014
年に巣が無かった 19 地点では、2015 年も 17 地点で巣が見つからなかった。そのうち 1 地
点が工事により草地が消失していた。しかし、2014 年に巣が無かった 19 地点のうち 2 地点
で、2015 年に巣が見つかった。この 2 地点は、水田と農業水路に隣接する草地であった。
次に、2014 年、2015 年で巣が継続して確認された 11 地点と 2 年とも巣が確認されなか
った 9 地点の計 20 地点について、2015 年秋と 2016 年冬の営巣数を集計した（表 4-2-2）。
2015 年まで巣が確認された 11 地点のうち、2016 年の冬に巣が確認されたのは 9 地点であ
った。この 9 地点すべてで草刈りはなかった。
巣が確認されなかった 2 地点のうち 1 地点は、
宅地開発により草地が消失していた。もう 1 地点は、草が刈られ営巣可能な植生が存在して
いなかった。また 2015 年まで巣が確認されていない 9 地点すべてで、冬季の巣は確認され
なかった。

表 4-2-1 2014 年,2015 年の巣の変化．

2014 年

計

なし

あり

1個

2-4 個

5 個以上

56

19

37

12

17

8

5

16

4

2015 年

なし

あり

なし

あり

56

17

2

12

25

(うち消失)

(1)

(4)

(うち消失); 2 年目に調査した草地のうち、草地自体がが消失していた数
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表 4-2-2 2015 年,2016 年の巣の変化．

2015 年

計

なし

あり

1個

2-4 個

5 個以上

20

9

11

3

7

1

6

3

2016 年冬
20
(うち消失)

なし

あり

なし

あり

9

0

2

9

(1)

次に、2016 年の冬季の巣の有無と冬季の草地環境の影響について集計した（表 4-2-3）。
2016 年に巣が無かった 11 地点のうち、工事で消失した 1 地点を除く 10 地点と、巣があっ
た 9 地点の 19 地点を対象とした。まず、冬季の全面刈取りの有無では、有意に差が見られ
(p<0.001)、刈取りがある地点では巣が確認されなかった。冬季の刈取りがないまたは一部刈
取りの地点では、9 地点で巣が見つかった。全面刈取りがなく巣が無かった 2 地点は、2015
年まで巣が無かった地点であった。全面刈取りがあった 8 地点ではすべてで巣が確認されな
かった。また水田または森林が隣接する地点では、有意に巣が多く出現した(p＝0.037)。さ
らに全体の植被率では差が見られなかったが(p＝0.073)、草丈 10 ㎝以上の越冬植物の植被率
では有意な差が見られ(p<0.001)、全体の植被率が高くても越冬植物の植被率が低い地点では
巣が無かった。さらに、第 1 節（表 4-1-2）で優占植物種の単独で巣の有無に有意な差を示
したススキまたはチガヤが優占するかどうかで、巣の有無を比較したところ、ススキ又はチ
ガヤが優占する地点では有意に巣が多かった(p＝0.003)。
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表 4-2-3

2015 年、2016 年冬の巣の有無と冬季環境の関係
冬季
全面刈取り

隣接する
水田／森林

植被率(%)

越冬植物
植被率(%)

ススキまたは
チガヤ

あり

なし

あり

なし

1-50

51-100

1-50

51-100

優占

非優占

2016 年有り

0

9

7

2

0

9

0

9

8

2

2016 年無し

8

2

3

7

3

7

9

1

1

8

χ 検定
2

3．考察

p

<0.001

0.037

0.073

<0.001

0.003

カヤネズミの生息草地の保全的管理手法

植生の季節的変化は、本種の営巣に大きな影響を及ぼしていることが改めて明らかになっ
た。京都府で行った刈取りに合わせた巣数の変化を見ると、10 月の刈取り後、巣が急激に減
少している（図 4-2-4）。しかし、本種の繁殖期は 11 月まで続くため、秋期の刈取りは、繁
殖に影響があると考えられる。特に 10 月の巣の状態は、まだ密な巣の割合が多く、調査地
内の個体の多くが繁殖を続けていた可能性がある。一方、2 回目の刈取りが終わった 12 月に
は、隣接する休耕田に巣が新しく見つかった。これは、一度に全面刈取りをするのではなく
段階的な刈取りを行うことによって、カヤネズミが徐々に休耕田に移動したことが示唆され
る。また、営巣に使われた植物も被度に合わせて変化した（図 4-2-5）。特に本種の餌資源
となりうると考えられる一年生草本は、営巣植物としても機能していた。例えば、カモジグ
サ類はオギが十分に生長する前の 5 月頃から十分に生長していることから、春期に営巣植物
として利用されていた（澤邊ほか 2005）。以上より、春期に結実するカモジグサ類や秋期に
結実するエノコログサ類、メヒシバなどが共存する草地では、長期間エサ資源が確保される
ことに加え、オギの生長の補助的な営巣植物として機能していることが明らかとなった。さ
らに、秋期刈取り後、オギは回復の傾向を見せたことから、刈取りが遅ければまだ営巣に使
えたと考えられる。さらに、多年生草本の結実期の刈取りは繁殖および遺伝的多様性を低下
させるという研究があり(Nakahama et al. 2016)、オギも類似する可能性はある。一年生植
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物のエノコログサ類も秋に結実する種もあり、カヤネズミにとって冬期のエサ資源として有
用であることが示唆されるが、これらも結実期の刈取りの影響を受ける可能性はある。
土壌水分の結果からは、オギとクズの優占に影響を及ぼすことが示唆された。オギは土壌
水分が高い環境を好む植物である。今回の結果では土壌水分が 5％まで低下すると、その後
土壌水分が上昇してもオギの被度が回復することは難しいことが示唆された（図 4-2-8 a の
→）。またクズは逆に乾燥した環境を好み、今回の結果でも土壌水分が 10％程度になると優
占し、土壌水分が上昇すると勢力が弱まる傾向が見られた（図 4-2-8 c）。また土壌水分が変
化しない場合、クズの被度が高くなるとオギの被度が低下したことは（図 4-2-8 a と図 4-2-8
c の⇒）
、ツル性の植物が群落を被覆し他種の植物の生育が妨げられた（畠 2009）ためと考
えられる。またクズはオギの新芽に巻きつき、オギを倒してしまうことがしばしば観察され
る。以上より、土壌水分が低い乾燥した草地では、クズが優占し、カヤネズミの営巣植物で
あるオギの生長を妨げ、本種には適さない環境となることが示唆された。
刈取り頻度を見ると、年 4 回以上の刈取りがある草地では巣の出現が少なかったのに対し、
年 3 回以下の刈取りがある草地では有意に巣が多かった（図 4-2-9）。この結果は、第 1 節
の優占植物の選択性とも合致する傾向を示していることが示唆される。例えば、堤防植生の
刈取り頻度による植生の違いでは、年 3 回またはそれ以上の刈取りではシバが優占し、年 1，
2 回ではチガヤが、2 年に 1 回以下ではススキが優占することが示されている
（浅見ほか 1995;
坂上 2001;林 1994）。さらに半自然草地では、チガヤ型は年 2～3 回の刈り取りで、ススキ・
チガヤ型は年 1～2 回の刈り取り、ススキ型は 2～3 年に 1 回の刈り取りで維持されるという
報告がある（金子ほか 2009;山戸・服部 2000）。今回の結果においても、年 4 回以上の刈取
りが頻繁にある草地では、シバなどの草丈の低い草本が優占していたため巣が少なく、年 1
～2 回程度の刈取りの草地では、チガヤやススキなどの営巣植物が優占する割合が高くなり、
巣の出現が増加したと考えられる。日本の半自然草地では、年 2～3 回の刈り取りが最も種
多様性が高くなるという報告もある（大窪 2002）。一方、草刈頻度が年 1 回未満になると、
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巣の出現は少し減少した。今回の調査では、年 1 回未満の草地では特に 5 年以上刈り取りし
ていないという草地が多く見られた。これらは所有者の高齢化により放棄されているものが
多かった。草地としての多様性維持には、刈取りや放牧などの制御により植生遷移を抑止す
ることが必要であり（前中・大窪 1996;中村 1996）人為的な攪乱が無くなるとススキ型から
ネザサ型草原へ移行する（山戸ほか 2000）と言われる。6 年以上放棄された場所ではススキ
の単一な植生になり、さらにネザサ・セイタカアワダチソウが優占し低木が生育する（石田
ほか 2013; 松村・武田 2008;大黒ほか 1996）ことが報告されている。さらに、ススキやサ

サのリターが堆積し草種構成が単純化したり（高橋 2004）、一・二年生植物の割合が低下（山
戸ほか 2000）したりすることも報告されている。4 年以上草刈りがないような草地では本種
の営巣に適したススキが減少しネザサなどがが優勢になり、生息に適さない草地へ遷移して
いることが考えられる。小規模な半自然草地を対象とした本研究では、カヤネズミの営巣植
物はススキ、チガヤが最も多かった（図 4-1-2）。これは、植物社会学上ではススキクラスの
ススキオーダーに分類される区分である（服部ほか 1994）とも言える。すなわち、本種の生
息に適したススキやチガヤ群落を維持する刈取りの頻度は、年 1～3 回から 2～3 年に 1 回ほ
どが適していると考えられる。
また、本種の生態で情報が不足している冬季の営巣状況を明らかにするために行った越冬
巣による調査では、冬季の生息には全面刈取りが有意に負の影響を示した。また、枯れた植
物体（越冬植物）の存在が重要であることが明らかになった。今回調査した越冬巣は、平均
28.4 ㎝の低い部分に営巣されていた。本種は繁殖期にあたる 7 月～11 月頃までは、およそ
120 ㎝前後の高さに営巣する習性がある（澤邊ほか 2005）。それに対し越冬巣は 4 分の 1
ほどの高さであった。これは、畠（2011 未公刊）による報告の 28.8±11.2 ㎝(N=15)と非常
に近い。冬季に枯死株または枯れた植物でも 30 ㎝前後の植生が存在すれば本種が越冬巣を
営巣できることが示唆された。特に、ススキ又はチガヤが優占する草地では有意に越冬巣が
多かった。ススキやチガヤは、ともに多年生の営巣植物であるが、冬季になると枯れた葉が
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比較的長期間存在し、さらにススキは刈り取りされた後も株立ちをしているため株元には枯
れた葉が残存することなどから、営巣に可能な植物体量や高さが確保される可能性がある。
調査でも株元に枯れた葉で作られた巣が見つかった（資料 11）。また、越冬巣が確認された
地点の中には刈り取った草本を調査地内に残していることがあった。草を刈り取っても本種
が隠れられる場所や越冬巣の巣材となる植物体があれば生息できる可能性も考えられる。ま
た、越冬巣が無かった地点の中には、隣接したエリアに刈り残された別の草地が存在するこ
とがあったため、適した越冬場所へ移動している可能性も考えられる。本種の営巣に影響の
少ない刈取り方法について、時期は繁殖期のピークである秋を避けることと、場所を分けて
段階的に刈ることが有効であることが明らかになっている（澤邊ほか 2005）。これは冬季の
刈り取りにおいても同様の傾向があると考えられる。特に冬季の全面刈取りは、越冬巣の営
巣が不可能となり以後の生息に影響を及ぼす可能性が考えられたため、隣接する草地を刈り
残すか、刈り取った植物体を残すなどの配慮が必要である。今回の越冬巣調査により、冬の
生態解明の基盤となるデータが増えたと言える。今後さらに冬の生態解明が求められる。
草地保全管理の 3 大技術として、
火入れ、
採草
（刈り取り）
、
放牧があげられる
（高橋 2004）。
そのうち火入れは最も効果的で省力的な草地維持管理であり、火入れと採草、または火入れ
と放牧といった組み合わせで草地管理を考えるべきであると言われている（高橋 2004）。し
かし火入れには安全面において高度な技術を要する。また、放牧も刈取りより連続的管理が
可能で、労働コストが低く家畜からの収入が得られるとい利点があるが、ある程度の面積を
要する。今回対象とした小規模な半自然草地では、火入れや放牧は安全性や周囲への影響、
面積的な制限を考えると省力的、連続的とは言い難い。そこで、ここでは半自然草地の最も
一般的なの管理方法である刈取り（大窪 2001）を中心に議論した。以上より図 4-2-10 に、
草地管理における先行研究のレビューから本種に適した草地管理を類型的に整理した。本種
に適した草地を維持するには、図 4-2-10 に示す点線内の範囲で攪乱が起こることが必要で
ある。すなわち、年 1～3 回から 2～3 年に 1 回ほどの刈り取りによりススキ・チガヤ群落を
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維持することと、刈り取りの際は冬季も含めて段階的に刈り取ることが、本種の生息する草
地保全の維持管理として望まれる。加えて、他の生物種においても適した草地管理を整理す
ることができる。例えば、ノガン類は年に 1 回のパッチ状の火入れ管理が繁殖地管理に適し
ていること(Végvári et al. 2016)や、草原性鳥類の保全には、放牧と 1－7 年ごとの火入れ管
理が必要で、特に草原性鳥類の希少種は 1 回又は繰り返し火入れがされている草地に多い
(Pere et al. 2003)というような事例がある。また、チョウ類では外来種が卵期または幼虫期
でかつ在来種が蛹期または成虫期の草刈りが外来駆除に効果があるのではないかと提案され
ている（井上・近 2006）。火入れや刈取り、放牧の頻度は種によって多少のばらつきがある
が、最も多いのが年に 1 回という攪乱頻度であった。
本研究では、継続調査として 2014 年秋から 2016 年冬に 3 回の調査を行った。2 年目には
56 地点のうち 5 地点の草地が消失した。冬季調査でも 20 地点のうちさらに 1 地点が消失し
た。消失した 6 地点のうち、2 地点は宅地になり、1 地点は太陽光パネルが設置された。Harris
(1979)によるイギリスの調査では、毎年およそ 12％の調査地が消失していることが懸念され
ている。本種の生息地はこれほど、消失しやすい環境であることが言える。本研究で調査し
た草地では、放棄田も多く含まれていたがその多くで巣が見つかった。本種にとって耕作放
棄地も生息地の一つとして機能していることが知られている（畠 2012）。しかし、平成 26
年に農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法
律（農山漁村再生可能エネルギー法）が施工された。これにより、農山漁業上の土地利用と
の調整を行うとともに地域の農産漁業の発展に資する取り組みを合わせて行うことを条件に、
農地を農地以外のものにする許可（みなし転用許可）がおりることがある（農地法第 4 条第
1 項）。市街化区域では、転用の届け出のみで許可が下りる。その結果、放棄田が太陽光パ
ネルの設置場所に転用される事例が滋賀県内でも見受けられるようになった。本研究では放
棄田やその周辺で、準絶滅危惧種であるタコノアシや絶滅危惧種のキキョウなどの生育が確
認された（澤邊未発表）。放棄田をコンクリートなどで整地するような土地転用では、植生
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は消失するため本種の生息地としては機能しなくなることに加え、希少植物も消失する可能
性が高まる。農産漁業上の土地利用との調整に加え、希少種保全などの地域選定も含めた調
整が必要である。
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図 4-2-10 半自然草地の保全的管理の類型と生物種に適した維持管理．
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生物保全に適した管理手法

第3節

1．

カヤネズミに適した草地の管理事例

序論

日本では本種は河川敷草地が主な生息地であるが、茅原や里地の草地環境は、近年、草資
源の利用価値消失により著しく減少している。河川敷植生は、連続性を保ち本種の安定的な
生息地となっているが、里地の草地は河川敷に比べ分断されやすい。その結果、孤立した草
地が点在し、都市化に伴いその草地もより小さくなり数を減らしている。また、農村部にお
いても、かつてどの集落にも存在した採草地は機能的にも消失している（草資源価値低下）。
一方、農家の高齢化によって水田耕作の放棄が進み、耕作放棄地にカヤネズミの生息が確認
されている（畠 2012）。しかし、そもそも半自然草地は、人為的攪乱が継続できるかどうか
が存続の鍵である（高橋 2004）。前章で述べたような適度な人為的攪乱を持続しながら、安
定的な河川敷植生と連続性を保たれるような草地の維持管理が求められる。
例えば、孤立した状態の草地の消失は本種の局所個体群の絶滅を意味する。特に都市近郊
に多い取り残された状態の草地は本種の貴重な最後の生息地であり、将来的には連続性を確
保しながら維持管理されることが望まれるが、その生息地も開発による消失が起こる可能性
がある。このような場合、都市化に伴う開発事業の影響を軽減するための保全行為の一つに
ミティゲーション措置がある。日本で 1999 年に環境影響評価法が施工され、環境保全措置
として回避、最小化、代償といったミティゲーションの概念が取り入れられた。危急種の保
全というミティゲーションのためには、希少化したハビタットの保全という視点が必要であ
る（森本 1999）。本種は大阪府で要注目種、京都府で準絶滅危惧種、滋賀県で希少種として、
都道府県のレッドリストに記載されている。しかし、カヤネズミに対するミティゲーション
措置の事例はまだ少ない。そこで、本節 2‐1．では代償ミティゲーションの実践として、道
路建設によって消失することが決まった大阪府南部の丘陵地の生息地のミティゲーションを
行い、その後のモニタリングを実施した。さらに、その保全措置を市民参加により実施し、
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希少種に対する保全意識の普及の効果を検証する。
また、第 3 章から滋賀県内では比較的草地の残存量が多いことが明らかになったが、それ
らの草地が現在もなお利用目的がある半自然草地として機能しているかは定かではない。利
用の目的を持った上で草地管理が継続できるかどうかということが課題である。そこで、2‐
2．新たな草地利用‐耕作放棄地の活用事例－では人と草地の関わり方の現状を把握するた
め、滋賀県内の集落ごとに昭和 30 年代以前と現在の草地の管理方法と利用について聞き取
り調査を行った。また、現在も利用目的で草地が存在する地域については、カヤネズミの営
巣調査を行った。草資源として利用していた頃と、現在の利用目的を比較することにより半
自然草地の現在の機能を明らかにすることを目的とし、さらに本種の生息地となりうる耕作
放棄地の新たな活用の可能性について議論する。

2．

方法および結果

2－1．

市民参加で行うススキ移植による生息地保全

2－1－1．

調査地と方法

調査地
調査地は大阪府堺市の「堺自然ふれあいの森」園内に位置する約 33m×17ｍのススキ群落
（工事エリアと呼ぶ）とネザサ・セイタカアワダチソウ群落（移植エリアと呼ぶ）である。
ススキ群落（工事エリア）は、2005 年からカヤネズミの営巣が確認されており、大阪府南部
丘陵に残存する貴重な生息地の一つである（図 4-3-1, 図 4-3-2）。2005 年以前から工事エリ
アに面する水田でカヤネズミの巣が確認されている（堺自然ふれあいの森 TSO グループ
2007）。また、2003 年に工事エリアに面したスゲ群落内でも 1 巣確認している。対象とする
ススキ群落（工事エリア）は、2007 年から道路建設による土地整備により消失することが決
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定した。
「堺自然ふれあいの森」園内は、18 年以上放棄された里山と棚田で、2002 年からボ
ランティアグループが森林整備を行い、市民向けに体験型環境学習の場としての活動をして
いる。工事エリアは、ボランティアグループが活動する田畑とネザサ群落、スゲ群落に面し
ていた。スゲ群落と工事エリアの間にネザサ・セイタカアワダチソウ群落が侵入し、工事エ
リア内にもセイタカアワダチソウが広がり始めていた。そこで、工事エリアのススキ群落を
ネザサ・セイタカアワダチソウ群落の移植エリアに移植し、本種の生息地保全の代償措置を
行うこととした。作業はボランティアグループおよび一般公募の市民とともに行うこととし
た。
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図 4-3-1 堺市南部の「堺自然ふれあいの森」の位置．
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図 4-3-2 ススキ移植エリア

調査地図．

工事エリア; ススキ株を掘り起こした場所、

移植エリア; 掘り起こしたススキを移植した場所、‐‐‐ 工事フェンス

調査内容および移植計画
工事エリアで、2005 年および 2006 年の 7－12 月にカヤネズミの営巣調査を行った。巣数
と営巣地点、営巣植物種を記録した。2006 年 12 月 23 日、工事エリアに含まれるススキ株
を隣接する移植エリア（ネザサ・セイタカアワダチソウ群落）へ移植し新たな生息地を創出
した。ススキ株の掘り起しおよび移植エリアのネザサ・セイタカアワダチソウ群落の刈取り
は 12 月 5 日に行った。これは、カヤネズミの繁殖期が終わる時期に設定した。ススキ株は、
地上部を 50cm 付近で刈り取り、ユンボで深さ 40～50cm で 50 株を掘り出した。掘り出し
た株は、移植エリア付近へ仮置きし、1 株を 3～4 個に分割して 40 株分合計 135 個を植え付
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けた。移植作業は収穫祭イベントの一部として実施した。参加者は公募により、子ども 25
人、大人 30 人（23 家族、
）
、高校生 4 人の計 59 人であった。分割したススキ株のうち 10 個
は残し、苗圃に仮置きした。移植エリアには事前に穴を掘り、深植えにならないよう注意し
た。ススキの移植後、2007 年 12 月および 2008 年 11 月に移植エリアで営巣のモニタリング
調査を行った。

ススキ移植の経緯
2003 年

スゲ群落で巣を確認
道路工事計画が決定

2005 年 7 月～12 月

ススキ群落（工事エリア）および水田で巣を確認
カヤネズミ営巣調査（工事エリア）

2006 年 7 月～12 月

カヤネズミ営巣調査（工事エリア）

2006 年 12 月 5 日

ススキ株の掘り出し
移植エリアネザサ・セイタカアワダチソウ群落の地上部刈取り

2006 年 12 月 23 日

市民参加によるススキ移植

2007 年

道路工事開始

2007 年 12 月

カヤネズミ営巣調査（移植エリア）

2008 年 1 月

ススキ刈り取り

2008 年 11 月

カヤネズミ営巣調査（移植エリア）

2－1－2．

結果

ススキ移植後は、ススキの生育は順調にすべて定着した。移植作業では事前に穴を掘り、
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株を分割しておいたことで、移植に参加した子どもも自ら作業を行うことができた（資料
15,16）。
2005 年から 2008 年の営巣数を図 4-3-3 に示す。2005 年に 17 巣、2006 年に 4 巣が確認
された。そのうち 2005 年の 3 巣は繁殖巣であり、仔も確認した。移植後最初の繁殖期を終
えた 2007 年 12 月、移植エリアで 7 巣が確認された。2008 年 11 月には、移植エリアで 2
巣が確認された。2007 年には隣接するスゲ群落内には 15 巣が確認された。また、2008 年 7
月には、樹林地の尾根を挟んだ北側の第二豊田川沿いに新しい巣と成体１匹を確認した。

20

道路工事開始

15
巣数(個)

ススキ株移植

10

5

0
2005年

2006年

2007年

2008年

図 4-3-3 工事エリア（2005 年、2006 年）と移植エリア（2007 年、2008 年）の巣数
の経年変化．
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2－2．

新たな草地利用－耕作放棄地の活用事例－

2－2－1．

調査地と方法

滋賀県内で高島市在原、高島市朽木、大津市八屋戸、甲賀市油日、甲賀市松尾、甲賀市竜
法師の 6 地区において（図 4-3-4）、昭和 30 年代以前と現在の半自然草地の管理方法と利用
目的および草地生物（主にカヤネズミ）に対する認識について聞き取り調査を実施した。聞
き取りは 2012 年と 2014 年に実施し、現在も何らかの目的で半自然草地が現在も存在する地
区については、2014 年と 2015 年 9 月～12 月にカヤネズミの営巣調査を行った。その中で、
高島市在原地区と甲賀市油日地区の 2 地区で記録された耕作放棄地の活用事例について着目
し、その目的と手法から新たな草地利用の可能性について議論した。6 地区の聞き取り調査
の対象者は、表 4-3-1 のとおりである。
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図 4-3-4 聞き取り調査の対象地区および営巣調査地点．
調査地点
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○聞き取り対象区、●営巣

表 4-3-1 聞き取りの対象者．
地区

対象者

役割

年代

居住歴

職業

在原

A1

移住者、訪問者とのつなぎ役

70 代

移住者

自給自足

A2

移住者とのつなぎ役

80 代

地元住民

農業・飲食業

B1

自然系施設

70 代

U ターン

不明

B2

元村長

80 代

地元住民

農家

八屋戸

C

特になし

80 代

地元住民

農家・林業

油日

D

特になし

不明

（地元企業）

企業

松尾

E

里山活動のリーダー

80 代

地元住民

農家

竜法師

F

自然保護活動グループメンバー

80 代

地元住民

不明

朽木

ボランティア

注）役割; 地域内で担う活動がある場合は示した。

2－2－1．

結果

各地域の聞き取りによる結果を表 4-3-2 にまとめた。現在も半自然草地が存在する在原地
区と油日地区については、カヤネズミの営巣調査で見つかった巣数も共に示した。油日地区
については、所有者が企業主であり昔の様子は把握していなかったため、現在の利用につい
てのみ聞き取りを行った。
昭和 30 年代以前の草の利用目的は、どの地区でも屋根材、肥料、牛の飼料、雪囲いなど
が主であった。雪囲いとは、住居を風雪、積雪から守るためにカヤ束を住居のまわりに立て
かけて囲むことであり、県内でも積雪の多い在原地区と朽木地区で行われていた。利用する
草の種類は利用目的により異なり、目的に合わせて採草地の場所も決まっていた。屋根材に
は主にカヤ場に生える 2～3m ほどのススキを 12 月頃刈取り、ウシの飼料には畦草を毎日刈
取り、さらに新芽のススキを 5～6 月に刈り取って冬のエサ用に干し草にした。朽木地区で
は屋根材のススキを刈る場所は「かやばし」と呼び 1 年おきに刈取りまたは山焼きを行い、
それとは別の「ほとら山」と呼ばれる採草地でコナラなどのひこ生えを草と一緒刈り取り、
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それを牛に踏ませて肥料にしていた。また甲賀市の 2 地区ではワラを肥料や牛の飼料に使う
ことが多かった。
管理方法としては、
「割山」
という仕組みにより各戸に平等に山を分けるか、
集落共有の山として合同で採草するかのいずれかで、方法には多少違いはあるもののどの地
区でも平等に草資源を配分するための規則は厳しかったようである。年に 1 回の山焼きや草
刈り、屋根の葺き替え作業などは集落全体で協力し、カヤの貸し借りが行われていた。その
ように集落全体で行う共同作業は「結い」とも言われ、滋賀県以外でも共同での屋根の葺き
替えや住民総出の山焼きなどが行われていた（和田ほか 2007; 金澤ほか 2010 など）
。竜法師
地区では、毎年寺にカヤ 2 束、シバ 2 束を奉納する規則があった。八屋戸地区では屋根材は
ススキではなくヨシを購入し、葺き替え作業も集落の協力ではなく他県から職人を呼ぶ家が
多かったようである。
現在も利用目的のある草地が存在したのは、在原地区と油日地区であった。高島市在原地
区は、滋賀県内でも有数の茅葺き民家が数多く残る地区である。ここは、住民による協議の
結果、文化庁による伝統的建造物群保存地区や市町村など支援や地区指定を受けていないこ
とが特徴でもある。地元住民である A2 氏によると、住民の茅葺き民家群に対する誇りはあ
るものの、保存地区指定に伴い生じる制限や観光客に対する対応による暮らしへの弊害を考
慮し、住民自身の力で可能な範囲で維持するという結論になったと言う。A2 氏は地元住民
のその中でも茅葺き民家の残る景観を維持したいという思いが強い。地区の高齢化が進み空
き家が目立つ中、茅葺き民家を維持するため、他地域からの移住者とのつなぎ役を果たす活
動を行っている。A2 氏は、自らも集落内にある茅場でカヤを調達し、1 人で草刈り機を用い
て 1 日 300 束ほどを刈り取っていた。また、A1 氏は県外から茅葺き民家で暮らすために、
A2 氏から紹介を受けて 1985 年頃に移住した。A1 氏は、地元住民から耕作放棄地を借り、
毎年カヤ刈りを行い、自身の屋根材を調達している。放棄地のカヤは 2.5m ほどに成長する。
A1 氏は良いカヤを選別しながら刈り取るためカマを使って一束ずつ刈り取り、多い日で 1
日 2 人で 200 束を収穫していた。高島市は積雪が多いため、カヤ刈りは初雪前の 11 月～12
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月の晴れた日に集中して行われていた。また、油日地区では、土地所有者の D 氏が許可を出
し、耕作放棄地でカヤ刈りが行われていた。刈取り作業は近隣の体験型施設の職員が行って
おり、施設の茅葺き屋根の材料調達を目的としたものであった。
また、草地性生物について、7 名の対象者が認識を持っていた。そのうちカヤ（草）の中
に巣を見たことがあるのは 5 名、そのうち A1 氏はネズミの巣であることを認識しており、
その他カヤ場に生息する生物にも関心を持っていた。また草地内でネズミの存在を認識して
いたのは 3 名いた。しかし、いずれもカヤネズミという種名は認識しておらず、7 名のうち
3 名は昔の記憶のみで現在の認識はなかった。
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ワラ積みの中にネズミ

キジの巣、草地にネ

カヤ束の中にカヤの巣

理が田んぼを維持する)

がいた、ヘビも来る、(山の管

(有)

無

ズミがいた

(有)＊7)

＊7)草地性生物の認識について、昔の記憶のみの場合は(有)と示した。
注)昔の状況は地区全体を対象とし統合してまとめた。(油日は聞き取り対象者が企業主のため昔の状況は確認できなかった。)

＊4)割山：集落全体で平等に山を縦割りにし、各戸の草柴の採取エリアを決める方法

―

＊6)すすき：ワラを肥料にしたもの

ネズミがいた

―

2015年 1巣

2014年 3巣

―

―

2015年 10巣

2014年 5巣

巣

カヤネズミの

＊3)ほとら山：コナラのひこ生えが混ざった採草地のこと

・ワラはすすき、畳材、マルチに利用

・牛の飼料は5～6月に刈る

がついていた、ワラ積みの中に

―

―

取り

施設職員による刈

12－1月頃、観光

―

2，3回カヤの巣を見た、

カヤの巣を見た

毎年カヤの巣を見る

蚊やハエなどの虫が減った

有

有

有

(有)
―

―

屋根材(提供)

観光施設の茅葺き

―

―

束、草刈り機

12月頃1人で300

キ以外の植物(オギ)がある

・寺にカヤ2束、シバ2束を奉納
なし

により畑に)

(棚田の多くは減反

なし

耕作放棄地

なし

棄)

(スギ植林または放

―

囲い

作り直した
なし

茅葺き屋根材、雪

毎年カヤネズミの巣があ

る、穂が出なくなる害虫、スス

有

草地性生物の認識

・1～2反ススキを年末～年明けに刈る
F

E

D

C

B2

B1

A2

200束

人、カマ刈、1日

11－12月、2－3

管理方法

＊5)余草：ウシの飼料に使うススキ以外の草

屋根材、飼料(ウシ)

・村山を共同で使う

・ワラの利用が多い(すすき＊6) ､ワラ細工)

・落ち葉・ササ・草は自由に採ってよい

・年に3回刈ると柔らかい草になる

―

刈る(昭和35年頃まで)

・ウシの飼料にはススキの新葉を畦で朝夕

職人を呼ぶ）(昭和37年まで)

・屋根材はカヤ(ヨシ)を買う（屋根葺きは

・割山に加えて、年1回全員で山頂を刈る

・ウシの飼料は畦で毎朝刈る

りまたは山焼き

・かやばしは、集落全体で1年おきに草刈

・ほとら山は割山＊4) で12月頃50束を刈る

・年に1軒の葺き替えを6～8人で協力

・各戸に保管し、カヤ帳でカヤを貸し借り

囲い

茅葺き屋根材、雪

利用目的

現在

圃場整備でカヤ場を

・12月頃家族、親戚3～5人で30haを手刈

り

の山地

・各戸でカヤ場を持っていた
A1

草地
耕作放棄地、集落外

管理方法

対象者 利用している半自然

＊2)かやばし：ほとら山のすそにあるススキが生えたところ

から約2㎞）、畦

山上のカヤ場（集落

屋根材

布

(余草＊5) )

河原土手

肥料、飼料(ウシ)、

飼料(ウシ)、肥料

山頂、伐採跡、畦、

山裾、棚田の畦に分

料、飼料(ウシ)

し＊3) （山裾）、畦

―

キ)、雪囲い、肥

ら約1.5h）、かやば

―

屋根材(良いスス

＊1)

ほとら山＊2) (集落か
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表 4-3-2 聞き取り結果とカヤネズミの巣数．

3．

考察

ススキ移植による生息地保全の可能性

根ごと掘り起こしたススキは移植後すぐに定着し、次の春には順調に生育した。ススキの移植 1 年
後の 2007 年 12 月に移植エリアにはカヤネズミの営巣が確認されたことから、カヤネズミは冬を越し、
新たに創出されたススキ群落に定着したと言える。今回のように開発や改修でやむを得ず消失して
しまう草地を移植して、新たな生息地として確保する手段はカヤネズミにとってある程度の効果があ
ると言える。ススキは、生育力が強く乾燥した土地でも繁茂する。そのため、移植は容易に実施でき
た。チガヤなどの地下茎で増える種は、株の移植による群落創出は比較的容易である（服部ほか
1994; チガヤ草原創出研究会 2000）。本種の生息地に有意に影響を与えているススキとチガヤに
ついては、移植による新たな生息地創出がしやすいため、必要に応じてミティゲーション措置を行う
べきである。
今回工事エリアと移植エリア、およびスゲ群落が隣接していたため、カヤネズミの自発的な移動が
起こったと考えられる。生息地ミティゲーションでは、ミティゲーション先の設定に注意が必要である。
やむを得ず、避難場所が隣接しない場合や、離れた場所に移植する場合、カヤネズミを捕獲し移動
させることが必要である。また本種は、道路などの人工物で分断され孤立した群落では、移動後、個
体群維持が不可能である可能性が高まるためミティゲーション先としては適していない。本研究でも、
創出先としてスゲ群落への連続性を意識して設定した。スゲ群落は、晩秋から枯れ始めるススキと
入れ変わり初冬でも葉が緑のため、10 月以降カヤネズミの重要な生息地として機能する(Kuroe et
al. 2007)。ススキ群落とスゲ群落を連続させることで、カヤネズミの生息地は面積が増えただけでな
く、季節で営巣植物を変える本種にとって（畠ほか 2003）、営巣可能な期間の延長にもつながった。
実際に、2007 年には、隣接するスゲ群落でも営巣が確認されている。新たな生息地の創出先とす
るエリアは、隣接する植生と連続性を考慮して選定することが重要である。ただし、人為的に移動す
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る場合は遺伝子攪乱が起こらないよう十分な注意が必要である。ススキにも地域による遺伝的変異
がある（早川 2015）。今回はそのような遺伝子攪乱を避けるため同じ地区内のススキ株を移植した。
また、本研究で実践したススキ移植計画は、市民公募で参加を募り、市民の手によるカヤネズミの
生息地の保全活動を重視した。ススキの移植が容易なこともあり、子どもを含む初めての参加者でも
移植が可能であった。さらに、本種の巣は比較的容易に見つけることができ、親しみを持ちやすい
種でもある。カヤネズミという地域の希少生物の生態や現状を知り、実践を含む希少種の生息地保
全を自らの手で行うことは貴重な機会となるだろう。
人が使うことで維持されていた里地の半自然草地は、現在は利用が無くなりその多くが消失した。
それに代わり、畦畔や放棄田、法面など、点在するように存在する小規模な草地は、カヤネズミにと
って貴重な生息地の一つである。それらは、利用目的ではなくとも定期的に草刈が行われる半自然
草地としての環境下にあると言える。人の手が入る草地に生息してきたカヤネズミは、半自然草地に
おける人と草地の関わりについて探るための象徴的な生き物となりうる。特に今回対象としたススキ
群落を含む、湿地、里草地は危急種が多く、ミティゲーションを目的とした環境改良、復元、創造の
技術には、遺伝的地域性を考慮した方法や広域的なプランニングが望まれる（森本 1999）。さらに
は、カヤネズミのように、二次的自然を生息地とする攪乱依存型の種にとっては、ミティゲーション後
も生息環境維持のための継続的な維持管理が望まれる。本章では、公園の敷地内であったため公
園のイベントとして実施することができた。同様に地域活性化のきっかけとして一般市民の参加を呼
び掛け、ボランティアによる保全活動を行う事例も増えている（高橋 2010 など）。そのような地域活動
の中で、参加者が自然との関わりに継続して参加できるような機会を作ることが意義のあることである。
そのテーマとして、維持管理に人手が必要な半自然草地を取り入れて、今後、草地生態系を維持し
ていく仕組み作りも重要である。
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これからの草地利用
昭和 30 年代に行われていた集落全体での草地利用、草地管理は、現在はほとんどの地域で無
くなっている。しかし、茅葺き屋根は 20～30 年に一度の葺き替えが必要であり、それに備えて毎年
カヤを刈り取り、乾燥させて保管する必要がある。A2 氏は、高齢化が進み協力できる住民が減った
ことで茅葺き屋根をやめた家も多く、その結果、集落全体での共同作業がなくなり現在では、A1 氏
を含めてそれぞれ個人で作業を行っている。しかし、今回の調査で、耕作放棄地を新たなカヤ場と
して活用している事例が 2 つの地域で記録された。これは、持ち主の草刈りの手間とカヤを必要とす
る他地域からの需要が合致することで生まれた新たなニーズであると考えられた。福井県小浜市で
は、放棄田となっていた 4ha の水田で組合の茅場としてカヤを生産し 1 束 800 円で販売している事
例がある（季刊地域編集部 2014）。現状では、多くが A 氏のように個人の利用が多く販売ルートに
のせることはできていないが、組合や地域組織による体制があれば流通に乗せることも可能かもしれ
ない。一方、滋賀県の農家では草を資源として利用する人は少なく、草刈りの目的は害虫防除や周
囲への配慮のためという意見があった。耕作放棄地でも、周囲への配慮のため草刈りを年 1 回程度
行う事例があり、所有者ではなく近隣の住民が代わりに行っているところも見られた。また、滋賀県で
は環境こだわり農産物制度の除草剤の使用を避ける提案や、世代をつなぐ農村まるごと保全向上
対策による補助金制度などにより、畦畔の草刈が頻繁に行われる事例も見られた。今回の聞き取り
調査により、耕作放棄地の新たな活用が滋賀県内で小規模に起こっていることが確認できた。まだ
利用目的のある草地管理が行われているのはごく一部ではあるが、今後継続的な草地管理を行う
上でのひとつの手法となる可能性はある。小串・鎌田（2008）は二次草地の再生における社会シス
テムについて、管理の担い手、コモンズとしての認識、利益の配分に着目した分類の中で、持続的
管理のための社会システムに必要なものは、複数の主体を結びつけることができる組織を地域内に
作ること、またその組織に地域コミュニティが関わることであると述べている。地域による刈取りの再
開により、地域住民から文化景観を守りたいという熱意がきっかけとなり、重要文化財の屋根葺き材
として文化庁に出荷するまでになった事例もある（大窪・土田 2000）。本研究の事例は、いずれも個
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人での活動であり、地域コミュニティとしての関わりはまだ薄いものであった。今後このような草地の
維持管理を持続的に行うには、資源的価値や文化的価値を含めた維持管理に対する誘因となるも
のを地域内で共有することがまず必要であろう。
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第５章

1．

総論

カヤネズミ保全のための草地と人の関わり

小規模な半自然草地におけるカヤネズミの生息地の現状

本研究をとおして、大阪府と滋賀県の小規模半自然草地における本種の生息状況が明らか
になった。大阪府では 47 地点に対して、巣が確認された地点は 14 地点であったが、滋賀県
では 104 地点に対して 68 地点であった（図 5-1）。大阪での個体群減少が危惧される結果で
あった。2015 年現在、本種は大阪府のレッドデータブックで要注目種（大阪府 2014）、滋賀
県では希少種（滋賀県 2015）に分類されている。現状では全国的な分布状況の把握や生息環
境の評価が不十分であり、環境省のレッドデータブックには記載されていない。しかし、大
阪府では、草地そのものが少なくその多くが住宅地や工場、舗装道路などの人工物に囲まれ
た環境であった。そのような環境では本種は分散や移入すらできないと考えられる。同様の
孤立した環境におかれた個体群は、都市近郊において増加傾向にあることが懸念される。滋
賀県の調査では大小含む草地が多く分布し、比較的小規模な草地にも生息が確認され、生息
地点も多かった。しかし、滋賀県での経年調査の結果、2 年目には約 1 割の草地が消失した。
さらにその数か月後の冬季調査でも新たに 1 地点が消失した。この消失の割合と速さは、今
後個体群の分断により本種にとって大きな影響となることは明らかである。特に消失した草
地に分散経路となる水田や森林が隣接していない場合は、一つの局所個体群の絶滅が起こる
だろう。
また、本種のコアとなる生息地として河川の自然草地がある。河川草地は、比較的連続性
を保った草地であり、草地性生物にとっての重要な生息地となっている。先行研究ではカヤ
ネズミは国内の 131 の一級河川で生息が確認されている（畠 2009）。本研究で対象とした半
自然草地は、コアとなる河川敷の自然植生との個体群交流を維持しながら分布を広げる最前
線の生息地であるとも考えられる。そのための河川植生と半自然草地の連続性は重要である。
魚類の生息環境修復には、周辺河川などの恒久的水域との連続性を流域規模で配慮すること
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が必要であると言われている（田代ほか 2006; 吉田 2013）。またコウノトリにとっても河川
と水田の連続性を確保することで餌資源が増えることが期待されている（宮西ほか 2016）。
実際に、荒川モデル地区では、河川、水路、水田の連続性の違いが魚類相を変化させること
が明らかとなっており、ことにより、多様な利用形態を持つ魚類の生息地創出のため河川と
水田、ビオトープの連続性を確保する試みが行われている（身近な水域における魚類等の生
息環境改善のための事業連携方策調査委員会 2014）。カヤネズミが生息する草地は河川沿い
および水路沿いなどに存在している。魚類相の流域ネットワークと共に草地の連続性を創出
することが期待される。

36
33
地点数

巣無し

巣有り

68
14

滋賀

大阪

図 5-1 滋賀と大阪の巣の有無．

2．

景観スケールでの保全の意義

本研究において、景観構造を考慮した保全のための景観スケールは半径 500m であること
が定義された。これは、Kuroe et al.(2011)の示す個体群維持に最も影響する半径 500m 以内
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の連結性とも合致する。すなわり、本種は半径 500m 圏内のスケールで生息地を移動し個体
群交流をしていることが考えられる。そのため、景観スケールで保全策を考える際、500m
程度のスケールで周辺の景観構造を考慮する必要があることが明らかになった。
また、今まで明らかになっていなかった異なる地域に共通する生息適地の要因として、半
径 500m 圏内を構成する水田と森林の要素が示された。滋賀のように草地が多く水田や森林
が隣接する草地では小規模でも本種の生息が確認された。またカヤネズミが生息草地を選択
する際、まず半径 500m 圏内に存在する分散可能な草地が多い地域を選択し、草地が多い所
ではさらに草地のパッチ面積のより大きな草地を選択するという 2 段階の基準があることが
明らかとなった。鳥類では隣接する複数のパッチよりも、土地被覆タイプによる種の特異選
択の方が影響すると言われている(Pere et al.2003)が、これは飛翔能力のある鳥類や昆虫類
などの場合であると言える。カヤネズミのような地上徘徊性の小型ほ乳類にとっては、たと
え小さなパッチでも(Dickinson 1975; Johnson 1977)パッチが隣接しそれぞれの連続性があ
ることが重要であると考えられる。さらに良い条件としてパッチ面積 430 ㎡以上が選択の基
準となり、これはおよそ本種の行動圏 400 ㎡を示していた。
連続性については先行研究ではまだ不十分であるため定量的な評価ができなかったが、事
例として、滋賀県草津市に位置する人工物に囲まれたビオトープ内で、本種の巣を 10 巣確
認している
（澤邊未発表）
。
ここは工場内に整備された敷地で水辺と草地、
林が分布している。
もともと貯水池と常緑樹に囲まれたエリアであったが、2011 年から湿地を整備し、同年に巣
が確認されている（パナソニック(株)アプライアンス社 2012）。周辺は舗装道路と工場敷地、
駐車場に囲まれているが、1 か所のみ、およそ 20m 幅の法面が小河川とつながっている。ビ
オトープ内ではタヌキやキツネなども確認されており、カヤネズミも法面を使って河川と行
き来している可能性は考えられる。さらに、人工物に囲まれた草地に本種が生息する場合、
周囲から移入した場合以外に、もともといた個体群が取り残された場合が考えられる。今回
対象とした調査地においても、
周囲を完全に 2 車線道路で囲まれた草地で生息が確認された。

110

ここはかつて湖岸の湿地であったところを埋め立てて整備された場所であるため、もともと
生息していた可能性が高い。しかし、本種が分散の際に道路の横断が不可能であるならば、
将来的な個体群維持を考えると周囲の連続性が不可欠であるため、取り残された個体群につ
いては、今後どのように保全していくか検討する必要がある。
第 4 章で実施した、生息地の代償ミティゲーションでは本種が自ら移動可能な隣接する草地
で行った。しかし、完全に孤立した草地のミティゲーションにおいて連続性を考慮する際は、
孤立する以前の環境を確認し、元々交流のあった個体群と交流できるような創出先を選定す
ることが重要である。これらの事例からコアとなる河川植生との連続性は本種の分散に有効
であることは示唆されるが、分断要素となる条件が明らかでない。今後、本種にとって分断
要素の定量的な評価が必要である。
本研究で、半径 500m の景観スケールで、水田と森林で構成される景観構造を考慮し、そ
の中で多年生営巣植物が優占する草地が占める面積率がより高い生息適地を本種の生息適地
として優先的に選定することが効果的な保全につながることが明らかとなった。さらに、広
域スケールの地域間の比較から、異なる地域に共通して水田景観が重要であることと、草地
が占める面積率の低い所ではパッチサイズは影響しないが、草地の面積率が高くなるとパッ
チサイズの大きな場所を選ぶと言う草地の残存量によって生息地選択の基準が変化すること
が明らかとなった。つまり、常に草地の攪乱にさらされている草地性生物であるカヤネズミ
は、頻繁に生息地を移動したり新たな草地へ分散したりしているため、現在生息しているこ
とが確認できた１つの草地を保全しても効果は薄く、周囲 500m 圏内を視野に入れた保全が
必要であり、草地の残存量による生息地選択に合わせて優先的な保全エリアを決めるような
地域に即した保全策を考えることが重要である。
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3．

水田環境の重要性

本研究で、異なる景観構造において、本種の生息に共通して影響する要素が水田であるこ
とが明らかとなった。カヤネズミが、一時的な生息地として利用する水田は（畠 2016）、季
節的には非常に不安定で変化の激しい環境であるが、1 年を通してみると毎年安定した変化
が起こる場所でありそれに適応して水田を選択的に利用していると言える。2012 年 9 月～
2015 年 10 月の間に滋賀県内の水田でも少なくとも 6 カ所で計 21 巣を確認している（澤邊
未発表）
。主に巣が確認されるのは中干し期と稲刈り前であり、滋賀県の環境こだわり農産物
制度では中干しは 6 月初～中旬、刈取り前 5 日間の落水を推奨している（滋賀県 2015）
。水
田の巣全てがいずれかの時期に確認されている（資料 13,14）。稲刈り時にはカヤネズミの成
体が 1 匹確認された（資料 12）。また、滋賀県内の水田では減反政策として、集落内の水田
で順番にムギの栽培を行っている。イネの巣が確認された近隣のムギ畑でも 2015 年 5 月に
営巣を確認している（澤邊未発表）。巣が見つかった水田とムギ畑の持ち主は、過去の稲刈り
の際、巣を確認したり、何回かネズミが飛び出す様子を目撃したりしていた。今後、水田や
ムギ畑の持ち主からの情報提供が貴重なデータになる可能性がある。
また、水田の畦畔には林縁と共に膨大な面積の草地が存在している（田端 1997）と言われ、
カヤネズミ以外にもニホンミツバチが畦畔・休耕田の草本植物から採餌するなど（藤原ほか
2014）、草原性植物や草原性チョウ類にとっても重要であり、生物多様性の機能が注目され
ている。伝統型の畦畔草地が種子供給源として機能していることも報告されている（曽根原
ほか 2003; Matsumura and Takeda2010）。Kuroe et al. (2011)は、水田は本種の移動に対し
て抵抗が低く、畑は抵抗が強いということを示している。この結果と照らし合わせても、本
種にとって水田が重要な要素となっていることは明らかである。つまり、本研究第 3 章で示
された生息適地の景観構造として必要な水田や森林は生息地の一部や移動経路として機能し、
周囲との個体群交流を可能にしていると考えられる。しかし、本種が水田を分散経路として
どの程度利用しているかや、
選択的に営巣場所として利用する要因は明らかになっていない。
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水田は本種のエサ資源となる昆虫類も多く発生することから、繁殖期におけるエサ資源需要
の意味で選択している可能性はある。その他、無農薬農法やムギ栽培の影響、水管理の手法
などにより差があることが考えられる。今後、本種の水田利用の解明が必要である。

4．

生息に適した維持管理

本研究では、本種に適した草地を維持するためには、2－3 年に 1 回から年に 1－3 回程度
の頻度で草刈りを行うことが適していると明らかになった（図 4-2-10）。これは、景観スケ
ールおよび広域スケールの視点からカヤネズミの生息地として優先的に保全すべき草地と考
えられた場所で、実際に草地を維持管理するための手法である。もちろん、多くの小規模な
半自然草地は農林業や生活空間の中で成立しているものが多い。そのため半自然草地の保全
では、個々の草地が置かれる条件によって、経済的に利用しながら生態学的な指針に従う管
理か、保全対象地域や生息種に即した管理かの判断が必要である（内藤ら 1999;内藤・高橋
2002; 大窪 2001）。さらに管理を行う住民自身の生活空間に合わせて、農林業優先エリア、
生物保全優先エリア、生活圏優先エリアといったようにゾーン分けを行うことが現実的であ
ろう。
刈取り手法として、特に冬季は一度に行う全面刈取りではなく段階的な刈取りが有効な保
全策であることが示された（表 4-2-3）。堤防植生や小規模草地における複数回の全面刈取
りは、本種の営巣植物が消失する期間を作ることになる（図 5-2）。著者は、段階的な刈り
取りにあわせて本種は営巣場所を移動し、春期の刈り取り後、約 2 か月で営巣を再開するこ
とを明らかにした（澤邊ほか 2005）。すなわち、繁殖期の 2 か月前までに刈取りを終える
か、繁殖期間に重なる場合には、図 5-2 に示す保全型（複数回刈取り）のように段階的に刈
り取る必要がある。それにより、営巣植物が消失する期間を最低限に抑えることが可能とな
り、営巣可能期間が長くなる。一方でこのような草刈りの頻度や時期、方法や、ゾーン分け
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などの配慮は、草地の管理を行う地域住民自身の理解と関心がなくては実現しない。その地
域に合わせて、ここでは何を目的として草地を維持する必要があるのかを地域住民と共に議
論することが何より重要になるであろう。さらに草地生態系にはカヤネズミ以外にも希少植
物や希少昆虫など、多くの生物が関わりあっている。今回の調査でも、準絶滅危惧種である
タコノアシや絶滅危惧種のキキョウやウスバシロチョウなどが確認された草地もあった。火
入れや採草、放牧そのものが、エサや営巣場所の多様性を高め、昆虫や動物の生息地として
も重要な機能を果たす（石井ら 1993）とも言われている。しかし希少植物やチョウの食草の
生長に適した草刈りの季節は種によって差があり、生物保全優先エリアでは地域生態系の中
で保全対象とすべき種を選定し、種に合わせた草地管理を行う必要がある。さらに草地の管
理放棄が増加する中、一度は本種の生息地が増えたとしても（畠 2012）、さらに植生遷移が
進めば本種の営巣植物が優占する草地が減少することが分かった（図 4-2-10）。刈取りによ
る営巣植物の消失はないものの、他の植物の優占度があがると営巣植物は減少してしまうた
め（図 5-2）、近い将来生息地として機能しなくなるだろう。さらに近年、管理放棄地の課
題で新たな問題として危惧されるのが、耕作放棄地に太陽光パネルを設置する事例である。
希少種の最後に残った生息地となりうる環境を単純に自然エネルギーのためといって舗装整
備することは危険であり、有効利用にも多様な活用法を考慮すべきである。このような事例
対策は、希少種の保全優先地域を調整するなど行政との連携も不可欠である。
草地保全の管理方法では、火入れ、草刈り、放牧のうち火入れが最も効果的であると言わ
れている（高橋 2004）。火入れに対して、カヤネズミなどの小型哺乳類は多少の影響を受け
ていることが分かっている。地中に巣を作る種で動きが素早くないモグラの仲間や、カヤネ
ズミのように地上に巣を作る種でも営巣時期の火入れは影響を受けており、特に子どもの死
亡率は高いと言われている(Kaufman et al.1990)。火入れは段階的に行うことが難しいため、
繁殖期を避けることが重要である。草地の維持管理のレビューから、年 1 回程度の攪乱がど
の動植物種においても広く適応する管理手法であることが分かった（図 4-2-10）。加えて
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様々な攪乱頻度や攪乱方法を組み合わせてパッチ状の空間的モザイク構造を作ることが、種
多様性を高くする上で重要と言われている(Végvári et al.2016; Pere et al.2003; Jeffery and
Richard 2000; 高橋 2004 など)。鳥類の多様性維持には農地において 10％以上の低木を残す
ことが必要である(Pa¨rt et al. 1999)ことや、放牧では不食地を一定面積含む粗放的放牧管理
が草本の多様性維持に有効である（高橋ほか 1997）ことなど、均一な管理ではなく緩やかな
変化に富んだ管理が、多様性を高めるために重要であると言える。今回対象とした小規模な
半自然草地では、管理の方法として火入れや放牧より刈り取りが最も有用であり実現可能な
手法であるため、刈取り頻度や段階的な刈取りを行うことで、パッチ状のモザイク構造を生
み出すことが求められる。

図 5-2 現状の刈取り管理と営巣期および保全型維持管理の模式図． ↓; 草刈のタイミン
グ、営巣期の ○; ムギ、イネの営巣が確認された時期を示す。
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5．

カヤネズミ保全のための新たな草地と人の関わり

草地性生物の保全のための草地管理において、人と草地の関わりが最も重要であると考え
る。
日本では昔から農耕生活の中で生態学的な見方を身に着け、
巧妙な技術で火入れや採草、
放牧を草地の利用管理に応用していた（高橋 2004）が、現在では根本にあった草資源の利用
目的が消失し生態学的な見方だけでは維持できなくなった結果、草地は利用されず放棄また
は開発の対象として急激に減少した。しかし、草の資源利用がなくなった後も、都市近郊に
広がる兵庫県六甲山地の東お多福山草原では 1990 年頃までは草原を様々な方法で楽しむ
人々の写真が記録されている（橋本 2016）。また滋賀県で重要な産業として発展したヨシ産
業は、現在では近江八幡市西の湖のヨシ地で残っているだけとなったが、このヨシ原を中心
とした「近江八幡の水郷」が、2006 年に重要文化的景観に選定されたり、国際連合食糧農業
機関（FAO）が、世界重要農業遺産システムとして 2013 年に「阿蘇の草原の維持と持続的
農業」と「静岡の茶草場農法」を登録したりと、草地の資源的価値だけではなく、草地を使
う人の営みとそこに築かれる景観および生物多様性などを総合して評価されている。今や半
自然草地は資源や産業目的ではなく、半自然草地は景観の美しさ（高橋 2002）、生物多様性
保全、人と自然とのかかわりの歴史的文化的価値（大窪・土田 2000; 大滝 1997）を持って
いると見直されている（高橋 2004）。
一方、国内の多くの農村部では農家の高齢化によって農業生産が低迷し水田耕作の放棄が
進んでいる。厚生労働省の人口動態の調査（2016）では、平成 26 年度の老年人口（65 歳以
上）は全体の 26％と、生産年齢人口（15～64 歳）は平成 4 年をピークに減少傾向である。
平成 26 年度の老年人口指数（＝{老年人口／生産年齢人口}×100）は、全国平均で 42.4 にま
で上昇している。生産年齢人口の減少により耕作放棄が進むことで、カヤネズミなど草地性
生物が生息しにくい草地が増えることになる。そこで近年、山頂の一部のススキを阪神間の
文化財の茅葺き民家の屋根材に使う試み（橋本 2016）や茅場を復活させ、茅の生産を地元産
業として育成する（大窪・土田 2000; 大澤 2001）動きが見られる。その中でも今回、本研
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究であきらかになった耕作放棄地のカヤ場利用は、いずれも他地域からの住民による活用法
であった。人口動態において今だ老年人口が増加する中、他地域から農村へ移住をする新規
定住者は定年後の年代に多いと言われている（特定非営利活動法人 100 万人のふるさと回
帰・循環運動推進・支援センター2005）。移住者と農村側住民が共住するためには、移住者
側が積極的に集落活動に参加することと、農村側が住居のあっせんや移住者と共同で農産物
の開発を行うなど、受け入れを積極的に行う姿勢が重要である（中西 2008; 高橋ほか 2008）
と言われている。農村側住民だけでは、管理できない農地が増えている現状に、新規定住者
の受け入れにより、草資源しかなかった時代の利用法とは異なる、田舎暮らしにおける憧れ
の中で、
新たな土地活用が生まれていると言える。
農村住民側の手間と他地域からの移住者、
利用者のニーズを合致させることで、集落活動の活性化にもつながるであろう。草を利用す
ることに対する意識やその目的は徐々に変化しており、第 1 段階の草資源として利用してい
た時代から、第 2 段階の草に価値が無くなり放棄された時代、そして現在は第 3 段階として
草を利用する暮らしに憧れを持ち再び活用される時代へ移り始めている。その新たなニーズ
を社会活動に活用することは、草地性生物の生息地保全につながる一つの手段となりうると
考えている。
人の関わりが希薄になることが、本種の生息地となる草地維持にとって最も大きな課題で
あると言えるだろう。本研究では調査のたびに土地所有者および周辺住民へ草地生態系とカ
ヤネズミの置かれている現状を説明したところ、多くの住民が関心を持って自身の経験と照
らし合わせて情報を提供していただいた。さらに、大阪府堺市で行った市民参加によるスス
キ移植では、参加者の多くは農業に従事していない家族連れなど普段は市街地で暮らす人々
が多く、そのため初めてカヤネズミを知った人もいたが、熱心に作業を行っていた。さらに、
著者は博物館活動において、カヤネズミの観察会や草地生態系についての講義などを行って
いる。その参加者の多くが、自身が居住する周辺でも探してみようという関心が高まってい
た。半自然草地という人とのかかわりが深い二次的自然をテーマにとりあげ、草地を教育的
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な場として活用することも今後発展させていくことが可能であろう。
実際に景観性、風土性、
共存性などに優れたチガヤは環境教育およびビオトープ素材としての活用が試みられている
（服部ほか 1994）。耕作放棄地における新たなニーズに対応した活用に加え、地域住民が観
察会や保全活動などの交流を通して草地生態系の生物について知ることで、草地の維持管理
による保全は大きく変わる可能性があると考えている。
さらにカヤネズミは現在 30 以上の都府県のレッドデータブックに掲載されている。本研
究で対象とした小規模な半自然草地は、多くの草地性生物の生息地として機能している。し
かしそのような草地は現在もなお消失している。草地が減少する中で草地が分断され、当初
は生息しても個体群移入がない状態が続き個体群が消失する草地も増えると予想される。本
種の分断要素となる定量的評価に加え、草地の創出や消失の経歴が影響する時間スケールは
まだ明らかになっていない。現在生息している草地の時間スケールでの連続性と空間的連続
性については今後の課題である。
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