
 

はじめに 

みなくち子どもの森では，開園準備中の1995

年頃から，継続して動植物相の調査を続けてい

る。約 15 年間に，園内で確認された両生類の

種類および確認状況について整理した。 

 

調査方法 

早春のアカガエル類、カスミサンショウウオ

の産卵調査以外は，両生類を対象とした調査は

ほとんど実施されていない。主に偶然に確認し

た記録や任意調査の方法によっている。 

調査範囲は，みなくち子どもの森の園内であ

るが，参考情報として周辺域の記録にもふれた。 

 

調査結果および考察 

以下に確認した種類を整理した。種名および

配列は，日本爬虫両棲類学会（2002）にしたが

った。確認方法の記述は，成体：成体の目撃，

幼生：幼生の目撃，卵：卵の目撃，鳴き声：鳴

き声の確認，とした。個体数など確認した数量

を示す場合は，確認方法の後の（ ）内に示した。 

 

有尾目 CAUDATA 

サンショウウオ科 HYNOBIIDAE 

１． カスミサンショウウオHynobius nebulosus 

園内では昆虫広場，森の広場等の複数の湧水

だまりで，合計10～20（対の）卵塊が毎年確認

される。2005 年度から，水たまりを掘り返し，

産卵地の水深を保つ作業を実施している。 

記録： 幼生（1），森の広場の池, IV-2004，河

瀬直幹； 卵塊（10 対）・成体（1），昆虫広場，

9-II-2005，河瀬直幹・横山明子；幼生（1），森

の広場の池，2-IV-2005, 河瀬；卵塊（4），昆虫

広場，8-III-2006, 河瀬；卵塊（2），炭焼き小

屋裏のオモダカ池，8-III-2006, 河瀬；卵塊（2），

かえる池，8-III-2006, 河瀬；幼生（1），昆虫

広場，18-IV-2006, 河瀬；成体,森の広

場,4-XI-2006, 杉江智子；卵塊（1）,昆虫広

場,3-III-2007, 河瀬；幼生（1）,昆虫広

場,4-V-2007, 河瀬；成体（1），体験農場のヨシ

湿地，20-I-2008, 河瀬；卵塊（1），昆虫広場，

20-I-2008, 河瀬；卵塊（13 対），昆虫広場，

4-IV-2008, 河瀬；卵塊（2 対），たんぽぽ丘の

池，4-IV-2008, 河瀬；卵塊（2 対），体験農場

のヨシ湿地，14-II-2009, 河瀬；卵塊（1），昆

虫広場，14-II-2009, 河瀬；成体（1），森の広

場の側溝，29-X-2009. 

 

イモリ科 SALAMANDRIDAE 

２．アカハライモリ Cynops pyrrhogaster 

大谷池に生き残る可能性があるが，園内で絶

滅が危惧される。市内では鈴鹿・信楽の山間部

～山すそに普通に見られるが，それ以外の平

野・丘陵部では，園内の記録の他に，水口町泉・

北脇地区の湧水付近や甲南町稗谷の水田脇水路

で見かけたのみ。園内の個体群は重要である。 

記録：成体（1），雨後に大谷池下の水路で腹部

を見せて流されていた，25-III-2006, 小西省吾． 

 

無尾目 ANURA 

ヒキガエル科 BUFONIDAE 

３．ヒキガエル Bufo japonicus 

過去1回，森の広場の小さな池（オモダカ池）

に卵塊の一部が確認された。水口町内の城山付

近では，1970年代に民家周辺に生息したとの情

報があるが，現在は平野・丘陵部から姿を消し，

鈴鹿・信楽の山間部のみで確認される。目撃状
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況から，園内の記録は人為的な持込みの可能性

がある。 

記録：卵塊（一部），炭焼き小屋裏のオモダカ池, 

6-IV-2007, 河瀬直幹・西村淳子． 

 

アマガエル科 HYLIDAE 

４．ニホンアマガエル Hyla japonica 

個体数は多くないが，体験農場の水田で繁殖

しており，鳴き声をよく聞く。 

記録： 成体・鳴き声，体験農場，1～11-IV-2004，

河瀬直幹；成体，体験農場，7-IV-2005, 河瀬；

成体，園内,9-VIII-2005, 河瀬；鳴き声,園

内,28-V-2006, 河瀬；鳴き声,園内,30-VI-2006, 

河瀬；鳴き声，園内，2-X-2007, 河瀬；鳴き声

（複数），体験農場付近の樹木，1-XI-2009，河

瀬． 

 

アカガエル科 RANIDAE 

５．ウシガエル Rana catesbeiana 

園内のため池（大谷池、草沢池）に幼生・成

体ともに多く見られる。 

記録：成体（複数），大谷池, IV-2004，河瀬直

幹；鳴き声，大谷池，9-VI-2004, 河瀬直幹；成

体（4），草沢池，9-IV-2005, 河瀬；目撃,園内，

16-VIII-2005, 河瀬；成体,草沢池,18-IV-2006, 

河瀬；鳴き声,大谷池,26-V-2006, 河瀬；成体,

園内,21-VI-2006, 河瀬；成体,園内,8-IX-2006, 

河瀬；幼生（数百個体）,たんぽぽ丘の

池,23-III-2007, 河瀬；成体（多い；子ガエル）,

園 内 ,26-IV-2007, 河 瀬 ； 鳴 き 声 , 園

内 ,23-VI-2007, 河 瀬 ； 卵 塊 , 大 谷

池,21-VII-2007, 河瀬；成体（多），園内，

2-X-2007, 河瀬；幼生（多），大谷池，30-X-2007, 

河瀬； 

６．ナゴヤダルマガエル Rana porosa brevipoda 

2009年に初記録された。たんぽぽの丘の池で

複数個体が鳴いており，姿も確認した。確認場

所は，人工的に創られたビオトープ池であるが，

付近は休耕田の湿地であったことから，今まで

に確認する機会が無かったものと考えられる。

水口町内では谷戸の水田地帯に産地が散見され

る。 

記録：鳴き声・成体（複数）, たんぽぽ丘の池，

10-VI-2009, 河瀬；鳴き声（複数），たんぽぽ丘

の池，18-VI-2009, 河瀬． 

７．ツチガエル Rana rugosa 

2006年5月，体験農場の水田に，近隣の水口

町泉から数個体を導入したが，定着しなかった。

隣接する北内貴の水田や野洲川沿いに普通に生

息する。 

記録： 2006 年 7月に体験農場の水田で1個体

の鳴き声を確認している。 

８．トノサマガエル Rana nigromaculata 

体験農場の水田周辺，森の広場の小池，たん

ぽぽの丘の池など園内の水辺に広く見られる。

2009年，農場の水田で多数幼生を確認している。 

記録： 成体，体験農場，22-VIII-2004，河瀬直

幹；幼生，体験農場，15-V-2005, 河瀬；成体，

園内，31-VII-2005, 河瀬；成体,体験農

場,1-VII-2007, 河瀬；成体（多い），森の広場

の池，2-X-2007, 河瀬；幼生・成体（多い），体

験農場，21-VI-2009, 河瀬． 

９．ニホンアカガエル Rana japonica 

例年2～3月にかけて，園内の水田，小さな池

や湧水たまりに卵塊が見られる。2005年，2006

年には50卵塊以上が確認できた。 

記録： 幼生（多数），体験農場，IV-2004，河瀬

直幹； 成体，体験農場，10-X-2004, 河瀬直幹； 

卵塊（17），体験農場，10-II-2005，河瀬直幹・

西村淳子； 卵塊（96），17-II-2005, 西村淳子；

卵塊（8），炭焼小屋ウラ，15-II-2005, 河瀬；

卵塊（17），森の広場，10-II-2005, 河瀬・西村；

卵塊（5），たんぽぽ丘，17-II-2005, 河瀬・西

村；幼生（複数），たんぽぽ丘，9-IV-2005, 河

瀬・井野勝行；成体，体験農場，29-IV-2005, 河

瀬；卵塊（7），たんぽぽ丘，24-II-2006, 河瀬・

西村；卵塊（10），体験農場，24-II-2006, 河瀬・

西村；卵塊（47），昆虫広場，24-II-2006, 河瀬・

西村；卵塊（17），森の広場，24-II-2006, 河瀬・

西村；卵塊（8），森の広場手前のかえる池，

24-II-2006, 西村・河瀬；卵塊（58）,体験農

場,11-II-2007, 河瀬；卵塊（29）,昆虫広

場,11-II-2007, 河瀬；卵塊（38）,たんぽぽ

丘,11-II-2007, 河瀬；卵塊（10）,森の広

場,11-II-2007, 河瀬；卵塊（9）,かえる

池,11-II-2007, 河瀬；成体（多い；子ガエル）,

体験農場,1-VII-2007, 河瀬；成体♂，昆虫広場，

6-II-2008, 河瀬；卵塊（17），体験農場，

19-III-2008, 河瀬；卵塊（18），昆虫広場，

19-III-2008, 河瀬；卵塊（10），森の広場の池，



19-III-2008, 河瀬；卵塊（6），かえる池，

19-III-2008, 河瀬；卵塊（4）, たんぽぽ丘，

19-III-2008, 河瀬；幼生（わずか），たんぽぽ

丘，4-IV-2008, 河瀬；卵塊（33），体験農場，3

～14-II-2009, 河瀬；卵塊（34），昆虫広場，

14-II-2009, 河瀬；卵塊（1），かえる池，

14-II-2009, 河瀬；卵塊（7），森の広場の池，

14-II-2009, 河瀬；卵塊（1），炭焼き小屋裏の

オモダカ池，14-II-2009, 河瀬；卵塊（203），

たんぽぽ丘，27-I～14-II-2009, 河瀬． 

 

アオガエル科 RHACOPHOLIDAE 

１０．シュレーゲルアオガエル Rhacophorus 

schlegelii 

体験農場の水田付近，森の広場付近の小さな

池、タンポポの丘の池で，毎年春に合唱が聞か

れる。個体数も少なくない。体験農場の畦では

卵塊が見つかる。 

記録：  成体・鳴き声（複数），体験農場, IV-2004，

河瀬直幹；鳴き声（複数），たんぽぽ丘・炭焼き

小屋裏・森の広場・体験農場，7-IV-2005, 河瀬；

鳴き声（大合唱），たんぽぽ丘, 19-IV-2005, 河

瀬；鳴き声（合唱），たんぽぽ丘・森の広場，

6-IV-2006, 河瀬；鳴き声,昆虫広場・たんぽぽ

丘,29-III-2007, 河瀬；鳴き声,たんぽぽ丘・オ

モダカ池・体験農場・森の広場,10-IV-2007, 河

瀬；鳴き声（多），たんぽぽ丘，4-IV-2008, 河

瀬；卵塊・成体（多数），体験農場の田植え準備

の畦の草刈にて，9-V-2009, 河瀬； 

１１．モリアオガエル Rhacophorus arboreus 

開園以降，森の広場の小さな池に，甲賀市甲

南町杉谷新田産の卵塊が持ち込まれた。持ち込

まれた場所付近で細々と生息している。 

記録：卵塊（1）,森の広場,8-VI-2006, 西村淳

子・横山明子；卵塊（3），森の広場, 21-V-2009, 

河瀬． 

 

園内には2本の谷があり，それぞれの谷に大

きなため池と小さな池・湿地，水田等が複数存

在し，減少著しい両生類の貴重な生息場所，繁

殖場所となっている。特に環境省や滋賀県，甲

賀市のレッドデータブック上位（絶滅の危険性

が高い）のランクに掲載される希少両生類が生

息することは，特筆すべきである。カスミサン

ショウウオ（環境省：絶滅危惧Ⅱ類，滋賀県：

希少種，甲賀市：絶滅危惧増大種），アカハライ

モリ（環境省：準絶滅危惧種，滋賀県：希少種，

甲賀市：要注目種），ナゴヤダルマガエル（環境

省：絶滅危惧ⅠB類，滋賀県：絶滅危機増大種，

甲賀市：絶滅危惧種）が生息することは，園内

の環境の重要性を示す。しかしながら，園内に

は外来種のウシガエルやアメリカザリガニが侵

入しており，非常に多数個体が見られるため，

在来の両生類に悪影響を及ぼす可能性が高く，

対策をとるべきと考えられる。 
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