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クビワコウモリと近縁の日本固有種である

昆虫類を食べている。
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で生息が確認されている。
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樹洞の減少、餌動物となる昆虫類の減少
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で過ごす生息期間については
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布し、北アルプス山麓、南アルプス山麓、御岳山山麓、白山、富士山

で生息が確認されている。 

の発見事例は少なく、本種の生態調査・研究は進んでいない。

は長野県松本市の乗鞍高原のみであり、他地域でのコロニーの

白馬村で初めて発見

に大町市常盤で２頭目が確認された。その後、1989 年
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集団が出産哺育を行っていることが確認された。さらに翌年の調査により、松本市乗鞍

に集まった 100 頭以上の

に長野県飯田市の森林内で、

川上村の集落内でクビワコウモリが

から継続して、カウント調査

この図は、コロニーのある施設ごとの個体数

200～250 頭が集まり

コロニーが消失し、

、宿泊施設や木造家屋等の

 

餌動物となる昆虫類の減少

30 年間生態調査が

頭～300 頭）

ついては、生息場所

いない。 

布し、北アルプス山麓、南アルプス山麓、御岳山山麓、白山、富士山

の発見事例は少なく、本種の生態調査・研究は進んでいない。コロニー

コロニーの場所は不明である。

発見され、1953

年（平成元年）

とが明らかとなり

さらに翌年の調査により、松本市乗鞍

頭以上のコロニー

に長野県飯田市の森林内で、2014 年

でクビワコウモリが

カウント調査により
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布し、北アルプス山麓、南アルプス山麓、御岳山山麓、白山、富士山

コロニーが確認され

場所は不明である。

1953 年（昭和
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場所は不明である。 
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さらに翌年の調査により、松本市乗鞍
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 乗鞍高原周辺の森林状況
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会に所属するコウモリ研究者により、乗鞍高原で家屋を利用するクビワコウ
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安定して生息できる環境を整備する必要がある。また、
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会に所属するコウモリ研究者により、乗鞍高原で家屋を利用するクビワコウ
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維持や増加には、安定した繁殖場所や採餌場

考えられるが、どのような環境が繁殖や採餌
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いく必要がある。
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観察会を実施している。 
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会に所属するコウモリ研究者により、乗鞍高原で家屋を利用するクビワコウ
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東信地域におけるクビワコウモリの初記録，東信自然史研究

長野県東信地域におけるクビワコウモリ及びノレンコウモ

４号：9-13．

栃木県におけるクビワコウモリ

．栃木県立博物館研究紀要 自然

2019 －哺乳類

リスト －動物編

専門委員会 委員

中村寛志、福江佑子、藤田

専門委員会 協力者

（クビワコウモリを守る会

敬称略） 

生息が確認できた地域においては本種の保護回復に関する取組に

情報交換等を行うとともに保護活動への支援

よう努める。

生息地域を対象としてこれらの

取組への発展を目指すこととする。

年で事業の効果を評価検証し、保護回復事業計画の見直し等について検討する。

新たな知見、生息数の変化など

検証・評価し、計画の見直し等について検討する。

クビワコウモリの生態と保護活動について，市立大町博物館誌「山

長野県におけるコヤマコウモリとクビワコウモリの採

東信地域におけるクビワコウモリの初記録，東信自然史研究

長野県東信地域におけるクビワコウモリ及びノレンコウモ

． 

栃木県におけるクビワコウモリ Eptesicus japonensis 

自然 (24)：

哺乳類． 

動物編． 

委員 

中村寛志、福江佑子、藤田

協力者 

クビワコウモリを守る会

本種の保護回復に関する取組に

情報交換等を行うとともに保護活動への支援と普及啓発

。 

を対象としてこれらの

取組への発展を目指すこととする。

年で事業の効果を評価検証し、保護回復事業計画の見直し等について検討する。

新たな知見、生息数の変化など生息状況の

の見直し等について検討する。

クビワコウモリの生態と保護活動について，市立大町博物館誌「山

長野県におけるコヤマコウモリとクビワコウモリの採

東信地域におけるクビワコウモリの初記録，東信自然史研究

長野県東信地域におけるクビワコウモリ及びノレンコウモ

Eptesicus japonensis 

：1-4． 

中村寛志、福江佑子、藤田 卓 

クビワコウモリを守る会） 

本種の保護回復に関する取組に

と普及啓発を図り、地

を対象としてこれらの取組を推

取組への発展を目指すこととする。 

年で事業の効果を評価検証し、保護回復事業計画の見直し等について検討する。

生息状況の大きな

の見直し等について検討する。

クビワコウモリの生態と保護活動について，市立大町博物館誌「山

長野県におけるコヤマコウモリとクビワコウモリの採集記録，

東信地域におけるクビワコウモリの初記録，東信自然史研究

長野県東信地域におけるクビワコウモリ及びノレンコウモ

Eptesicus japonensis 

本種の保護回復に関する取組に

を図り、地

取組を推

年で事業の効果を評価検証し、保護回復事業計画の見直し等について検討する。

大きな変

の見直し等について検討する。 

クビワコウモリの生態と保護活動について，市立大町博物館誌「山

記録，

東信地域におけるクビワコウモリの初記録，東信自然史研究

長野県東信地域におけるクビワコウモリ及びノレンコウモ

Eptesicus japonensis 


