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里山フィールドガイドシリーズ

１．里山の哺乳類

２．里山の鳥

３．木の実・草の実

４．雑木林の木々

５．里山のきのこ

６．里山のカエルとヘビ

表紙写真：産卵場所で雌を待つ

ヤマアカガエルの雄

裏表紙写真
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アマガエル クロサンショウウオ

カジカガエル スッポン ジムグリ

ヒキガエル
幼体

シュレーゲル
　　アオガエル

ヤマカガシ幼蛇

産卵のために
池にやってきた
モリアオガエル

ニホンアカガエル ウシガエル
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はじめに

｢里山｣とは、集落や人里周辺の丘陵山地のことをいい、新潟県の中

越地方では、コナラなどの落葉広葉樹を主とした雑木林が、多く見受

けられます。また、木材生産の場としてのスギ林も広い面積を占めて

います。この里山は、かつて、炭焼きやたき木拾い、落ち葉による堆

肥づくり、山菜、きのこなどの生活資源の供給源として、山村の人々

の生活には不可欠のものでした。また、その母なる自然は、人々の畏

敬の対象でもあり、郷土の文化を育み、伝説や民話を生み出し、子ど

もたちの遊びや学びの場でもありました。里山は、計画的に繰り返し

人の手が加わることで、環境が維持され、さまざまな生きものたちの

ゆりかごにもなっていました。しかし、昭和３０年代以降、燃料の石

油エネルギーへの転換などにより、里山と人々との関係は薄れ、人の

手が入らなくなった里山が多くなり、そこを生活の場としていた生き

ものも、大変な影響を受けてしまいました。また、人々の心の中から

も豊かな里山の自然は薄れていきました。

そのような憂慮すべき時代の流れの中、近年、里山の自然の重要性

が見直され、各地で保全と活用の動きが出始めてきました。かつての

ような、生活に密着した里山の利用とはいきませんが、整備の人手が

入るようになってきました。しかし、その動きはこれからが本番で、

新たな地域住民の参画と、末ながい取り組みが必要不可欠です。

この里山フィールドガイドシリーズは、新潟県の里山をフィールド

とした６テーマからなります。詳しい知識を得るには、他のすぐれた

参考書が数多く出版されていますが、本書は郷土の里山の自然の案内

役として作成しました。皆さんが本書を手に里山に出かけ、里山の自

然の魅力に気づかれることを望んでやみません。

編者
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１．カエルの仲間とヘビの仲間
カエルやヘビの仲間は、様々な種類が、身近な里山や農地、池や

川、森や高山など様々な環境に暮らしている。自然界の食物連鎖の

中で、底辺から最上位の捕食者をつなぐ中間の位置にあり、生態系

の均衡を保つために、極めて重要な役割を果たしている。

カエルやヘビは野外で出会う機会が多いが、毒をもっているから

嫌いだという人もある。しかし、ほとんどは人に無害で、我が国本

土では有毒ヘビはマムシとヤマカガシの２種類だけ、両生類ではイ

モリの皮膚毒、ヒキガエルの耳腺の毒に注意を要する程度である。

、 。マムシに咬まれる事故も ほとんどが人の不注意によるものである

まずは、識別能力をつけて、相手をよく理解し、上手につきあって

いきたいものである。

２．カエルやサンショウウオの仲間：両生類

両生類は、卵や幼生の時期には乾燥に耐える力がなく、水中で生

活する。陸上生活に移る段階で、鰓呼吸から肺呼吸に変わり、形態

や生態、生理状態が大きく変化する 「変態」という現象である。。

サンショウウオやイモリの幼生

では、顎の両側に枝分かれした外

鰓が見えるが、カエルの幼生の鰓

。は皮下にあって外からは見えない

水中生活の期間は様々で、アズマ

、ヒキガエルでは３ヶ月程度と短く

ハコネサンショウウオでは２年以

上に及ぶ。

両生類は、今から３億数千万年前に、最初に陸上に進出した脊椎

動物であるが、後に台頭してきた爬虫類との競争に敗れ、多くの種

類が衰退絶滅の道を歩んできた。イモリやサンショウウオ類（有尾

類）は、地球上で約350種しか残っていない。

外鰓をもつクロサンショウウオ幼生
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一方、カエル類（無尾類）は、

進化の過程で体の構造を大改造し

た。尾が退化するとともに四肢が

発達し、運動量力は格段に向上し

て、ジャンプ能力まで身につけた。

また、大きな口で様々な小動物を

捕食できるようになった。

現生のカエルは約3,500種が知ら

れており、北極圏と南極大陸をの

ぞく、ほとんどの陸地に分布して

いる。生息環境は、地上から樹上、

水中まで及び、中には砂漠地帯に

まで生息するものもある。

（１）サンショウウオ類･･･有尾類

県内にはサンショウウオ５種とイモリ１種が生息する。ここでは

長野・富山県境の一部から知られるハクバサンショウウオ、本州中

部～上越市の一部にかけて分布するヒダサンショウウオの解説は省

いた。６種すべてが新潟県の絶滅危惧種に指定されている。

①クロサンショウウオ

全長12～18cm、佐渡島を含む全

県に分布。普段は落ち葉の下で暮

らし、産卵期以外はほとんど目に

つかない。雪解け早々に、

山間の池の水中に沈んだ木

の枝などに産卵する。卵の

うは、アケビの実のような

形である。

モリアオガエルの変態中の幼生と、

まだ尾が残っている仔ガエル

成体（上）と

水中の卵のう（左）
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②トウホクサンショウウオ

クロサンショウウオより一回り小さい。本州東北部に分布し、当

間山～旧吉川町付近が分布の西限かつ南限。谷川のよどみの部分な

ど、やや流れのある場所に産卵す

る傾向がある。卵のうは、ゆるく

螺旋を巻いたひ

も状である。

③ハコネサンショウウオ

。山間の渓流に広く生息している

成体は細長く、全長は20cm近くに

。 、なる 成体になっても肺をもたず

皮膚呼吸をする。幼生は黒い爪を

、 。もち 流れに耐えることができる

幼生期間は２～３年に及ぶため、

一ヶ所に大小の幼生が住む。

④イモリ

黒い背中と赤い腹が特徴的で、

体表はざらざらしている。浅い池

や水田、山間の水たまりなどに住

み、成体も水中で暮らす。様々な

小動物を食べ、カエルやサンショ

ウウオの幼生も捕食する。体表に

フグ毒と同じテトロドトキシンを

もっている。
イモリ（円内は腹面の写真）

上）成体

下）幼生

成体と卵のう
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（２）カエル類･･･無尾類

カエルは種類ごとに、樹上、地上、水辺～水中など様々な環境に

暮らし、それに適した体の構造をもっている。吸盤の有無、水かき

の発達の度合い、体色、体表の隆起やいぼ状突起の有無などから、

生活の様子を推定し、種類を特定することができる。

カエルは猛禽やヘビなどから身を守るために、目立たないように

体色を変化させるが、特に樹上性の種類でその能力が高い。

アマガエルの体色変化

右下は色素欠乏の突然変異体

樹
 
上

地
 
上

水
 
中

モリアオガエル
シュレーゲルアオガ

カジカガエル

アマガエル

ヒキガエル

ニホンアカガエル
ヤマアカガエル
タゴガエル
トノサマガエル
トウキョウダルマガエル
ツチガエル

ウシガエル

葉裏のモリアオガエル

カエルの生息場所
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①アズマヒキガエル

在来のカエルの中では最大で体

長15～16cm、手足は短く頑丈。体

は茶褐色～黒褐色で皮膚は厚く、

大小の突起がある。敵に襲われる

と、耳の上にある耳腺から白色の

毒液を分泌する。雪解け直後に、

。細長いひも状の卵塊を産みつける

幼生は黒く小さく、６～７mmの仔

ガエルになって上陸する。

②アマガエル

山林から農地、市街地まで、最も広範囲に生息している。指先に

吸盤をもち、樹上にも住む。体色

は、緑色から灰褐色、黒褐色、あ

るいはまだら模様など、様々に変

化させることができる。

アオガエル類と間違えられるこ

とがあるが、本種は吸盤が小さめ

で鼓膜の後方に黒い線がある。

③ニホンアカガエル

中型のカエルで、かつては新潟

の平野部から里山まで、普通に見

ることができた。近年は平野の中

心部ではほぼ絶滅、里山でもなか

なか見られなくなってきている。

目から鼓膜の上方、腰まで連なる

背側線は、ほぼ直線である。新潟

、 。平野では イシャガエルと呼んだ
背側線はほとんどまっすぐ

堂々としたアズマヒキガエルの雄
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④ヤマアカガエル

、ニホンアカガエルと似ているが

背側線は鼓膜後方で折れ曲がる。

上下の唇から喉にかけて、黒色の

斑紋をもつことが多い。春一番に

雪解けの水田などに、透明な寒天

質に包まれた卵塊を産みつける。

雄の鳴き声は、キャララ、キャラ

。ラ･･･ と聞こえる甲高くか細い声

⑤タゴガエル

他のアカガエル類と違って、喉に不規則な暗色の大理石模様があ

。 、る 低山から高山にかけて生息し

登山道でよく目につく。雄は沢筋

の石の下などのわずかな窪みの中

で、クークー、グウグウと鳴き、

雌を呼ぶ。卵の直径は３mmほど、

他のアカガエル類の２倍ほどの大

きさがあり、幼生は全く餌を食べ

ずに仔ガエルに変態する。

⑥トノサマガエル

水辺に住む中型のカエルで、体

長は数cm～９cmほどに達する。背

面は平滑で、短い線状の隆起があ

り、背面中央に明色の背中線があ

る。背面やわき腹の黒色斑はつな

がって長い。繁殖期の雄の体色は

黄色みを帯びる。各地の水田から

姿を消しているが、山間部ではま

だ広く生息している。

越冬前のヤマアカガエル

右下は卵塊と保護する雄

腹が大きく膨らんだトノサマガエルの雌
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⑦トウキョウダルマガエル

トノサマガエルとよく似ている

が、足が短めで、背面の黒色斑紋

はつながらない。かつては新潟平

野の中心部の水田や池などにごく

普通に生息していたが、現在では

ほとんど見ることができない。信

濃川や阿賀野川沿いの新潟平野の

ほか、長野盆地、仙台平野、関東

平野に分布する。

⑧ツチガエル

体色は茶褐色で、背中線が現れ

る個体もある。皮膚にイボ状の隆

起があり、イボガエルと呼ばれる

こともある。県内のカエルの中で

は産卵期は遅い方で、晩春～初夏

の頃にギュー・ギュー･･･ という

声で鳴く。ほとんどの幼生は、生

まれた年には変態せず、越冬して

翌年にカエルになる。

⑨ウシガエル

北アメリカ原産で、体長20cm近

くになる。食用目的で持ち込まれ

たため、食用ガエルの名がある。

池沼や下流河川のワンドなどに住

む。水際に近づく他種のカエルな

ど様々な小動物、水中のアメリカ

ザリガニなども捕食する。幼生は

越冬して、翌年カエルになる。

最近珍しいトウキョウダルマガエル

抱接するツチガエル（背中線をもつ雄）

水際で餌を待つウシガエル
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⑩モリアオガエル

樹上性のカエルで、指先に発達

した吸盤をもつ。虹彩の色はオレ

ンジ色で、体表には顆粒状の突起

がある。体色は緑色～暗褐色に変

化する。春、水面に張り出した木

の枝に、白い泡状の卵塊を産みつ

ける。泡の中で孵化し、卵黄を吸

収したオタマジャクシは、落下し

て水中で成長する。

モリアオガエルとよく似ている⑪シュレーゲルアオガエル

が、一回り小さく、虹彩の色は明

るい金色である。通常樹上では緑

色であるが、地上では暗緑色に変

わる。早春に水田の畦ぎわの土中

に、泡状の卵塊を産みつける。里

山の夜の田んぼに響きわたる、コ

ロロ・コロロと高く澄んだコーラ

スは、実に風情がある。

⑫カジカガエル

体色は石の色に似た灰褐色～茶

褐色で、指先の吸盤がよく発達す

る。５～８月は渓流で過ごし、そ

れ以外は水辺の草地や林内で生活

する。幼生はのどの部分が吸盤状

にくぼみ、水底の石に吸いつく。

繁殖期の雄は、フィー、フィー、

フィーという澄んだ声で鳴く。

産卵中のモリアオガエルのペア

粘液を足でかき回して泡状にする

シュレーゲルアオガエルの雌

渓流の石の上で休むカジカガエル
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３．トカゲやヘビ、カメの仲間・・・爬虫類
爬虫類のトカゲやヤモリは、長い尾と四肢をもち、一見両生類の

イモリやサンショウウオの仲間と間違われることもある。しかし、

こちらは完全に陸上生活へ適応し、卵は乾燥に耐える能力がある。

水中生活に戻ったカメ類やウミヘビなども産卵は陸上で行う。中に

は、マムシのように例外的に卵胎生のものもある。

（１）トカゲ類とヘビ類･･･有鱗目

トカゲやヘビ、ヤモリは、体表が鱗で覆われる同じグループ（有

鱗目）に属する。ヘビ類は四肢が退化して、狭い隙間に潜り込むこ

とができ、大きな餌でも丸飲みできるように特殊化した。

①ニホントカゲ

全長20cmほどに成長するトカゲ

、 。 、で 鱗に光沢がある 若い個体は

黒い胴体に５本の黄白色の線が入

、 。り 尾は鮮やかなコバルトブルー

雌は成長してもこの体色が残る。

成熟した雄は頭部や胴体が太く、

体色は明るい茶褐色、脇腹に黒褐

色の太い縦条が走り、繁殖期には

喉が赤くなる。石垣や岩場を好ん

で住む傾向がある。

捕食者に襲われたときなどは尾

は容易に切れ、しばらくピクピク

と動き続けて注意を引きつける。

これを自切と呼ぶが、切れる場所

は決まっており、出血も少なく、

後に再生してくる。

繁殖期の雄（尾の先端は再生した跡）

尾を自切したニホントカゲの雌
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②ニホンカナヘビ

全長は25cmほどになるが、ニホ

ントカゲに比べて尾が長く、全長

。 、の三分の二を占める 体は鉄錆色

鱗はかさついた感じである。林縁

部を好み、細身の体を生かして草

の上でも巧みに動き回り、イナゴ

、やコオロギなどの昆虫類やクモ類

ダンゴムシなどを捕食する。

③ニホンヤモリ

全長10～14cmに成長する。鱗は

小さな顆粒状で、体は灰褐色、周

囲の色に合わせて黒色や明色に変

わる。人家に住みつき、昆虫やク

モをあさる。扁平に広がった指の

腹側に細かな鈎状の毛が密生し、

壁やガラス窓に張りつくことがで

きる。県内ではごく希である。

④ジムグリ

全長80～100cmに成長し、頭が小さ

く、鱗に光沢があるのが特徴的。お

もにネズミ等の小型哺乳類をねらっ

、 、て 地中で活動していることが多く

人目につきにくい。性質はおとなし

く、手で触っても、咬みつくことは

ない。時に背面が赤褐色、腹面が黄

色のアカジムグリと呼ばれる体色の

ものが見つかる。

木の上で休むカナヘビ

右）アカジムグリ

上）板に張りつくヤモリ 下）自動販売機で虫をあさる
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⑤シマヘビ

全長120cm前後まで成長し、明

るい褐色の地色に、４本の黒色縦

条が入り、虹彩は赤褐色である。

まれに、カラスヘビと呼ばれる、

全身漆黒の黒化型が見つかる。幼

蛇は頸部にばち形の濃色斑紋があ

り、体色斑紋の変異が著しい。

カエルやトカゲ類、ネズミ類な

ど様々な動物を餌とし、他種のヘ

ビまで捕食する。環境適応力が強

く、環境改変の著しい都市近郊か

ら、高山にまで生息する。

⑥アオダイショウ

、我が国本土では最大のヘビで

全長２ｍほどに成長する。成蛇

の体色は、黒みを帯びた薄い青

色である。カエルやトカゲ、ネ

ズミなども捕食するが、樹上の

鳥の巣を襲って卵や雛を捕食す

ることもある。若い個体は、斑

模様や不明瞭な縦縞があり、一見シマヘビに似

、 、るが 鼻先はシマヘビのように尖ることはなく

虹彩は濃い灰褐色である。

上）通常体色と黒化型

右）幼蛇の体色２例

右）斑模様が残る若い個体
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⑦シロマダラ

全長60～70cmほどに成長する。

灰白色の地色に黒い横縞があり、

幼体は首の部分に大きな白斑があ

る。気が荒く、トカゲやヘビ類を

主食にするという。佐渡島を含む

広い範囲に分布するが、夜行性で

人目につきにくいため、確認記録

は少ない。

⑧ヒバカリ

全長40～60cmの細長いヘビで、

口角から頸の部分にかけて斜めに

。 、黄白色の斑紋がある 水田や湿地

水際部に多く、小魚やオタマジャ

、 。クシ カエルなどを餌にしている

夜行性で目につかないが、佐渡島

を含む全県に生息している。さわ

っても咬むことがなく、いよいよ

危険を感じるとボール状になる。

⑨タカチホヘビ

全長30～60cmの小型のヘビで、

光沢のある褐色の小さな鱗に覆わ

れる。背面中央に、明瞭な黒い線

が尾の先まで続いているのが特徴

的。乾燥に弱く、地中に潜ってミ

ミズを主食にしている。生息数は

少なく、夜行性でもあるため、発

見される例は極めて少ない。
朽ち木から出てきたタカチホヘビ

シロマダラの幼体

上）水辺で餌を探すヒバカリ

下）ボール状になったヒバカリ
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⑩ヤマカガシ

背面は褐色で不明瞭な黒斑があ

り、頸部に黄色斑、胴体の前部に

橙赤色の斑紋がある。若い個体ほ

。 、ど体色が鮮明である 水辺を好み

カエルやオタマジャクシなどを捕

食し、大型個体はヒキガエルも食

べる。分類上は無毒のヘビ

科に属するが、死亡事故も

ある。毒牙はないが顎の奥

に毒腺が開口し、深く咬ま

れると非常に危険である。

⑪マムシ

我が国本土に生息する唯一の真性の毒蛇である。全長60cmほどに

なり、体は太短く、顎が張って頭が三角に見える。背面に大きな銭

形の模様があり、枯れ葉の上など

では目立ちにくい。クサリヘビの

仲間で、上顎に折りたたみ式の注

射針のような毒牙をもつ。また、

目と鼻の穴の間に、ピット器官と

いう赤外線探知器官をもち、暗闇

の中でも、温血動物を捕らえるこ

とができる。山菜

採りやきのこ採り

で咬まれることが

あるが、手を出す

前に必ず安全を確

認する習慣を身に

つけたい。

右）擬死（死んだふり）を

するヤマカガシ

左下）落ち葉の中で目立たないマムシ

右）攻撃するマムシ（攻撃距離は体長の三分の一）

左）幼体
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（３）カメ類

カメ類（カメ目）は、皮膚や背

骨が丈夫な甲に変化し、頭部や四

肢を引っ込めて身を守ることがで

きる。リクガメ類（国内では沖縄

地方にのみ分布）では、強度を高

めて捕食者から身を守るため、甲

は高く盛り上がっている。

水中生活に適応したスッポンの

体は平たく、水の抵抗が少ない形

である。体を軽く動きやすくする

ため、皮膚は柔らかく、内部の甲

は退化傾向にあり、背骨の両側に

延びる肋骨が融合しただけの単純

な構造になっている。

①クサガメ

、 、池や沼 下流域のワンドなどで

最も普通に見られるカメである。

甲長15～25cm、背甲には縦に３本

の稜線がある。雌の方が大型にな

る。体色は茶褐色で首に黄色のミ

ミズ状の線があるが、老成した雄

では体全体が黒ずみ、イシガメと

誤認されることもある。雑食性で

ザリガニや魚の死骸、水草などを

食べる。

上）丈夫な甲に覆われたイシガメ

下）スッポンの甲（左：背面、右：内面）

上）クサガメの雌

下）腹面（左：黒化した雄、右：雌）

雄は尾のつけ根が太い
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②イシガメ

甲長13～20

cmに成長し、

雌の方が大型

になる。里山の

小川や池沼に住むが、新潟県内で

は野生はごく希である。背甲は黄

褐色～オレンジ色で、腹甲は黒色である。クサガメと違って背甲の

後縁がギザギザになっており、この特徴は仔ガメほど顕著である。

③ミシシッピアカミミガメ

北アメリカ原産で、甲長20～30cmに成長する。眼の後方の赤褐色

の斑紋からアカミミガメの名がある。仔ガメは「ミドリガメ」の名

前で、年間数十万～百万匹が輸入

されている。成長すると甲の色が

茶褐色～黒褐色に変わり、性質が

荒く、噛みつくこともある。この

ため、池や川に捨てられ、野生化

するケースが後を絶たず、各地で

在来のカメを圧迫しながら増加の

一途をたどっている。

④スッポン

体は平たく、水かきがよく発達し、体表は柔らかい皮膚に覆われ

る。鼻の先が突出し、首が長く伸

び、空気呼吸に都合がよい。県内

では、河川や池

沼で見つかるこ

とがあるが、自

然分布かどうか

不明である。

仔ガメと成体の雌

甲羅干し風景（円内は仔ガメ）
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⑤その他の外来カメ類

新潟県内では、カミツキガメ科

に属する北米～中米原産の大型の

カメが発見されている。飼育に手

を焼いた人が放棄したもので、対

人事故をおこす危険があり、生態

系への影響も懸念されている。

カミツキガメは、甲長47cmに達し 「外、

来生物法」で特定外来生物に指定され、

飼育等が制限されている。千葉県印旛沼

で産卵が確認され、新潟県内でも1998年

ごろから10件ほどの発見例がある 。。

ワニガメはカミツキガメよりさらに大型

で 最大80cm 体重80kgを超すという 改、 、 。「

」 、訂動物愛護法 ではライオンやトラと同列の危険動物として扱われ

県条例で届け出が義務づけられている。上越市朝日池や新潟市東港

などで捕獲記録がある。

最後に

新潟県内の両生類・爬虫類相は、大きく変貌しつつある。カエル

の好適な生息地であった水田地帯では、ニホンアカガエルやトウキ

ョウダルマガエル、ツチガエルなどが姿を消している。

一方、ペットとして持ち込まれた外国産の両生類や爬虫類の一部

が自然界に放されて定着し、我が国固有の生態系に重大な影響を及

。 、 、ぼしている 2006年 国内で初めて確認されたカエルツボカビ病は

ペットや研究用に輸入されたカエルとともに入り込んだ。致死率は

90％以上といわれ、中米ではツボカビ侵入後２ヶ月間で地域のカエ

。 、ルが絶滅した例がある カエルの減少はヘビ類や猛禽類などの絶滅

農業害虫の蔓延にもつながると懸念されている。

三条市で2002年に

捕獲されたカミツキガメ
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両生類

No. 目　名 科　名 種　名 備　考

1 サンショウウオ目 サンショウウオ科  トウホクサンショウウオ 新潟県準絶滅危惧

2 （有尾類） クロサンショウウオ    新潟県準絶滅危惧

3 ハクバサンショウウオ 新潟県準絶滅危惧

4 ヒダサンショウウオ 新潟県準絶滅危惧

5 ハコネサンショウウオ  新潟県準絶滅危惧

6 イモリ科    イモリ               新潟県準絶滅危惧

7 カエル目   ヒキガエル科    アズマヒキガエル     新潟市準絶滅危惧

8 （無尾類） アマガエル科     アマガエル         

9 アカガエル科    ニホンアカガエル    新潟市絶滅危惧Ⅰ類

10 ヤマアカガエル      

11 タゴガエル        

12 トノサマガエル      新潟県絶滅危惧Ⅱ類

13 トウキョウダルマガエル 新潟市絶滅危惧Ⅰ類

14 ウシガエル 特定外来生物

15 ツチガエル 

16 アオガエル科    モリアオガエル           新潟県準絶滅危惧

17 シュレーゲルアオガエル

18 カジカガエル             新潟県準絶滅危惧

爬虫類

No. 目　名 科　名 種　名 備　考

1 カメ目 イシガメ科 クサガメ

2 ミシシッピアカミミガメ 要注意外来種

3 イシガメ 新潟県準絶滅危惧

4 スッポン科 スッポン

5 トカゲ目    ヤモリ科 ニホンヤモリ

6 （有鱗目） トカゲ科   ニホントカゲ      

7 カナヘビ科     ニホンカナヘビ     

8 ヘビ科        タカチホヘビ   新潟県地域個体群

9 シマヘビ      

10 ジムグリ         

11 アオダイショウ

12 シロマダラ 新潟県地域個体群

13 ヒバカリ              

14 ヤマカガシ        有毒ヘビ

15 クサリヘビ科    マムシ        有毒ヘビ

新潟県に生息する両生類・爬虫類目録
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