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Ⅴ 参考文献 

各項目に引用された文献を記す。各河川の各分野の内容は、富山県生物学会の会誌

「富山の生物」に特集された総合調査の調査結果の報告を元に執筆され、本文中には

直接の引用はしていないが、下記に示す。別項目にまたがり引用のある場合は、最初

の項目だけに引用文献名を記す。また、総合調査の報告以外で、本文中で直接引用し

た文献も記す。 
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ツキノワグマによる採食痕跡 
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福田 保・美馬純一・山崎裕治・伊藤千陽・波佐谷紘子・安達文成・堺 康浩・南部

久男.2010.栃津川の淡水.富山の生物.49:29-32. 
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佐藤 卓・氷見栄成・金子靖志・永井知佳.2013.富山県氷見市仏生寺川流域に分布す

るモミを含む林分の森林構造.富山の生物.52:3-13. 

氷見栄成・佐藤 卓・松村 勉・金子靖志・末上麻衣・小川徳重.2013.富山県仏生寺
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神奈川県環境科学センター.2014.神奈川県内河川の底生動物Ⅱ.315pp. 
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後藤優介・南部久男,2012a．富山県におけるツキノワグマによる 2010年秋のカキ 

ノキ利用状況について．富山の生物，(51)：93-100． 
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