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痕跡の検索表
種

痕跡の種類
糞

足跡

巣・休み場

食痕

ニホンザル

36

37, 227

37

38

鯨偶蹄目 ニホンジカ

霊長目

食肉目

51（ぬた場）

45-46, 227 47

48-50

56

56

57

ニホンカモシカ

44, 63

46, 64-65,
227

イノシシ

72

46, 72-74,
227

47, 73

50, 74-75

ヒグマ

82

83

84

85

86

ツキノワグマ

91

92, 227

93

94-96

50, 96

アカギツネ

102

103-104,
112, 228

105, 123

タヌキ

110

111-112,
228, 235

113-114

イヌ

216

112, 216217, 228

ニホンアナグマ

119-120

121, 228,
235

124

124

ニホンテン

129, 182, 130, 228,
239
235

131

クロテン

135

136

137

138

ニホンイタチ

142

142

アメリカミンク

135

136

ハクビシン

147

148-149,
228

150-151

152-154

アライグマ

159, 161

160, 228,
235

161

161

フイリマングース

169

171

189

190

167

168

イリオモテヤマネコ 176

177

ツシマヤマネコ

182

183

ムササビ

188

188

ニホンモモンガ

193

タイリクモモンガ

199

199
206-207

ネズミ類

219

219

ニホンノウサギ

218

218, 228

アマミノクロウサギ

66

122-123

66
76（ぬた場）
76（木擦り痕）

123（交尾痕）

194

195

200-201

202

207

208, 214

213

214
214, 220
48, 219

170

フクロウ
オットンガエル

57

228, 235

ニホンリス

その他

50

44

クリハラリス
兎目

その他

キョン

イエネコ
齧歯目

角・爪痕

220（ペリット）
167

数字は各痕跡の写真または図のある頁を示す．なお，移動の際に残った痕跡も足跡に含めている．イノシシの
食痕とペリットについては第 5 章の 295 頁も参照．
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痕跡を読み取る技術

─動物ごとの痕跡と生態の特徴

内容と構成
ここでは，各哺乳類の分布と生態情報等について紹介した後に，痕跡の識
別ポイント等について解説した．本章で記載した内容は以下のとおりである．
分類の表記
基本的には，Ohdachi et al.（2009）の分類にしたがって，各哺乳類の標準
和名，英名，分類学上の目と科および種の学名（属名・種小名）を記載した．
なお，イリオモテヤマネコとツシマヤマネコについては亜種名まで記載した．
分布域
在来種の場合には，①自然分布域，②日本国内の自然分布域，③外来種と
なっている地域，外来種の場合には，①自然分布域，②外来種となっている
地域，③日本国内で生息が確認されている地域についてまとめた．ここでは
煩雑になるのを避けるために，局所的にしか分布していない場合をのぞいて
特定の地域名等（たとえば，島名など）は記載しなかった．
基本情報
亜種がいる種については亜種情報と日本国内での亜種の分布を，種名が変
わった種についてはその概要を，はじめにまとめた．外来種に関しては日本
における野生化の経緯についても記載した．そのほかに，日本国内の垂直分
布や生息環境の特徴などをまとめた．
さらに，成獣（基本的に日本の野生個体）の外部計測値（図 1）や繁殖情
報について表にまとめた．外部計測値は，一部をのぞいて雌雄を分けて範囲
29
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として示した．ここでは原則として，成獣区分の方法が記載されている文献
のみを引用し，極端な外れ値がある場合などは脚注で示した．なお，哺乳類
の体重等は地域や季節により異なるため，特定の地域や季節のサンプル数が
多いと平均を算出した際にバイアスが大きくなる．そのため，本書では一部
をのぞいて平均は示していない．
全長
頭胴長

尾長

図 1 外部計測部位
全長は吻端から尾の先端（体毛は含めない）までの長さ，尾長は尾の基部から先端（体毛
は含めない）までの長さ（尾を垂直にもち上げた状態で測定），頭胴長は吻端から尾の基
部までの長さ（全長から尾長を引いた値を用いるのが一般的である），を示す．

個体数調査の事例
これまでに実施された個体数調査について，研究事例を表にまとめたうえ
で簡単なレビューを行った．表の「密度推定をした研究事例」では絶対個体
数や絶対密度が推定された研究事例を，
「相対密度を比較した研究事例」で
は絶対密度は推定されていないものの相対的な密度を異なる地域や季節で比
較した研究事例を記載した（絶対個体数等の用語については第 6 章を参照）
．
なお，ここでは煩雑になるのを避けるために，必要な場合をのぞいて文章中
には引用文献を記していない．
食性調査の事例
これまでに実施された食性研究の事例を表にまとめたうえで，食性に関す
る簡単なレビューを行った．表の「食性評価の研究事例」では分析方法ごと
30
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に研究事例を整理した（各種分析方法については第 5 章を参照）
．また，食
性評価以外に特定の分野等について扱っている文献や事例的に報告された文
献については，表の「その他の食性にかかわる研究事例」にまとめた．なお，
ここでは煩雑になるのを避けるために，必要な場合をのぞいて文章中には引
用文献を記していない．
痕跡の紹介
痕跡については，
「糞」
，
「足跡・歩行パターン」，「巣・休み場」，「食痕」
を基本とし，必要に応じてその他の痕跡について紹介した．ここでは各痕跡
について，識別ポイントや同定するうえでの留意点などをのべた．
足跡の解説においては，指球をもつ動物には「指球」を，分離した指球を
もたない（外見上指球がはっきりしない）動物には「指」を用いて区別した．
たとえば，タヌキでは「足跡は四つの指球と爪痕および掌球が残る」
，アラ
イグマでは「足跡は 5 本の指と爪痕および掌球が残る」といったように区別
して記載している．なお，ここでは煩雑になるのを避けるために，後肢の趾
球と足底球については記載しなかった．そのため，指球と掌球と記載されて
いる場合には，本書では趾球と足底球についても意味していることを理解い
ただきたい．また，個体の前後肢を計測したデータがある場合には表にまと
めた．計測部位は図 2 のとおりである．
指球

前掌幅

趾球
前掌長
（ツメナシ）

掌球長

後掌幅

後掌長
（ツメナシ）

足底球長

掌球幅

足底球幅

主蹄長（前）

主蹄長（後）

主蹄幅（前）

主蹄幅（後）

前肢

後肢

図 2 前後肢の計測部位
本書では，データがある部位のみ記載している．
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Study Topic
その種について特筆すべき事項を各著者の判断の基に，自由に記載いただ
いた．ここでは煩雑になるのを避けるために，記載するうえで参考にした文
献等を一番下にまとめ，文章中には引用文献を示さなかった．
（關

義和）

1. ニホンザル

写真 1

霊長目オナガザル科
学名

Macaca fuscata
英名 Japanese macaque, Japanese monkey
分布域（Endo 2009; Nakagawa et al. 2010）
① 自然分布域
日本
② 日本国内の自然分布域
本州，四国，九州
③ 外来種となっている地域
なし

基本情報
屋久島に生息するヤクシマザル（M. f. yakui）と，それ以外の場所に生息
するホンドザル（M. f. fuscata）の 2 亜種に分けられている．ニホンザルの生
32
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息域の幅は，緯度は亜熱帯から冷温帯まで（分布域の北限である下北半島は，
山帯までと非常に広い（Nakagawa et al. 2010）．母系の血縁個体を核とした
群れ生活を営む．オスは成長すると出自の群れを出て，他の群れへの出入り

霊長目

ヒトを除くすべての霊長類の北限でもある）
，そして標高は海岸部から亜高

を繰り返すのに対し，メスはその生涯を出自の群れで過ごす場合がほとんど
である（Sprague et al. 1998; Tsuji and Sugiyama 2014）．群れのメス個体には，
血縁関係に基づいた明確な順位関係がある（川村 1958）
．
表 1 成獣個体の外部計測値および繁殖情報
項目

範囲

出典

頭胴長（cm）

♂ 55.5–63.0 ♀ 51.1–56.8

Hamada and Yamamoto 2010

尾

長（cm）

♂ 7.8–10.0

♀ 7.0–8.7

Hamada and Yamamoto 2010

体

重（kg）

♂ 8.5–13.5

♀ 6.3–11.7

Hamada and Yamamoto 2010

交尾期

10–12 月

Takahata 1980; Fujita et al. 2004

妊娠期間

167–189 日

Nigi 1976; Mitsunaga et al. 1992; Fujita et al.
2004

出産期

3–7 月（大部分は 4–5 月）

Kawai et al. 1967; Koyama et al. 1992;
Fooden and Aimi 2003; Fujita et al. 2004

個体数調査の事例（表 2）
ニホンザルは直接観察が比較的容易であるため，人付けされた群れを中心
に，日本各地で個体数の変動に関する詳細な調査がなされている．野生個体
群では宮城県金華山島と鹿児島県屋久島，餌付け群では京都府嵐山，大分県
高崎山，宮崎県幸島などで，数十年規模のデータが蓄積されている．
表 2 密度推定をした研究事例
用いられた方法または指標

出典

直接観察

Koyama et al. 1975; 鈴木ほか 1975; Ikeda 1982; Maruhashi
1982; Sugiyama and Ohsawa 1982; Fukuda 1988; Itoigawa
et al. 1992; Watanabe et al. 1992; Takahata et al. 1994;
Hanya et al. 2004; Kurita et al. 2008; 伊沢 2009

雪上足跡

Enari and Sakamaki 2011

音声

Hanya et al. 2005
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食性調査の事例（表 3−4）
ニホンザルは果実食性の強い雑食動物で，春に若葉を，夏に液果を，秋に
液果と堅果を，そして冬季に樹皮・冬芽や草本類を主要食物とする．動物類
やキノコ類を好んで採食する生息地もある．サルの食性は地域変異が大きく，
暖温帯で果実・葉をより多く利用する傾向がある．果実類の結実や降雪の程
度により，食性は年次的にも大きく変動する．農作物を食物として利用する
群れの場合，しばしばヒトとの軋轢が生じる．
表 3 食性評価の研究事例
用いられた方法または指標

出典

重量比

Suzuki 1965; Koganezawa 1975; 小金沢 1996; 好広ほか 1998;
Hanya et al. 2003

直接観察（野生個体群）

伊谷・徳田 1954; Izawa 1963, 1971, 1972; Izawa and Nishida

1963; Suzuki 1965; 熊谷 1971; Iwamoto 1974, 1982; Koganezawa 1975; Maruhashi 1980; Wada and Ichiki 1980; Furuichi
et al. 1982; 阿野 1983; 市来ほか 1983; Kimura 1988; Nakagawa 1989a, b, 1990a, b, 1997; Soumah and Yokota 1991;
Watanuki et al. 1994; Agetsuma 1995a, b, 2001; Hill and
Agetsuma 1995; 小 金 沢 1996; Nakagawa et al. 1996; Hill
1997; Agetsuma and Nakagawa 1998; Domingo-Roura and
Yamagiwa 1999; 松 岡 2000; Wakibara et al. 2001; Hanya
2003, 2004; Tsuji and Takatsuki 2004, 2008, 2009, 2012; Tsuji
et al. 2006, 2008; Kazahari and Agetsuma 2008, 2010; Go
2010; Tsuji 2010
採食痕

Wada 1983; Enari and Sakamaki 2010, 2013; Sakamaki et
al. 2011

安定同位体比分析

Nakashita et al. 2013

カメラトラップ法

Otani 2001
表 4 その他の食性にかかわる研究事例

種類
種子散布

出典
上原 1984; 林 1992; Yumoto et al. 1998; Otani and Shibata

2000; Otani 2003; Terakawa et al. 2009; Tsuji 2011; Tsuji et
al. 2011a
排泄時間

Tsuji et al. 2010; Sawada et al. 2011

34

2-3＿1部3章_cs6.indd

34

2015/02/12

9:14:40

第

3章

痕跡を読み取る技術―動物ごとの痕跡と生態の特徴

国内における

出典

農作物被害の記載

鈴 木 2003; 江 成 ほ か 2005; 吉 田 ほ か 2006; Yamada and
Muroyama 2010

事例報告

Watanabe 1989; Suzuki et al. 1990

（a）

霊長目

種類

（b）

（c）

写真 2 ニホンザルの採食
（a）ケヤキの若葉（春）．（b）ブナの堅果
（秋）．（c）サンショウの樹皮（冬）．

痕跡の紹介
（1）糞
親指大で円筒型の糞を排泄する．色や形状，においは食物に応じて異なり，
たとえば若葉を多く採食する春には鮮やかな緑色でにおいが強烈な糞に，樹
皮を多く採食する冬には水分が少なく繊維質に富んだ，においのしない黒い
糞となる．夏の糞は，排泄直後に糞虫がすぐにやってきて処理するため，数
日で消失してしまう．日当たりの良い場所で休息が終わって移動する直前に
排泄することが多い．
35
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（a）

（b）

（c）

（d）

写真 3 ニホンザルの糞
（a）春．若葉を多く採食するため鮮やかな緑色をしている．（b）夏（撮影：江成広斗）．
排泄後に糞虫やハエなどが集まることが多い．
（c）秋（撮影：江成広斗）．多くの種子が
含まれている．（d）冬．樹皮由来の繊維が多く含まれている．

（2）足跡・歩行パターン
親指が他の指と離れているのがニホンザルの足跡の特徴であり，地面（と
くに雪面）にはヒトとよく似た手形・足型がつく．手のひら，足の裏を地面
にべったりと押しつけて歩くため（蹠行性）
，足跡は他の動物と比べて明瞭
である．群れで移動した場合，地面には複数個体の足跡が同時に残されるこ
とが多い．
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（b）

霊長目

写真 4 サルの足跡
（a）後肢（左）と前肢（右）．（b）雪上のサルの足跡．左側の二つが左前後肢，右側の二
つが右前後肢（撮影：關 義和）．

（3）巣・休み場
ニホンザルは決まった巣は持たず，日暮れとともに樹上で眠る．捕食者（野
犬や猛禽類など）がいない生息地では，地上でかたまって眠ることもある．
寒冷地域では，洞窟や岩陰を泊まり場とする場合がある．

写真 5 冬に海岸近くの岩陰で休むニホン
ザルの群れ

（4）食痕
冬季に主要食物となる樹皮や冬芽には，特徴的な歯形がつく．
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写真 6 ニホンザルがサンショウの樹皮をかじったあと．歯型の跡が残っている．

Study Topic 「サルとシカの意外な関係」
筆者は宮城県の金華山島で，ニホンザルの食物について研究している．
サルの群れが樹上で採食しているのを観察していると，同じ島に暮らすニ
ホンジカが数頭，どこからともなくやってきて，サルたちが落とした葉や枝，
花を食べ始めることがある．シカが利用する植物は，サクラやクマノミズキ，
クリ，エノキなど多様だ．これらの樹種の平均樹高は 10 m 以上あるため，
木に登れないシカがこれらの食物を獲得することは不可能である．そして，
この行動がよくみられるのは，シカの食物である草本類の乏しい時期である．
つまり，シカにとってサルは，食物の乏しい時期に，自力では利用できな
い食物を落としてくれる，ありがたい存在だと考えられる．シカとサルの
関係については，日本各地から報告がある．とくに屋久島では，シカがサ
ルの落とす植物を採食するだけでなく，夜中にサルの糞（に含まれる種子）
を採食したり，サルがシカに毛づくろいをしたりするという．樹上生活者
のサルと地上生活者のシカ．われわれは，両者が一見無関係に生活してい
ると考えがちだが，場所と状況によっては，このように結びつくこともあ
るのだ．山で暮らす動物たちの暮らしを『異種間の関係』という視点でと
らえてみるのも面白い．
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鯨偶蹄目

写真 7 ニホンザルの重みでたわんだクマノ
ミズキの枝から葉をむしりとって採
食するニホンジカ．
参考資料
松岡 2000; 大井・増井 2002; Majolo and Ventura 2004; Tsuji et al. 2007; 伊沢 2009;
Nakagawa et al. 2010; Nishikawa and Mochida 2010; Agetsuma et al. 2011

（辻

大和）

2. ニホンジカ

写真 1 冬毛骨質角（左）と夏毛袋角（右）のオス

39
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鯨偶蹄目シカ科
学名

Cervus nippon
Sika deer

英名

分布域（McCullough et al. 2009）
① 自然分布域
おもに東アジア（大陸ではアムール地方からベトナムまでの沿岸部）
② 日本国内の自然分布域
北海道，本州，四国，九州
③ 外来種となっている地域
ニュージーランド，アメリカの 5 州（テキサス州，ケンタッキー州，ノース
カロナイナ州，メリーランド州，バージニア州のシンコティーグ島）
，ヨーロ
ッパ，友ヶ島（和歌山），洞爺湖中島（北海道）
，新島（東京）
，阿久根大島（鹿
児島），粟浦島（新潟），慶良間諸島（沖縄）

基本情報
亜熱帯から冷温帯に至る多様な環境に適応しており，現在では 14 の亜種
に分けられている（大泰司 1986; Nagata 2009）．日本国内にはそのうちの

6 亜種が生息する（ Whitehead 1972; Nagata 2009 ）．すなわち，エゾシカ
（C. n. yesoensis 北海道）
，ホンシュウジカ（C. n. centralis 本州，対馬）
，キ
ュウシュウジカ（C. n. nippon 四国，九州，五島列島），マゲシカ（C. n.

mageshimae 馬毛島，淡路島，種子島，小豆島を含む瀬戸内諸島），ヤクシカ
（C. n. yakushimae 屋久島，口永良部島）
，ケラマジカ（C. n. keramae 慶良間
諸島を含む琉球諸島）である．対馬と種子島に生息している個体群をツシ
マジカ（C. n. pulchellus）とし，7 亜種とする説もある（阿部ほか 2005）
．
毛色は季節により変化し，夏にはオレンジ色に鮮やかな白い斑点があるが，
冬には白い斑点が消失して，オスは濃い茶色，メスは灰褐色になる（写真

1－2）．
低地帯から亜高山帯までの森林地帯に広く分布し，近年では高山帯におい
ても生息が確認されている（Igota et al. 2004; 高槻 2006; Takii et al. 2012）
．
積雪深が 50 cm 以上になる地域では生活することが困難であり，1 m を超え
40
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る地域にはほとんど分布していない（Takatsuki 1992）．そのため，積雪量の

鯨偶蹄目

写真 2 夏毛（左）と冬毛（右）の親子

多い地域では，季節移動することが報告されている（Takatsuki et al. 2000;

Igota et al. 2004; McCullough et al. 2009; Takii et al. 2012）．日本では 1980 年
代から個体数の増加により農林業・生態系への深刻な影響が出ている．
表 1 成獣個体の外部計測値および繁殖情報
項目
頭胴長（cm）

範囲

出典

♂ 100.1–161.0

♀ 83.0–155.2

高槻 2006; 野生動物保護管理事務所 未発表

尾

長（cm）

♂ 10.5–16.5

♀ 9.9–16.1

姜 未発表 ; 野生動物保護管理事務所 未発表

体

重（kg）

♂ 43.0–100.0

♀ 37.6–75.0

姜 未発表 ; 野生動物保護管理事務所 未発表

交尾期

10–12 月

高槻 2006

妊娠期間

約 210–234 日

Koizumi 1991; Asada and Ochiai 1996a;
高槻 2006; McCullough et al. 2009

出産期

4–6 月

高槻 2006

※上記数値はホンシュウジカのものを示す．

個体数調査の事例（表 2−3）
管理目標を策定するため，全国各地で密度調査が実施されているものの，
統一的な手法は十分には確立されていない．区画法やスポットライトセンサ
ス法など直接観察にもとづく個体数調査が全国各地で実施されている（濱崎
ほか 2007）
．開放地や，落葉広葉樹が多い地域では航空機を用いた密度調査
の事例もある．また，糞の排泄量，消失率，気象条件に基づく糞粒プログラ
41
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ムの確立により，糞粒法を用いた個体数の推定法も提唱されている．糞塊密
度や捕獲効率，目撃効率は，広範囲のシカの生息状況や相対密度を把握する
有効な手法として実施されている．さらに，近年は複数の密度指標を基に，
ベイズ法を用いた個体数推定や個体群動態を予測する手法が開発されている．
これまでに実施された調査では，最大 1 km あたり 150 頭に達したことが報
2

告されているが，全体的に過小評価している傾向がある（宇野ほか 2007）
．
表 2 密度推定をした研究事例
用いられた方法または指標

出典

区画法

Maruyama and Furubayashi 1983; 浅田・落合 2007; 濱崎ほか
2007; 永田・岩岡 2011

糞粒区画法

浅田・落合 2007

CPUE

浅田・落合 2007

糞の分解率を考慮にいれた糞 岩本ほか 2000; 池田・岩本 2004; 池田 2005
粒法
糞の分解率を考慮しない糞塊

Koda et al. 2011

法
糞塊法

福本 2013

階層ベイズモデルによる個体 坂田ほか 2012
数推定や個体群動態の予測
カメラセンサス法

山根・三橋 2002

スポットライトセンサス法

Koganezawa and Li 2002

エアカウント

丸山・岩野 1980; 大井ほか 1993; 高槻 2006

輪切り法

朝日ほか 1967

表 3 相対密度を比較した研究事例
用いられた方法または指標

出典

糞塊法

坂田ほか 2002; 濱崎ほか 2007

目撃効率

Uno et al. 2006; 濱崎ほか 2007

ライトセンサス法

Uno et al. 2006; 浅田・落合 2007

CPUE

Uno et al. 2006; 浅田・落合 2007

被害額

Uno et al. 2006
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食性調査の事例（表 4−5）
草食性であるが，採食する植物の種類は多く，食性の幅が広い（高槻

2006）．ササ類やススキ類，スゲ類などのグラミノイドと双子葉植物（草本
と 木 本 ） の 葉 を 主 要 な 餌 資 源 と し て い る（ 高 槻 2006; McCullough et al.

2009）．一般的に，グラミノイドの割合は春季から秋季にかけて低く，冬季
までにかけて 9 割以上占める場合もある．食物資源が乏しい地域や季節には，
落葉・太い枝・樹皮などのような栄養価が低い食物の利用割合が高くなる．
さらに食物条件が悪い地域では，比較的食物が豊富だと思われる春夏季にも
落葉をよく利用する．地理的に日本列島のシカの食性に占めるイネ科の割合

鯨偶蹄目

から春先にかけて高くなる．地域によっては，ササ類の割合が冬季から春先

は緯度が高いほど大きくなっている（高槻 1991; 高槻 2006）．近年の個体数
増加にともなう過度の採食圧により，各地で自然植生への影響が問題となっ
ている（Takatsuki 2009）
．
表 4 食性評価の研究事例
用いられた方法または指標

出典

ポイント枠法による占有比

Takatsuki 1980a, 1983, 1986, 1988, 1990; 高 槻 ほ か 1984;
Takatsuki and Ikeda 1993; Padmalal and Takatsuki 1994;
Asada and Ochiai 1996b; Yokoyama et al. 1996, 2000, 2001;
須 田 1997; Weerashinghe and Takatsuki 1999; Jayasekara
and Takatsuki 2000; Takahashi and Kaji 2001; Miyaki and Kaji
2004, 2009; Campos-Arceiz and Takatsuki 2005; Jiang et al.
2006, 2009; 高槻 2006; Takatsuki et al. 2010; 南野・明石 2011;
Kobayashi and Takatsuki 2012; Takahashi et al. 2013; Asakura
et al. 2014

直接観察（野生個体群）

Koga and Ono 1994

採食痕

古林・丸山 1977; Takatsuki 1986

表 5 その他の食性にかかわる研究事例
種類

出典

採食と種子散布

高槻 2006

ポイント枠法の評価

高槻 2013

糞分析の正確性

Takatsuki 1978

植物に対する選択利用

Takatsuki 1977, 1980b, 1984; 須田 1997
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痕跡の紹介
（1）糞
俵型（銃弾形）で，糞の先が尖っている場合もあれば，丸い場合もある．
シカは歩きながら排便することが多いため，糞は散らばっている．形状・色・
固さは，植物の水分割合が高い春と夏には濃い緑色で柔らかく，不定形の糞
の割合が高くなる．秋と冬には濃茶色ないし黒色で，固くばらばらな糞になる．

写真 3 シカの糞
ばらばらの成獣の糞（左）と夏のペースト状の不定形の糞（右）

シカとニホンカモシカの糞を形状だけで識別することは難しい．しかし，
ニホンカモシカはため糞をする習性があるため，新鮮度から一箇所に複数回
の糞が排泄されていると判断できる場合には，ニホンカモシカの糞と考えて
よいだろう（ニホンカモシカの項も参照）．

写真 4 ニホンカモシカのため糞
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（2）足跡・歩行パターン
足跡は，半円形の主蹄の跡だけが残ることが多い．前後肢の蹄の大きさと
形はほぼ等しく，前肢の足跡の上に後肢の足跡が重なる場合が多い．群れで
いることが多く，複数頭の足跡がまとまって見られることもよくある．頻繁
に歩きまわるところにはシカ道（獣道）ができる．

鯨偶蹄目

写真 5 シカの歩行パターン
歩 く 姿 と そ の と き の 足 跡 パ タ ー ン（ 左，
右），走る姿とそのときの足跡パターン（下）

表 6 成獣個体の前後肢の計測値（姜
項目

未発表；野生動物保護管理事務所

未発表）

平均（範囲）
（mm）
オス

n

メス

n

主蹄長（前）

56.9（46.7–70.0）

8

57.1（41.3–74.0）

33

主蹄幅（前）

39.8（32.0–48.0）

10

38.7（26.0–58.0）

35

主蹄長（後）

55.1（46.7–68.0）

9

56.6（42.7–68.0）

35

主蹄幅（後）

39.6（32.0–48.0）

10

37.8（28.0–52.0）

34
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写真 6 鯨偶蹄目 3 種の足跡比較
写真はそれぞれシカ（左），ニホンカモシカ（右），イノシシ（下）の足跡を示す．ニホン
カモシカの足跡はシカより太く，蹄の V 字が広がっているが，区別するには他の痕跡とあ
わせて判断する必要がある．イノシシでは，主蹄と副蹄の両方の跡を残すことが多く，ま
た副蹄の先端は主蹄よりも外側に位置し，その位置もシカやニホンカモシカよりも相対的
に下にある．シカやニホンカモシカも，斜面を下っている場合や積雪が 10 cm 程度の場
合には副蹄の跡が残る．イノシシの痕跡は地面を深く掘り返した跡とあわせて判断するこ
とをお薦めする（食痕の項も参照）．

（3）休み場
稜線上や斜面などに浅いくぼみをつくって反芻したり休息したりする．換
毛季節（おもに 5 月と 10 月）には，くぼみの周囲に体毛が抜け落ちている
ことが多い．地面に残った体の形より，体の向きや群であるのかどうかにつ
いて判断できる．シカは個体ごとに休み場を利用するのに対し，イノシシは
群れの複数個体で一つの休み場を共用する．またイノシシが繰り返し使用す
る休み場には地面に枝などを敷く．
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鯨偶蹄目

写真 7 シカとイノシシの寝床
写真はそれぞれシカ 4 頭の群れ（左）と親子（右），複数個体が利用したイノシシ（下）
の寝床を示す．

（4）食痕
シカの上顎には切歯がなく，歯の代わりに板歯と呼ばれる硬い歯茎がある．
柔らかな植物質の先端を上顎と下顎の切歯の間でくわえ，下から上へむしり
取るように食べる．そのため，採食された葉などには下顎の歯形が残ってい
たり，切り取られた部分が不揃いで繊維が残っていたりする．硬い植物質（小
枝など）を上下の臼歯の間に挟んで噛み切る場合には，食痕は切り口が粗く
なって噛み潰されたような形になる．

47
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写真 8 シカの上下顎
写真はそれぞれ下顎の切歯と犬歯（左）と上顎の歯茎（右）を示す．

写真 9 ササ（左）とアザミ（右）のシカ食痕と，ニホンノウサギの食痕（下）
同所的に生息するシカとニホンカモシカの食痕を識別することは困難であるため，他の痕
跡などもあわせて判断することが必要となる．ただし，上下の顎に鋭い切歯を持つニホン
ノウサギの食痕では，採食された植物の切断面に刃物で斜めにすっぱりと切られたような
跡が残るため，シカ・ニホンカモシカとの識別は可能である．
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鯨偶蹄目

写真 10 リョウブの樹皮を剥ぐシカ

写真 11 シカによる樹皮剥ぎ
それぞれヒノキ（左）
，リョウブ（中），ウラジロモミ（右）の樹皮剥ぎ．樹皮剥ぎの際に
形成層部分を下顎の切歯で何度も齧りとるため，幹には切れ味の悪い彫刻刀で削ったよう
なシカの歯型が残っている．ツキノワグマでは，樹皮を剥がした後に，下顎の歯で下から
上にこそげ取るように樹液と形成層を舐め取るため，木部表面には縦に長い歯形が残る．
剥された樹皮を食べないため，樹皮は樹木とつながっており，地面に細かな樹皮が散乱す
ることはない．一方，シカは剥がれた樹皮を採食するため，樹の木部に切歯の短い歯形が
縦横無尽に残り，木の根元には樹皮の破片が散乱する．

写真 12 樹皮剥ぎのディアライン
シカの増加により採食圧が高まると，シカ
の届く範囲までの植物が採食され，ディア
ラインと呼ばれる採食ラインが形成される．
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写真 13 シカ（左）とイノシシ（右）の掘り跡
シカは，草の根や地下茎，樹木の根の皮，積雪下の草などを採食する際に，土や雪を前肢
で掘ることがあるが，イノシシのように広範囲に深く掘り返すことはない．

（5）角こすりと角研ぎの跡
オスジカは，袋角の表皮を破り落とすために，角を直径 1～3 cm の細い
立木にこすりつける（角こすり）
．この行動は，発情期である 9 月下旬から

12 月上旬までよく見られる．角こすりが行われた木は，樹皮が剥げてささ
くれ立つ．また，角を磨くために太い木に角を刺しつける（角研ぎ）
．ツキ
ノワグマの爪痕とは，樹皮が剥がされた方向と五つの爪痕があるかどうかに
よって識別することが可能である．

写真 14 シカの角こすり跡（左）と角研ぎ跡（中）およびツキノワグマの爪痕（右）
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（6）ぬた場
シカは平地に窪地をつくって泥浴びのための「ぬた場」として利用する．
ぬた場は発情期によく見られ，その直径は 1 m のものから 5 m に及ぶもの
まである．
発情期のオスが地面を角で掘り返し，そこに雨が降って泥場になると，自
跡から両種のぬた場を識別できる．

鯨偶蹄目

分の尿を混ぜながら転げ回る．イノシシもぬた場をつくるが，周辺にある足

写真 15 シカのぬた場

Study Topic 「シカは厄介な動物ではない」
日本では，70 年代頃からシカの保護運動が盛んになった．その結果，

1980 年代からシカの個体数が急激に増加し，農林業・生態系への被害が深
刻になって，現在では厄介な存在とみなされるようになっている．
この状況に陥っているのは，天敵がおらず，植林地面積の割合の高い森
林環境の中に生息するシカに対して，単純保護から保護管理への転換が遅
過ぎたためであると考えられる．日本とは対照的に，中国，台湾，韓国，
ベトナムなどでは，今でもシカが漢方薬や健康食品として幅広く利用され
ており，多くの地域で個体群の絶滅が起きている．

2011 年度現在，日本全国のシカの捕獲頭数は年間約 31 万頭に達し，そ
れ以降さらに増えていると予想される．捕獲されたシカは大半が焼却もし
くは埋設処分されている．見方を変えれば，捕獲されたシカは大自然から
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恵まれた大切な資源であり，このような持続的生産の可能な大量の資源を
利用する道が開ければ，新たな産業と雇用を生み出す可能性がある．
グローバル化が進むなかで，毎年の捕獲で得られる大切な資源のうち，
日本国内において利用不可能なものは，国際的視野でその用途を検討する
ことが重要である．シカの肉だけではなく，副産物を伝統的な漢方薬の原
材料（袋角，骨角，尾，胎盤，胎児，心臓，筋，血液など）として利用し
たり，ペットフードにしたりすることができれば効果的である．ニュージ
ーランドでは，シカの捕獲，加工，輸出などが効率よく行われており，日
本のシカ管理にとっても非常に参考になるだろう．
参考資料
McCullough et al. 2009

（姜

兆文）

3. キョン

写真 1 キョンのオス（左）（撮影：浅田正彦氏）とメス（右）

鯨偶蹄目シカ科
学名

Muntiacus reevesi
Reeves's muntjac, Chinese muntjac

英名
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分布域（盛 1992; Chapman et al. 1994; 浅田ほか 2000）
① 自然分布域
中国南東部，台湾
② 外来種となっている地域
イギリス，日本
③ 日本国内で生息が確認されている地域

基本情報
シカ科ホエジカ属に分類される小型のシカで，雌雄ともに目の下に大きな

鯨偶蹄目

房総半島（千葉），伊豆大島（東京）

眼下腺をもち，オスは短い角と鋭い犬歯をもつ．ニホンジカと比較するとか
なり小さく中型犬くらいの大きさである．国内には，千葉県房総半島と東京
都伊豆大島に分布し，ともに動物園から逃げ出した飼育個体由来であるとさ
れる（浅田ほか 2000）
．野生状態で定着した時期の詳細は確認されていない
が，どちらの地域でも 1980 年代には定着していたと考えられている（浅田
ほか 2000）
．なお，外来生物法において，特定外来生物に指定されている．
おもに単独で，常緑樹林などの森林内に生息するが，夜間には林縁から離
れた開放地も利用する（房総のシカ調査会 2007）
．また，伊豆大島では三原
山火口周辺の裸地でも痕跡が確認されている（浅利・佐伯 2006）
．春から夏
にかけて，ニホンジカと同様に落角し袋角となる（写真 2）
．

写真 2 袋角のオス
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表 1 成獣個体の外部計測値および繁殖情報
項目
頭胴長（cm）

範囲

出典

♂ 74.0–84.0 ♀ 71.0–79.0

房総のシカ調査会 2008

尾

長（cm）

♂ 10.0

♀ 9.0

房総のシカ調査会 2008

体

重（kg）

♂ 8.8–11.0

♀ 4.3–11.8

房総のシカ調査会 2008; 浅田 2009b, 2013a

交尾期

通年（10–3 月にピーク）

房総のシカ調査会 2007

妊娠期間

約 210 日

Chapman and Dansie 1970

出産期

通年（5–10 月にピーク）

房総のシカ調査会 2007

※房総のシカ調査会（2007）では，平均値±標準偏差での記載あり（頭胴長 : ♂ 75.1±4.9，♀ 73.1
±3.2; 尾長 : ♂ 9.3±1.4，♀ 9.2±1.0; 体重 : ♂ 10.0±1.4，♀ 8.9±0.9）．

個体数調査の事例（表 2）
房総半島では，糞粒法による糞粒数と区画法による生息密度の関係から全
体の個体数が推定されている（糞粒区画法）
．しかし，体が小さく，警戒す
ると藪のなかに潜む習性をもつキョンを目撃することは難しいため，通常の
区画法では密度が過小評価される．このような目撃率の低さを補うために，
狭い範囲（5 ha 前後）を追い出し担当と待ち伏せ担当にわけて調査する「追
い出し法」も採用されている．実際に追い出し法では，平均して区画法の

2.5 倍の頭数が確認されており，密度推定の際にはこの結果を用いて補正が
行われている．
表 2 密度推定をした研究事例
用いられた方法または指標
糞粒区画法

出典
房総のシカ調査会 2001, 2002, 2007, 2008; 浅田 2009a, 2011a,

2012, 2013a
追い出し法

房総のシカ調査会 2008

食性調査の事例（表 3−4）
房総半島のキョンは，年間をとおして木本の葉を中心に採食し，秋～冬に
かけてはシイ・カシ類の堅果も採食している．具体的には，カクレミノ，ア
リドオシ，ミカン類（果実）
，テイカカズラ，ヒサカキ，アオキ，ヤブミョ
ウガなどが採食されている．とくに，カクレミノの嗜好性が高いことがわか
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っており，捕獲の誘引餌として有効とされる．また，同所的に生息するニホ
ンジカの食性と比較すると，木本の葉や堅果類などの良質なものを選択的に
採食することがわかっている．中国南部ではバラ属やヤマツツジなどの低木
の葉や，バラ属，ツバキ属，コナラ属の種子の採食が確認されており，イギ
リスではキイチゴ類や双子葉植物がおもに採食されている．
ジー（花卉）の食害も含まれる．伊豆大島ではアシタバやミカン，カキ，キ
ク（花卉）などに被害がある．ニホンジカによる被害が常在している地域で
はキョンの被害が認識されづらいことも考えられ，被害は過小評価されてい
ると思われる．

鯨偶蹄目

キョンによる被害作物は，房総半島ではイネ，ダイズなど 20 種類でパン

表 3 食性評価の研究事例
用いられた方法または指標

出典

出現頻度

盛 1992

ポイント枠法による占有比

Jackson and Chapman 1977; 房総のシカ調査会 2001, 2002,
2007, 2008; 浅田 2009b, 2011b

表 4 その他の食性にかかわる研究事例
種類

出典

国内における農業被害の記載 浅田ほか 2000; 房総のシカ調査会 2001, 2002, 2007

痕跡の紹介
（1）糞
糞の形状はニホンジカの糞とほぼ同じ俵形で，大きさはニホンジカの糞よ
りも小さい．1 回に数十から数百粒の糞をする．出生間もない春から夏にか
けてのニホンジカの幼獣とキョンの糞の識別は困難であるが，千葉県で糞粒
調査を行う際には，ニホンジカの幼獣が十分に成長した冬に行い，糞の短径
が 7 mm 以下のものをキョンの糞としている．なお，伊豆大島にはニホンジ
カは生息していないため，俵形の糞がみられればそれはキョンのものである．
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写真 3 キョンの糞塊
左の写真の糞のようにパラパラしたものだけでなく，右の写真のような塊になっているも
のも見られる．

（2）足跡・歩行パターン
副蹄の跡はつかず，主蹄の跡だけが残ることが多い．ニホンジカと比べる
と足跡はかなり小さい．

写真 4 沢沿いに残った足
跡（左）と雪上に
ついた歩行パター
ン（右）
表 5 成獣個体の前後肢の計測値（n＝21）（杉浦
項目

未発表データ，採取地：房総半島）

（mm）
平均（範囲）
オス

n

メス

n

主蹄長（前）

26.6（24.2–29.9）

11

26.4（25.2–27.3）

10

主蹄幅（前）

19.1（14.9–21.1）

11

17.0（15.7–18.1）

10

主蹄長（後）

26.3（20.8–28.0）

11

25.9（22.2–29.3）

10

主蹄幅（後）

16.7（12.0–20.0）

11

15.3（13.9–16.4）

10
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（3）巣・休み場
休み場は，ススキやササの藪のなかにあることが多い．ニホンジカのよう
に下層の少ないスギやヒノキの針葉樹林などでも見かけるが，茂みのある場
所を休み場として利用する個体の方が多く目撃する．ニホンジカと同所的に
生息する場所での判定は難しい．

鯨偶蹄目

写真 5 ススキと低木の藪の中にあった
休み場

（4）食痕
膝の高さくらいに採食ラインができることがあるが，ニホンジカが同所的
に生息する地域では両者の食痕を識別することは困難である．

写真 6 カクレミノの採食痕と道路際にできた採食ライン（撮影：浅田正彦氏）

57

2-3＿1部3章_cs6.indd

57

2015/02/12

9:14:54

第

1部

痕跡から動物種を特定するための技術

Study Topic 「吠えるシカ」
キョンの存在を知る手掛かりとして糞や足跡のほかに鳴き声がある．古
い図鑑には「キョンキョン」と鳴くと記載されているものもあるが，それ
ほどかわいらしい鳴き声ではない．「鳴く」というよりも「吠える」という
表現が適している．文字で鳴き声を表現することは難しいが，ニホンジカ
の「ピヤッ」という警戒音のように甲高く澄んだ音ではなく，「ヴァー」と
いう濁った音である．キョンの存在を知らない人がその声を聴くと，野犬
が鳴いているのではないかと勘違いするような鳴き声で，人によっては中
高年男性の叫び声にも聞こえるらしい．
この鳴き声の役割についてはほとんど研究されていないが，心理的な不
安の表れではないかとの指摘もある．筆者は，房総半島のキョンが多く生
息している地域において，一頭の鳴き声を皮切りにあちらこちらで鳴き交
わしが始まったのを目の当たりにした経験がある．キョンは単独でなわば
りもしくは定着した小さい行動圏をもつ（カモシカのような排他性がある
かは不明）とされており，一種のなわばり宣言のようにも感じたが，真相
は定かではない．また，逃走時にはニホンジカのように尾を上げて白い尻
を目立たせ，「ワン，ワン，ワン」と短い鳴き声を複数回発していた．
伊豆大島と房総半島以外の地域に分布は広がっていないが，生息数は増

写真 7 尾を上げて逃走するキョン
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加の一途をたどっている．イギリスでは，キョンの過増加によって植生や
昆虫類に影響が生じていることが報告されている．在来生態系を保全する
ためにも，増加するキョンの対策を講じていくことは喫緊の課題である．
参考資料

（杉浦義文）

鯨偶蹄目

Yahner 1980

4. ニホンカモシカ

写真 1

鯨偶蹄目ウシ科
学名

Capricornis crispus
英名 Japanese serow
分布域（文化庁 2013）
① 自然分布域
日本
② 日本国内の自然分布域
本州，四国，九州
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③ 外来種となっている地域
なし

基本情報
日本固有種である．台湾には近縁種であるタイワンカモシカ（C. swinhoei）
が生息する．ニホンカモシカは，その学術的価値と，個体数の減少から

1955 年に国の特別天然記念物に指定された．同性間で排他的ななわばりを
も っ て 生 活 し て お り（Kishimoto and Kawamichi 1996; Ochiai and Susaki

2002），利用場所については年間を通じて大きな変化はみられない．なわば
りには個体が年間を通じて生存可能な食物資源量が必要とされている．分布
域はブナクラスを中心としており，海抜 0 m から高山帯まで分布する（文
化庁 2013）
．近年，人為的な影響による森林の変化や，ニホンジカの分布拡
大と個体数増加にともなう食物資源の競合による影響を受け，生息地の減少
が危ぶまれている．また，分布は拡大傾向にあるとされているが，密度は低
下傾向にある（文化庁 2013）
．外見上特徴的な角は，生涯で生え変わること
がなく伸び続ける．毎年栄養状況が悪くなる冬に，角に溝（角輪）が刻まれ
るため，角を見れば年齢を判断することができる（Miura et al. 1987）
．
表 1 成獣個体の外部計測値および繁殖情報
項目

範囲

出典

頭胴長（cm）

♂ 104.4

♀ 101.6

山田 未発表

尾

長（cm）

♂ 9.0

♀ 12.1

山田 未発表

体

重（kg）

♂ 30.0–48.0 ♀ 29.0–56.5

Maita 1987; 姉崎 2014

交尾期

9–12 月

落合 1983; Sugimura et al. 1983

妊娠期間

210–220 日

伊藤 1971; 小森 1975

出産期

5–6 月

浜 1977; 落合 1992
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鯨偶蹄目

写真 2 カモシカの角

個体数調査の事例（表 2）
これまでに糞粒法，糞塊法，区画法，個体識別法，エアカウントによる個
体数調査が実施されている．区画法においては落葉広葉樹林が優先している
地域で積雪がある場合，調査員．1 人あたりの区画面積を 5 ha，調査時間を

2 時間とした際に良好な精度が得られるとされている（落合 1997）．
カモシカの密度は，食物条件に基づきなわばりの大きさや繁殖成功度によ
り左右され，1980 年から 1983 年に全国的に実施された調査結果では，平均
が 2.6 頭/km ，高いところでは 31.5 頭/km ，低いところでは 1/km と大きな
2

2

2

差がある（Ochiai et al. 2010; 文化庁 2013）
．
表 2 密度推定をした研究事例
用いられた方法または指標

出典

糞粒法

Morishita et al. 1977

糞塊法

Morishita et al. 1977

区画法

Maruyama and Nakama 1983; 落合 1997

個体識別法

仲真ほか 1980

エアカウント

Abe and Kitahara 1987
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食性調査の事例（表 3−4）
草食性であり，木本類（広葉樹と針葉樹）や広葉草本類，ササ類，スゲ類，
シダ類，地衣類，キノコ類など幅広く利用している．地域の環境によって食
性は異なるが，木本類の採食割合が高いブラウザーであることがわかってい
る．
表 3 食性評価の研究事例
用いられた方法または指標

出典

重量

千葉・山口 1975

ポイント枠法による占有比

森 ほ か 1981a; 高 槻・鈴 木 1985; Takatsuki et al. 1988, 1995,

2010; 岸本 2006; Jiang et al. 2008; Kobayashi and Takatsuki
2012; 姉崎 2014; Asakura et al. 2014
面積比

Horino and Kuwahata 1986

採食痕

千葉・山口 1975; 鈴木ほか 1978; Deguchi et al. 2002

直接観察（野生個体群）

Ochiai 1999

：格子の交点ではなく，顕微鏡視野内に出現するか否かが調べられている．

a

表 4 その他の食性に関わる研究事例
種類

出典

種子散布

八神 2011

飼育個体の観察

Deguchi et al. 2001

植物利用可能量の推定法

Sone et al. 1999; Ochiai 2009

採食植物の栄養成分

池田・高槻 1999

国内における農林業被害の

平田 1975; 上田 1983; 高柳ほか 1993; 出口ほか 2000, 2001b; 中

記載

山 2000; 米山ほか 2010

事例報告

千葉 1968; 御厨・小原 1970; 宮尾 1973c, 1974, 1976; 金城 2006

痕跡の紹介
（1）糞
カモシカの糞は一般的に俵型である．また，糞粒の 1 粒 1 粒がはっきり
しない牛糞状になったものもある．1 粒の形状のみではカモシカとニホンジ
カの糞を識別することは難しいが，カモシカは一定の場所に留まって糞をす
62
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（b）

（c）

（d）

鯨偶蹄目

（a）

写真 3 カモシカの糞
（a）1 回分の糞．（b，c）ため糞（撮影：落合啓二氏［b］，關
糞（撮影：關 義和）．

義和［c］）．（d）塊になった

る習性があり，1 箇所に排泄された糞は塊となる（糞塊）
．一つの糞塊はお
よそ 200～360 粒，1 日の排糞回数は 2.2～4.6 回である（高槻ほか 1981）
．
同じ場所で繰り返し糞をすることもあり，そういった場所は数回分の糞が積
み重なった「ため糞」状になっている．ただし，ニホンジカでも立ち止まっ
て糞を排泄する場合もあり，糞粒数や糞塊の状況だけでカモシカかシカかを
正確に区別することは難しい．そのため，周辺の痕跡の状況と合わせて判断
する必要がある．
（2）足跡・歩行パターン
足跡は，副蹄の跡はつかずに主蹄の跡だけが残ることが多い．およその蹄
63
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の大きさは主蹄長が 5.4～7.1 cm，主蹄幅が 4.1～5.0 cm である（姜 未発表）．
カモシカと似た足跡を残す動物としては同じ鯨偶蹄目のニホンジカやイノ
シシがいるが，ニホンジカに比べるとカモシカの蹄の先端はやや丸みがかっ
ている（ニホンジカの章も参照）
．また，イノシシの副蹄は低い位置にあり
外側に開いているため，足跡はカモシカやニホンジカとは異なり主蹄と開い
た副蹄の両方の跡が残りやすい（イノシシの章も参照）．
野外において足跡からカモシカとニホンジカとを識別することは難しい．
そのため，周辺の糞の状況など複数の痕跡から判断する必要がある．

写真 4 カモシカの蹄
左：前肢

右：後肢（撮影：姜

兆文）．

図 1 カモシカの足跡
左：前肢 右：後肢．前肢と後肢の識別は難しいが，後肢の蹄の先端は前肢と比較して開
いており，蹄も細い．
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鯨偶蹄目

写真 5 カモシカの足跡（撮影：落合啓二氏）

写真 6 カモシカの歩行パターン（撮影：落合啓二氏）
前肢と後肢は重なっている．

（3）巣・休み場
カモシカの休み場は傾斜地の途中にある比較的平らな場所にあり，根上が
りした切り株の中にできた空間を利用したものや，前か後ろに切り株のある
ところに多く見られる（長野営林局 1979）
．さらに見晴らしの良い場所に多
いことから，身を隠せる環境で，かつ外敵の存在に早く気づくことのできる
場所が利用されていると考えられる．
（4）食痕
門歯が下顎にしかないため，採食される植物は，切断面が粗く繊維が残っ
ていることが多い．ただし，ニホンジカの門歯も下顎にしかないため，カモ
シカとニホンジカが同所的に生息する地域では両種の採食痕を識別すること
65
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写真 7 マルバマンサクへの食痕（撮影：
落合啓二氏）

は困難である．一方，鋭利な門歯をもつノウサギの食痕はすっぱりとナイフ
で切られたような滑らかな切断面になるため，カモシカ・ニホンジカとの識
別は可能である．
（5）角こすり跡
カモシカは角の表面を木にこすりつける行動をとる．樹種はさまざまであ
るが，角こすりが行われる木の直径は平均 3.2 cm と細い木に跡がみられる
ことが多い（長野営林局 1979）
．角こすり跡の大きさの平均値は直径 14.8

cm，短径 2.4 cm，高さは 39.3 cm であったことが報告されている（長野営
林局 1979）
．こすり跡の表面はシカよりも滑らかである．

写真 8 角こすり跡（撮影：落合啓二氏）
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（6）声
警戒音は「シュッ」というくしゃみのような音を出す．また，ヤギのよう
な「メェ～」という声を出すこともあるが，警戒音ではないため山に入って
聞くことは滅多にない．

鯨偶蹄目

Study Topic 「カモシカの歴史と生息状況の変化」
古くからカモシカは狩猟獣として資源利用されてきた．しかし，密猟等
により個体数が減少したため，1934 年に天然紀念物に，1955 年には特別
天然記念物に指定された．これらの保護施策によりカモシカの個体数は回
復したが，それにともないカモシカによる農林業被害が顕在化しはじめ，
一部の地域では捕獲が再開されるようになったという歴史がある．
しかし近年，再びカモシカの生息状況に変化が見られはじめている．カ
モシカに携わっている方と話をすると，
「最近は山の上ではなく里で見る機
会が増えた」と聞くことが多い．その一方で，高山帯に進出するニホンジ
カが問題となっている．両者の関係に関する情報はまだ不足しているが，
シカの個体数増加にともないカモシカが減少する事例が報告されているこ
とから，山奥でのカモシカの目撃数の減少にシカの個体数増加が関わって
いる可能性はあるかもしれない．今後，カモシカの分布や個体数，個体の
生息地利用等の動向をモニタリングし，本種の生息に影響する要因を明ら
かにしていく必要があるだろう．
カモシカが人里近くで増加すれば，人とカモシカとの距離が近くなり，
認識を間違えると新たなカモシカ問題に発展しかねない事態になり得る．
とくに，シカとカモシカの農林業等への被害態様は類似しているため，両
者の区別がなされないままに捕獲が実施されている場合もある．加害獣の
特定方法については，今後取り組むべき喫緊の課題である．
再びカモシカに対する世間の関心が高くなり，この日本固有の魅力的な
動物への理解が深まることで，カモシカに平穏が訪れることを願う．
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参考資料
Koganezawa 1999; 文化庁 2013

（山田雄作）

5. イノシシ

写真 1

鯨偶蹄目イノシシ科
学名

Sus scrofa
wild boar（家畜が再野生化したものは，wild pig や feral pig など）

英名

分布域（d'Huart 1991; 環境省自然環境局生物多様性センター 2004）
① 自然分布域
ヨーロッパからアジア（中国東部，中央アジア，ロシア極東部など）
，アフリ
カ北部
② 日本国内の自然分布域
本州（東北地方の一部をのぞく），四国，九州
③ 外来種となっている地域
北米，中南米，南アフリカ，オーストラリア，その他の島嶼（西インド諸島，
モーリシャス，フィジーなど，国内では小笠原諸島弟島（東京）
，沖永良部島
（鹿児島）など，多くの地域で分布が確認されている）
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基本情報
現在 16～17 亜種に分類されており，そのうち日本には，本州，四国，九
州に生息するニホンイノシシ（S. s. leucomystax）と琉球列島に生息するリュ
ウキュウイノシシ（S. s. riukiuanus）の 2 亜種が生息している（Takahashi

1980; Watanabe et al. 1999）．また，イノシシを家畜化したブタ・イノブタ（S.
によっては飼育施設から逃走や放逐後，野外に定着した個体（群）の可能性
も指摘されている（小寺・神崎 2001a; 兵庫県 2010; 高橋ほか 2011）．この
ような状況から，イノシシを国内移入種に指定している地域もあるが，時代
により自然分布域の拡大縮小が見られるため，分布域についてはどの時点を

鯨偶蹄目

s. domesticus）由来の塩基配列が捕獲個体から見つかった事例があり，地域

基準とするかの検討が必要である．イノシシは，平地や低地帯を中心に亜高
山帯までの草原から森林まで分布する（d'Huart 1991）が，近年は都市部の
住宅地などに定着することで人間との軋轢が問題となっている地域もある．
表 1 成獣個体の外部計測値および繁殖情報
項目

範囲

出典

頭胴長（cm） ♂ 118.6–145.0 ♀ 113.7–125.0

神崎 1993

尾

長（cm） ♂ 10.0–19.5

♀ 9.0–21.0

房総のシカ調査会 2002

体

a
重（kg）

♀ 36.5–50.0

神崎 1993

♂ 41.4–100.0

交尾期

12–3 月

仲谷 2001

妊娠期間

約 120 日

兼光ほか 1988

出産期

おもに 4–5 月（と 8–9 月）

兼光ほか 1988; Kanzaki and Ohtsuka 1991

：いずれも内臓抜きの体重を示す．
※上記数値はニホンイノシシのものを示す．イノシシは年 1 回，平均 4～5 頭を出産する（Durio et
al. 1992; 江口ほか 2001; Rosell et al. 2012）が，出産期が 5 月頃となる一山型の繁殖（Kanzaki
and Ohtsuka 1991）と，出産期が秋にもずれ込む二山型（兼光ほか 1988）を示す地域もあるほか，
海外では出産期のピークに年変動が存在することも知られている（Mauget 1982）．また，すべて
の当歳子が早期に消失した場合には，同一個体が年 2 回出産することもある．
a

個体数調査の事例（表 2−3）
継続的・広域的に実施可能な簡易で精度の高い個体数または密度指標の推
定方法は確立されていない（坂田ほか 2008）
．また，多産多死の繁殖戦略を
とるうえ，個体の栄養状態や気温，日長がメスの発情に影響を及ぼすため，
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個体数が季節的・経年的に著しく変動する可能性がある．
ただし，近年，捕獲個体や捕獲状況を活用した調査研究が進んでおり，歯
牙の萌出状況から週齢を査定し，個体群動態を評価する方法（小寺ほか

2012）や捕獲数や目撃効率の長期データに基づく個体群動態の推定が行わ
れている．どのような方法であれ，イノシシの個体群動態を知るためには，
長期的なモニタリングが必要と考えられる．
表 2 密度推定をした研究事例
用いられた方法または指標
痕跡（比率）調査による推

出典

Abaigar 1992

定法
カメラトラップ法

平田 2007

標識再捕獲法

Baber and Coblentz 1986

捕獲統計を用いたベイズ階

関ほか 2012

層推定法
ラジオテレメトリーなど行
動圏調査による推定法

Kurz and Marchinton 1972; Spitz 1992; Saunders and Mcleod
1999
表 3 相対密度を比較した研究事例

用いられた方法または指標

出典

狩猟統計・捕獲数

朝日 1978

誘因物に誘引された割合

Andrzejewski and Jezierski 1978

食性調査の事例（表 4−5）
植物を中心とした雑食性で，おもに植物の葉や根，地下茎，果実や種子な
どを採食する．とくにタケノコや堅果類を好む．昆虫やミミズ等の小動物も
採食するが，動物質の利用比率は低い．季節変動や個体差がある可能性から，
胃内容物などの食性調査では食物利用量と出現頻度の双方を評価する必要が
ある（小寺ほか 2013）
．イノシシは木には登れないが立ち上がって地上 1～

1.5 m 程度の高さの範囲まで採食することができる．また土を掘起す能力に
も優れており，地下 0.5～1 m まで採食できる．そのため，近年，イノシシ
による農作物被害がその生息域では深刻であり，大きな社会問題ともなって
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いる．とくに国内では，水稲，根菜類，果菜類をはじめ果樹や飼料用作物な
どの被害が発生している．また，イノシシには嗜好性が確認されており，家
畜用飼料の散布によりイノシシの行動域が変化することも確認されている（小
寺ほか 2010）
．
表 4 食性評価の研究事例

鯨偶蹄目

用いられた方法または指標

出典

出現頻度

Kanzaki and Ohtsuka 1991; 小寺・神崎 2001b; 小寺ほか 2013

ポイント枠法による占有比

小寺ほか 2013

重量比

朝日 1975b; Klaa 1992

容積比

Kanzaki and Ohtsuka 1991

痕跡調査

平田 2006

表 5 その他の食性にかかわる研究事例
種類

出典

嗜好性等の研究

Dardaillon 1989

防護柵の機能や柵へのイノ

Hone and Atkinson 1983

シシの反応
農業被害の記載

小寺 2001; Schley and Roper 2003; 江口 2008

被害対策の効果検証

Geisser and Reyer 2004; 本田 2005

痕跡の紹介
（1）糞
一日の平均排糞回数が約 1.5 回とされる．決まった排泄場所をもたず，人
里からやや離れた場所で糞をする傾向がある（平田 2006）ため，イノシシ
が生息する地域であっても糞を発見できないことがある．
イノシシの糞は通常は分節して排出され，筆者が山梨県都留市周辺で採集
した糞の平均的な大きさは，最大径 15～100 mm（平均 39 mm，n＝298）
であった．分節数には幅があり，植物の繊維などで分節が数珠つなぎになっ
ていることも多い．
植物を中心に採食するため，糞は排泄直後には薄緑色から濃緑色を示す場
合が多く，時間が経つにつれて黒色化が進む．なお，イノシシには採食時に
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種皮や果皮などを吐き出す習性があるため，糞のなかに未消化物として出現
しにくいエサもあると考えられる．

写真 2 イノシシの糞
形状や大きさなどには個体差などが存在するが，おおむね横長の分節した小粒から構成さ
れるため，ニホンジカやニホンザルとの区別が可能である．

（2）足跡・歩行パターン
イノシシの足跡は主蹄の幅が広く湾曲することや，しばしば副蹄の痕が残
ることなどから，ニホンジカやニホンカモシカの足跡とは区別可能である．
歩行パターンは中心線から左右にやや離れたジグザグ状の足跡が残る傾向が
あるが，移動速度や探索行動などの状況によりパターンが異なる．また，足
跡が鮮明に残ることも少なく，痕跡調査においては，食痕や糞などの他の痕
跡との総合的な判断が必要である．

写真 3 イノシシの足跡
深く踏み込まれた場合には副蹄の痕が残る．
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鯨偶蹄目

写真 4 雪上に残るイノシシの歩行痕

（3）巣・休み場
一時的に休息する場合には，草むらや木の根元などにできた空間を利用す
ることが確認されている．また，ススキやササ，シダなどの植物を噛み揃え
て敷き詰めた鳥の巣様の「寝屋」と呼ばれる巣や，その巣の上にさらに草を
かけてドーム状とした巣もつくることがある．なお，寝屋については，イノ
シシの生息地域でもそれ程多くが見つからず，新旧の寝屋が近くで見つかる
場合があることから，イノシシが常に寝屋をつくる訳ではなく，つくった寝
屋も数週間で使用しなくなるものと推測される．とくにシェルター型の巣に
ついては，夏期に発見されることが多く（Nakatani 1989）
，繁殖用の巣と考
えられている（今泉・茶畑 1977）
．

写真 5 イノシシの寝屋
周辺の草を敷きそろえて巣をつくるが，その上にさらに草をかけて屋根を付ける場合（シ
ェルター型；写真右）もある．
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（4）食痕
イノシシの採食行動では，探索行動にいくつかのパターンが存在すること
が知られているが（Spitz and Janeau 1990, 1995），植物体の地下部や土壌生
物の捕食に際して，多くの場合，掘起し痕がともなう．タケノコやヤマノイ
モなどを採食する際にはピンポイントで深く掘り，堅果類などを採食する際
には広範囲を浅く掘るなど，対象物や探索行動の種類によって掘起しの範囲
や大きさはさまざまである．ニホンアナグマなどの他の哺乳類においても採
食時の掘起し行動が見られるが，イノシシの場合にはその範囲や深さの規模
が大きくなる傾向があり，踏付け痕もともなう．
植物の地下部については噛み痕が残ることがあり，地上部については枝を
折った痕や踏みつけた痕が残ることが多い．また，果皮や種皮などを吐き出
すことも多く，カンキツ類の採食の際には果皮は剥き，じょうのう膜は吐き
出すなどの食べ方をすることもある．

写真 6 イノシシによる芝生の掘り起こし
痕（草本の葉や根，土壌動物など
を採食）

写真 7 イノシシによる水稲の踏付け痕
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鯨偶蹄目

写真 8 タケノコの食痕

写真 9 クリの食痕（果皮を吐き出すこと
も多い）

なお，農作物被害の場合には，鳥類や中型哺乳類の採食後にイノシシが残
渣を食べる複合被害が発生することもあり，食痕以外に足跡や糞などの他の
痕跡と併せて確認する必要がある．
（5）泥浴び場（ぬた場）
イノシシはノミやダニなどの外部寄生虫の除去や体温調節のために泥浴び
（ぬたうち）を行うとされ，イノシシの生息場所ではしばしば泥浴び場（以下，
ぬた場）が見つかることが多い．
ぬた場は，一般に放棄水田や沢沿いの泥質の土壌など水が湧き出す場所に
つくられる傾向がある．その一方で，流水などをぬた場として利用すること
は少ないと考えられている．
また，ぬた場には一過性のものと複数個体が頻繁に利用するものがある．
後者は形状が長径 100～290 cm，短径 70～240 cm（平均はそれぞれ 180 cm，
75
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120 cm，n＝38）のバスタブ様を呈し，土砂崩れや雪に埋もれた場合にも同
じ箇所を掘り起こしてぬた場をつくり直すなど，同じ場所に執着する場合も
ある（平田 未発表）
．

写真 10 イノシシのぬた場
積雪を掘り起こして同じ場所を継続的に利
用している．

（6）泥擦り場・牙研ぎ場
泥浴びの後などにイノシシが樹木に体を擦りつける行為（泥擦り）が見ら
れ，その際にはしばしば特定の木が使われる．そのため，複数個体に何度も
体を擦りつけられた木は泥が付着するだけではなく，樹皮が剥がれる場合も
ある．
イノシシの他の痕跡が地面に平面的にあるのに対して，泥擦り痕は高さ

33～97 cm（平均 61 cm，n＝35）に存在し（平田 未発表），大きく，かつ立
体的にあることから，痕跡の中でも容易に発見できる．

写真 11 イノシシの樹擦り痕

写真 12 樹擦りをするイノシシ
よく使われる木では樹皮が剥がされること
もある．
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先端部分が枝分かれする剛毛と細く柔らか
い毛が混じる．

また，イノシシの牙（犬歯）によって樹皮などが傷ついたり剥皮したりす
ることがある（ただし，噛みあわせによって上下顎の犬歯が擦れ，研がれる

鯨偶蹄目

写真 13 有刺鉄線に残るイノシシの毛

構造となっていることから，樹木等を使用して牙を研ぐことはない）．なお，
イノシシが体を擦りつける場所では，イノシシの毛（枝分かれした剛毛が特
徴）が採取できるため，有刺鉄線の巻き付け等によりヘアトラップとするこ
とができる．

Study Topic 「人とイノシシの長～い付き合い」
イノシシと聞けば農業に被害をもたらす害獣というイメージが強いが，
食糧や狩猟獣としての資源という側面もある．縄文時代以降の遺跡からは
イノシシの骨や土偶が出土し，肉食が禁忌とされた江戸時代には「山くじら」
などの名称で食肉利用されてきた．
江戸時代の中後期には，イノシシやシカの集落への侵入を防ぐために，
「シ
シ垣」と呼ばれる石塁や土塁が西日本を中心に全国各地に築かれており，
その周辺には落とし穴や袋小路状の空間をつくって捕獲作業が進められて
きた．現代も同じような状況にあり，近年は都道府県ごとに毎年，数十～
数千 km の防護柵が整備され，全国で年間 40 万頭近いイノシシが捕獲され
ている．
人はイノシシと，「害獣と資源」という両側面の関係をもってきたが，農
業被害の発生期間は近世において江戸時代中期から明治初期までと，高度
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経済成長期以降（とくに平成に入り）の二つの時期に分かれる．このこと
で両者の関係が不連続となり，狩猟や獣害対策に関する知識や技術が継承
されず，現在，多くの誤解や認識不足が被害対策を遅れさせる一因となっ
ている．
農業被害防除のための技術的な研究や狩猟者への聞き取り等に基づく民
俗学や社会科学的な研究は重要であるが，そろそろ「長い付き合いのある
イノシシがどんな生き物か」を答えられるように，社会的な要因に左右さ
れないイノシシの生態学的な研究も進めていく必要があるだろう．
参考資料
Hone and Atkinson 1983; Dardallion 1988; 小寺 2001; Baubet et al. 2004; Geisser and
Reyer 2004; 上田・姜 2004; 本田 2005; 江口 2008; 本田ほか 2008

（平田滋樹）

6. ヒグマ

写真 1（撮影：山中正実氏）

食肉目クマ科
学名

Ursus arctos
Brown bear

英名
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分布域（Servheen et al. 1999）
① 自然分布域
ヨーロッパ，中東，アジア，北アメリカ
② 日本国内の自然分布域
北海道
③ 外来種となっている地域
なし

基本情報
ヒグマはクマ科の動物の中でもっとも分布域が広く，ツンドラ地帯，森林
地帯から乾燥地帯まで北半球の広い地域に生息している（McLellan et al.
亜種に分類されている（うち 2 亜種は絶滅 ; Wilson and Reeder 2005）．この
分類のなかでは，北海道に生息するエゾヒグマ（U. a. yesoensis）はウスリ
ーヒグマ（U. a. lasiotus）と同亜種であるとされている．一般的に北東ユー

食肉目

2008）．地域によりさまざまな亜種に分類されることがあるが，現在は 14

ラシア地域のヒグマの中では小型である（Baryshnikov et al. 2004）
．北海道
の中でも遺伝的に三つのグループ（中央部，東部，南部）に分かれ（Matsuhashi

et al. 2001），南部から東部にいくほど頭骨サイズは大きくなる（Baryshnikov
et al. 2004）．生息環境の幅は広く，落葉広葉樹を含む森林地帯を好むが（北
海道環境科学研究センター 2004）
，農耕地や住宅地付近にも行動圏をかまえ
ることが確認されている（Sato et al. 2008）．また，知床半島や大雪山では季
節により低標高地域と高標高地域の間を移動する場合がある（山中ほか

1995; 佐藤 2006）．
表 1 成獣個体の外部計測値および繁殖情報
項目

範囲

出典

頭胴長（cm） ♂ 180.0±18.0 ♀ 156.1±11.4（渡島半島） 北海道環境科学研究センター 2004
体

重（kg） ♂ 127.6±33.9 ♀ 81.7±17.2（渡島半島）

交尾期

-

♀ 104.7±6.4（浦幌地域）

♂ 192.4

♀ 102.9（知床半島）

5–7 月

北海道環境科学研究センター 2004
佐藤 ほか 2004
小平ほか 2006

Tsubota et al. 1985
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項目

範囲

妊娠期間

不明

出産期

1 月下旬–2 月上旬

出典

a

前田 2006

：妊娠期間は，交尾期と出産期から 7～8 カ月と考えられる．

a

※外部計測値に関しては，範囲として示せるデータがなかったため，平均±標準偏差で示した．な

お，知床半島の体重は標準偏差が記されていなかったため，平均のみを示した．また，北海道全
域で捕獲され体重が計測された個体のうち，体重の最大はオスで 400 kg，メスで 175 kg であっ
たことが報告されている（小平ほか 2006; 佐藤 未発表）．

個体数調査の事例（表 2−3）
北米およびスカンジナビア半島で大規模に実施されている．日本ではハン
ターへのアンケート調査のデータを基にして行われており，2013 年には北
海道全域で生息頭数 2,244～6,476 頭と推定されている．地域により密度は
異なり，知床半島，日高山系，渡島半島はとくに密度が高く，天塩・増毛と
石狩西部のヒグマは環境省のレッドリストで「絶滅の恐れのある地域個体群」
に指定されている．
表 2 密度推定をした研究事例
用いられた方法または指標

出典

行動圏

McLellan 1989

カメラトラップ

Mace et al. 1994

捕獲数

Swenson et al. 1994; 北海道環境科学研究センター 2000

標識再発見法

Swenson et al. 1994; Miller et al. 1997; Solberg et al. 2006

遺伝的手法を用いた標識再
捕獲法

Mowat et al. 2000; Poole et al. 2001; Boulanger et al. 2004;
Bellemain et al. 2005; Solberg et al. 2006; Gervasi et al. 2008;
Kendall et al. 2009

上空からのセンサス

Walsh et al. 2010
表 3 相対密度を比較した研究事例

用いられた方法または指標

出典

捕獲個体の繁殖率

Kovach et al. 2006

痕跡密度

Sato et al. 2004

狩猟個体の密度

Swenson et al. 1998
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食性調査の事例（表 4−5）
食物資源の質的量的変化に対して高い可塑性をもつとされ（Stirling and

Derocher 1990），植物質から動物質まで幅広く利用する．北海道に生息する
ヒグマの食性も草本類，果実・堅果類，昆虫類，哺乳類，魚類，農作物など
幅広い．近年ではエゾシカの増加によりその狩猟・駆除残滓の利用や，新生
子への捕食行動などが報告されている．
表 4 食性評価の研究事例
用いられた方法または指標

出典

Cicnjak et al. 1987; Clevenger et al. 1992; Frackowiak and
Gula 1992; Persson et al. 2001; Gau et al. 2002; Kobayashi et
al. 2012

ポイント枠法による占有比

Sato et al. 2004, 2005; Sato and Endo 2006; Kobayashi et al.
2012

容積比

Mattson et al. 1991; Clevenger et al. 1992; Elgmork and
Kassa 1992; Persson et al. 2001; Gau et al. 2002

重量比

Frackowiak and Gula 1992

直接観察（野生個体群）

French and French 1990; Gunter and Renkins 1990; Gau et
al. 2002; Blanco et al. 2011

安定同位体比

Hilderbrand et al. 1996; Hobson et al. 2000

DNA バーコーディング

Valentini et al. 2009

食肉目

出現頻度

※ Bojarska et al.（2012）によりヒグマの食性レビューが行われている．

表 5 その他の食性にかかわる研究事例
種類
ポイント枠法の評価および

出典

Sato et al. 2000

その他の手法との比較
消化率の評価

Hewitt and Robbins 1996

採食物が糞を用いた DNA Murphy et al. 2003
分析に与える影響の検証
採食物と体サイズとの関係

Hilderbrand et al. 1999

捕食についての検証

French and French 1990; Ballard 1992; Dahle et al. 1998;
Persson et al. 2001; Zager and Beecham 2006; Swenson et
al. 2007; Blanco et al. 2011
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痕跡の紹介
（1）糞
形状やその大きさから，他種との区別は容易である．採食物の一部が未消
化で排出されることが多い．採食物により糞の形状は異なる．また，同じ採
食物でも季節により形状や見た目が異なる．とくにエゾシカの残滓を採食し
た場合，新鮮な残滓を食べて排泄された糞と，雪中で保存された残滓を冬眠
明け（春）に食べて排泄された糞とでは，色，質感，においに大きな差があ
る．
（a）

（b）

（c）

（d）

写真 2 ヒグマの糞

（e）

（a）8 月に採取されたフキが含まれた糞．
（b）
10 月に採取されたヤマブドウが含まれた糞．
（c）10 月に採取されたトウモロコシが含ま
れた糞．
（d）10 月に採取された新鮮なエゾ
シカ残滓が含まれた糞．灰色のペースト状に
体毛や骨が混ざり，においがある．
（e）4 月
に採取されたエゾシカ残滓が含まれた糞．水
分が少なくボロボロとした石灰状で，おもに
骨と体毛が占める．においはほとんどない．
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（2）足跡・歩行パターン
足跡は大きく特徴的なため，他の種との区別はしやすい．五つの指球と掌
球，地面の状態によっては爪痕が残る．前肢と後肢の形状が異なり，前肢は
掌球と手根球に分かれており，足跡は分かれてつくが手根球の跡は残らない
場合がある．後肢は足底球と足根球がつながり三角形の大きな足底球となる．
しばしば，前肢の足跡に後肢の足跡が重なることがある．親指が一番小さい．
足跡の前掌幅が 14 cm（道南では 13 cm）以上の場合はオス成獣の可能性が
高い．

食肉目

写真 3 メス成獣の左前肢（写真左）と左後肢（写真右）の肉球

写真 4 ヒグマの足跡
写真は，左から，砂上，雪上（撮影：伊藤哲治氏），土の林道上についた足跡を示す．
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（3）巣・休み場
ヒグマは冬眠のため 11 月下旬～ 12 月中旬に冬眠穴に入り，翌年の 3 月
下旬から 4 月下旬に冬眠から明けるといわれている．冬眠穴には自ら掘って
作る土穴や樹洞，岩穴があるが，土穴がもっとも標準的だとされる（岡田

2001）．冬中は降り積もった雪で覆われていることから見つけることは難しい．
春先に雪上についた足跡を逆方向へトラッキングすることで穴を発見できる
ことがある．

写真 5 土穴の冬眠穴
木に関係なく掘られたもの（写真左・中央，撮影：山中正実氏）と木の根張りを利用した
もの（写真右）．

（4）食痕
痕跡の大きさ・範囲，周囲の状況（爪痕，足跡，体毛など）などからヒグ
マの食痕を特定することは可能であるが，痕跡が古かったり食痕以外の痕跡
が残っていなかったりする場合には特定が困難なことがある．とくに，草本
類の食痕は他の動物の食痕と判別しづらい．
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写真 6 フキの食痕
茎の繊維の一部が残っていることが多い（写真左）．また，広範囲にわたり採食されたり
糞が残されていたりすることがある（写真中央・右，撮影：山中正実氏）．

食肉目

写真 7 植物の根の食痕
植物の根を掘り返して食べる場合もある（左：オオハナウド（撮影：山中正実氏），右：
ミズバショウ）．

写真 8 切り株や倒木をひっくり返したり，根本を掘ったりしてアリやハチを採食した痕
（写真左，撮影：山中正実氏）
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（5）爪痕・背擦り痕
樹上の果実類（サクラ類など）や立木に巻きつくツル植物（ヤマブドウ，
サルナシなど）の果実を採食する際に幹に爪痕が残る．また，それとは異な
り，木に背中を擦る（背擦り行動）際に樹皮を爪でひっかいたり剥いだりし
た痕がみられる．たいていの場合は樹皮に体毛が付着しているため判別でき
る．1 本の木が複数年にわたり，複数個体によって背擦りに利用されること
がある（Sato et al. 2014）
．

写真 9 樹皮に残った爪痕
木登り痕（写真左）と樹皮がはがされ背擦りをされた痕（写真右）．

Study Topic 「ヒグマとシカの微妙な関係

―シカの増加はヒグマにプラス？マイナス？―」

ヒグマとエゾシカは北海道を代表する大型哺乳類である．この 2 種の間
には「食う―食われるの関係」と「同じ資源を利用する競争関係」が成り
立つ不思議な関係にある．
エゾシカは，1990 年代以降に個体数が急増し，現在も高密度で生息して
いる．そのようななか，一部の地域ではシカの新生子を捕食するヒグマが
確認され始めている．「食う―食われるの関係」でみてみると，これまで植
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物質を中心に採食していたヒグマにとって高質な餌資源となるシカの出現
はプラスになっていると考えられる．
その一方で，ヒグマにとって重要な餌資源である草本類などの植物がシ
カの増加にともなう採食圧の増加によって減少していることも報告されて
いる．「同じ資源を利用する競争関係」でみてみると，植物に対するシカの
採食圧の増加はヒグマにとってマイナスになっていると考えられる．
プラスとマイナスのどちらの効果が大きいかはまだ検証されていない．
この 2 種の相互関係を明らかにすることは，両者の管理を進めていくうえ
で重要な基盤となるだろう．
参考資料

（小林喬子）

食肉目

Kobayashi et al. 2012

7. ツキノワグマ

写真 1（撮影：梅村佳寛氏）

食肉目クマ科
学名

Ursus thibetanus

英名 Asiatic black bear，Asian black bear，Moon bear，Himalayan black bear
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分布域（日本クマネットワーク 2006）
① 自然分布域
西アジア，東南アジア，東アジア
② 日本国内の自然分布域
本州，四国，九州（絶滅の可能性が高い）
③ 外来種となっている地域
なし（韓国では在来種であるが，北朝鮮およびロシアからの導入も行われて
いる）

基本情報
現在，7 亜種に分類されている（日本クマネットワーク 2006）
．日本には，
本州・四国にニホンツキノワグマ（U. t. japonicus）が生息する．九州では

1941 年を最後に確実な九州産と考えられる個体の捕獲情報は存在しない（1957
年に死体の目撃情報があり）
（大西・安河内 2010）
．また，四国では生息数
の減少が問題となっている．分布域は，山地帯から亜高山帯のブナ科樹種が
優占する落葉広葉樹林と大きく重複し，森林面積率の高い地域が生息場所と
な る（ 花 井 1980）
． ま た， 季 節 的 に 高 山 帯 を 利 用 す る こ と も 知 ら れ る
（Izumiyama and Shiraishi 2004）
．秋の主食であるブナ科の果実類が不作の年
には，行動圏を広げ低山帯を利用することもある（Kozakai et al. 2011）
．近
表 1 成獣個体の外部計測値および繁殖情報
項目

範囲

出典

頭胴長（cm）

♂ 119.0–131.5

♀ 106.0–121.5

山崎ほか 1996

尾

長（cm）

♂ 6.0–8.5

♀ 5.0–7.3

山崎ほか 1996

体

重（kg）

♂ 50.0–74.0

♀ 27.5–62.0

交尾期

5–8 月

妊娠期間

山崎ほか 1996; Yamazaki et al. 2008
山本ほか 1998a; 坪田 2011

7–8 カ月（着床遅延期間：5–6 カ月， 坪田 2011
胎児発育期間：約 60 日）

出産期

1–2 月

Iibuchi et al. 2009

※外部計測値については，上記数値よりも高い値が報告されているものの（石田ほか 2003），年齢
区分が不明なため表には記載していない． 体重と頭胴長の平均±標準偏差は，それぞれ東京都
奥多摩地域ではオスは 62±22.0 kg と 129.0±10.4 cm，メスは 36±7.5 kg と 115.0±6.0 cm，栃
木県足尾山地ではオスは 71±23.7 kg と 129.7±10.8 cm，メスは 42±5.8 kg と 124.8±7.3 cm で
ある（Yamazaki 2009）
．
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年の分布の拡大にともない低山帯でも恒常的に生息する地域もある（日本ク
マネットワーク 2014）
．
個体数調査の事例（表 2）
多雪地域での春季残雪期の直接観察法，捕獲数（捕獲統計）と推定される
繁殖情報に基づく方法，死亡率などを用いた個体群指標分析法，標識再捕獲
法，カメラトラップ法により胸部斑紋などの生体標識の特徴を用いて個体識
別を行う方法（最少生息数の把握，あるいは標識再捕獲法の応用）
，クマ棚
等のフィールドサインを用いた痕跡調査法，遺伝子マーカーを用いたヘアー
トラップ法（標識再捕獲法の応用）
，および複数の方法を組み合わせた調査
が各地で行われているが，統一的な個体数調査法は十分に確立されていない．
査に基づくものである（間野ほか 2008; 米田・間野 2011）．これまでの報告
2
では，調査手法や調査場所によって異なるが 4.4～52.6 頭/100 km といった

食肉目

多くの事例は各都府県の特定鳥獣保護管理計画制度の一環として行われた調

生息密度が知られる（米田・間野 2011）
．海外では本種の個体数調査の事例
は少ない（Ngoprasert et al. 2012）
．
表 2 密度推定をした研究事例
用いられた方法または指標

出典

春季の直接観察

秋田県 2007

捕獲数と繁殖に基づく方法

環境省自然環境局生物多様性センター 2011

個体群指標分析（死亡率，出没情報， 坂田ほか 2011
ブナ科結実豊凶情報，捕獲情報など）
カメラトラップ法

金澤ほか 2004; Higashide et al. 2012

ヘアートラップ法

佐藤・湯浅 2008; 湯浅・佐藤 2008

捕獲再捕獲法

福井県自然保護センター 1997

痕跡情報

長野県 2002

複数の方法を組み合わせた調査

岩手県 2007

※密度推定が行われた事例は多いため，表には代表的なもののみを記載した．

食性調査の事例（表 3−4）
雑食性であるが，大きく植物食に偏った食性である．季節変化が大きく，
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地域により食性が異なる季節も存在するが，一般的には春には開葉直後の草
本や木本の葉・芽・花，死亡したニホンジカを，夏にはキイチゴ類やサクラ
類の果実や高茎草本のほかアリ類やハチ類といった社会性昆虫も採食する．
秋にはブナ科の果実類が主食となるが，さまざまな樹種の液果も利用する（小
池 2011）
．採食目的の農作物（果樹や飼料用のトウモロコシ）や家畜飼料お
よび養蜂の被害も報告されている．日本以外の本種の食性も，基本的には日
本と同様に植物食（果実や草本など）の傾向を示すことが知られている（た
とえば，ブロムレイ 1987; Schaller et al. 1989; Hwang et al. 2002; Sathyakumar

and Viswanath 2003; Steinmetz et al. 2013）．
表 3 食性評価のおもな研究事例
用いられた方法または指標

出典

出現頻度

高田 1979; 羽澄ほか 1985; 斎藤・大泉 1995

ポイント枠法による占有比

大井ほか 2012; Fujiwara et al. 2013

容積比

長縄・小山 1994; 島根県 2001; Hashimoto 2002; Huygens et al.
2003; Koike 2010; Arimoto et al. 2011; 大井ほか 2012

重量比

山本 1973; 水野・野崎 1985

直接観察（野生個体群）

Nozaki et al. 1983; Fujiwara et al. 2013

採食痕

渡辺ほか 1970; 高田 1979; Nozaki et al. 1983; Huygens et al.

安定同位体比を用いた方法

Mizukami et al. 2005a, b; Narita et al. 2006; 中 下 ほ か 2007,
2010; Oi and Furusawa 2008; Koike et al. 2013a

食餌品目の記載

渡辺ほか 1970; 山本 1973; 広谷・長縄 2010

2003; Koike 2009

※食性評価の事例は多いため，表には代表的なもののみを記載した．

表 4 その他の食性にかかわるおもな研究事例
種類

出典

種子散布

Koike et al. 2008a, b, 2011; Takahashi et al. 2008; Koike 2009

食物資源量の変動との解明

溝 口 ほ か 1996; Hashimoto et al. 2003; Arimoto et al. 2011;
Koike et al. 2012b

テレメトリーの行動情報と

Arimoto et al. 2011; Koike et al. 2012b

の併用（生息地利用など）
栄養学的なアプローチ

山本 1974; Koike et al. 2008a; Nakajima et al. 2012; Yamazaki

et al. 2012; Fujiwara et al. 2013; Hashimoto and Anrui 2013
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種類

出典

国内における農林業被害な

渡 辺 ほ か 1970; 吉 田 ほ か 2002; Oi and Furusawa 2008; 中 下
2007, 2010

どの人間活動との軋轢にか
かわる内容
特定の採食物群の記載

Koike et al. 2008a; 小池・正木 2008; 濱口ほか 2009; Koike et al.
2012a

痕跡の紹介
（1）糞
糞は形状から他の獣類との区別は容易であるが，タヌキのため糞（分解が
すすみ 1 回分ごとの形状が不明瞭なもの）
，春先のニホンカモシカやニホン
ジカの太くかたまった糞，イノシシや人間の糞と間違えることがあるため，
箇所で複数の糞が重なっていることがあるが，新旧・湿感・におい・分解程
（a）

（b）

食肉目

におい，形状，内容物の消化状態などに注意を払う必要がある．まれに，1

（c）
写真 2 ツキノワグマの糞
（a）ブナの果実を採食した際の糞．ブナ科
の果実類や木本，草本の葉類を採食した際
には，形が崩れていることが多い．（b）ウ
ワミズザクラの果実を採食した際の糞．液
果を採食した際には未消化の種子が目立つ．
（c）グミ科の果実を採食した際の糞．液果
を採食した際には，新鮮な糞の場合には，
鮮やかな果肉の色が残る．
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度・カビの有無などから判断することが可能である．形状や色は内容物の影
響を大きく受ける．
（2）足跡・歩行パターン
足跡は五つの指球と掌球および爪痕が残ることが多い．大きさ，形状から
他種との区別は容易である．

写真 3 雪の上に残された足跡
歩行パターンがジグザグになることが多く，肩幅があ
るので左右の足の間隔が空いている．
表 6 成獣個体の前後肢の計測値（山崎ほか 1996）
項目

平均（範囲）
（mm）
オス

n

メス

n

前掌長

149（140–158）

4

129（123–135）

6

掌球長

106（103–110）

4

92（82–100）

6

掌球幅

96（95–100）

4

80（75–88）

6

後掌長

169（155–180）

4

148（145–150）

6

足底球長

122（110–130）

4

110（85–130）

6

足底球幅

89（75–95）

4

89（75–80）

6

※石田ほか（2003）により報告されている数値の範囲は上記のものよりも広いが，年齢区分が不明
なため表には記載していない．

（3）巣・休み場所
ツキノワグマは冬眠を行う際に，越冬場所として樹洞，岩穴や根上り部を
利用する．また，一時的に休む場合には，木の根元などの平らな場所などを
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利用することが多いといわれる．ただし，休み場の周辺に糞や足跡などの新
鮮な痕跡がない限り，ツキノワグマが利用していたかどうかを断定するのは
困難であるが，まれに痕跡が残ることもある（写真 5）
．
（a）

（b）

食肉目

（c）

写真 4 ツキノワグマの越冬場所
（a）がれ場にできた根上りの下の空間を使った越冬場所．地面にはササ類を引いてベット
（c）人工林の伐根の下の空
をつくっていた．
（b）枯死木にできた空間を使った越冬場所．
間を使った越冬場所（撮影：有本勲氏）
．スギの樹皮を地面に敷いてベットをつくっていた．

写真 5 クマ結び（撮影：井上克彦氏）
休み場としてササ類やツル植物のつるをベ
ット状に束ねたもの．
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（4）食痕
アリ類やハチ類といった社会性昆虫を採食した際には痕跡が残ることが多
い（写真 6）
．また，地中に営巣したクロスズメバチの巣を掘った痕や，テ
ンナンショウ類の球根部を掘りだした痕，高茎草本を噛み切った痕がツキノ
ワグマの採食痕跡として特徴的である．ブナ科の果実類を採食する際には，
外果皮を外して採食することが多いため，外果皮が残る（写真 7）
．また，
針葉樹の植栽木のほか，天然の針葉樹や広葉樹においても樹皮を剥ぎ，形成
層部を齧りとった痕跡（いわゆる，クマハギ）が散見される（写真 8）
．

写真 6 朽木に営巣するアリ類を採食した際の痕跡
朽木を爪で大きく破壊することから痕跡は目立つ．

写真 7 ミズナラの果実の外果皮
ブナ科の果実を採食する際に，ツキノワグ
マは外果皮を外すことが多いため．木の周
りに外果皮が散らばっていることが多い．
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写真 8 スギに形成された樹皮剥ぎ

（5）クマ棚（円座）
実した枝や開芽した枝を折り，手元にたぐり寄せて採食する．その後，その
枝が樹上に残り，鳥の巣状になる「クマ棚」あるいは「円座」が形成される

食肉目

ツキノワグマは木に登り樹上で果実や花芽を採食する．その際，果実が結

（写真 9）
．小さいクマ棚は，台風などの強風やニホンザルによる枝折との識
別が難しいので，樹幹に残された爪痕（後述）や林床に散らばった枝葉（写
真 10）と併せて判断することで誤認を防ぐことができる．一方，ヤマブド
ウなどのツル植物の果実を採食する際には，地上にツルごと引き摺り下ろし
た痕もみられる．

写真 9 ミズナラに形成されたクマ棚
クマ棚は落葉前の時期はその有無が判別しにくいが，落
葉後には容易に判別できる．
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写真 10 林床に散らばったミズナラの枝葉
ツキノワグマが樹上で折った枝はすべてが
樹上に残るわけではなく，林床に落ち散乱
している場合もある．

（6）樹幹に残された爪痕
ツキノワグマが木に昇降する際には樹幹に爪痕が形成されることがある（写
真 11）
．ただし，樹幹の爪痕は，必ずしも採食をともなわない痕跡の可能性
（ただ，木に登っただけの場合など）もあるので，クマ棚（前述）や林床に
散乱する枝葉（前述）
，林床に散在した果実の外果皮など（前述）と併せて
（a）

（b）

写真 11 ツキノワグマの爪痕
（a）ブナに形成された爪痕．爪先で形成された点々とした痕跡は木に登る際に形成された
もの．ブナ，ホオノキ，トチノキ，ミズキ，サクラ類でははっきりと痕跡が形成されるこ
とが多い．
（b）ミズナラに形成された爪痕．長細い痕跡はツキノワグマが木から降りる際
にブレーキとして爪を使用した際に形成されたもの．ミズナラ，コナラなどでは，爪によ
り樹皮の広い範囲がはがされることで，はっきりした爪痕が形成されないこともある．
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判断することで，採食にともなう痕跡であるかを判断できる．形成された爪
痕の様子は各樹種の樹皮の形質により異なる．

Study Topic 「クマからはじまる森のつながり」
ツキノワグマは多くの種類の果実を食物として利用するが，なかでも液
果とよばれる種子の周りを液質の果肉で包まれた果実（たとえば，サクラ類，
ヤマブドウ，ミズキなど）を食べた際には，種子を破壊することなく原形
をとどめた状態で，糞とともに排泄することが知られる．しかも，これら
の種子は，ツキノワグマの体内を通過し，消化される過程においても発芽
能力を失わないことから，ツキノワグマは森林生態系において種子散布者

食肉目

として機能していることが知られている．
一方，ツキノワグマの糞には何百から何千もの種子が含まれ，非常に種
子の密度が高い状態となることから，ツキノワグマによって散布された種
子はすべてが発芽することはない．なかでも，ほとんどの種子はアカネズ
ミなどの齧歯類によって採食されてしまう．しかし，一部の種子は再び齧
歯類によって新たな場所に貯食されることで，2 次散布に成功し，無事に発
芽に至ることが知られる．また，別の一部の種子は糞の分解過程において，
食糞性コガネムシによって糞とともに土の中に埋め込まれることで，齧歯
類の採食からの避難に成功し，発芽に至る種子も存在することも知られる．
このように，ツキノワグマは種子散布者としての役割を森林生態系にお
いて担っているものの，散布された種子が無事に発芽するためには，齧歯
類や食糞性コガネムシといった，関係のなさそうな生物の存在が必要であ
る可能性が指摘されている．
参考資料
小池 2013

（小池伸介）
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8. アカギツネ

写真 1

食肉目イヌ科
学名

Vulpes vulpes
Red fox

英名

分布域（向本 1968; 小林 1971; 鳥居 1989; Long 2003; 環境省自然環境局
生物多様性センター 2004; Macdonald and Reynolds 2004; 竹内 2012）
① 自然分布域
旧北区と新北区のほぼ全域
② 日本国内の自然分布域
北海道，本州，四国，九州
③ 外来種となっている地域
オーストラリア（新規導入），北米・北欧・ロシア・イギリス等（別亜種の導
入・交雑），新潟県佐渡島（新規導入）
，長野・石川・静岡・茨城（他地域か
らの導入，飼育個体の逃亡）

基本情報
現在 44 亜種に分類されている（Larivière and Pasitschniak-Arts 1996）
．日
本には北海道にキタキツネ（V. v. schrencki）
，本州・四国・九州にホンドギ
ツネ（V. v. japonica）が生息する（Uraguchi 2009）
．低地帯から亜高山帯ま
で広く分布し，高山帯においても生息が確認されている（たとえば，北アル
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プスライチョウ研究会 1985a; Takeuchi and Koganezawa 1992; 園田・倉本

2008）．半島や関東平野の都市近郊では分布が薄く，生息が危ぶまれる（千
葉県生活環境部自然保護課 2006; 埼玉県 2008; 園田・倉本 2008）．一方，札
幌市で見られるような都市ギツネ（Uraguchi 2009）や知床半島での観光ギ
ツネ（塚田 2000）など，人との距離感が薄い集団も確認されている．体サ
イズはオスの方が部位によっては大きいものの，顕著な性的二型は認められ
ない．また，キタキツネとホンドギツネの体サイズに有意差はないが，世界
の他亜種と比較すると両亜種は小型な方に位置づけられる（Sillero-Zubiri

2009）．
表 1 成獣個体の外部計測値および繁殖情報
頭胴長（cm）

尾

体

長（cm）

重（kg）

範囲

出典

♂ 56.8–70.5 ♀ 38.8–69.0

Uraguchi 2009

♂ 55.5–70.0 ♀ 51.5–67.0

Takeuchi 2010

♂ 31.3–44.0 ♀ 25.0–41.3

Uraguchi 2009

♂ 31.4–39.8 ♀ 28.5–42.0

Takeuchi 2010

♂ 3.5–6.7

Uraguchi 2009

♀ 2.9–5.7

♂ 4.00–6.60 ♀ 1.90–6.05

食肉目

項目

Takeuchi 2010

交尾期

12–2 月（4 月の記述もある） 中 園 1973; 増 井 1991; 塚 田 1997; Uraguchi
2009

妊娠期間

51–53 日

増井 1991; Uraguchi 2009

出産期

3–5 月

塚田 1997

2–4 月

中園 1973; Takeuchi and Koganezawa 1992

※二段表記の数値は上がキタキツネ，下がホンドギツネの値を示す．なお，キタキツネでは頭胴長
75.0 cm の記録もある（三沢ほか 1987）

個体数調査の事例（表 2−3）
欧州と北米では大規模な捕獲分析や目撃情報の収集による個体数推定が
実施されている．北米ではコヨーテやアカギツネなどの食肉目の個体群動
態を把握するため，においで誘引し足跡を残させるセントステーション法
で相対密度を長期モニタリングしている．日本では相対密度の算出にさま
ざまな方法が用いられているが，絶対密度との比較・評価は十分とはいえ
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ない．雪上足跡を指標にしたヘリセンサスでの密度推定例があり，算出密
度 は 秋 田 県 駒 ヶ 岳 で 3.8±0.9 頭/km ， 北 海 道 石 狩・ 留 萌 地 方 で 0.7±0.3
2

頭/km であった．
2

表 2 密度推定をした研究事例
用いられた方法または指標
標識再捕獲法

出典

Page 1981

目撃情報

Harris 1981, 1985; 塚田 1994

巣穴カウント

阿部 1971; 北海道生活環境部自然保護課 1988

ヘリセンサスでの雪上足跡

柴田ほか 1991, 1993

の発見確率

表 3 相対密度を比較した研究事例
用いられた方法または指標

出典

標識個体の再発見率

Servin et al. 1987; Takeuchi 1996

狩猟数

Stubbe 1980; 北海道生活環境部自然保護課 1987; Harris et al.
1995

スポットライトセンサス

米 田 1981; Von Schants 1984; 北 海 道 生 活 環 境 部 自 然 保 護 課
1988; 塚田ほか 1999; 車田ほか 2010

セントステーション法

Roughton and Sweeny 1982; Takeuchi 1996; Sargeant et al.
1998

食性調査の事例（表 4−5）
雑食性で機会主義的な食性を示す．動物性の主要な餌としては，ハタネズ
ミ亜科のネズミ類，ウサギ類，地上性鳥類の卵，爬虫類，両生類のオタマジ
ャクシ，無脊椎動物（とくに糞虫の成虫，甲虫，セミ類の幼虫，ミミズ類）
が挙げられる．腐肉食でもあり，シカ等の死体も重要な食物資源となってい
る．植物では果実や，漿果類（ノイチゴ等）を好む．食害される農作物とし
てはトウモロコシが代表的で，イチゴも食べるが報告はまれである．地中海
ではブドウへの被害が報告され，国内では廃棄残渣への餌付き例が知られて
いる．未収穫のカキはよく食べられている．また畜産廃棄物，濃厚飼料の食
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害が確認されている．養鶏，キジなど狩猟鳥の捕食が取り立たされるが実態
は不明である．
表 4 食性評価の研究事例
用いられた方法または指標

出典

出現頻度

Abe 1975; 宮尾ほか 1977; 小金沢・黒川 1983; 北アルプスライチ
ョウ研究会 1985a, b; 八神・水野 1986; 鳥居 1989; 山本 1994; 塚
田 1997; 上馬ほか 2005; 山梨県環境科学研究所 2009; Koike et al.
2012b; 近藤・白木 2013

重量比

Abe 1975; 三沢 1979; Yoneda 1979, 1982; 近藤 1980; 鳥居 1989;
塚田 1997; 近藤・白木 2013

容積比

八神・水野 1986

直接観察（野生個体群）

Yoneda 1982

食肉目

※海外の事例は多いため，日本の事例のみを示した．

表 5 その他の食性にかかわる研究事例
種類
種子散布

出典

Koike et al. 2008b

国内における農作物，濃厚 阿部 1971; Yoneda 1982; 浦口・高橋 1997; Tsukada et al. 2010;
飼料，畜産廃棄物の摂食

近藤・白木 2013

事例報告

湯川 1970; 両角 1974a; 長澤ほか 1994

痕跡の紹介
（1）糞
形状はソーセージ型で，先端は内容物によって丸いことやネズミなどの毛
が入っている場合には尖っていることがある．直径は 8～20 mm（Green and

Flinders 1981）で，イヌとタヌキとは同形状，ニホンテン，ニホンイタチよ
り太めである．
新鮮な糞は鼻をつく刺激臭があるが，これは肛門腺からの分泌物が糞の
表面に付着するためであり，なわばりを主張するなどのコミュニケーショ
ンの機能がある（Albone and Fox 1971）．このため，糞は同じ場所で何度も
発見でき，石の上や空き缶の上などの周囲よりも高く目立つ場所で見つか
101
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ることが多い．尿もサインポストに使われ，特徴的な刺激臭があり種判定
に役立つ．
（a）

（b）

（c）

（d）

写真 2 アカギツネの糞および排尿
（a）哺乳類の毛が含まれる糞（撮影：關 義和）．（b）輪ゴムが含まれる糞（撮影：關
義和）．（c）岩の上に排泄された糞．（d）尿をするアカギツネ．

（2）足跡・歩行パターン
足跡は四つの指球と掌球がつき，爪痕は地面が柔らかいか雪上等の場合に
残る．タヌキよりも大きく縦長で，第 1，4 指球の前端が第 2，3 指球の後
端より後ろになる点でイヌと判別できることがある（子安 1993）
．しかし，
写真 4 で示したように，成長にともない掌球の大きさや指球の位置関係が変
化するため注意する必要がある．
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歩行時は前肢がついた痕を後肢で踏み，直線的な足跡がつくことが多い（タ
ヌキの項 写真 5）
．しかし，二度踏みしても歩行ラインが横にぶれることも
ある．

食肉目

写真 3 砂地についたアカギツネの足跡

写真 4 幼獣（左）と成獣（右）の前肢
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表 6 成獣個体の前後肢の計測値（竹内 未発表）
項目

（a）

平均（範囲）
（mm）
オス

n

前掌長

48.0（47.0–49.0）

2

前掌幅

41.0（39.0–43.0）

2

後掌長

48.0（48.0）

2

後掌幅

37.5（36.0–39.0）

2

（b）

写真 5 アカギツネの歩行パターン
（a）手前には速歩時の足跡がついており，左右並んだ足跡がついている．途中からは，前
肢と後肢を重ねている（撮影：關 義和）．（b）自動撮影カメラの前を歩行したもので，
二度踏みしているが歩行ラインは横ぶれしている．

（3）巣・休み場
巣穴は自ら掘るか，岩穴，石積の隙間や人工物の土管などを使う．巣穴は
出産に用い，幼獣が育つ 3 カ月間に複数回の巣替えを行う（Takeuchi and

Koganezawa 1992）．それ以外の期間は雨よけやシェルターとして使うこと
はあっても，休み場として穴は必ずしも必須ではない．発信器で追跡した個
体では，倒木の影で休息し，岩の上で日光浴するのが確認された．
104
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（b）

写真 6 アカギツネの巣

食肉目

（a）耕作放棄地のススキ原に掘られた巣．（b）牧草地の崖に掘られた巣

（4）食痕
大きめの果実，根菜などには歯形が明瞭に残ることがあり，種判定に役立
つ．一方，ネズミ類より小さな獲物はほぼ丸のみで，ニホンジカなどの食べ
残しには咬み痕が残る可能性があるものの判定は難しい．

Study Topic 「アカギツネの人為的移動」
日本のアカギツネが狩猟獣とされるのは毛皮獣としての価値からである．
本種の毛皮は明治期以降の重要な輸出品であり，また毛皮利用への風当た
りが強くなるまでは襟巻が愛用された．毛皮需要を背景に 1915 年に樺太で
養狐業が始まり，北海道をはじめ寒冷地 21 県，さらには満州，朝鮮半島で
も実施された．この過程でソ連，カナダ等から種獣を仕入れたり，樺太，
千島列島方面との取引も見られ，水戸市で国後島由来とされる個体の飼育，
逃亡，放逐の証言がある．
もうひとつの移動は天敵導入であり，林業の現場において野兎，野鼠被
害対策に活用された．イタチも同様に利用され比較的記録が残っている一方，
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アカギツネの導入に関する記録は少ない．佐渡島や長野県で造林地への放
獣記録があり，佐渡島には定着している．そのほかの林野でも放獣が予想
され，茨城県北部での放獣を猟師が記憶していた．北海道では，礼文島に
野鼠対策と毛皮生産のために新知島から導入し，多包性エキノコックス症
の原因となった．これらを根絶するために，アカギツネとイヌの全頭捕獲
を行う必要が生じた．
こうした人為的移動の歴史はともすれば忘れられがちであるが，地域個
体群への多方面の攪乱は消えていないだろう．同様の攪乱は世界各地で起
きている．その代表はキツネ狩りを目的としたオーストラリア大陸への導
入といえ，アカギツネ本来の適応能力の高さが見事に発揮されてしまった．
捕食者として地域の生物多様性に脅威となるため，IUCN 外来種ワースト

100 種に選定されていることは意外であろうか．
参考資料
白井 1965，向本 1968，小林 1971，御厨 1980，山下・神谷 1997，Lowe et al. 2000，
竹内 2012

（竹内正彦）

9. タヌキ

写真 1
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食肉目イヌ科
学名

Nyctereutes procyonoides
Raccoon dog

英名

分布域（Long 2003; Saeki 2009; Kauhala and Kowalczyk 2011）
① 自然分布域
東アジア
② 日本国内の自然分布域
北海道，本州，四国，九州
③ 外来種となっている地域
ヨーロッパ，屋久島（鹿児島），知夫里島（島根）

現 在，5～6 亜 種 に 分 類 さ れ て い る（Ellerman and Morrison-Scott 1966;

Ward and Wurster-Hill 1990）．日本には，北海道にエゾタヌキ（N. p. albus）

食肉目

基本情報

が，本州・四国・九州にホンドタヌキ（N. p. viverrinus）が生息する（Kauhala

and Saeki 2004）．低地帯から亜高山帯まで分布する（たとえば，山本 1993;
山本ほか 1994; Seki and Koganezawa 2011）．地域によっては樹林地率が 5％
以上で生息可能であったり（山本ほか 1995），東京 23 区内においても生息
が確認されていたりするなど（吉野 2006, 2011），生息環境の幅は広い．
表 1 成獣個体の外部計測値および繁殖情報
項目

範囲

出典

頭胴長（cm）

♂ 48.0–66.9 ♀ 45.0–64.2

木下 1991; Saeki 2001; Seki 2013

尾

長（cm）

♂ 12.0–23.0 ♀ 12.5–22.0

木下 1991; Saeki 2001; Seki 2013

体

重（kg）

♂ 2.5–7.0

♀ 2.5–6.3

木下 1991; 山本ほか 1994; Seki 2013

交尾期

2 月下旬–4 月上旬

奥崎 1979; 野柴木 1987; 田中 2009

妊娠期間

60–63 日

奥崎 1979

出産期

4 月下旬–6 月中旬

奥崎 1979; Ikeda 1983; 野柴木 1987; 山本ほか
1994, 1996; 田中 2009

※上記数値はホンドタヌキのものを示す．体重と頭胴長の最大値はそれぞれオスで 7.6 kg（湿重量
では 7.8 kg が最大）と 68.5 cm，メスで 6.6 kg と 68.6 cm という記録があるが（木下・山本

1996），年齢区分が不明なため表には記載していない．
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個体数調査の事例（表 2−3）
ヨーロッパを中心に実施されているものの，手法としては十分には確立さ
2
れていない．これまでに実施された調査では，1 km あたりの個体数は通常

では 5 頭未満であるが，日本の島嶼で実施された研究では 7.2 ha の範囲に 7
頭（97 頭/km ）生息していたことが報告されている．
2

表 2 密度推定をした研究事例
用いられた方法または指標

出典

ベイトマーキング法

Ikeda et al. 1979

目撃頭数から算出された増

屋久島タヌキ緊急調査ぐるーぷ 2002

加率

1 日に排泄された糞数

酒向ほか 2008

利用されていた巣穴数

飯村 1986; Goszczyński 1999; Sutor and Schwarz 2012

行動圏

Kauhala et al. 2006, 2010; Drygala et al. 2008a; Sutor and
Schwarz 2012
表 3 相対密度を比較した研究事例

用いられた方法または指標
狩猟統計

出典
朝 日 1979; Bobek and Maruyama 1991; Kauhala and Helle

1995; Baltrūnaitė 2006; 船越ほか 2008
保護頭数

Shibata and Kawamichi 1999; 園田・倉本 2002; 松本ほか 2011

誘引物に誘引された割合

Kauhala et al. 1999, 2000; Kauhala 2004

積雪上の足跡の密度

Sidorovich et al. 2000, 2008a; Baltrūnaitė 2010

目撃件数と目撃頭数

屋久島タヌキ緊急調査ぐるーぷ 2002

カメラトラップ法

船越ほか 2008

交通事故死の数や密度

山本・木下 1994b; 山本ほか 1995, 1998b; Saeki and Macdonald

2004; 荒木ほか 2006; 船越ほか 2008; 野口・金子 2012
スポットライトカウント法

Seki and Koganezawa 2013

による目撃率

食性調査の事例（表 4−5）
雑食性の強い動物で，利用可能な食物はほぼ何でも利用する．地域や季節
により食性は大きく異なるが，果実や昆虫類，ミミズ類を主食とする地域が
多い．市街地周辺に生息するタヌキは残飯等への依存度が高い．ヨーロッパ
108
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に導入されたウスリータヌキ（N. p. ussuriensis）は，ホンドタヌキよりも肉
食傾向が強く小型哺乳類や両生類，鳥類などの脊椎動物を利用する割合が高
くなる．農作物や家畜飼料などへの被害も報告されている．
表 4 食性評価の研究事例
用いられた方法または指標
出現頻度

出典

ポイント枠法による占有比

Hirasawa et al. 2006; 高槻 2013

容積比

山本 1991a, 山本・木下 1994a; Kauhala et al. 1998; 松山ほか

2006; Mustonen et al. 2012
重量比

Reig and Jędrzejewski 1988; Kobylińska 1996; Drygala et al.
2000; Sidorovich et al. 2000, 2008b; Kauhala and Auniola
2001; Baltrūnaitė 2002, 2005, 2006; 松尾ほか 2007; Matsuo and
Ochiai 2009; Zhang et al. 2009

摂取個体数

Viro and Mikkola 1981; 糟谷 2001

カメラトラップ法

Drygala et al. 2008b

食肉目

Ikeda et al. 1979; Viro and Mikkola 1981; Ikeda 1985; Reig and
Jędrzejewski 1988; Jędrzejewski et al. 1989; 山本 1991a, 1994;
Kauhala et al. 1993, 1998; Sasaki and Kawabata 1994; 山本・
木下 1994a; Drygala et al. 2000; Sidorovich et al. 2000, 2008b;
糟谷 2001; Kauhala and Auniola 2001; Baltrūnaitė 2002, 2005,
2006; 手塚・遠藤 2005; 松尾ほか 2007; 酒向ほか 2008; Matsuo
and Ochiai 2009; Zhang et al. 2009; 阿部ほか 2010; Sutor et al.
2010; 關 2011; Koike et al. 2012b; Mustonen et al. 2012; Kauhala and Ihalainen 2014

表 5 その他の食性にかかわる研究事例
種類
種子散布

出典
宮 田 ほ か 1989; 角 谷・武 田 1999; 加 藤 ほ か 2000; 小 池・正 木

2008; Koike et al. 2008b
ポイント枠法の評価

Takatsuki et al. 2007; 高槻・立脇 2012; 高槻 2013

国内における農業被害の記

飯村 1986; 出口ほか 2001a; 東 2002; 屋久島タヌキ緊急ぐるーぷ

載

2002; 佐伯・竹内 2008; Tsukada et al. 2010

大型獣の死体利用

Selva et al. 2003

事例報告

湯川 1970; 宮尾 1972, 1973a; 山口 1976; 佐伯 1996; Endo et al.

2000a; 堀 2004; 辻 野・揚 妻 2006; 船 越 ほ か 2008; 吉 野・萩 原
2010
b

：タヌキもしくはハクビシンとして解析されている事例
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痕跡の紹介
（1）糞
特定の場所（ため糞場）で糞をする習性をもつ．ニホンアナグマは，地面
に穴を掘って糞をすることが多いため，地面に直接糞をするタヌキとは区別
しやすい．また，タヌキ特有のにおいも大きな判断材料になる．ため糞は地
面が平らになっている場所で発見されることが多い（Ikeda 1984）．筆者が

（a）

（b）

（c）

（d）

写真 2 タヌキのため糞
（a）かなり大きいため糞場である．継続的にため糞場を訪れると，とくに小さいため糞場
では，糞場が利用されなくなったり，位置が多少ずれたりすることがある．また，季節的
に利用されるため糞場と利用されないため糞場がある．（b）夏期には糞虫類の活動が活発
になるため，ため糞場の糞が消失することがある．しかし，数日後に糞場を訪れると糞が
排泄されている場合は多い．（c）秋は冬に向けて脂肪を蓄える時期であり，タヌキの活動
も活発になるため，ため糞場の糞量も多くなる．（d）秋期から春期に溜まった糞は分解さ
れにくくなるため，雪解けが始まる晩冬から初春にかけてはため糞場が見つかりやすい．
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栃木県奥日光で採集した糞の最大径は，11.0～30.9 mm（平均 21.7 mm; n＝

418）であった．
（2）足跡・歩行パターン
足跡は四つの指球と爪痕および掌球が残ることが多い．歩行パターンがジ
グザグになることが多いため，他種との区別はしやすい．
表 6 成獣個体の前後肢の計測値（岸本ほか 1998，關 未発表）
項目

（mm）
平均（範囲）

n

メス

n

3

38.2（36.9–40.0）

6

掌球長

13.7（8.0–16.5）

3

16.1（14.0–19.0）

6

掌球幅

25.2（24.8–26.0）

3

21.5（16.0–23.3）

6

後掌長

37.6（36.2–39.6）

3

40.0（37.1–47.0）

6

足底球長

13.8（12.0–15.0）

3

14.4（11.7–17.0）

6

足底球幅

22.5（22.0–23.0）

3

22.0（19.9–24.0）

6

食肉目

オス

38.5（37.0–40.7）

前掌長

写真 3 タヌキの足跡
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写真 4 イヌ科 3 種の足跡の比較（左からタヌキ，アカギツネ，イヌを示す）
写真は各動物の目撃後に撮影したものである（すべて同じ縮尺で示している）．爪痕が残
らないネコとは区別しやすいが，足跡サイズの近いイヌとの区別は難しい．アカギツネに
比べると丸みがあるが，足跡だけだと誤同定する可能性があるため，歩行パターンも併せ
て読み取る必要がある．

写真 5 タヌキ（左）とアカギ
ツネ（右）の歩行パタ
ーンの比較
タヌキは，前肢と後肢が基本的
には重ならないことが多い．ア
カギツネはタヌキと比べると直
線状に歩き，前肢と後肢を重ね
ることが多い．なお，イヌの歩
行パターンは品種によりかなり
異なる（その他の動物の痕跡を
参照）．前肢と後肢が重なる，
あるいは近くに位置するイヌも
いれば，離れた場所に位置する
イヌもいるため，イヌが確認さ
れている地域では注意を要する．
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（3）巣・休み場
岩の隙間や樹洞，土管，民家の軒下，ニホンアナグマやアカギツネが掘っ
た穴，藪などを巣や休み場として利用する（Ikeda et al. 1979; 飯村 1986; 關
未発表）．ただし，巣や休み場の前に足跡などの新鮮な痕跡がない限り，タ
ヌキが利用しているかどうかを断定するのは困難である．

食肉目

写真 6 タヌキが利用していた洞（写真は，同じ木に対して真横から撮影したもの（左）
と真上から撮影したもの（右）を示す）
ただし，ハクビシンも同時期に利用していたことが確認されている（ハクビシンの巣・休
み場も参照）．

写真 7 樹木の根元に掘られた穴を利用す
るタヌキ
ただし，ハクビシンも同時期に利用してい
たことが確認されている（ハクビシンの巣・
休み場も参照）．
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写真 8 タヌキが秋に利用していたニホン
アナグマの掘った穴
ただし，年によってアカギツネやニホンア
ナグマが繁殖に利用していたことも観察さ
れている．

写真 9 タヌキが一時的に利用していた樹
木の根元にできた空間
完全に隠れきれておらず，背中が見えてい
る．

（4）食痕
タヌキの食痕を特定することは困難である．

Study Topic「意外にも知られていないタヌキの受難の歴史」
1920 年代から 1930 年代にかけて生じた関東大震災や大冷害によって，
多くの人が職を失い，また食物不足となった．タヌキの毛皮は，当時，非
常に高価であったこと，また日中戦争でも日本兵の防寒具として最適であ
ったことなどから，毛皮目的でタヌキが乱獲され全国的に絶滅が危惧され
た時代があった．
「天然記念物・向島タヌキ生息地」に指定されている山口県向島の例では，
乱獲の影響によりわずか 10 年ほどで個体数が大幅に減少してしまったこと
が記されている．また，1950 年に向島と本土を結ぶ橋が建設されたことで，
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交通事故や本土から侵入したノイヌの捕食圧が増加し，さらには農薬使用
の増加の影響も相まって向島のタヌキ個体群は大打撃を受けてきた．
現在のタヌキの個体数は，戦後と比較すると回復してきているようである．
しかし，タヌキは哺乳類のなかでもっとも交通事故数が多く，年間 11 万頭
から 37 万頭もが死亡していると推定されている．神奈川県の川崎市では，
交通事故が個体群に大きな影響を与えていることが示されている．
このようにタヌキの生きてきた歴史は受難の連続であったことが伺える．
タヌキの未来が明るい未来となるよう願ってやまない．
参考資料
加藤・星野 1992; 山本・木下 1994b; 池田 2002; Saeki and Macdonald 2004

義和）

食肉目

（關

10. ニホンアナグマ

写真 1

食肉目イタチ科
学名
英名

Meles anakuma
Japanese badger
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分布域（Wilson and Reeder 2005; Kaneko 2009; Roper 2010）
① 自然分布
日本
② 日本国内の自然分布域
本州，四国，九州
③ 外来種となっている地域
なし

基本情報
ニホンアナグマは，更新世中期後半（約 10 万年前）にはすでに日本に定
着していたと考えられている（Kawamura et al. 1989）
．ユーラシアアナグマ
の一亜種としての位置づけであったが，体色パターン，陰茎骨，性的二型の
違いや遺伝的解析により，ユーラシアアナグマは，ヨーロッパアナグマ（M.

meles），アジアアナグマ（M. leucurus），ニホンアナグマ（M. anakuma）の

3 種 に 分 類 さ れ た（Kurose et al. 2001; Abramov 2002, 2003; Abramov and
Puzachenko 2005）．
ニホンアナグマは，低地帯から亜高山帯まで生息し，森林性の動物である
ため，森林面積率の少ない都市部での生息は確認されていない（山本 1995;
金子 2001; 田中 2002; Kaneko 2009）
．性的二型を示し，オスはメスより頭胴
長・体重は大きい．
表 1 成獣個体の外部計測値および繁殖情報
項目
頭胴長（cm）

範囲

出典

♂ 55.4–74.4 ♀ 54.1–68.3

金子 2001; 田中 2002

尾

長（cm）

♂ 11.5–17.2 ♀ 12.1–15.5

金子 2001; 田中 2002

体

重（kg）

♂ 5.0–11.2

山本 1995; 金子 2001; 田中 2002

♀ 3.6–9.2

交尾期

3–8 月

金子 2001; 田中 2002

妊娠期間

6 カ月–12 カ月（着床遅延あり）

金子 2001; 田中 2002

出産期

3–4 月

金子 2001; 田中 2002

※外部計測値は 2 歳以上の個体のものである．オスの個体では体重が 3.6 kg と軽い個体，尾長が
10.5 cm と短い個体がいた（金子 2001）．
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個体数調査の事例
糞から抽出された DNA を用いて個体数推定が行われた研究のみである（松
2
木ほか 2009）
．この研究では，密度は 23 頭/km と推定された．相対密度を

比較した研究事例も，狩猟統計（朝日 1979）に限られている．なお，これ
まで同種と考えられてきたヨーロッパアナグマでは，長期継続した詳細な研
究が行われてきているため，参考までに代表的な文献を表 2－3 に示した（総
説 : Johnson et al. 2002; Roper 2010; Lara-Romero et al. 2012）
．
表 2 密度推定をした研究事例（ヨーロッパアナグマ）
用いられた方法または指標

出典

Kruuk 1989; Tuyttens et al. 2000; Stewart et al. 2001

巣穴利用個体の直接観察

da Silva et al. 1993; Goszczyński and Skoczyńska 1996;
Kowalczyk et al. 2003; Wilson et al. 2003a; Rosalino et al. 2004

行動圏

Kruuk 1978; Revilla et al. 2000; Rosalino et al. 2004; Schley et
al. 2004; Remonti et al. 2006

ため糞密度と糞数

Tuyttens et al. 2001

捕獲法

Kruuk and Parish 1982; da Silva et al. 1993; Revilla et al.2000;
Macdonald and Newman 2002; Rosalino et al. 2004; Vicente
et al. 2007; Macdonald et al. 2008

遺伝的解析による個体識別

Frantz et al. 2003, 2004; Wilson et al. 2003b; Scheppers et al.
2007

食肉目

ベイトマーキング法

表 3 相対密度を比較した研究事例（ヨーロッパアナグマ）
用いられた方法または指標

出典

目撃件数と目撃頭数

Kauhala 1995

交通事故死の数と密度

Woodroffe et al. 2008

モニタリング手法の検討

Sadlier 2004

食性調査の事例（表 4−5）
ニホンアナグマは，ミミズ類や昆虫類を春から秋にかけておもに採食して
おり，生息する地域の植生によって採食物は異なるが，ノイチゴ類やカキな
どの果実類も食べており，雑食性の動物である．農作物への被害としては，
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イチゴなどの食害がある．筆者は山口県において，ニワトリの捕食や家畜飼
料の採餌を確認している．ヨーロッパアナグマの調査事例は多く，ミミズを
中心とした調査例から，ウサギを中心とした調査例まで，食性は国や地域に
より大きく変化する．表 4－5 には，参考までにヨーロッパアナグマの事例
についても記載した．
表 4 食性評価の研究事例
用いられた方法または指標
出現頻度

出典
ニホンアナグマ：山本 1991b, 1994; 田中 2002; Kaneko et al.

2006; 松尾ほか 2007; 阿部ほか 2010; Koike et al. 2012b
ヨーロッパアナグマ：Kruuk 1989; Pigozzi 1991; Martin et al.

1995; Roper and Lups 1995; Kauhala et al. 1998; Fedriani et
al. 1999; Lanszki et al. 1999; Goszczyński et al. 2000; Bove
and Isotti 2001; Zabala and Zuberogoitia 2003; Hounsome
and Delahay 2005; Rosalino et al. 2005; Balestrieri et al.
2009; Sidrovich et al. 2011; Myslajek et al. 2013
容積比

ニホンアナグマ：山本 1991b
ヨ ー ロ ッ パ ア ナ グ マ：Kruuk 1989; Roper and Lups 1995;
Kauhala et al. 1998; Goszczyński et al. 2000; Bove and
Isotti 2001; Fischer et al. 2005; Balestrieri et al. 2009

重量比

ニホンアナグマ：松尾ほか 2007
ヨ ー ロ ッ パ ア ナ グ マ：Martin et al. 1995; Zabala and

Zuberogoitia 2003; Rosalino et al. 2005; Sidrovich et al.
2011; Myslajek et al. 2013
表 5 その他の食性にかかわる研究事例
種類
種子散布

出典
ニホンアナグマ：Koike et al. 2008b
ヨーロッパアナグマ：Pigozzi 1992

消化率

ヨーロッパアナグマ：Rosalino et al. 2003

食物資源の利用可能量の測定 ヨーロッパアナグマ：Loureiro et al. 2009
直接観察（飼育個体）

ニホンアナグマ：両角 1974b

国内における農業被害の記載 ニホンアナグマ：竹内 2007
事例報告

ニホンアナグマ：湯川 1970
ヨーロッパアナグマ：Hounsome and Delahay 2005
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痕跡の紹介
（1）糞
ニホンアナグマは，巣穴の近くやけもの道上のやや掘ったところを，ため
糞として使っている．タヌキのため糞と隣接している場合もあり，糞の最大
径や長さはタヌキと変わらないため，誤認する可能性がある．母子群をのぞ
くと単独で行動するため，複数の個体で利用するタヌキのため糞のように糞
場が大きくなることはない．春から初夏にかけて，子育てなどで同じ巣穴を
長期利用する場合をのぞいて，ため糞を継続して利用することは少なく，糞
の採集は容易ではない．

食肉目

写真 2 巣穴の近くにあるため糞
繁殖などで同一の巣穴を長期利用する場合は多くの糞がある．その場合でも，ため糞の位
置は変わることがある．ヨーロッパアナグマではなわばりの境界上にため糞が形成される
場合があるが（Roper 2010），ニホンアナグマではわかっていない．
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写真 3 手前の掘られた浅い穴にニホンアナグマのため糞（黄），隣接して奥にタヌキの
ため糞がある（青）
タヌキのため糞は掘ったこところには形成されない．タヌキのため糞にニホンアナグマが
きて糞をすることがあるため，採集時には注意する必要がある．筆者の観察では，ニホン
アナグマは，タヌキの糞の上にはせず，やや離れたこところに糞をしている．

（2）足跡・歩行パターン
足跡は五つの指球と，長い爪痕および掌球が残ることが多い．五つの爪痕
の下に山なりに並んだ指球と，その下に大きな掌球がありわかりやすい．歩
行パターンは前肢痕の上に後肢痕がずれてのる．五つの爪痕や指球をもつイ
タチ類やニホンテンは，ニホンアナグマに比べ小型であり，ツキノワグマは
大型であるため識別できる．

写真 4 ニホンアナグマの前肢
五つの指球と長い爪および掌球が発達して
いる．
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写真 5 ニホンアナグマの足跡（撮影：加
藤卓也）
ぬかるみ等では，ニホンアナグマは体重が
おもいため，爪痕，指球，掌球のあとがは
っきり残る．

表 6 成獣個体の前後肢の計測値（田中 未発表）
項目

（mm）
平均（範囲）

n

メス

n

76.8（72.0–82.0）

8

69.3（61.0–73.0）

7

前掌幅

41.1（38.0–44.0）

8

35.9（31.0–38.0）

7

後掌長

87.6（80.0–92.0）

7

76.7（72.0–80.0）

7

後掌幅

38.6（36.0–40.0）

7

32.4（30.0–38.0）

7

食肉目

オス

前掌長

（3）巣・休み場
巣穴の出入り口の大きさは，幅約 30 cm，高さ約 25 cm 程度で，巣穴内か
らかきだされた土や石などで出入り口付近はテラス状や丘状になる．巣穴が
掘られている場所は，植生・地質・地形など地域の状況により違ってくる．
巣穴は土穴型，木穴型，石穴型，岩山型，床下型の 5 タイプに分けられ（山
本 1989），子育てや越冬には出入り口が 3 カ所以上ある比較的大きな巣穴が
利用されていたことが確認されている（Tanaka et al. 2002a, b; Tanaka 2006）
．
人家周辺に出てきたニホンアナグマが利用する休息場としては，筆者は人家
の床下，空き家の家屋内，学校や体育館・倉庫などの床下，ヒューム管内，
側溝内などの利用を観察している．
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写真 6 何世代にもわたり利用される巣穴
掘り出されたおびただしい量の土や石など
により，出入り口付近はテラス状または丘
状になる．巣穴は傾斜地や支尾根上にある
場合が多い．巣穴はニホンアナグマだけで
はなく，アカギツネやタヌキが繁殖期子育
てに利用する．

写真 7 巣材である落葉・下草・枯れ枝な
どを抱え込みながら，後ろ向きに
巣穴に向かうニホンアナグマ
繁殖などで定着している場合は，頻繁に巣
材を持ち込む．周辺の植生により巣材とし
て持ち込む植物は変化する．

写真 8 ニホンアナグマが利用している巣
穴の出入り口
巣材の持ち込みにより付近は落葉などが少
ない．点在しているシダ類や小枝は巣材と
して抱え込んで運んだものである．このよ
うな痕跡からニホンアナグマの利用がわか
る．

写真 9 かき出しにより，溝ができた巣穴
ニホンアナグマは巣穴の奥から石まじりの
土をかき出し，後ろ向きでテラス状になっ
た土山の端まで持っていく．何度も繰り返
すので溝ができる．掘り出された土には巣
材の植物片がまじる．
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写真 10 アカギツネによりかき出された土
山
キツネは巣材の持ち込みをしないため，か
き出された土や石には植物片がほとんど混
じらない．タヌキはかき出しや巣材の持ち
込みは行わないため，利用時の巣穴周辺の
変化は少ない．

食肉目

写真 11 ニホンアナグマの交尾（左）と交尾痕（右）
山口県では 3 月～ 4 月に巣穴の出入り口近くで交尾が行われる（田中 2002）．オスがメス
のいる巣穴に来て，メスを誘い出し，出入り口から出てきたメスの首筋にかみつき，前足
で胴部を挟み込み交尾を行う．交尾は複数回，また，2 時間以上に及ぶため，オスとメス
の踏みつけによる交尾痕が残る．

写真 12 メスの利用している巣穴付近で，
交尾期のみ見ることができるオス
の休息場
付近の落ち葉を集めて，中心で休息してい
る痕．
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（4）食痕
土や落葉層に直接鼻を突っ込んだり，前肢で土を掘ったりしながら採食を
行う．地面には深さ 5～10 cm，直径 5～20 cm 程度の穴（採食痕）ができる．
まれにハナバチ類の地中の巣を掘り返すこともある．

写真 13 ニホンアナグマの採食痕
食痕の大きさや深さはまちまちである．掘
りやすさなどが関係していると考えられる．
森林内では直接鼻を突っ込んで採食してい
る場合が多く，食痕はあまりわからない．
田畑周辺や人家周辺で発見されやすい食痕
である．

（5）樹のひっかき痕
巣穴の出入り口の正面付近に樹がある場合，樹皮にニホンアナグマの爪に
よる無数のひっかき痕が残っている場合がある．

写真 14 巣穴の出入り口正面にある樹の樹
皮を引っ掻いているニホンアナグ
マ
巣穴を利用した個体は頻繁に引っ掻くため，
樹皮には数多くの爪痕が残り，ニホンアナ
グマの利用がわかる．

Study Topic 「ニホンアナグマの生活史」
ニホンアナグマは本州・四国・九州に生息する中型食肉目の中で唯一冬
眠をする．体重は年間をとおして変動し，もっとも体重が減少する時期は 5
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月～ 6 月で，痩せている個体はあばらが見える．7 月以降体重は増え始め，

11 月下旬には 6 月の体重の 2 倍近くになり，皮下脂肪を蓄える．アナグマ
の活動時間帯は年間をとおして一定ではない．春から夏にかけては，昼間
の活動をすることがあるが，秋になると日没後巣穴から出てきて，日の出
前には巣穴に入る夜間の活動となる．11 月の下旬になると，巣穴から出て
くる時間はだんだん遅くなり，活動時間は短くなる．12 月下旬には，1 日
中巣穴の中で過ごすようになり，冬眠にはいる．冬眠期間は，北緯 34°，標
高約 100 m の山口市では，2 月中旬までの平均 55 日であった．単独で行動
する成獣オスは単独で，母子群は，0 歳仔と母親の行動圏内に残っている 1
歳獣または 2 歳獣の仔も加わり母獣と一緒に冬眠する．冬眠中でも，時々
出てきては，巣材の持ち込みや掘り返しを行う．1 歳以上の仔は母親と協力

食肉目

して掘り返しや巣材の持ち込みを行うが，0 歳仔は行わない．冬眠中の体温
の変化を，腹腔内に温度データロガーを挿入し計測した個体では，平常 37
度の体温が，32 度まで低下しており，エネルギーの消費を抑制していると
考えられた．発生途中の受精卵は遅延着床により冬眠中に着床する．冬眠
が明けると，メスは出産・交尾・子育てと忙しい春を迎え，オスは交尾に
むけて激しく動き回ることになる．
参考資料
Tanaka et al. 2002a; Tanaka 2005, 2006; Kaneko 2009

（田中

浩）
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11. ニホンテン

写真 1

食肉目イタチ科
学名
英名

Martes melampus
Japanese marten

分布域（Kuroda 1939; 那波 1964; 細田 2002; Proulx et al. 2005; 本川ほ
か 2006; Masuda 2009; Sato 2013）
① 自然分布域
日本，韓国（基本情報を参照）
② 日本国内の自然分布域
本州，四国，九州
③ 外来種となっている地域
北海道，佐渡島（新潟）

基本情報
現在，3 亜種に分類されているが，韓国に生息する亜種コウライテン（M.

m. coreensis）が同種であるかについては議論の余地がある（Kuroda 1939;

Proulx et al. 2005; 本川ほか 2006）．日本には，本州・四国・九州にホンドテ
ン（M. m. melampus）が，対馬にツシマテン（M. m. tsuensis）が生息する
（Masuda 2009）
．低地帯から亜高山帯まで広く分布し，高山帯においても生
息が確認されている（たとえば，大津 1972; 鈴木ほか 1977; 北アルプスライ
126

2-3＿1部3章_cs6.indd

126

2015/02/12

9:15:27

第

3章

痕跡を読み取る技術―動物ごとの痕跡と生態の特徴

チョウ研究会 1985a; Tatara and Doi 1994; 上馬ほか 2005）
．森林環境への依
存性が強い（Tatara 1994a; 中村ほか 2001; Saito and Koike 2013）．季節によ
り毛色が変化し，秋から春にかけて顔は白く体は全体的に明るい黄色になる
が（写真 2）
，冬毛になる時期や毛色変化の程度は，地域により異なるよう
である（永里・船越 2010）
．

食肉目

写真 2 栃木県奥日光（標高約 1,300 m）における冬毛のテン
左の写真は 2006 年 11 月 1 日に，右の写真は 2007 年 4 月 27 日に撮影されたものである．
表 1 成獣個体の外部計測値および繁殖情報
項目

範囲

出典

頭胴長（cm）

♂ 37.2–49.0 ♀ 37.7–41.5

倉島 1998; 川口・江木 2007

尾

長（cm）

♂ 18.0–22.0 ♀ 15.0–18.0

倉島 1998; 後藤 2006

体

重（kg）

♂ 0.86–1.75 ♀ 0.85–1.10

倉島 1998; 後藤 2006; 川口・江木 2007; 山梨県

交尾期

7–8 月

Tatara 1994b; 河内ほか 2003

妊娠期間

235–250 日（着床遅延）

Tatara 1994b

出産期

3 月下旬–5 月

Tatara 1994b; 平 川・細 田 2006; 大 畑・矢 田
2013

環境科学研究所 2009

※外部計測値はホンドテンの，妊娠期間はツシマテンの，交尾期と出産期は両亜種の値を示す．

個体数調査の事例
糞から抽出された DNA を用いて個体数推定が行われた研究があるのみで
ある（田悟ほか 2013）
．相対密度を比較した事例も，狩猟統計に関するもの
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のみである（朝日 1979）
．なお，同じ Martes 属のいくつかの種では，捕獲
やカメラトラップ法，ヘアー・トラップ法により密度推定が行われている事
例がある（たとえば，Mowat and Paetkau 2002; Powell et al. 2003 による総
説 ; Manzo et al. 2012）
．
食性調査の事例（表 2−3）
動物質と植物質の両方を利用する雑食性の強い動物である．ネズミ類やニ
ホンノウサギなどの哺乳類，昆虫類，果実を主食とする地域が多いが，季節
によって，鳥類や昆虫類以外の節足動物の利用割合が高くなる．果樹被害に
ついては報告例が少ないものの，テンによる被害として認識されていない可
能性もある（江口 2013）
．
表 2 食性評価の研究事例
用いられた方法または指標
出現頻度

出典
朝日・奥浜 1971; 大津 1972; 白附 1972; 白附ほか 1973; 鈴木ほか

1976, 1977; 高田 1977; 近藤 1980; 北アルプスライチョウ研究会
1985a, b; 山岸 1990; Tatara 1994a; Tatara and Doi 1994; 山本
1994; 楠井・楠井 1995, 1998, 1999; 中村ほか 2001; 荒井ほか
2003; 上馬ほか 2005; 松尾ほか 2007; 山梨県環境科学研究所 2009;
Koike et al. 2012b; Tsuji et al. 2014
ポイント枠法による占有比

高槻 2013

重量比

大津 1972; 近藤 1980; 北アルプスライチョウ研究会 1985a, b; 山
岸 1990; 松尾ほか 2007; 須田 2007

表 3 その他の食性にかかわる研究事例
種類

出典

種子散布

楠 井・楠 井 1999; Otani 2002; 小 池・正 木 2008; Koike et al.

ポイント枠法の評価

高槻 2013

事例報告

御厨 1967; 宮尾 1973b; 横山・沢田 1973; 吉行・御厨 1974; 宮尾・

2008b; Tsuji et al. 2011b

黒 瀬 1977; 阿 部 1989; 森 井 1999; Miyano and Ochiai 2000;

Hirakawa and Sayama 2005; Yamaguchi et al. 2005; 小林ほか
2009; 黒瀬・宮野 2009; Bernett et al. 2013
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痕跡の紹介
（1）糞
エンピツのような形状の細長い糞をする．橋の欄干や切り株の上など目立
つ場所に排泄することが多い．サインポストとしての役割があるようだ．糞
の色や長さは食物構成に応じて異なり，たとえば果実を採食した場合は，種
子や果皮を多く含む，途中で折れ曲がったやわらかい糞を，動物類を採食し
た場合には毛や羽，骨や節足動物の外骨格からなる硬い糞をする．後者の糞
の場合，端部が先細くなっていることが多い．同じイタチ科のニホンイタチ
の糞と形状がよく似ているが，両者は直径の違いで区別できる．動物園の飼

（b）

（c）

（d）

食肉目

（a）

写真 3 ニホンテンの糞
（a）サルナシの種子を含んだ糞（2007 年 11 月，東京都八王子市，以下同じ）．（b）アケ
ビの種子を含んだ糞（2007 年 9 月）．（c）ヤマザクラの種子を含んだ糞（2008 年 7 月）．
（d）動物の毛を含んだ糞（2007 年 11 月）．
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育個体のデータを比較すると，ニホンテンとニホンイタチの糞の最大径はそ
れぞれ平均 10.1 mm と 6.5 mm だった（辻ほか 2011）．荒井ほか（2003）や

Tatara and Doi（1994）は，糞のサイズに加えて種に特有のにおいを識別の
手がかりとしているが，採集した糞が古い場合にはこの方法は利用できない．
分子生物学的手法を用いた種判定は，確実性の高い理想的な手法だが，コス
トの問題から野外研究者が気軽に利用するのは難しいという側面もある．
（2）足跡・歩行パターン
シャクトリムシのように細長い体をくねらせながら跳躍して移動するため，
左右二つがそろった足跡が等間隔で続くことが多い．

写真 4 ニホンテンの足跡

写真 5 ニホンテンの歩行パ 写真 6 ニホンテンの走行時
ターン
の足跡のつき方

（3）巣・休み場
岩穴や樹洞に巣を作る（細田・鑪 1996）
．伐採木が積み上げられた場所や
民家の軒下・屋根裏で休んだり出産・子育てをしたりする場合もある（平川・
細田 2006; 山梨県環境科学研究所 2009; 大畑・矢田 2013）．ただし，巣や休
み場の前に足跡などの新鮮な痕跡がない限り，ニホンテンが利用しているか
どうかを断定することは困難である．
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写真 7 ニホンテンが利用していた樹洞

写真 8 ニホンテンが休み場に利用してい
た伐採木が積み重なった場所

（4）食痕

食肉目

野生状態でのニホンテンの食痕を特定することは難しい．

Study Topic 「可愛くてもキバがあります」
テンは，わが国の在来哺乳類のなかでもっとも美しいと思う．レオナルド・
ダ・ヴィンチの絵には白いテン（正確にはフェレットだそうだが）を抱え
た女性を題材にした作品があり，また『三国志演義』にテン（貂）の名が
ついた絶世の美女が登場し，色仕掛けで武将をおとす場面が出てくる．ゆ
えに筆者は，この動物に対してなんとなく女性的なイメージを抱いていた．
ある動物園で，テンを対象に給餌実験を一週間ほど実施したとき，この
イメージはあっさり崩れさった．彼らの排泄した糞を採集しようと扉を開
けて飼育担当者の方と一緒にケージに入ったところ，部屋にいた若い個体
が「ギャアッ」と甲高い声をあげて，われわれに襲いかかってきたのだ！
目にも止まらぬ速さで四方八方から飛びかかってくる姿に恐怖を感じ，私
は思わず首筋を押さえた．糞サンプルを回収してケージから出てきたとき，
軍手をしていたにもかかわらず，飼育担当者の指からは血がにじみ出ていた．
小屋に入る毎にこんな調子だから，非常にハードな一週間だった．佐渡の
トキ保護センターで飼育されていたトキを襲った犯人がテンだということは，
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ニュースでも取り上げられたので記憶に新しいと思うが，彼らは鳥の研究
者が設置した巣箱に入った鳥もちょくちょく襲っているらしい．美しい姿
はしていても，彼らは食肉類の一員なのだ．これがホントの「肉食系女子」？

図 1 レオナルド・ダ・ヴィンチ作
白テンを抱く貴婦人の肖像

（辻

大和・關

義和）

12. クロテン

写真 1

食肉目イタチ科
学名
英名

Martes zibellina
sable
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分布域（Murakami and Ohtaishi 2000; Murakami 2009）
① 自然分布域
ロシア，中国，北朝鮮，モンゴル，日本
② 日本国内の自然分布域
北海道
③ 外来種となっている地域
なし

基本情報
北海道産のクロテンは大陸産のクロテンに対して体サイズが小型であるこ
と や 冬 毛 の 色 調 が 明 る い こ と な ど が 特 徵 で， 亜 種 エ ゾ ク ロ テ ン（M. z.
亜種分類を検討する必要性が指摘されている（Lariviere and Jennings 2009）
．
エゾクロテンはおもに北海道の中央部から以東，以北に生息している．
生息環境はおもに森林で，とくに大径木や倒木の多い場所，樹冠被度の高

食肉目

brachyura）とされている．ただし，現在 30 亜種とされているクロテンでは，

い場所を好んで利用する（Miyoshi and Higashi 2005; 村上 2008）．垂直分布
は十分に調べられていないが，低標高の海岸林から高山帯まで広く痕跡が見
られ，幅広い標高帯を利用していると推測される．
表 1 成獣個体の外部計測値および繁殖情報
項目
頭胴長（cm）

範囲

出典

♂ 37.8–47.0 ♀ 34.5–39.1

村上 2010

尾

長（cm）

♂ 11.0–15.8 ♀ 11.2–13.8

村上 2010

体

重（kg）

♂ 0.8–1.4

村上 2010

交尾期

不明

妊娠期間

不明

出産期

不明

♀ 0.5–0.7

個体数調査の事例
ロシアでは，狩猟統計を基に全体で 100～130 万頭と推定した報告がある
が（Bakeyev and Sinitsyn 1994）
，特定調査地での科学的な個体数調査はほと
133
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2
んど行われていない．北海道東部の海岸林（2.7 km ）で採集した糞の DNA

から個体識別を実施し，冬期にその林を利用した個体数が年によって 5～21
頭であったことが報告されている（Nagai et al. 2014）
．
食性調査の事例（表 2−3）
雑食であるが，とくに齧歯目などの小型哺乳類，昆虫類，果実類を多く採
食する．冬季から春季にはニホンジカの死体を食べることもある．小型哺乳
類の中ではヤチネズミ類の割合が高く，昆虫類では鞘翅目が多い．また，果
実の中ではサルナシやヤマブドウが多い．
表 2 食性評価の研究事例
用いられた方法または指標
出現頻度

出典

Xu et al. 1996; Murakami 2003; Miyoshi 2006; Dubinin 2010
表 3 その他の食性にかかわる研究事例
種類

事例報告

出典

Hirakawa and Sayama 2005

痕跡の紹介
（1）糞
周囲より高くなった石や切り株の上など目立つ場所に選択的に糞をしてい
るとみられることもあるが，目立たない場所にも普通に見かける．形状は最
大直径 5～15 mm のものがほとんどである．アカギツネとの識別は，クロテ
ンの糞の直径が小さい場合がほとんどであることと，においで判断できる．
アメリカミンクとは糞のサイズや形状が類似しているため分布重複域での識
別は難しいが，それぞれの種に特有のにおいが残っているものは識別できる．
ニホンテンの糞とは DNA 分析等をしない限り識別不可能と思われる．
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（b）

写真 2 クロテンの糞
（a）齧歯目の体毛等が含まれていた糞．（b）鞘翅目昆虫が含まれていた糞．

食肉目

写真 3 アメリカミンクの糞

（2）足跡・歩行パターン
イタチ類の足跡の特徴である五つの指球の跡がキツネなどイヌ科との最大
の識別点である．雪上では，イヌ科の足跡が比較的菱型に近い形状になるの
に対し，クロテンの足跡は楕円形に近い形状になる．ミンクとは掌球の形状
が異なることで識別できるほか，クロテンの足裏が冬季に毛で覆われること
も識別点となる．すなわち毛に覆われたクロテンの足跡では，掌球の形状が
現れないのが特徴である．また，ミンク以外のイタチ科に比べるとクロテン
やニホンテンの足跡は大きく，形状と大きさからイタチ属とテン属の識別は
可能である．クロテンとニホンテンの足跡は大きさも形状も類似しているた
め，両者を識別することは不可能といってよい．クロテンの歩行は並足のパ
ターンと両足を揃えたパターンとに大きく分けられる．深雪の場合は後者の
135
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パターンが一般的である．両足を揃えた場合は前肢と後肢が重複する傾向が
ある．

写真 4 クロテンの足跡
冬季には足裏が毛に覆われるため，掌球の
形状が現れない．

写真 5 クロテンの歩行のうち並足のパターン（左）と両足を揃えたパターンの足跡（中）
およびアメリカミンクの足跡（右）

写真 6 毛に覆われた冬季のクロテンの左前肢
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表 4 クロテン成獣個体の前後肢の計測値（村上 2010）
平均（範囲）
（mm）

項目

オス

n

メス

n

前掌幅

27.8（18.0–34.0）

44

24.1（15.5–28.0）

9

後掌幅

29.3（18.2–36.0）

42

25.2（15.0–29.0）

9

表 5 アメリカミンク成獣個体の前後肢の計測値（村上 2010）
項目

平均（範囲）
（mm）
オス

n

メス

n

前掌幅

21.1（16.6–25.0）

7

15.0（15.0）

1

後掌幅

20.2（17.0–25.0）

7

18.4（18.4）

1

巣・休み場については調査が不十分である．休み場は積雪期に電波発信器
を装着した個体で調べた例では，倒木や岩の下にできたすき間や樹洞でおも

食肉目

（3）巣・休み場

に日中休んでいた．羅臼町では民家の屋根裏を休み場としていた例もある．

写真 7 電波発信器を装着した個体が休ん
でいた場所
積雪で覆われた倒木の下に空洞があり，そ
こを利用していた．

（4）食痕
積雪のある時期に足跡と付随して発見されることがある．また，採食があ
ったかどうかを判断しかねるが，足跡の途中に地中や枯れ木を掘った跡が見
られることがある．また，北海道東部の斜里町では一般家庭のケージで飼育
されていたニワトリが襲われ，食べられた跡が見つかっている．オオアシト
ガリネズミは捕獲するものの好まない食物種であり，採食されなかった死体
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が放置されていることがある（Buskirk et al. 1996）
．

写真 8 クロテンがアカゲラを襲ったと思われる跡

写真 9 飼育されているニワトリを襲った跡（左）とオオアシトガリネズミを捕獲したの
ち，そのまま捨てたもの（右）

Study Topic 「懸念されるニホンテンとの競合」
エゾクロテンは高級な毛皮獣として 1800 年代から 1900 年代はじめにか
けて乱獲され，絶滅に瀕した歴史をもつ．1920 年に禁猟になって以来，現
在個体数は回復しているものと推定される．
しかし，道南地方を中心にかつてエゾクロテンの分布していた地域に，
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本州以南から導入されたニホンテンが現在は分布している．両者の直接的
な競合を示す証拠は今のところないが，食性や生息環境が類似し，やや大
きい近縁種であるニホンテンはエゾクロテンにとって潜在的な脅威といっ
て間違いない．
エゾクロテンは環境省レッドデータブックで準絶滅危惧種に指定されて
いる．今後ニホンテンの分布が拡大してゆくと，エゾクロテンにとっては
分布や個体数を減少させる要因となりうる．両種の分布状況の変化に注意
を払うとともに，ニホンテンの分布拡大を防ぐ取り組みが必要といえるだ
ろう．
参考資料

（村上隆広）

食肉目

Murakami and Ohtaishi 2000; 村上 2012

13. ニホンイタチ

写真 1（撮影：渡辺健三氏）

食肉目イタチ科
学名
英名

Mustela itatsi
Japanese weasel
139
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分布域（阿部ほか 2005）
① 自然分布域
日本
② 日本国内の自然分布域
本州，九州，四国
③ 外来種となっている地域
北海道，伊豆諸島（大島を除く）（東京）など

基本情報
屋久島のイタチはコイタチ（M. i. sho）として亜種に区分されている（阿
部ほか 2005）
．低地帯から山地帯まで広く分布するが，都市部での分布はほ
とんど見られない（たとえば，佐々木 1996, 2003; 阿部ほか 2005）
．また，
チョウセンイタチが分布する西日本では，平野部での分布は後退していると
いわれている（佐々木 2003）
．
表 1 成獣個体の外部計測値および繁殖情報
項目

範囲

出典

頭胴長（cm）

♂ 28.8–41.0 ♀ 19.5–26.4

佐々木 1996; 藤井 1998

尾

長（cm）

♂ 12.0–17.0 ♀ 7.6–11.8

佐々木 1996; 藤井 1998

体

重（g）

♂ 290–920

♀ 115–210

佐々木 1996; 藤井 1998

交尾期

4–5 月

佐々木 1996

妊娠期間

37 日

佐々木 1996

出産期

5–6 月

佐々木 1996

個体数調査の事例
個体数調査が行われた事例は少ない．藤井ほか（1998）は，単位努力量
あたりの糞の発見数から，イタチの個体数が減少したことを示唆している．
上杉（2008）は，三宅島において，環境ごとに標識再捕獲法を行い，全島
約 55 km で数百から 4,000 頭程度が生息していると推定している．
2

食性調査の事例（表 2）
肉食性がやや強い雑食性である．食性は，餌食物の現存量の変化に応じて
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変化し，地域や季節により異なる．たとえば，多摩川では齧歯類，甲殻類（ア
メリカザリガニ）
・昆虫類・魚類が，高知県や座間味島では昆虫類などが，
それぞれ主要な食物となっていた．
表 2 食性評価の研究事例
用いられた方法または指標
出現頻度

出典
湯川 1968; 大津 1971; 東 1988; Hasegawa and Nishikata 1991;
松尾ほか 2007; Kaneko et al. 2009, 2013; Okawara et al. 2014

容積比

Kaneko et al. 2009, 2013; Okawara et al. 2014

重量比

朝日 1975a; 古屋ほか 1979; 藤井ほか 1998; 関口ほか 2002; 松尾
ほか 2007

（1）糞
石の上や道路脇などの目立つ場所に糞をする習性があるが，これがなわば

食肉目

痕跡の紹介

りを主張するためのものなのかどうかはよく分かっていない．同じ場所に糞
をすることもあるが，タヌキのようなため糞はしない．新鮮なものは特有の
においがすることもある．糞の直径は，座間味島の事例ではいずれも 10

mm 以下（関口ほか 2002），三宅島では 4.5～8.5 mm に分布のピークがあり，
飼育個体では 3.85～8.60 mm であったことが報告されている（辻ほか 2011）
．
また辻ほか（2011）では，三宅島において糞の直径の分布に二つのピーク
があり，これはオスとメスの差であることも示唆している．
しかし，イタチ科の種の糞はいずれも形や大きさが類似しており，同所的
に他のイタチ科の種（ニホンテン，チョウセンイタチ，オコジョ，イイズナ，
アメリカミンクなど）が生息している地域では，糞の形状や直径だけで種を
確実に判別するのは困難である．糞の DNA を用いた種判定，性判定に関す
る研究も行われている（Okawara et al. 2014）が，現地ですぐの判定は不可
能である．
なお，糞が比較的小さいこともあり，降雨や糞虫などにより比較的短時間
で分解されてしまう可能性がある．

141

2-3＿1部3章_cs6.indd

141

2015/02/12

9:15:34

第

1部

痕跡から動物種を特定するための技術

写真 2 イタチの糞（撮影：大河原陽子氏）

（2）足跡・歩行パターン
泥など地面が柔らかい場合にはっきりと足跡が残っていれば五つの指球と
掌球の跡が残るが，前肢の第 1 指がはっきりと残らないことも多い．シャク
トリムシのような歩き方をするため，前肢と後肢の足跡は重複したり並んだ
りするなど，比較的近くに残っていることが多い．ただし，走ったときなど
は必ずしもそうではない場合もある．
糞と同様に，同所的に他のイタチ科の種が生息している地域では，足跡・
歩行パターンで種を確実に判別するのは困難である．

写真 4 イタチの歩行パターンの例（撮影：
上杉哲雄氏）
前肢と後肢の足跡が重なっている．

写真 3 イタチの足跡（撮影：上杉哲雄氏）
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（3）巣・休み場
岩や土中にできた穴や隙間，テトラポットや石垣の隙間，コンクリート擁
壁の水抜き穴，屋根裏などの隙間を，休息や子育ての場として利用する．た
だし，屋根裏などでイタチの糞や足跡が残っていない限り，イタチが利用し
ているかどうかを断定するのは困難である．
（4）食痕
イタチの食痕を特定するのは困難である．筆者が多摩川で調査している際
に，イタチに捕食されたと思われるアメリカザリガニの爪が水辺に残されて
いたことがあるが，他にアメリカザリガニを捕食する動物がいれば，確実に
断定するのは難しい．

食肉目

Study Topic 「二つの側面を持つ目立たない在来種」
イタチは低地帯にも生息しているが，なぜか都市部には生息していない．
たとえば東京では，都心部で見られることはない．その一方で，都市部を
流れる多摩川では生息が確認されている．このことから，ひょっとすると，
イタチが生息しているということは，最低限の自然状態が残されていると
いえるのかもしれない．
しかし一方で，地域によっては，イタチは「悪者」でもある．イタチは
ネズミ類を選択的に捕食すると思われていたことから，ネズミ類の駆除を
目的に各地に放獣された．とくに伊豆諸島などの島嶼部に放獣されたものは，
元々天敵がいなかった島の在来生物を次々と捕食し，生態系に深刻な影響
を与えている．
目立たない存在であるイタチだが，こうした二つの側面も併せ持ってい
る種でもある．
参考資料
金子ほか 2009

（藤井

猛）
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14. ハクビシン

写真 1

食肉目ジャコウネコ科
学名
英名

Paguma larvata
Masked palm civet

分布域（中村ほか 1989; Nowak 1999; Long 2003; Torii 2009）
① 自然分布域
東アジア，南アジア，東南アジア
② 外来種となっている地域
日本，ジャワ島（定着しているかは不明）
③ 日本国内で生息が確認されている地域
北海道（単発な目撃情報のみ），本州，四国，九州

基本情報
これまでに化石が発見されていないことや過去の分布域が不連続であった
ことなどから，日本では外来種である可能性が高い（Torii 2009）．近年の遺
伝子解析の結果では，日本のハクビシンの一部は台湾のものに起源すること
が明らかになっている（Masuda et al. 2008, 2010; Inoue et al. 2012）．日本に
おける確実な記録は，1943 年に静岡県で捕獲されたものが初めてであるが（那
波 1965）
，導入の目的については展示や毛皮のための養殖など諸説ある（中
村ほか 1989; 鳥居 2002, 2005; Ikeda 2009）．ただし，導入時期が不明確であ
144

2-3＿1部3章_cs6.indd

144

2015/02/12

9:15:35

第

3章

痕跡を読み取る技術―動物ごとの痕跡と生態の特徴

ることなどから，外来生物法では特定外来生物に指定されていない．
東南アジアなど暖かい地域に広く生息するが（Nowak 1999）
，日本では低
地帯から山地帯だけでなく，亜高山帯においても生息が確認されている（た
と え ば， 中 村・ 石 原 1992; Matsuo and Ochiai 2009; Seki and Koganezawa

2010）．生息環境については，森林だけでなく市街地にも多く生息する（Saito
and Koike 2013）．たとえば，東京都武蔵野市や栃木県宇都宮市の市街地など，
周辺に連続的な森林が分布していない場所でも度々目撃されている．
表 1 成獣個体の外部計測値および繁殖情報
項目

範囲

出典

♂ 44.0–66.0

♀ 44.6–60.0

岸本ほか 1998; Toyoda et al. 2012; 關 未発表

尾

長（cm）

♂ 30.0–48.0

♀ 32.5–49.0

Toyoda et al. 2012; 關 未発表

体

重（kg）

♂ 1.90–5.17

♀ 1.21–5.48

Toyoda et al. 2012; 加藤 未発表

交尾期

1–9 月

Toyoda et al. 2012

妊娠期間

57–59 日

中西・羽山 1996; Torii 2009

出産期

3–11 月

Tei et al. 2011

食肉目

頭胴長（cm）

※体重の最大値については，6.50 kg という記録があったが（牧野 2002），年齢区分の方法や性別
が不明であったため表には記載していない．

個体数調査の事例
報告例はない．
食性調査の事例（表 2−3）
果実食の強い雑食性である．季節によって，節足動物や軟体動物，両生類
などの利用割合が高くなる．海外の中国では，果実が乏しい時期には小型哺
乳類や鳥類などの脊椎動物を利用する割合が高くなる．果実食が強いこと，
また木登りが得意であること（たとえば，關 2007）から，果樹被害が全国
各地で深刻な問題となっている．ハクビシンはねぐらや水辺で糞をすること
が多く，このような場所に排泄された糞は発見しにくい．そのため，体系的
に実施された食性研究の事例はまだ少ない．
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表 2 食性評価の研究事例
用いられた方法または指標

出典

出現頻度

Torii 1986; Rabinowits 1991a; 鳥 居 1993b; 鳥 居・手 塚 1996;
Grassman 1998a; Wang and Fuller 2003; 松尾ほか 2007; Zhou
et al. 2008; Matsuo and Ochiai 2009

ポイント枠法による占有比

高槻 2013

容積比

鳥居 1993b; Zhou et al. 2008; Matsuo and Ochiai 2009

重量比

松尾ほか 2007

採食痕

Zhou et al. 2008

：ハクビシンを含む複数種が civet としてまとめられて解析されている事例

a

表 3 その他の食性にかかわる研究事例
種類

出典

種子散布

Corlett 1996 ; Kitamura et al. 2002a

ポイント枠法の評価および

高槻・立脇 2012; 高槻 2013

a

その他の手法との比較
直接観察（飼育個体）

両角 1974c; 藤下 1996

国内における農業被害の記

那波 1965; 水野 1972; 古屋 1973; 平田 2002; 東ほか 2011; 遠藤ほ

載

か 2013

事例報告

宇田川 1954a; 宮尾 1977; 松本・浜口 1990; 山本・木下 1995; 青
木 1996; 山本 1996; Endo et al. 2000b; Tsang and Corlett 2005;
吉野・萩原 2010

：ハクビシンを含む複数種が civet としてまとめられて解析されている事例

a

：ハクビシンもしくはタヌキとして解析されている事例

b

痕跡の紹介
（1）糞
形状の典型はソーセージ状である．ただし内容物の種類，とくに繊維質が
多いとツキノワグマやニホンアナグマの糞のように大きな塊になる．家屋の
屋根裏に入り込み，糞尿で天井を腐食させるなどの生活環境被害がしばしば
報告される．これはハクビシンがねぐらなどに「ため糞」をする習性による
もので civetry とも呼ばれる（Jennings and Veron 2009）．そのほかに糞が発
見される場所としては，食害した果樹の直下（遠藤ほか 2013）や，よく使
う通路上（農業ハウスの雨樋や水管橋の上）が挙げられる．また，水辺や側
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溝，溜まり水の中に糞をすることも多いが（古谷 2009）
，これらの糞は残り
にくく発見することが難しい．
動物種によっては新鮮な糞のにおいが種同定に利用できるが，ハクビシン
の糞は獣臭がほとんどしない．これは，ジャコウネコ科自体の肛門線が未発
達なうえに，本種は本科の中では会陰腺分泌物が少ないためである（Jennings

and Veron 2009）．したがって，ハクビシンの新鮮糞はそのまま内容物のに
おいが残り，サクランボを採食したハクビシンの糞はサクランボのにおいが
する（遠藤ほか 2013）
．
（a）

（b）

食肉目

（c）

写真 2 ハクビシンの糞
（a）ねぐらにされていた屋根裏で発見され
たハクビシンの典型的なソーセージ状の糞．
（b）巣の入り口で発見された塊状糞．積み
上げられた藁のなかを巣として利用してい
た．（c）蚕を飼育していた旧家の屋根裏で
発見されたハクビシンのため糞．

（2）足跡・歩行パターン
前後肢ともに足跡は指球が五つつき，爪痕は多くの場合つかない．掌球の
痕は大きく丸いが，実際の掌球のうち地面に痕が残るのは先側だけのことが
147
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大多数である．パイプハウスの柱などをつかんで登った場合は掌球の後側も
つく．後肢の第 3 指と 4 指は密着しており，足跡でそれが読み取れること
も多い．これら指の数や形状はタヌキやニホンアナグマなどとの識別ポイン
トになるので留意しておくとよい．歩行パターンは前肢と後肢が重ならず（子
安 1993）
，背中から腰をくねらせる歩き方をするため，足跡が横ぶれする．

写真 3 ハクビシンの前肢（写真左）と後
肢（写真右）
（a）

（b）

（c）

写真 4 地面についたハクビシンの前肢の
足跡
（a）鉄板の上についた足跡．（b）雪上につ
いた足跡．（c）土の上についた足跡．
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（a）

（b）

食肉目

写真 5 パイプ上のハクビシンの足跡
（a）前肢の足跡（遠藤ほか 2013 より転載）．
（b）後肢の足跡．

写真 6 ハクビシンの歩行パターン
体重のかかる後肢の跡は明瞭であるが，前
肢の跡は薄い．後肢の跡を追うと蛇行して
いるのがわかる．
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表 4 成獣個体の前後肢の計測値（岸本ほか 1998; 關 未発表）
項目

平均（範囲）
（mm）
オス

n

メス

n

前掌長

48.0（42.4–55.0）

10

45.5（39.6–50.0）

5

掌球長

34.5（27.1–40.0）

10

32.3（26.7–38.0）

5

掌球幅

25.8（23.4–30.0）

10

24.9（19.7–29.0）

5

後掌長

65.5（58.3–74.5）

10

59.2（51.4–63.1）

5

足底球長

48.6（45.0–54.1）

10

44.1（37.4–48.0）

5

足底球幅

25.4（22.7–30.0）

10

23.9（21.0–27.0）

5

（3）巣・休み場
市街地周辺では民家や廃屋などの軒下や屋根裏，伐採木などが積み重なっ
た場所，土管，側溝，牛の敷き藁など，森林内ではニホンアナグマやアカギ
ツネが掘った穴，岩の隙間，樹洞，樹枝上などさまざまな環境を巣や休み場
として利用する（松本・浜口 1990; 古谷 2009; 關 未発表 ; 竹内 未発表）．筆
者が栃木県の奥日光で追跡した成獣のオスは，特定の場所を常時利用せず，

1 年間で 37 カ所もの休み場を利用していた．ただし，巣や休み場の前に足
跡などの新鮮な痕跡がない限り，ハクビシンが利用しているかどうかを断定
するのは困難である．

写真 7 ハクビシンが利用していた洞
ただし，タヌキも同時期に利用していたこ
とが確認されている（タヌキの巣・休み場
も参照）．
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写真 8 樹木の根元に掘られた穴を利用す
るハクビシン
ただし，タヌキも同時期に利用していたこ
とが確認されている（タヌキの巣・休み場
も参照）．

食肉目

写真 9 斜面上にある穴を利用するハクビ
シン

写真 10 ハクビシンが利用していた倒木の
洞
飼育実験では 6×12 cm の入口に侵入でき
（古谷 2009; Kase et al. 2010），利用でき
る休み場の環境は幅広い．

（4）食痕
自然環境下では本種の食痕を判別することは難しい．一方，農作物被害と
して果樹および果菜類の食害が認識されている（農林水産省生産局 2008; 竹
内 2009; 遠藤ほか 2013）
．以下，農作物に残る食痕のうち，ハクビシンと判
別できる典型的な写真を示す．
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果樹への痕跡

写真 11 ミカンの被害（撮影：ネイチャー
企画）
ミカンでは果実を枝からもぎ取るため，へ
たの周りだけが残り白い花が咲いたように
見える．

写真 12 ナツミカンの被害
果皮の硬いカンキツ類では，果実の下側をかじって皮に穴を開ける（写真左）．じょうの
う（小袋）を被害果の下部に吐き出す（写真右）．

写真 13 ブドウの被害
ブドウでは実を外し，被害果の直下に皮を
吐き捨てる．袋掛けしている場合，袋を口
で咥えて引き裂くので破き痕が垂れ下がる．
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写真 14 サクランボの被害
果実を果柄（軸）からもぎとり種ごと飲み込むため，現場には軸だけが残る（写真左 ; 遠藤
．ナポレオンのような皮の硬い品種では，果皮を吐き出すことがある．
ほか 2013 から転載）

食肉目

写真 15 モモの被害
モモはもぎ取られるので痕跡は果実の消失
だが，摘果や残さに歯形やかじり痕が見ら
れる．これらは動物の切歯から犬歯までの
距離で識別できた例で，左がハクビシン，
右がタヌキのものである．

果菜への痕跡

写真 16 トウモロコシの被害
実を軸から外さず皮を剥いて食べることが
多い．カラスの食痕によく似るが，嘴で剥
くため白髪ネギ状に細長い剥き痕になる．
ハクビシンだけの食痕であればかじり痕と
つつき痕の区別はつく．
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写真 17 イチゴの被害
軸ごと実を取られる．ニホンアナグマやタ
ヌキの食痕とよく似るので（竹内 2007），
食痕だけでの種判定は難しい．

Study Topic 「ハクビシンがタヌキに化けた？！

  ～ハクビシン野生化の経緯～」

基本情報でのべたように，日本へのハクビシンの導入の経緯には諸説ある．
そのなかで毛皮獣としての養殖が，日本のハクビシンの野生化に端を発す
るという興味深い説があるので紹介したい．
戦 前， 毛 皮 目 的 で タ ヌ キ の 乱 獲 や 養 殖 が 盛 ん に 行 わ れ た（ タ ヌ キ の

Study Topic も参照）．タヌキの毛皮は海外への輸出品としても重要な役割
を果たしていた．そのなかで，需要の高まりに応じるためにハクビシンが
輸入され，タイワンタヌキという名前で売り出されたという記録が残って
いる．これは，日本に生息していないハクビシンという名前では売れなか
ったためではないかと推測されている．しかし，台湾にはタヌキは生息し
ていないため，ハクビシンがタヌキに化けたということになる（化かした
のは人間であるが）．
しかし，ハクビシンの毛皮は粗悪であったことや，戦中・戦後の飼料不
足などから，飼育や管理もおろそかになっていった．その結果，逃亡や遺
棄が多発し，全国各地に分布を拡げていったのではないかと推測されている．
実際に，近年の遺伝子解析の結果でも，日本のハクビシンの一部は台湾の
ものに起源することが明らかになっている．
今後，外来種としての対策を効率的に進めていくためにも，まだ未解明
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な部分の多い本種の生態について早急に知見を蓄積していくことが強く望
まれる．
参考資料
中村ほか 1989; 中村 1990; Masuda et al. 2008, 2010; Inoue et al. 2012

（關

義和・竹内正彦）

15. アライグマ
食肉目

写真 1

食肉目アライグマ科
学名

Procyon lotor
英名 Raccoon
分布域（Müller-Using 1959; Gehrt 2003; Long 2003; 池田 2006; 金城・
谷地森 2007; Bartoszewicz et al. 2008; García et al. 2012）
① 自然分布域
アメリカ，カナダ，コロンビア，メキシコ
② 外来種となっている地域
日本，ヨーロッパ（ドイツ，ポーランド，ロシア，スペインなど）
③ 日本国内で生息が確認されている地域
北海道，本州，四国，九州
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基本情報
現在は 25 亜種に分類されるが，形態的な区別は難しい（Zeveloff 2002）
．

1970 年代のテレビアニメーションの影響などを受けて，国内の輸入および
飼育頭数が激増したが（池田 1999）
，どの亜種がどこへ持ち込まれたかは明
らかでない．各地での無責任な放逐や逸走のため，1962 年に愛知県犬山市（安
藤・梶浦 1985）
，1979 年に北海道恵庭市（池田 1999）
，1988 年に神奈川県
鎌倉市（中村 1991）など各地で報告が相次ぎ，2006 年時点ですべての都道
府県での野生化が報告された（池田 2006; 金城・谷地森 2007）
．
コロンビアからカナダまで南北に広く自然分布している（Long 2003）
．原
産地では，低地帯の湿地や森林が好適な生息環境であるが（Stuewer 1943）
，
沿岸部でも生息が確認される（Duball 1998）
．標高 2,000 m 以上の亜高山帯
や高山帯での生息はまれである（Zeveloff 2002）
．近年，都市や都市近郊部
での生息密度が高まっており（Prange et al. 2003）
，そのような環境にも生
息可能であることがわかる．日本では，低地帯および山地帯での生息が確認
されている（たとえば，Suzuki et al. 2003; Ikeda et al. 2004）が，高標高域
における分布状況については詳細に研究されていない．
表 1 成獣個体の外部計測値および繁殖情報
項目

範囲

出典

頭胴長（cm）

♂ 51.0–67.6

♀ 42.9–64.3

加藤・宇野 未発表a

尾

長（cm）

♂ 21.7–32.5

♀ 13.0–38.9

加藤・宇野 未発表a

体

重（kg）

♂ 4.1–11.2

♀ 3.5–10.2

Kato et al. 2012; 加藤・宇野 未発表a

交尾期

1–6 月で 2 月がピーク（北海道） Asano et al. 2003

b

妊娠期間

約 63 日

出産期b

3–7 月でおもに 3–5 月（北海道） Asano et al. 2003
Kato et al. 2009
2–10 月（神奈川）

c

Llewellyn 1953

：神奈川および京都の捕獲個体の計測値を示した．
：胎子の頂臀長（CRL）より推定されている．

a

b

：国内での研究事例がないため，原産地域のものを引用した．
※外部計測値と繁殖情報は，原則として国内で野生化している個体の情報を示した．原産地域の個
体については Zeveloff（2002）の著書などに記載されており，分布域によって多少異なるが，形
態的に極端な差はないと考えられる．
c
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個体数調査の事例（表 2−3）
北米では標識再捕獲法により，日本では除去法による調査がおもに実施さ
れている．北米の都市近郊部では，333 頭/km という個体数密度の記録があ
2

り，近年では，このような都市や都市近郊部における密度は都市郊外よりも
高いことが示されている．日本における個体数密度は地域により異なるもの
の，神奈川県三浦半島では 13.8 頭/km と推定されている．
2

相対密度の指標としては，捕獲努力量（ワナの設置台数×設置日数）あた
りの捕獲頭数（CPUE：Catch per Unit Effort）がよく用いられている．また，
社寺の多い地域では，社寺の柱等に残された爪痕を密度指標として利用でき
ることが報告されている．

用いられた方法または指標

出典

標識再捕獲法

Urban 1970; Hoffmann and Gottschang 1977; Moore and
Kennedy 1985; Riley et al. 1998; Prange et al. 2003; Ramey
et al. 2008; Rosatte et al. 2010

除去法

Sonenshine and Winslow 1972; 青柳 2008; 環境省関東地方環
境事務所 2008; 浅田・篠原 2009

食肉目

表 2 密度推定をした研究事例

捕獲数および土地利用データ 金井ほか 2010

表 3 相対密度を比較した研究事例
用いられた方法または指標

出典

CPUE

Sonenshine and Winslow 1972; Rosatte et al. 2001; 青 柳
2008; Ramey et al. 2008; 浅田・篠原 2009; 浅田 2013b

カメラトラップ法

Okabe and Agetsuma 2007; 關ほか 2008

交通事故死個体の増減

Gehrt 2002

建造物の爪痕の数

川道ほか 2013

食性調査の事例（表 4−5）
北米では，小型脊椎動物や甲殻類，節足動物などの動物質から果実や種子
などの植物質まで，食性の幅は広い．北米ではウミガメの卵，ポーランドで
は水鳥類の卵，日本では両生類や節足動物の捕食事例が報告される一方で，
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栄養状態が堅果類の豊凶に依存するという報告もある．また，都市部や都市
近郊部では，人が廃棄したゴミを利用することもある．なお，農作物への影
響については，北米ではシカ類についで広範な地域かつ重度の被害を引き起
こすことで問題視されており（Conover and Decker 1991），日本でもトウモ
ロコシ，スイカ，イチゴ，メロン，ナシ，トマト，水稲などさまざまな被害
が出ている．
表 4 食性評価の研究事例
用いられた方法または指標

出典

出現頻度

Yeager and Renels 1943; Llewellyn and Uhler 1952; Dorney
1954; Johnson 1970; Greenwood 1981; 堀・的場 2001;
Bartoszewicz et al. 2008; Matsuo and Ochiai 2009

ポイント枠法による占有比

姉崎ほか 2012

重量比

Yeager and Renels 1943; Llewellyn and Uhler 1952; Dorney
1954; Johnson 1970; 堀・的場 2001; Bartoszewicz et al. 2008;
Matsuo and Ochiai 2009
表 5 その他の食性にかかわる研究事例
種類

出典

摂食戦略

Mochida and Matsui 2007

消化管通過速度

Clemens and Stevens 1979

成長にともなう食餌の変化

Derting 1996

事例報告

Duball 1998; Prange et al. 2003; Ikeda et al. 2004; 金田・加藤
2011; 金田ほか 2012

痕跡の紹介
（1）糞
巣として利用している環境の周辺に排泄場所がある．同じ排泄場所を複数
個体が利用することもあるため，大量の糞がまとまって見つかることも多い．
食物によって泥状から固形状，色調も黒色から茶褐色や灰褐色まで異なる．
糞の最大径は約 25 mm であるが（Chame 2003）
，形状や色調のみでタヌキ
などと識別することは難しい．
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（a）

（b）

写真 2 アライグマの糞

食肉目

（a）樹木の根元に排泄されたアライグマの野外個体の糞．巣として利用中の樹洞が発見さ
れ，そこから現れた複数個体の利用を目視で確認することができた．このほか，樹木の分
岐部や侵入された家屋の屋根裏など比較的高い位置で確認されることもある．（b）飼育個
体の糞．ここでは，蒸しサツマイモ，ミカン，リンゴ，鶏頭，ペレットフードが給餌され
ていた．なお，アライグマの消化管通過速度は速く，液体および最大径 2.0 mm×長さ
20.0 mm の固形物の 95% 以上が 24 時間以内に排泄される（Clemens and Stevens
1979）．

（2）足跡・歩行パターン
足跡は，一般的に前後肢ともに 5 本の指および爪痕が残る．イヌ科，ネコ
科，イタチ科のように分離した指球を持たないので，指と掌面が連続してい
ることが多い．
表 6 成獣個体の前後肢の計測値（加藤 未発表）
項目

（mm）
平均（範囲）
オス

n

メス

n

前掌長

69.6（52.0–79.0）

12

66.8（56.0–76.0）

62

後掌長

113.7（99.0–128.0）

20

110.4（91.0–126.0）

99
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写真 3 アライグマの前肢の足跡
アライグマの足跡は非常に特徴的なので，典型的なものであれば他種との識別は容易であ
る．ニホンザルの足跡にも似るが，アライグマでは第 1 指から第 5 指の間隔はほぼ一定で
すべて前方向につく（ニホンザルでは第 1 指が横方向につくことが多い）．

写真 4 湿地に残されたアライグマの足跡（撮影：若澤英明氏）
タヌキの足跡も混在しているが，赤線内に明瞭なアライグマの足跡が見える．かかとをつ
けて歩く蹠行性であり，胸幅が広いため足跡は左右 2 列に離れる．

（3）巣・休み場
自然下においてはおもに樹洞が巣や休息場所となり，とくにメスは子育て
のためにオスより高頻度に利用する（Endres and Smith 1993）．都市部では，
家屋などの建造物に侵入する問題も起き，建造物への依存度が高いことも示
唆されている（OʼDonnell and DeNicola 2006）．日本では家屋への侵入汚損
のみならず，社寺等の文化的建造物にも同様の被害が生じている（川道ほか

2013）．
160
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写真 5 巣として利用していた樹洞
ポーランド視察時に撮影した．矢印で示した箇所に樹洞がある．この樹洞は，子育て中の
メスが利用していた．

食肉目

写真 6 アライグマが侵入していた家屋の
屋根裏
断熱材が引きちぎられている．また，赤丸
で囲った部分には，糞が見られる．

（4）食痕

写真 7 アライグマに食害されたスイカ
食痕の判別が難しい農作物は多いが，この
ように前肢を器用に使って中身をくり抜く
ように食べられたものはアライグマに特徴
的な痕跡である．
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Study Topic 「外来生物アライグマがもたらすもの」
外来生物であるアライグマは，在来生物の捕食被害や農作物被害，家屋
の汚損等の生活被害，文化財への被害など，さまざまな被害を及ぼしている．
人間生活や在来生態系への被害を軽減するために，2006 年度から全国で

10,000 頭を超えるアライグマが捕獲されているにもかかわらず，各地で分
布域は拡大している状況にある．近年では，このような分布拡大にともない，
在来生物との競合や人と動物の共通感染症の媒介が懸念されている．
今後は，在来‐外来生物における種間関係について，餌資源の問題だけ
でなく，感染症の伝播についても留意していかなければならない．同時に，
人の生活圏に非常に近い動物であることから，公衆衛生の側面においても
アライグマの生態学的背景を検討する必要がある．
参考資料
Matoba et al. 2003; Abe et al. 2006; Sato and Suzuki 2006; Okabe and Agetsuma 2007;
Matsuo and Ochiai 2009; Lee et al. 2011; 環境省 2014

（加藤卓也）

16. フイリマングース

写真 1
（撮影：奄美野生生物保護センター）
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食肉目マングース科
学名
英名

Herpestes auropunctatus
Small Indian mongoose

分布域（Veron et al. 2007; 仲間・小溝 2009; Barun et al. 2011; Watari

et al. 2011）
① 自然分布域
中東からミャンマーにかけての地域
② 外来種となっている地域
島嶼を中心に少なくとも 64 地域（アドリア海，モーリシャス諸島，西インド
諸島，ハワイ諸島，フィジー諸島，地中海沿岸地域など）
③ 日本国内で生息が確認されている地域
＊薩 摩川内市は 2012 年に 1 頭が目撃，捕獲されたが，その後の生息情報は
ない．

食肉目

沖縄島（沖縄），奄美大島・鹿児島市・薩摩川内市（鹿児島）

基本情報
フイリマングースは，日本やハワイなどでは以前はジャワマングースと
して扱われてきた．これは一時期，ミャンマーを境に西に分布していたフ
イリマングースと，東に生息していたジャワマングースが同一種であると
いう見解があり（たとえば，Corbet and Hill 1992），それに基づき，両種の
一般名や学名，またその組み合わせが，各地域の研究者たちに任意に使わ
れてきたためである．近年，Veron et al.（2007）の遺伝的解析によって，両
者が別種であり，日本を含め各地に導入されたマングースもフイリマング
ースであることが確認された．このような経緯で，種名の扱いが近年変更
されている．
日本に最初にフイリマングースが導入されたのは沖縄島で，1910 年にハ
ブやネズミ類の駆除のために，バングラディッシュから導入された（岸田

1931）．その後，同じくハブの生息する奄美大島にも 1979 年前後に沖縄か
らの個体が導入されている（阿部ほか 1991）．また，近年定着が認識され
た鹿児島市では，導入の記録はないものの，地域住民が所持していた 3 個
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体の剥製の作成時期が 1979 年，1983 年，1990 年と判明しており，奄美大
島への導入以前から定着していた可能性も指摘されている（Watari et al.

2011）．
奄美大島や沖縄島など国内の定着地では，低地帯から高標高地帯までの自
然林から農地まで生息し，生息環境の幅は広い（阿部ほか 1992）
．
表 1 成獣個体の外部計測値および繁殖情報
項目

範囲

出典

頭胴長（cm）

♂ 25.5–38.0

♀ 24.5–32.1

阿部 1991; 小倉ほか 1998

尾

長（cm）

♂ 19.2–31.0

♀ 19.0–26.0

阿部 1991; 小倉ほか 1998

体

重（g）

♂ 325–983

♀ 290–580

阿部 1991; 小倉ほか 1998

交尾期

2–8 月

Ogura et al. 2000

妊娠期間

約 49 日

Tomich and Devick 1970; Nellis and Everard
1983

出産期

4–9 月

Ogura et al. 2001

個体数調査の事例（表 2−3）
マングースは防除事業が実施されていることもあり，捕獲努力量あたりの
捕獲数（CPUE：Catch per Unit Effort）を密度の指標として個体数の動向が
把握されている．しかし，CPUE はある程度の密度までは相対的な生息密度
の指標として参考になるが，低密度状態に至った場合，捕獲努力量の増加分
ほどには捕獲数が増加しなくなり，密度が過小評価されてしまうことがある．
そ の た め， 密 度 指 標 と し て の CPUE の 取 り 扱 い に は 留 意 が 必 要 と な る
（Fukasawa et al. 2013a）
．
そのほか，奄美大島では導入された個体数とこれまでのほぼすべての捕獲
数が記録されている．これに現在のマングース個体群の状況（個体数は減少
しているが根絶はできていない）を考慮し，生存率や繁殖率などの個体群パ
ラメーターを推定することで，これまでのマングースの個体数の推移を再現
2
することができる．奄美大島（面積約 712 km ）における個体数は 2000 年

の推定 6,141 頭（95% 信頼区間：5,415～6,817 頭）をピークとし，2011 年
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には 169 頭（95% 信頼区間：42～408 頭）にまで減少したと推定されてい
る（Fukasawa et al. 2013a）
．
海外の事例では，西インド諸島のアンティグア島において捕獲再捕獲法と
距離標本法の精度を比較した事例があり（Corn and Conroy 1998）
，精度が
高いと評価された距離標本法では，9.5 頭/ha と推定されている．
表 2 密度推定をした研究事例
用いられた方法または指標

出典

捕獲数等を用いたベイズ推定

Fukasawa et al. 2013a

法
距離標本法

Corn and Conroy 1998

捕獲再捕獲法

Corn and Conroy 1998

食肉目

表 3 相対密度を比較した研究事例
用いられた方法または指標

出典

CPUE（捕獲数 / 捕獲努力量） 沖縄県 2011; 環境省那覇自然環境事務所・自然環境研究センター
2013

食性調査の事例（表 4−5）
動物であれば何でも食べる肉食傾向の強い動物である．奄美大島では，出
現頻度のトップ 3 がオオゲジ，カマドウマ類，マダラコオロギ，重量ではク
マネズミ，オオゲジ，シロハラとなっている．出現頻度は低いが，アマミノ
クロウサギなど多くの希少種も記録されている．
このようなありふれた動物を主食としている結果を見ると，マングースの
影響を疑う人もいるかもしれない．しかし，亘（2009）は食性分析結果の
正しい見方はこれとは逆であるということを指摘している．つまり，外来種
の影響を考えるうえでは，外来種がなぜ高密度状態を維持できるのかを解明
することが重要であり，ありふれた餌（＝減らない餌）に依存できる食性は
その必要条件の一つとなるのである．
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表 4 食性評価の研究事例
用いられた方法または指標

出典

出現頻度

Gorman 1975; Nellis and Everard 1983; 阿部 1992; Cavallini
and Serafini 1995; Vilella 1998; Abe et al. 1999; 小倉ほか 2002,
2003; Roy et al. 2002; 亘 2008, 2009, 2011; 船越ほか 2012

容積比

Cavallini and Serafini 1995

重量比

Gorman 1975; Nellis and Everard 1983; 阿部 1992; Abe et al.
1999; 小倉ほか 2002, 2003; 亘 2009
表 5 その他の食性にかかわる研究事例
種類

出典

食性分析から在来生物への影 亘 2009
響を評価する際の留意点
重量比法の改良案：餌動物の

Watari et al. 2009

体重で摂取量を推定する手法
の提案

痕跡の紹介
（1）糞
糞の大きさは長さ 30～60 mm，直径 7～12 mm 程度であり，倒木の上や
リター（落ち葉など）が取り除かれた地表などで見つかることが多い．マン
グースがこのような環境を選んで糞をするのか，それともこのような環境で
糞が見つかりやすいからなのかは不明である．現在，奄美大島と沖縄島では，
マングース探索犬が導入されており，野外での糞の探索の効率が大きく向上
している．
沖縄島や奄美大島では，マングースと体サイズが近い哺乳類は生息しない
ため，他の動物の糞と混同されることは少ない，と考えられていた．しかし，
著者が研究を進める中で，絶滅危惧種であるオットンガエルもマングースと
同じような形状，大きさの糞をすることが判明した．餌の構成も節足動物を
多く食べるという点でマングースと重複が大きい．そのなかで全く異なるの
が，糞から検出される餌動物の粉砕の程度である．マングースは咀嚼するの
に対し，カエル類は丸呑みで餌を食べるため，オットンガエルの糞には節足
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動物の外骨格がそれほど粉砕されずに出現する．大型のカエル類（奄美大島
のオットンガエルや沖縄島のホルストガエルなど）とマングースの糞を形状
や大きさだけで識別すると誤同定する可能性があるため，糞内容物の状態に
ついても確認することが重要である．
（a）

（b）

食肉目

写真 2 マングースの糞（撮影：奄美マングースバスターズ）

写真 3 オットンガエルの糞
糞の大きさ，形状ともにマングースの糞と
よく似ているため，間違えられる場合があ
る．

（2）足跡
マングース捕獲の熟練者と一緒に山を歩くと，ここに足跡があると至る所
で教わるが，聞いているほうはよくわからないときが多い．わずかな土壌の
剥がれや，いわれれば爪の痕のようにも見える線状の切れ込みなど，ほとん
どの痕跡の特定にはかなりの経験が必要となる．比較的はっきりと足跡が残
るのは，ぬかるんだ土壌などで，4 本の指や爪の痕が特徴的な 20～30 mm
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程度の足跡を発見することがある．九州本島では，イタチ類などと混同され
る可能性があるかもしれないが，奄美大島，沖縄島では同定時に考慮すべき
他の動物はとくにいない．

写真 4 マングースの足跡（撮影：奄美マングースバスターズ）

写真 5 フイリマングースの前肢（写真左）と後肢（写真右）（撮影：奄美マングースバ
スターズ）

（3）巣・休み場
マングースの巣や隠れ家については，かつてはほとんど知見がなかったが，
近年のマングース探索犬の導入以来，飛躍的に情報が収集されるようにな
168
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ってきた．写真のように，倒木や枝の積み重なった隙間，樹木の根元にで
きる穴，岩の隙間，大径木の樹洞，ススキやシダの茂みなどにおいてマン
グースが潜んでいるのをマングース探索犬が発見している．また，同じ穴
に定住するわけではなく，日々の隠れ家を移動させながら生活しているよ
うである．
隠れ家は，出入り口が見えて明らかに隠れ家だと外見でわかるものだけで
なく，探索犬が探知した位置を掘ってみてはじめて地中に穴や空洞が広がっ
ていたことがわかるというものがあり，野外には我々の想像以上に隠れ家と
なるスペースが存在することが明らかになってきた．穴に隠れているマング
ースを捕獲する際には，見つけた出入り口だけでなく，すべての出入口を特
定して捕獲を試みないとマングースに逃げられることになる．

食肉目

写真 6 マングースの隠れ家（撮影：奄美 写真 7 マングースの繁殖穴が見つかった
マングースバスターズ）
樹木（撮影：奄美マングースバス
ターズ）
樹木の下に形成される穴や岩の隙間などが
繁殖場所になっている．

写真 8 マングース探索犬が発見した繁殖
穴とマングースの親子（撮影：奄
美マングースバスターズ）
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2日後
拡大図

分後

2

写真 9 アマミノクロウサギの幼獣の巣穴に出入りしたマングース（撮影：山田文雄氏）
幼獣の巣穴を訪れる親（左上），巣穴に侵入するマングース（左下），巣穴から出るマング
ース（右下）．マングースは隠れ家だけでなく，穴を探索して餌を捕食する．このような
習性は，在来生物にとっても脅威となる．

（4）食痕
フイリマングースの食痕を野外で特定することは困難である．一方で，本
種にクマネズミを餌として与えた実験では，頭部と内臓を捕食し，残りの部
分が残されている場合がほとんどであった（Watari et al. 2009）．このような
食べ方は，小型食肉目では共通していると考えられるが，奄美大島や沖縄島
には他の小型食肉目は生息しないため，野外でこのような食痕が見られた場
合にはまずマングースを疑ってよいと考えられる．
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写真 10 捕食実験によってフイリマングー
スに捕食されたクマネズミ（下個
体）

Study Topic「マングース対策と奄美大島の在来種の回復」
食肉目

フイリマングースは世界各地で侵略的外来種として在来動物群集に甚大
な影響をもたらしてきた．各国で対策が実施されてきているものの，小面
積の島で根絶した事例があるだけで，その成果は限られている．このよう
ななかで，日本で行われているマングース防除事業が一つの節目を迎えよ
うとしている．
南西諸島の奄美大島には 1979 年前後にマングースが導入された．それ以
降，マングースは急速に分布域を拡大させ，それにともないアマミノクロ
ウサギやアマミイシカワガエルなどの希少種が次々と姿を消してしまった．
これに対して 2000 年からマングース防除事業が開始されたが，当初は体制
が十分に整わず，捕獲しても増え続け，在来動物の絶滅がほぼ避けられな
いと考えざるを得ない状況であった．ちょうどそのころ，奄美マングース
バスターズが結成され，この危機的な状況が改善に向かい始めたのである．
奄美マングースバスターズは 2005 年に結成され，現在では 40 名以上の
体制で，年間 200 万ワナ日以上の捕獲努力量と，日々の捕獲手法の改良，
探索犬の導入により，マングースを極低密度状態にまで至らせることに成
功している．さらに，このマングースの減少に対して，一時は絶滅が不可
避と考えられていた希少在来動物たちが大幅に回復してきている．回復が
示されているのは，アマミノクロウサギ，ケナガネズミ，アマミトゲネズミ，
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アマミハナサキガエル，オットンガエル，アマミイシカワガエルの 6 種で
あり，すべてが環境省のレッドリストや天然記念物のいずれかに指定され
ている種である．
このように，奄美大島のマングース対策は，外来種の減少から，対策の
本来の目的である在来種の回復まで進んでいる．今後の課題は極低密度に
至ったマングースをさらに減らして根絶を達成することにある．現在は一
部地域でマングースが見られなくなった場所も出てきており，根絶実現の
イメージも徐々に共有されつつある．マングース対策は，奄美大島の自然
を後世に残す大きな担保になるものであり，今後も行政をはじめ，あらゆ
る関係者によるサポートが望まれる．
参考資料
Watari et al. 2008; Barun et al. 2011; 亘 2011; Fukasawa et al. 2013b; Watari et al. 2013

（亘

悠哉）

17. イリオモテヤマネコ

写真 1
（撮影：琉球大学哺乳類生態学研究室）
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食肉目ネコ科
学名
英名

Prionailurus bengalensis iriomotensis
Iriomote cat

分布域（Izawa 2008; Nakanishi and Izawa 2009）
① 自然分布域
西表島（沖縄）
② 日本国内の自然分布域
西表島（沖縄）
③ 外来種となっている地域
なし

インド・東南アジアからロシアにまで広く分布する小型ネコ科ベンガルヤ
マネコ（Prionailurus bengalensis）の亜種であり，琉球列島の西表島（284

食肉目

基本情報

km2）にのみ生息する（Nakanishi and Izawa 2009）．国内には別亜種ツシマ
ヤマネコ（P. b. euptilurus）が長崎県対馬に生息しているが，外見が顕著に
異なりイリオモテヤマネコは毛皮の色が黒褐色であるのに対し，ツシマヤマ
ネコは薄茶色の毛皮に茶褐色の斑紋が目立つ．
西表島は島の中央部が山地部を形成し，平地は沿岸の低地部に限られてい
る．水系が多く存在し，多様な環境が存在する沿岸低地部はイリオモテヤマ
ネコの好適生息地であり，痕跡の密度の違いから山地部は非好適生息地であ
ると考えられている（自然環境研究センター 1994）
．しかし近年，自動撮影
調査によってイリオモテヤマネコが山地部を含むほぼ全島に生息している可
能性が示され（林野庁九州森林管理局沖縄森林管理署 2011）
，山地部におい
ても繁殖を行なっていることが報告された（中西・伊澤 2014）
．
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表 1 成獣個体の外部計測値および繁殖情報
項目
頭胴長（cm）

範囲

出典

♂ 51.4–63.0

♀ 49.1–57.0

琉球大学哺乳類生態学研究室 未発表

尾

長（cm）

♂ 21.0–28.8

♀ 18.7–27.0

琉球大学哺乳類生態学研究室 未発表

体

重（kg）

♂ 3.1–5.5

♀ 2.5–3.7

琉球大学哺乳類生態学研究室 未発表

交尾期

2–5 月

Okamura et al. 2000

妊娠期間

約 60 日

Okamura et al. 2000

出産期

4–7 月

Okamura et al. 2000

個体数調査の事例（表 2）
イリオモテヤマネコの個体数推定は 1975 年に初めて報告されたが，行動
圏の推定方法が不正確なため過小評価となっていた可能性がある．ラジオ・
トラッキング法の導入後はより正確な行動圏面積を基に個体数が推定されて
いる．ただし，西表島は島の一部分にしか道路が敷設されていないため，全
島でラジオ・トラッキングを行うのは困難である．そのため，ラジオ・トラ
ッキングが実施できない地域は，痕跡密度と地形の両方から非好適生息地や
低密度生息地に分けられ，個体数が算出されている．しかし，この生息環境
区分は 1980 年代に行われたものであり，近年，自動撮影カメラの活用によ
って各地域における生息状況について新たな知見が集積されてきているため，
今後再検討する必要がある．2008 年の報告では，低地部における平均生息
密度は 0.56 個体/km である．
2

表 2 密度推定をした研究事例
用いられた方法または指標
行動圏

出典
環境庁 1975, 1976; 環境庁自然保護局 1985; 自然環境研究センタ
ー 1994; 琉球大学 2008

食性調査の事例（表 3−4）
完全な肉食である．哺乳類，鳥類，爬虫類，両生類，昆虫類，甲殻類とさ
まざまな動物を利用しており，とくにヘビ類やカエル類が糞内容物から高頻
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度で出現する点は小型ネコ科のなかでも特異である．また，ヤエヤマオオコ
ウモリやキシノウエトカゲなどの大型の動物から，マダラコオロギなどの小
型の昆虫までさまざまなサイズの動物を利用している．
表 3 食性評価の研究事例
用いられた方法または指標
出現頻度

出典
阪 口 ほ か 1990; Sakaguchi and Ono 1994; Watanabe et al.

2003
表 4 その他の食性にかかわる研究事例
種類

出典

Watanabe et al. 2003

国内における家禽類の食害

自然環境研究センター 1994

食肉目

外来種との食性重複
被害の記載
事例報告

当山 1992; 渡辺 2009; 中西・伊澤 2012

痕跡の紹介
（1）糞
林道上や舗装道路上，岩の上など目立つ場所に糞をする．西表島では集落
周辺にはイエネコも生息しており一部の地域ではイリオモテヤマネコと分布
域が重複している．糞の形状から両種の糞を区別することは難しいが，糞の
においや糞に含まれる体毛の模様から容易に区別できる．
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（a）

（b）

（c）

写真 2 イリオモテヤマネコの糞
（a）道路上で発見された糞．（b）岩の上で
発見された糞．（c）イネ科植物を含む糞．
糞には，整腸作用のために摂食していると
考えられているイネ科植物が含まれている
ことが多い．

（2）足跡・歩行パターン
足跡は四つの指球と掌球が残り，爪痕は残らない．前肢の跡に後肢の跡が
重なることが多い．イエネコの足跡との区別は難しい．
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食肉目

写真 3 イリオモテヤマネコの足跡

（3）巣・休み場
ラジオ・トラッキングの結果から，イリオモテヤマネコは特定の休息場所
や巣を持たないことが明らかになっている（Schmidt et al. 2003）
．繁殖巣に
ついては，入口が上に向いたタブノキの樹洞を育仔中のメスが利用していた
という報告が 1 例のみである（岡村ほか 1995）．筆者がラジオテレメトリー
法により追跡した結果，大木の根元にある樹洞内や藪のなかで死亡している
個体が発見されたことから，休息場所として樹洞や藪内を利用していること
が考えられる．
（4）食痕
イリオモテヤマネコの食痕は鳥類を捕食したときにのみ顕著に残る．鳥類
を捕らえた場所に羽毛が散乱しており，通常体は別の場所へ運んでから摂食
するため残らない．ただし，西表島に生息するカンムリワシも，頻度は低い
が鳥類を捕食している（原戸 1987; 佐野 2003）．そのため，鳥類の羽毛が散
乱している場合にはカンムリワシの食痕の可能性もあり，区別は難しい．
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Study Topic 「イリオモテヤマネコとツシマヤマネコの分
類学的位置」

イリオモテヤマネコは，毛皮の色や模様，頭骨の形態形質がこれまで記
載されていたネコ科の他種とは大きく異なっていることから，1967 年に新
属新種のヤマネコ Mayailurus iriomotensis として記載された．
しかしその後，形態学的，細胞遺伝学的に再考され，イリオモテヤマネ
コはアジアに広く分布するベンガルヤマネコと共通の属（Felis 属または

Prionailurus 属）に分類されてきた．1990 年代に入ると DNA を用いたネ
コ科の分類学的研究が発展し，イリオモテヤマネコはインドから東南アジア，
中国，ロシアまで小型ネコ科ではもっとも広域な分布域を持つベンガルヤ
マネコ Prionailurus bengalensis と極めて近縁であることが示された．
現 在 で は， イ リ オ モ テ ヤ マ ネ コ は ベ ン ガ ル ヤ マ ネ コ の 1 亜 種 P. b.

iriomotensis として扱われることが多い．最新の研究から，ベンガルヤマ
ネコは，北方系と南方系 2 系統の大きく三つのグループに分けられ，イリ
オモテヤマネコとツシマヤマネコ P. b. euptilurus は北方系の系統に属する
ことが報告された．また，ツシマヤマネコは大陸の個体群と 3 万年前に，
イリオモテヤマネコは台灣の個体群と 9 万年前に，大陸からの各島嶼の分
離とともに分岐したと推定されている．
イリオモテヤマネコが属するベンガルヤマネコは非常に多様な環境に適
応し，種内で毛皮の色や模様，体サイズのバリエーションが大きい．イリ
オモテヤマネコも頭骨が大きく，大陸や他の島嶼の個体群には見られない
頭骨の形態形質をもつ．このように，ベンガルヤマネコの多様な環境への
適応進化を明らかにすることによって，イリオモテヤマネコの小島嶼適応
や西表島のみに生息する謎の解明が期待される．
参考資料
Imaizumi 1967; Wurster-Hill et al. 1987; Wozencraft 1993; Masuda et al. 1994; Suzuki et
al. 1994; Masuda and Yoshida 1995; Johnson et al. 1999; Tamada et al. 2008

（中西

希）
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18. ツシマヤマネコ

写真 1
（撮影：琉球大学哺乳類生態学研究室）

学名
英名

食肉目

食肉目ネコ科

Prionailurus bengalensis euptilurus
Tsushima leopard cat

分布域（Heptner and Sludskii 1992; Smith and Xie 2008; Izawa and

Nakanishi 2009）
① 自然分布域
日本，朝鮮半島，中国東北部，ロシア沿海地方
② 日本国内の自然分布域
対馬
③ 外来種となっている地域
なし

基本情報
ベンガルヤマネコ（Prionailurus bengalensis）は，インド・東南アジアか
らロシアにまで広く分布し，11～12 亜種に分類されている（Wozencraft

2005; Sanderson et al. 2008）．ツシマヤマネコは，朝鮮半島からロシア沿岸
地方に生息するアムールヤマネコ（P. b. euptilurus）の島嶼個体群である（Izawa

and Nakanishi 2009）．朝鮮半島の個体群とツシマヤマネコの分岐は 10 万年
以内であると推定されている（Tamada et al. 2008）
．生息地である長崎県対
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2
馬は面積 708.7 km （属島を含む）で，その約 90％が森林に覆われているが，

森林の 30～35％はスギ・ヒノキの人工林である．最高峰は 648.5 m で，標
高 200～300 m の山地が島全体に連なり，海岸まで迫っているため平地は少
ない．ツシマヤマネコの分布は北部の上島に偏っており，南部の下島の生息
密度は極めて低い（自然環境研究センター 2013）
．
表 1 成獣個体の外部計測値および繁殖情報
項目

範囲

出典

頭胴長（cm）

♂ 51.5–62.0

♀ 43.5–55.4

琉球大学哺乳類生態学研究室 未発表

尾

長（cm）

♂ 21.6–28.5

♀ 18.3–26.8

琉球大学哺乳類生態学研究室 未発表

体

重（kg）

♂ 2.7–4.2

♀ 2.1–3.7

琉球大学哺乳類生態学研究室 未発表

交尾期

2–3 月

待井ほか 2002

妊娠期間

61–65 日

待井ほか 2002; Adachi et al. 2010

出産期

4–5 月

森田 1968; 待井ほか 2002; 土肥ほか 2005

個体数調査の事例（表 2）
森林棲小型ネコ科における個体数推定手法は確立されていない．中央～東
南アジアのベンガルヤマネコ（P. b. bengalensis）では，毛皮の斑紋が顕著で
個体識別が可能なため，自動撮影装置を用いた標識再捕法による生息密度推
定が行われているが（Bashir et al. 2013; Mohamed et al. 2013），毛皮の斑紋
が不明瞭なツシマヤマネコではこの方法の適用は難しい．ツシマヤマネコで
は，一部の地域において，行動圏から推定された生息密度と糞密度の関係式
を算出し，流域界等によって区分された地域ごとの糞密度を基に全島におけ
る個体数が推定されている．1960 年代には対馬全域に分布していたが（山口・
浦 田 1970）
，1980 年 代 に は 100～140 頭，1990 年 代 に は 約 90～130 頭，

2000 年代には 80～100 頭と生息数，分布域共に縮小傾向にある．2010 年代
前半には 70～100 頭と生息数は減少傾向にあったが，分布域は回復してい
ることが報告されている．
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表 2 密度推定をした研究事例
用いられた方法または指標
痕跡密度比

出典
日本野生生物研究センター 1988; 環境庁・長崎県 1997; 自然環境
研究センター 2005, 2013

食性調査の事例（表 3）
完全な肉食性である．糞分析の結果，おもにネズミ類や食虫類，鳥類，昆
虫類を捕食していることが明らかになっている．東南～中央アジアのベンガ
ルヤマネコも齧歯類を主食としている（Rabinowitz 1990; Grassman 2000;

Khan 2004; Rajaratnam et al. 2007; Shehzad et al. 2012）．韓国の個体群では，
食虫類と齧歯類をおもに捕食していることが報告されている．対馬の個体群
段階の高い動物を捕食しており，この数十年の間に捕食する餌動物の栄養段
階が下がっている傾向が報告されている．

食肉目

では体毛に含まれる安定同位体を用いた分析の結果，オスはメスよりも栄養

表 3 食性評価の研究事例
用いられた方法または指標
出現頻度

出典
朝 日 1966; 井 上 1972; Tatara and Doi 1994; Lee et al. 2013,

2014
安定同位体比

Mitani et al. 2009

痕跡の紹介
（1）糞
糞は道路上や林縁など開けた目立つ場所にする．同所的にツシマテンとシ
ベリアイタチが生息しているが，シベリアイタチの糞は極めて小さいため容
易に区別ができる．ツシマヤマネコの糞は直径 15～20 mm ほどで途中がく
びれたような形をしているのに対し，ツシマテンの糞は直径 10 mm 以下の
ものがほとんどである．また，ツシマヤマネコの糞のみにイネ科植物が含ま
れ，ツシマテンの糞には果実や種子などが含まれることからも両者の糞の識
別は可能である．
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（b）

（a）

写真 2 ツシマヤマネコの糞
（a）道路上で発見されたツシマヤマネコの糞．（b）草地で発見された糞．

写真 3 道路上で発見されたツシマヤマネ
コの糞（下側・灰色）とツシマテ
ンの糞（上側・黒色）
ツシマヤマネコの糞の上にツシマテンが糞
をすることがあるため，採集する際には混
同しないように注意が必要である．ツシマ
テンの糞の上にツシマヤマネコが糞をする
例は確認されていない．

（2）足跡・歩行パターン
足跡は四つの指球と掌球が残る．前肢の跡に後肢の跡が重なることが多い．
ツシマテンの足跡には爪跡が残り，掌球の形が異なるため容易に判別できる．
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写真 4 水路沿いの砂地で発見されたツシマヤマ
ネコの足跡

（3）巣・休み場
ラジオ・トラッキングから，育仔中のメスは仔を隠しておく一定の場所を
利用するのかは分かっていない．

食肉目

もつことがわかっている（土肥ほか 2005）が，具体的にどのような場所を

（4）食痕
筆者が胃内容物分析を行った結果では，ツシマヤマネコは小型の齧歯類や
食虫類をほぼ丸ごと摂食していたことが確認されているため，小型哺乳類の
食痕が残ることはないと考えられる．鳥類を捕食する際には羽が散乱するが，
それがツシマヤマネコの食痕かテンや猛禽類など他の動物の食痕かは区別が
つかない．

Study Topic 「分断された生息地」
対馬（692 km2）は本来一つの島であったが，1900 年に運河の開削によ
って上島（437.2 km2）と下島（254.8 km2）に分けられ，現在は約 500 m
の橋梁によってのみ接続されている．つまり，ツシマヤマネコの生息地は
事実上分断されていることになる．
現在，ツシマヤマネコの分布は上島の中部から北部に偏っている．1970
年代には下島のほぼ全域でツシマヤマネコの生息が確認されていたが，徐々
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に分布域が狭まり 1984 年 5 月の交通事故死個体を最後に生息情報は途絶え
ていた．
しかし，2007 年 3 月に自動撮影調査によってツシマヤマネコが撮影され，

23 年ぶりに下島における生息が確認された．下島にひっそりと生息し続け
ていたのか，上島から海または橋を渡って来たのかはわかっていない．近年，
下島での生息確認調査が継続されており，複数の地域でツシマヤマネコの
生息が確認されている．
個体群を維持していくためには，上島の面積だけでは不十分であること
は自明である．個体数が減少し続けているツシマヤマネコの保全には，上
島の生息環境維持に加え，下島の生息環境の改善および上島と下島の個体
の行き来を可能とする必要がある．
参考資料
長崎県対馬地方局 2008; 自然環境研究センター 2013

（中西

希）

19. ムササビ（ホオジロムササビ）

写真 1
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齧歯目リス科
学名
英名

Petaurista leucogenys
Japanese giant flying squirrel

分布域（Oshida 2009a; Thorington et al. 2012）
① 自然分布域
日本および韓国
② 日本国内の自然分布域
本州，四国，九州
③ 外来種となっている地域
なし

基本情報
韓国に分布する 1 亜種（P. l. hintoni）を含めて，4 亜種に分けられる．日
本では，分布域によって 3 亜種（キュウシュウムササビ：P. l. leucogenys，
ニッコウムササビ：P. l. nikkonis，ワカヤマムササビ：P. l. oreas）に分類さ
れているが（Thorington et al. 2012）
，色彩に個体差や地域差があるため，こ
移動に樹木を必要とする．低地帯から亜高山帯までの樹林に広く分布するほ
か，社寺林にもよくみられる（たとえば，安藤ほか 1983; Kawamichi 1997a;
森・高取 2006）
．東京や神奈川などの市街地周辺でも生息が確認されている

齧歯目

れらの亜種を判別することは困難である．完全な樹上性であり，休息や繁殖，

が（岡崎 1999; 青木ほか 2006）
，連続した森林からの距離や森林面積が生息
要因の一つになっている（岡崎 2004a）
．
表 1 成獣個体の外部計測値および繁殖情報
項目

範囲

出典

頭胴長（cm）

27.2–48.5

Oshida 2009a

尾

長（cm）

28.0–41.4

Oshida 2009a

体

重（g）

495–1,250

Oshida 2009a

交尾期

11–1 月，5–6 月

川道 1999

妊娠期間

74 日

Oshida 2009a

※ムササビの体重について 1,260 g と 1,600 g という報告もあったが（加藤・露木 2006; 加藤ほか

2008），年齢区分の方法が不明であったため表には記載していない．
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個体数調査の事例（表 2）
個体数を調査した事例はほとんどなく，その手法も確立されていない．奈
良公園で夜間観察を行ない，顔の傷などにより個体を識別することによって
得られた生息密度は，1 ha あたり 1 頭である．また，東京都の孤立個体群
を対象に実施された調査では，樹洞密度と樹洞の宿泊率から，1 ha あたり

0.7～2.0 頭の生息密度であると推定されている．同じ孤立個体群の生息地に
おいて行なわれたラインセンサスでは，1 ha あたりの生息密度は 0.2～2.0
頭であると考えられている．
表 2 密度推定をした研究事例
用いられた方法または指標

出典

宿泊率と樹洞密度

繁田ほか 2009; 吉田ほか 2011

ラインセンサス法

吉田ほか 2011

個体観察による推定

川道 1984

食性調査の事例（表 3−4）
高木もしくは亜高木の葉や種子などを採食し，移動が可能であれば低木の
利用もみられる．国内全域でみると，広葉樹および針葉樹を含む 139 種を
利用することが報告されているが，たとえば東京都青梅市では 20 種 6 部位
を採食するなど，地域によって利用樹種数は異なる．季節によって樹種や品
目が変化し，春は若葉やサクラなどの花，夏は葉や種子（ミズナラやカエデ
類），早秋から晩秋はミズナラの堅果や広葉樹の冬芽をおもに採食する．冬
はスギなどの針葉樹の葉や常緑広葉樹（ツバキなど）の葉などを採食する．
食物資源が少ない環境もしくは時期には造林地のスギやヒノキへの食害およ
び剥皮被害が発生することがある．
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表 3 食性評価の研究事例
用いられた方法または指標

出典

重量比

池田 1996

直接観察（野生個体群）

安藤・今泉 1982; Ando et al. 1985; 船越・白石 1985; Kawamichi

直接観察（飼育個体）

中野ほか 2004

採食痕

船越・白石 1985; 池田 1996; 曽根ほか 1996; 浅利ほか 2004

1997b

表 4 その他の食性にかかわる研究事例
種類

出典

国内における林業被害の記

宇田川 1954c; 在原・杉原 1977; 池田 1983, 1986, 1996; 安藤・白

載

石 1986

痕跡の紹介
（1）糞
一般的に樹洞を休息場所として利用し，日没後に出巣した後，樹洞木もし
くはその周辺の枝にとまって排糞することが多く，採食中にも糞をすること
とができる．樹洞周辺の糞を除去しておくことで，その後の樹洞利用を推測
することができる．糞は 5 mm 程度の球状であり，割ってみると内部に葉な

齧歯目

がある．そのため，利用した樹洞のある樹木下や採食場所で糞を確認するこ

どの繊維があり確実に判別できる．同じ樹洞利用種であるニホンモモンガの
糞は，俵型の形状であることで区別が可能である．ムササビの糞の色は薄い
黄緑色から濃い緑色まで多様である．新鮮な糞は表面に湿り気がある場合が
多いが，状況によっては表面が乾燥したものもある．大きさについても個体
によって異なるようで，樹洞下で確認された糞は大きさにばらつきがみられ
る．色や硬さは採食した植物によると考えられ，若葉や花粉などを食べた場
合には黄色～薄い緑色，種子を食べた場合には茶色のようになる．1 カ所の
樹洞下でみられる糞の個数は数粒から 80 粒であり，ばらつきが大きい（浅
利 未発表）
．
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写真 2 ムササビの糞
糞の表面は乾燥していることが多いが，新
鮮なものは表面に粘り気が見られる．

（2）足跡・歩行パターン
ムササビは完全な樹上性であり，歩行することはほとんどない．まれに幼
獣などが滑空に失敗し，地上を移動することがあるが，足跡が残ることはま
ずない．しかし，滑空の中継木として特定の樹木を利用することが多く，そ
れらの樹木の幹には樹皮の剥がれや毛羽立ち（鋭い爪で木に登ることによる
ささくれ状の細かな樹皮の立ち上がり）がよく見られる．

写真 3 ムササビが頻繁に利用する樹木にみられる樹
皮の剥がれ（撮影：佐藤舞子氏）
樹皮には細かな毛羽立ちがみられる．

（3）巣・休み場
枝が折れて腐ってできた樹洞もしくはキツツキ類が掘った樹洞をおもに利
188
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用するが，神社のような構造物の屋根裏なども穴を開けて頻繁に利用する．
一般的に利用される穴の大きさは約 8 cm 以上であり，鉛直方向に掘り下げ
た形状の樹洞が好まれる．よく利用されている樹洞もしくは建造物の穴の周
りには齧り痕や毛羽立ちがみられる．また，樹木の先端などに枝を組んで鳥
の巣状の樹上巣を作ることもある．まれに，岩の割れ目を利用することが知
られている．巣材にはスギを用いることが多く，とくに繁殖時期には巣内に
大量の巣材を持ち込む．ニホンモモンガとムササビが同所的に生息する場所
では，同じ樹洞を交互に使うこともある．しかし，両種が利用する樹洞形状
などの違いは詳しく調べられていないため，識別することは困難である．

写真 4 樹洞から顔を出すムササビ

齧歯目

休息している日中でも物音や話し声がある
と，樹洞から顔を出して周囲を確認する．

（4）食痕
広葉樹の葉は二つもしくは四つに折って採食することによって，左右対称
に穴の開いた食痕が形成される．また，葉脈だけ採食する場合と，葉脈だけ
残す場合がある．落下した枝や葉の食痕の切り口は斜めにナイフで切り取っ
たような形状となるが，リス類も同様の採食をするため，切り口だけで判断
すべきではない．また，堅果も門歯の痕が残ることがあるが，他のリス類と
混同される可能性があるため，採食場所で個体観察を行ない，実際に採食し
ている種を判断すべきである．
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写真 5 採食されたミズナラ

写真 6 ミズナラの葉の食痕

広葉樹や針葉樹など，樹種にかかわらず 広葉樹の葉は左右対称に食べられ，穴があい
切り口（齧り痕）は斜めになる．
ていることが多い．小さな葉の場合は真ん中
には穴があかない．

（5）鳴き声
他の動物とは異なる特徴的な鳴き声を発し，
「グルルー」と低く大きい声
で鳴くことが多い．また，
「キョキョキョ」「ジジジ」と鳴くこともある．個
体が単独で鳴くこともあるが，1 個体の鳴き声に反応して周辺の個体が鳴き
交わすことも多い．深夜に比べ，活動が活発になる日没後に頻繁に鳴くこと
が知られている（浅利 2006）
．夜間に活動するニホンモモンガは，
「ジュク
ジュク」とやや小さな声で鳴くため，間違うことはない．

Study Topic「身近で観ることができる唯一？の野生動物」
ムササビの毛皮は，保温性が高いことから戦時中の防寒用帽子に利用さ
れたため，捕獲圧が高い時期が続いた．また，大規模な森林転換期にスギ
などの植林が全国各地で行なわれたことによって，多種多様な餌の不足（植
生の単一化）や樹洞の減少（大径木の伐採）が生じ，急速に生息環境が悪
化した．また，宅地化や道路建設といった大規模開発により，森林の減少
や分断化がもたらされ，縮小および孤立している生息地もみられる．
現在も健全な生息環境が保たれているとは言い切れないものの，実はム
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ササビは市街地に近い森林にも生息している．とくに有名なのは，東京都
の高尾山である．高尾山のムササビは，1980 年頃から観察会が行なわれて
きており，いまではムササビ観察でもっとも有名な場所になっている．ム
ササビは鳴き声がよく聞こえることに加え，食痕も特徴的であるため，生
息の判別がしやすい．また，大きな座布団が舞っているような滑空はすべ
ての人に感動を与える．そういったことから，観察会の人気は非常に高く，
募集定員がすぐにいっぱいになるほどである．
しかし，観察会の人気が急速に高まるにつれて，動物への負荷や周辺住
民との軋轢が生じてきた．巣や滑空中のムササビを直接ライトで照らしたり，
民家の近くで騒いだり，ゴミを投げ捨てたりすることが問題となった．ム
ササビの観察は，自然への関心や環境保全への意識を高めるための一つの
手段となるはずである．ぜひマナーを守って動物の生き方を学んで欲しい．
参考資料
川道 1997; 安藤 1999; 岡崎 2004b

齧歯目

（浅利裕伸）

20. ニホンモモンガ

写真 1（撮影：岩崎雄輔氏）
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齧歯目リス科
学名
英名

Pteromys momonga
Japanese flying squirrel

分布域（Oshida 2009b; Thorington et al. 2012）
① 自然分布域
日本
② 日本国内の自然分布域
本州，四国，九州
③ 外来種となっている地域
なし

基本情報
日本固有種であり，近縁種のタイリクモモンガ（Pteromys volans）がヨー
ロッパから北海道にかけて分布する．完全な樹上性であり，休息や繁殖，移
動に樹木を必要とする．比較的高標高となる亜高山帯から高山帯に生息する
とされているが，場所によってはやや標高の低い社寺林などにも生息する（た
とえば，川道 2009; 浅利 2012; 岡崎 2012）．本州では山小屋や山地での観察
もしくは死体拾得による確認事例が過去にいくつか報告されているが，四国
や九州での報告は極めて少なく，近年になって情報が得られはじめている（た
とえば，坂田ほか 2009; 矢野 2009）
．生息環境に関する情報は乏しく，神奈
川県では天然林と人工林の混交林に設置した巣箱の利用が多いとされている
（鈴木ほか 2008）
．また，生態についてもほとんど研究されていないため，
情報が限られる．
表 1 成獣個体の外部計測値および繁殖情報
項目

範囲

頭胴長（cm）

12.7–20.0

松村 1995; Oshida 2009b

尾

長（cm）

9.5–14.0

松村 1995; Oshida 2009b

体

重（g）

150–220

Oshida 2009b

交尾期

不明

妊娠期間

不明

出産期

4 月，8 月

出典

小林 2012
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個体数調査の事例
個体数調査はこれまでに行なわれたことがない．
食性調査の事例
食性については一般的に植物食であるとされており，まれに昆虫などの動
物質を利用するとされる．飼育下ではスギの葉，サクラやブナの葉などを採
食するほか，アカマツの球果も食べる．また，冬から春にかけてはスギの花
粉を採食する．しかし，食性について詳しく調べられた事例はなく，採食物
の詳細については不明である．ただし，北海道に生息するタイリクモモンガ
とは形態および生態が酷似するため，食性も類似すると思われる．
痕跡の紹介
（1）糞
糞が確認されやすい場所は，休息・繁殖に利用された樹洞の下やその周辺
の樹木下である．糞の形状は，長さが約 9 mm，直径が約 4 mm の俵型であり，
色彩は採食物によって異なるものの薄い茶色から濃い緑色を呈する．

齧歯目

写真 2 ニホンモモンガの糞
糞の形状は，球状のムササビの糞とは異な
り俵型となる．花粉や若葉などを採食した
場合には黄色味がかった色彩を示すことが
多い．

（2）足跡・歩行パターン
完全な樹上性であるため，足跡がつくことは極めてまれである．幼獣もし
くは滑空能力の低い若い個体が滑空に失敗し，地上に落下して歩くことがあ
るが，雪上以外で足跡が残ることはない．
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（3）巣・休み場
枝が折れて腐ってできた樹洞もしくはキツツキ類が掘った樹洞をおもに利
用するが，山小屋や神社のような構造物があればそれらも利用する．また，
テングス病の枝の中も利用する．利用する樹洞はムササビと同様の形状であ
るが，入口サイズがやや小さい樹洞（約 4.5 cm; 鈴木ほか 2011）も利用可能
である．巣材にはスギの樹皮を細かく裂いたものを使うことが多い．巣の高
さには選好性があるとされるが（大久保・安藤 2005）
，1.5～3.0 m 程度に設
置した低い巣箱を利用することや利用樹洞の高さに違いがみられない場合も
あることから，地域や個体によっても違いがあると思われる．

写真 3 ニホンモモンガが利用した樹洞（撮
影：岩崎雄輔氏）
選好される樹洞の形状は調べられていない
が，このような自然に形成された樹洞があ
れば，中に巣材を持ち込んで繁殖や休息に
利用する．

（4）食痕
食痕が調べられた事例は少ないが，タイリクモモンガの食痕と同様である
と考えられる．葉は全体を食べる形状や葉脈を残すような形状がみられ，特
徴的な食痕を示さない．また，種子や堅果，およびそれらの切り口は鋭く齧
られた形状になるが，他のリス類との違いが見出せないことから，食痕だけ
で識別することは非常に困難である．
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写真 4 ニホンモモンガにより採食された 写真 5 ニホンモモンガにより採食されたス
ブナの葉（撮影：岩崎雄輔氏）
ギの葉（撮影：岩崎雄輔氏）
枝の切り口は斜めに切り取った痕が残る 切り口は斜めに切り取った痕が残り，ムササ
が，葉の採食部は明確な特徴がなく，虫 ビのように先端だけ食べるような特徴がみら
が食べたものと識別が難しい．
れない．

Study Topic 「情報不足の種」
夜行性で滑空性のムササビとニホンモモンガは，その活動時間と移動方
法から，夜に飛ぶ鳥のように考えられ，晩鳥とも呼ばれていた．2 種は混同

齧歯目

されていることが多く，「ニホンモモンガの記録」とあっても，実際の写真
ではムササビが掲載されていることもある．
ムササビは夜の闇の中に「グルルー」とよく通る声で鳴くことから，恐
ろしい生き物として扱われたようであるが，一方のニホンモモンガの鳴き
声はほとんど聞こえない．また，ニホンモモンガはムササビに比べて体重
が約 10 分の 1 程度しかない．それにもかかわらず 2 種が混同されていたの
は，これらが「完全な夜行性であること」や「滑空移動すること」によって，
観察が困難で，区別をつけにくいためだったのかもしれない．
現在では，インターネットや図鑑の普及で混同されにくくなっているこ
とに加えて，リス類の研究者やリス好きの市民が参加している団体（リス・
ムササビネットワーク）が存在することなどもあり，ニホンモモンガの生
息について確実な情報が増え，分布状況が明らかになりつつある．生息情
報が増える一方で，九州脊梁山地の生息数は 1960 年代と比べて減少してい
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るともいわれており，現状把握と保全への取組みが急務である．他の動物
と同様に，ニホンモモンガを守っていくためには，
「生息の有無」だけでは
なく，どのような生息地を残すべきなのか，
「生息環境の質や量」を保つた
めの情報を収集し，行政や研究者も含めて多様な分野の人が考えていかな
くてはならないだろう．
参考資料
岡崎 2004b; 安田 2007

（浅利裕伸）

21. タイリクモモンガ

写真 1

齧歯目リス科
学名
英名

Pteromys volans
Siberian flying squirrel

分布域（Oshida 2009c; Thorington et al. 2012）
① 自然分布域
フィンランドからシベリア東部，中国北部と韓国までのユーラシア大陸，サ
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ハリン，北海道
② 日本国内の自然分布域
北海道
③ 外来種となっている地域
なし

基本情報
ユーラシア大陸に広く分布するタイリクモモンガの亜種であるエゾモモン
ガ（P. v. orii）が北海道に生息する．低地帯から高山帯まで広く分布するが
（Asari et al. 2007; Suzuki et al. 2011b）
，完全な樹上性であるため，その生息
地は森林に限られる．市街地周辺の公園緑地や河畔林，防風林などの植林で
もみられるが（たとえば，柳川 1994; 増田 2003; 浅利ほか 2008a），森林の
孤立化によって個体群の消失がみられる（浅利 未発表）．北海道東部に生息
する個体群を扱った研究報告が多く，南部の生息もしくは生態に関する情報
はほとんどない．
表 1 成獣個体の外部計測値および繁殖情報
範囲

齧歯目

項目

出典

頭胴長（cm）

13.0–16.7

Oshida 2009c

尾

長（cm）

9.2–11.8

Oshida 2009c

体

重（g）

62–123

Oshida 2009c

交尾期

2 月下旬–3 月上旬，6 月

柳川 1999

妊娠期間

不明

出産期

4 月中旬–5 月上旬，7 月下旬–8 月中旬

柳川 1999

個体数調査の事例
個体数調査を行なった事例は少ない．フィンランドにおいて文献調査と狩
猟統計の結果から個体群の減少傾向を報告しているが（Hokkanen et al.

1982），これは生息の有無に関する情報を経年的に整理しているのみであり，
個体数を直接的に評価しているものではない．また，北海道では「樹洞の共
同利用数」と「1 個体による巣の利用数」を用いて，林分内の個体数を推定
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する方法が検討されているが（浅利 未発表）
，詳細な研究は行なわれていない．
なお，雌は 1 ha 程度の排他的な行動圏（すなわち，なわばり）をもつこと
から，林分の面積を行動圏面積で除することによって個体数がある程度推定
可能であるかもしれないが，これについても情報は不足している．
食性調査の事例（表 2）
広葉樹と針葉樹の葉や芽，花序，種子，果実などを採食する．主要な採食
物は，葉，芽，種子であるが，季節変化がみられる．葉の採食は 5 月～ 7 月
に頻繁にみられ，ヤナギやハルニレなどを利用する．また，種子の採食は早
秋からはじまり，カシワ，ハルニレ，カエデ類のほか，カラマツやアカエゾ
マツの球果を利用する．冬は広葉樹の芽や針葉樹の葉と芽をおもに採食する．
北海道東部では野外での直接観察によって 13 種の樹木が採食に利用された．
しかし，タイリクモモンガは多様な樹種を利用することに加え，食性は生息
地の植生を反映するため，場所によって採食物が異なる．
表 2 食性評価の研究事例
用いられた方法または指標

出典

直接観察（野生個体群）

門崎 2001; 浅利ほか 2008b

採食痕

南部・柳川 2010

痕跡の紹介
（1）糞
出巣後に巣の樹木もしくは近接する樹木の上で排糞するため，休息・繁殖
に利用された樹洞の下もしくは近接樹木の下で確認されやすい．とくに冬は
複数個体が一つの樹洞に同居することから，その下には多量の糞が堆積する．
また，樹洞木の下に糞の受け皿となる傘などを設置し，効率的に生息樹洞を
判別することが可能である（Suzuki et al. 2011a）．糞の大きさは，長さが 10

mm，直径が 2～3 mm の俵型であり，色彩は採食物によって異なるものの
薄い茶色～濃い緑色を呈する．
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（b）

写真 2 タイリクモモンガの糞
（a）冬は糞が分解されにくくなるため，頻繁に利用している巣であれば，その下には糞や
尿がみられることが多い．（b）樹木下に堆積した糞．糞は枝や幹の間にもよく見られる．
越冬に利用した巣（樹洞）ではそのまま雌が出産，子育てを行なうことがある．

（2）足跡・歩行パターン
完全な樹上性であるため，足跡がつくことは極めてまれである．幼獣もし
くは滑空能力の低い若い個体が滑空に失敗し，地上に落下して歩くことがあ

齧歯目

るが，雪上以外で足跡が残ることはない．

写真 3 雪上を歩行したタイリクモモンガの足跡
まだうまく滑空できない幼獣や繁殖期に雌を追い
かけている場合には滑空に失敗し，落下すること
がある．落下後は，地上を跳躍しながら樹木に戻
るが，その速度は遅いためアカギツネやネコなど
による捕食の危険性が高まる．
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（3）巣・休み場
休息場所もしくは繁殖場所として，樹洞をおもに利用するが，鳥用の巣箱，
キタリスや鳥が作った樹上巣も利用する．春～秋は樹洞と巣箱を使うことが
多く，ノミなどの外部寄生虫から回避するため，一個体が平均 6 個の巣を移
動しながら利用する（浅利・柳川 2008a）
．しかし，冬には保温性の高い特
定の樹洞や日射を受ける樹上巣を利用するため，利用する巣の数は平均 3 個
と半分になる．冬には 2～3 個体が同じ巣に同居することがある．巣の内部
には樹皮を細かく裂いた巣材を持ち込むが，夏の暑い時期には巣材を入れな
いこともある．一方，冬もしくは子育て中の雌が利用している巣内には大量
の巣材がみられる．

写真 4 タイリクモモンガが利用する樹洞
樹洞はキツツキ類が掘ったものや枝が折れ朽ちてできたものなどがあるが，両樹洞につい
て利用には違いがみられない．樹洞の入口は直径 3 cm 程度あれば利用し，入口に毛が付
着していることもある．
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写真 5 壊れた巣箱の隙間から出てくるタ 写真 6 タイリクモモンガが巣から出た後
イリクモモンガ
の巣材
巣箱も樹洞と同様に休息や繁殖に利用され 暑い時期以外は，通常巣材のなかに潜り込
るが，越冬にはほとんど利用されない．
んで休息するため，出巣後や利用していな
いときには巣材に穴があいたような形状が
みられる．

齧歯目

写真 7 タイリクモモンガの利用が確認された，キタリスが作ったと思われる樹上巣
一時的な休息も含めて，樹上巣が頻繁に利用されているにもかかわらず，観察が困難であ
るため，樹上巣の利用はほとんど知られていない．

（4）食痕
枝から切り落として，葉や芽を採食するため，切り口はナイフで斜めに切
り取ったような形状となる．広葉樹の葉を採食した場合には，ムササビのよ
うに左右対称とはならず，虫が食べたような痕が残る．また，種子や芽など
の食痕は，他のリス類（北海道ではキタリス）と同様の形状を示すため，同
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定には注意が必要である．タイリクモモンガのいくつかの食痕については，
浅利・名嘉真（2007）にイラストとともに記載されているが，食痕だけで
はほぼすべての場合に同定が困難であり，調査経験が必要である．たとえば，
キタリスに比べて，タイリクモモンガは樹木の高い位置で採食するため，食
痕が広範囲に落下するなど，複合的な状況証拠を見つけ出すことが重要であ
る．

写真 8 タイリクモモンガが採食したアカ 写真 9 タイリクモモンガが採食したイタ
エゾマツの食痕
ヤカエデの種子
アカエゾマツの種子は鱗片をはがして内部 イタヤカエデの翼果は枝を切り取り，個々
の種子を食べるが，キタリスの食痕と違い の種子を食べて食痕を落下させる．
がみられない．

写真 10 厳冬期に日中に活動しているタイ
リクモモンガ
タイリクモモンガは夜行性であるが，厳冬
期には夜間の気温がマイナス 30℃にも達す
るため，夜間活動が低下する．そのため，
気温が高くなる日中に採食することもある．

（5）鳴き声
タイリクモモンガは，ムササビのように活発に鳴くことはほとんどないが，
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繁殖期などの特定の時期には鳴き声を頻繁に発する．「ジュクジュクジュク」
といった虫が鳴いているような音を 3 フレーズ程度繰り返して発する．遠く
まで聞こえる声ではないが，特徴的な声であるため，生息確認への利用が可
能である．

Study Topic 「脅威となる生息地の分断化」
滑空性哺乳類は，その生態特性から「樹木の存在」と「森林の連続性」
が生息にとって重要な位置をしめる．タイリクモモンガにとっても同様で
あるが，大規模な土地利用の変化や道路開発により，生息地は急速に減少
している．一方，北海道の農業地域では防風林が発達し，格子状もしくは
直線状に樹林が配置され，このような環境にもタイリクモモンガは生息する．
北海道のタイリクモモンガは山地および低地の緑地や防風林にも生息して
いるが，樹林の伐採によって，生息地が減少するだけでなく，森林が孤立し，
個体群の交流が妨げられるという問題が生じている．
そのため，十勝地方の帯広周辺では孤立化を防ぐため，森林分断箇所に
している．自動撮影カメラを用いた調査によってタイリクモモンガがこの
構造物を利用している姿が確認され，保全対策としての効果が示されている．

齧歯目

タイリクモモンガが移動可能となる構造物（滑空用支柱，渡し棒）を設置

しかし，この構造物がどのくらいの個体に有効であり，地域個体群に十

写真 11 滑空移動用に設置された支柱

写真 12 跳躍移動用に設置された渡し棒
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分な交流がもたらされているのかは不明である．滑空性の種や小型の種は
移動能力が低いため，森林の連続性が損なわれると大きな影響を受ける．
連続性を失わない森林計画や開発事業を望むばかりである．
参考資料
浅利・柳川 2008b; 浅利ほか 2009

（浅利裕伸）

22. ニホンリス

写真 1（撮影：關

義和）

齧歯目リス科
学名

Sciurus lis
英名 Japanese squirrel
分布域（安田 2006; 阿部 2008）
① 自然分布域
日本
② 日本国内の自然分布域
本州，四国，九州（近年の報告はない）
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③ 外来種となっている地域
なし

基本情報
日 本 固 有 種 で， 本 州 の 中 国 地 方 以 西 で は 生 息 数 が 少 な く（ 田 村 ほ か

2007b），近年では九州での確実な生息情報は得られていない（安田 2006）．
低地帯から亜高山帯までの森林に分布する（原科ほか 1999; 田村ほか 2007b;
阿部 2008; 小林ほか 2009）
．
表 1 成獣個体の外部計測値および繁殖情報
項目

範囲

出典

頭胴長（cm）

16.0–22.0

阿部 2008

尾

長（cm）

13.0–17.0

阿部 2008

体

重（g）

250–310

阿部 2008; 西 2012

交尾期

初春–秋

阿部 2008

妊娠期間

約 40 日

霍野 2007

出産期

初春–秋

阿部 2008

テレメトリー法および標識個体の追跡調査により，一定期間内の個体数が

齧歯目

個体数調査の事例
推定された研究はあるが（田村ほか 2007a），手法としては確立されていない．
相対密度の指標としては，アカマツ球果の食痕数を用いた例があり，生息個
体数と正の相関があることが示されている（田村ほか 2007a）
．
食性調査の事例（表 2−3）
おもに植物の種子（アカマツやオニグルミ，ミズナラなどの堅果）を利用
する．とくに，オニグルミは依存が高いと考えられている．オニグルミが分
布していない富士山亜高山帯の個体群ではゴヨウマツの利用が多くなるなど
の地域性も知られており，そういった地域の個体群ではクルミ割りの技術が
未発達であることがわかっている．
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表 2 食性評価の研究事例
用いられた方法または指標

出典

直接観察（野生個体群）

Kato 1985; 矢竹ほか 1999; Tamura 2011

採食痕

小林ほか 2009

表 3 その他の食性にかかわる研究事例
種類

出典

給餌実験（野生個体群）

田村 2011b

事例報告

大場・加藤 2003

痕跡の紹介
（1）糞
ネズミ類の糞と似ており，ため糞などの習性もないため，野外での観察は
難しく識別も困難である．
（2）足跡・歩行パターン
前肢には 4 本，後肢には 5 本の指がある． ノウサギが駆け足をしたよう
な前後とも左右そろえて着地するのが特徴である．体重が軽いこともあり，
雪の上でないと識別することは難しい．

写真 2 ニホンリスの足跡（撮影：關

義和）

雪の深さや硬さにより足跡のつき方は異なる．
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写真 3 ニ ホ ン リ ス の 歩 行 パ タ
ーン（撮影：關 義和）
雪の深さや硬さが異なると，足
跡の残り方も異なる．

（3）巣・休み場
ル状の巣を作り，巣材に葉がついた枝を入れることは少ないため識別は容易
である．しかし，クリハラリスの球状巣とは類似しているため，両種の分布
域が重複している地域では巣の形状だけから識別することは難しい．

齧歯目

ニホンリスは，樹上に枝葉と樹皮を使って球状巣を作る．鳥類は皿やボウ

写真 4 ニホンリスの利用が確認された球
状巣
鳥類の巣と違い，葉のついた枝を利用して
いることがわかる．
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（4）食痕
ニホンリスの食痕でよく見られるものは，マツ類の球果とオニグルミの堅
果である．こうした食痕は切り株や倒木の上などにかたまっておちているこ
ともある．食痕とは違うが，木の枝や幹の又もしくは地表にオニグルミの堅
果などを貯食することもある．
（a）

（b）

（c）

写真 5 ニホンリスの食痕
（a）ドイツトウヒ（左）とアカマツ（右）の球果．（b）アカマツの球果（撮影：關 義
和）．マツ類の球果をリス類が食べるとエビフライ型の食痕になる．ニホンリスだけでな
くムササビやクリハラリスも同じ食痕になるため，リス類が同所的に生息する地域では識
別することは困難である．（c）オニグルミの特徴的な食痕．接合部に歯形が見られる．
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Study Topic 「受け継がれていくクルミ割りの技術」
ニホンリスといえばクルミを半分割にして食べることが知られている．
しかし，クルミ割りは生まれた時から備わっている技術ではなく，他個体
の行動を観察するという学習をとおして得られる技術であることがわかっ
てきた．
オニグルミの自生していない地域に生息するニホンリスでは，ほとんど
の個体がクルミを半分割できなかったことが報告されている．しかしオニ
グルミを割ることのできる個体とできない個体を同居させると，割ること
のできなかった若い個体は学習によりクルミを割れるようになったことが
示されている．自然環境下では，離乳直後の仔リスたちは母リスのオニグ
ルミを割る行動をみることで，クルミ割りの技術を学習していくと考えら
れている．このようにして，クルミ割りの技術は母から仔へと受け継がれ
ていく．
ニホンリスにより母樹とは異なる場所に貯食されたオニグルミは，すべ
て食べられる訳ではない．そのようなオニグルミが新たな場所において更

齧歯目

新されていく．リスとクルミの関係は絶妙なバランスで成り立っている．
地域によっては開発などにより，緑地の分断や孤立が起き，主要な餌資源
であるオニグルミやアカマツが減ったことにより生息域が減少したとの報
告もある．ニホンリスの重要な餌資源であるオニグルミやアカマツなどが
生息する河畔林を維持することは，ニホンリスの保全だけでなく，オニグ
ルミの更新を促すうえでも重要なことである．

写真 6 ニホンリスにより運ばれるオニ
グルミ（撮影：關 義和）
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参考資料
田村典子 2011b; 矢竹ほか 2011

（山﨑文晶）

23. クリハラリス

写真 1

齧歯目リス科
学名

Callosciurus erythraeus
英名 Pallas's squirrel
分布域（Gurnell and Wauters 1999; Guichón et al. 2005; 阿部 2008;

Stuyck et al. 2009; 田村 2011a, b）
① 自然分布域
インド東部のシッキム，ミャンマーからインドシナ，中国南東部，台湾
② 外来種となっている地域
日本，アルゼンチン，ベルギー，フランス，オランダ，イタリア
③ 日本国内で生息が確認されている地域
入間市（埼玉），瑞穂町・あきる野市・伊豆大島（東京）
，湘南地域（神奈川）
，
東伊豆町・浜松市（静岡），金華山（岐阜）
，和歌山城・友ヶ島（和歌山）
，大
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阪城（大阪），姫山公園（兵庫），高島（大分）
，壱岐・福江島（長崎）
，宇土
半島（熊本）

基本情報
クリハラリスは台湾，中国南東部からインド東部まで広く生息し，現在ま
でに 25 亜種が確認されている（Wilson and Reeder 2005）
．日本ではじめて
クリハラリスが野生化したのは，東京都伊豆大島であるといわれている．戦
前に東海汽船が台湾から購入し，1935 年 11 月に泉津村の自然動物園で飼育
されていた約 30 頭が逃亡し野生化した（宇田川 1954b）．伊豆大島で定着し
たクリハラリスは，1951 年に神奈川県の江ノ島動植物園に，1954 年に和歌
山県友ヶ島に導入された（柴田 1971）が，それらも逃亡し野生化に至って
いる．その後も同じような事例が各地で相次いでいる．日本には，クリハラ
リスの一亜種であるタイワンリス（C. e. erythraeus）が導入されたといわれ
ている（田村 2011a, b）
．常緑広葉樹の混交林をもっとも好むが，それが利
用できなければ低木林や針葉樹林も利用することもあるなど，生息環境の幅
は広い（大久保ほか 2005）
．

齧歯目

表 1 成獣個体の外部計測値および繁殖情報
項目

範囲

出典

頭胴長（cm）

♂ 20.2–24.3

♀ 19.5–26.2

山﨑 未発表

尾

長（cm）

♂ 10.3–20.0

♀ 9.6–19.1

山﨑 未発表

体

重（g）

♂ 225–457

♀ 263–467

Tamura and Terauchi 1994; 山﨑 未発表

交尾期

周年

Tamura et al. 1989

妊娠期間

約 40 日

霍野 2007

出産期

周年（5–10 月に多い）

Tamura 1999

個体数調査の事例（表 2）
分布状況の報告は多いものの，個体数に関しては研究数が少なく，手法と
しても確立されていない．鎌倉で行われた研究では，1 ha あたり 5～6 頭で
あったことが報告されている．相対密度の指標としては捕獲数を用いたもの
がある（Men et al. 2007）
．
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表 2 密度推定をした研究事例
用いられた方法または指標

出典

ルートセンサス法

宇田川 1954b; Tamura et al. 1989; Hori et al. 2006

行動圏

田村 2004

※ Yuan et al.（2013）では，密度推定が行われているものの，国内で文献が入手できず方法が不明
であったため表には記載していない．

食性調査の事例（表 3）
果実や種子，樹皮や樹液などの植物質を多く利用する．また，キイロスズ
メバチの巣を襲う事例や，メジロの卵を食べる事例も報告されている．農業
被害としてツバキの樹皮剥ぎやカンキツ類の食害，生活被害として電線の切
断などが起きている．
表 3 食性評価の研究事例
用いられた方法または指標

出典

出現頻度

朝日・渡辺 1967

ポイント枠法

園田ほか 2002; 塚本・須田 2012

直接観察（野生個体群）

朝日・渡辺 1967; 尾崎 1986; 園田ほか 2002; 吉田ほか 2009

表 4 その他の食性にかかわる研究事例
種類
国内における農林業被害の

出典
宇田川 1954b; 鳥居 1993a

記載
事例報告

Wang and Kuo 1980; 瀬戸口 1984; Setoguchi 1990; 東 1998;
趙 ほ か 1999; 篠 原 1999; 田 村・大 原 2002; 清 水・中 村 2003;
Tamura and Ohara 2005; Xiao et al. 2009

痕跡の紹介
（1）糞
ネズミ類の糞と似ており，ため糞などの習性もないため，野外での観察は
難しく識別も困難である．
（2）足跡・歩行パターン
基本的に樹上性で，餌の探索時などに地上を歩くこともあるが足跡がつく
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ことはほとんどない．積雪地にはほとんど生息していないため足跡を探すこ
とは難しい．
（3）巣・休み場
クリハラリスは枝葉や樹皮で作られた球状巣を頻繁に利用するが，樹洞，
巣箱，地上の岩の割れ目，民家の戸袋も利用することが知られている（小野

2001）．和歌山県友ヶ島の個体では，地面に穴を掘って利用しているという
報告もある（NHK for school「台湾から来たタイワンリス」
，http://www2.

nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005400687_00000&p=box）．
巣は常緑広葉樹にかけられることが多いが，針葉樹や落葉広葉樹にも巣を
かける（Setoguchi 1991; 大久保ほか 2005）．球状巣は，外層と内層の二重構
造（あるいは外層・中層・内層の三重構造）になっており，外層は枝葉で，
内装はスギやヒノキなどの樹皮を細かく裂いたものでつくられている（大久
保ほか 2005）
．鳥類は皿やボウル状の巣を作り，巣材に葉がついた枝を入れ
ることは少ないため識別は容易だが，ニホンリスの巣は酷似しており識別は
難しい．

齧歯目

写真 2 クリハラリスが利用していた球状
巣
鳥類の巣と違い葉のついた枝を利用してい
ることがわかる．

（4）食痕
リス類の食痕でよく見られるものは，マツ類の球果の食痕とオニグルミの
堅果の食痕であるが，マツ類の球果ではニホンリスもムササビもほぼ同じ形
の食痕になるため識別は困難である．オニグルミでは顕著に種差がでるので
識別は可能である．堅果のほかにも，樹液をよく利用するため樹皮剥ぎ痕や
環状食痕などの特徴的な痕跡が見られる．
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写真 3 齧歯目 3 種のオニグルミの食痕比
較（左からニホンリス，クリハラ
リス，アカネズミ）
ニホンリスでは殻の接合部に歯を入れて二
つに割るため歯型がついた殻半分が見られ，
アカネズミでは両側に綺麗な丸い穴を開け
た食痕が見られる．クリハラリスは，クル
ミを割ることも綺麗に穴を開けることもで
きないため，無造作に穴を開ける．

写真 4 クリハラリスによる樹皮
剥ぎ痕

写真 5 クリハラリスによる環状食痕（撮影：關

義和）

Study Topic 「リスの巧みな音声コミュニケーション♪」
群れを形成することはないクリハラリスだが，繁殖時のアピールや天敵
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に対する警戒等のため，個体間での音声コミュニケーションが発達している．
クリハラリスの天敵には，オオタカやネコ，アオダイショウなどがいる（台
湾だとカンムリワシやサシバ，タイワンスジオなど）
．
繁殖時にはオスが「コキコキ」と鳴きながらメスに近寄り交尾行動を行う．
警戒音声では，オオタカなどの猛禽類やカラスに対して「ガッ」と鳴き，
ネコに対しては「ワンワン」と鳴き他個体に危険を伝える．ヘビが接近す
ると「チーチー」と鳴き，他個体をよびモビング（疑攻撃）を行う．
近年では，録音されたクリハラリスの音声を流すことで，目視可能範囲
まで個体を誘引するコールバック法での生息確認調査の手法が確立されて
きている．これにより，今まで生息状況がはっきりしなかった場所でも効
率的に生息確認を行うことができるため，本手法は今後の有効な分布調査
の一つとして位置づけられるだろう．
参考資料
田村 2011b; Tamura et al. 2013

（山﨑文晶）

24. その他の動物
イヌ

写真 1
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食肉目イヌ科
学名
英名

Canis familiaris
Dog

日本国内の分布域

北海道，本州，四国，九州

写真 2 ノイヌの糞
生息状況，におい，周辺の痕跡の状況など
から判断したものである．体の大きさによ
り糞の大きさが変わるため，ノイヌの生息
が確認されている地域では，他種の動物と
の識別が困難な場合がある．

写真 3 飼いイヌの足跡
砂浜で散歩しているイヌの足跡を撮影したものである（すべて同じ縮尺で示している）．
体の大きさにより足跡の大きさも顕著に異なる．
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写真 4 飼いイヌの歩行パターン
砂浜で散歩しているイヌの足跡を
撮影したものである．体の大きさ
や足の長さなどにより歩行パター
ンは顕著に異なる．

ニホンノウサギ

写真 5

兎目ウサギ科
学名

Lepus brachyurus
英名 Japanese hare
日本国内の分布域

本州，四国，九州
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写真 6 ニホンノウサギの糞
直径 15 mm ほどの丸い形をしている．

写真 7 ニホンノウサギの足跡
前肢よりも後肢の足跡が大きい（左）．後肢の足跡は，通常では前肢の先につくが（中
央），手前につく場合もある（右）．
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写真 8 ニホンノウサギの食痕（撮影：山
﨑文晶）
実際に採食が確認された後に撮影されたも
のである．ニホンジカなどと異なり，採食
された植物の切断面は滑らかになることが
多い．

その他の動物の痕跡

写真 9 ネズミ類の糞
生息状況や周辺の痕跡の状況などからハタネ
ズミの糞と考えられるが，糞だけからネズミ
類の種まで特定することは難しい．

写真 10 ネズミ類の歩行パターン
足跡だけからネズミ類の種まで特定することは難しい．
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写真 11 アカネズミによるクル
ミの食痕
飼育個体に給餌したクルミを撮
影したものである．両脇から綺
麗な丸い穴をあけて食べられた
ものは，アカネズミに特徴的な
食痕である．

写真 12 フクロウのペリット
休み場としている樹木の下で見つかることが多い．アカギツネなどの糞と最大径が似てい
る場合があるので，混同しないように注意する必要がある．

（關

義和）

25. 哺乳類の歩き方と足跡
最後に，足跡についての理解を深めるために，図 1 と図 2 にそれぞれ動
物ごとの歩き方とその際の足跡の付き方についてまとめたので参考にされた
い．なお，これらは，ニホンアナグマとイヌをのぞき，すべて自動撮影カメ
ラで撮影されたものである．足跡図については，前後肢が地面についた位置
を映像から抽出して作成した．ただし，哺乳類の歩き方や歩くスピードが変
われば足跡の残り方も変わるため，あくまでも一つの例として理解されたい．
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哺乳類の歩き方
図 1 では，それぞれの動物の映像を一定のコマ単位に分割して上から順に
示した．画像が不鮮明なものもあるが，肢の動きと肢が地面につく位置が読
み取れる．たとえば，多くの動物（ニホンテンの走行時，アライグマ，ニホ
ンザル，ニホンノウサギをのぞく）では，
「右後肢→右前肢→左後肢→左前肢」
の順に肢が動き，右前肢と右後肢（または左前肢と左後肢）が地面につく位
置は近接している．アライグマでも，
「右後肢→右前肢→左後肢→左前肢」
の順に肢は動くが，後肢が動いてから前肢が動くまでの時間が上記の動物と
比べて早い．また，肢が地面につく位置も上記の動物と異なり，右前肢と左
後肢（または左前肢と右後肢）が近接している．ニホンザルでは，上記の動
物とは異なり，
「右後肢→左前肢→左後肢→右前肢」の順に肢が動き（ただし，
右前肢と左後肢または左前肢と右後肢はほぼ同時に動いている）
，右前肢（左
前肢）の手前に右後肢（左後肢）が位置しているのがわかる．ニホンノウサ
ギでは，
「前肢→後肢」の順に肢が動き，前肢の先に後肢が位置している（映
像では，右前肢が左前肢よりも早く地面についており，後肢は同時について
いる）．ニホンテンの走行時については，ノウサギと同じように「前肢→後肢」
の順に肢が動き，前肢と後肢の位置は近接している（映像では，両前肢また
は両後肢は地面にほぼ同時についている）．
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ニホンジカ

ニホンカモシカ

イノシシ

図 1 各哺乳類の歩き方
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ニホンテン（走行時）

ニホンアナグマ

図 1（続き）
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アカギツネ

タヌキ

イヌ

図 1（続き）
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イエネコ

ハクビシン

図 1（続き）
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ツキノワグマ

ニホンザル

ニホンノウサギ

図 1（続き）

哺乳類の足跡の付き方
図 2 では，前後肢が地面についた位置を図 1 から抽出して示した（ただし，
ニホンノウサギの足跡は他の映像から抽出して示してある）
．図 1 で見たよ
うに，右前肢と右後肢（または左前肢と左後肢）の足跡が重なっている，あ
るいは近接している動物が多いのがわかる．ニホンザルについては前肢の手
前に後肢が，タヌキとイヌでは前肢の先に後肢が位置している．アライグマ
では，右前肢と右後肢（または左前肢と左後肢）の足跡は離れており，右前
肢と左後肢（または左前肢と右後肢）の足跡が近接している．ノウサギでは，
前肢の足跡が後肢よりも前方につく場合や，左右の前肢の足跡が直線状では
なく並列して位置する場合もある．
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前肢
後肢

ニホンア

走行時

30 cm
歩行時

ニホンジカ

ニホンカモシカ

イノシシ

ニホンザル

ツキノワグマ

ニホンテン

図 2 映像から抽出した各哺乳類の足跡の付き方
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前肢
後肢

ニホンアナグマ

アライグマ

ハクビシン

ニホンノウサギ

ニホンア

走行時

走行時

歩行時

歩行時

30 cm

ニホンザル

ツキノワグマ

ニホンテン
ニホンジカ

ニホンカモシカ
アカギツネ

イノシシ
タヌキ

ニホンザル
イヌ

ツキノワグマ
イエネコ

ニホンテン

図 2（続き）

（關

義和）
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【コラム 1 】足跡トラップ法による哺乳類調査
近年，野生動物調査の実施には非侵襲的な手法が強く求められている．
非侵襲的な調査のなかでもっとも簡易的なものとしては，踏査ルート上の
動物の痕跡を探すという痕跡調査がある．痕跡調査は特別な機材がなくて
も実施できるという利点がある．しかし，地形や積雪の有無などにより痕
跡の残りやすさが異なること（塚田ほか 2006），また痕跡の発見や種同定
には調査員の熟練が必要であること（金子ほか 2009）から，調査条件を一
定にすることが困難な場合がある．調査条件を一定に保つための調査手法
として，足跡を意図的に得る手法が開発されている（Ray and Zielinski

2008）．ここではこの調査手法のことを「足跡トラップ」と総称して，その
用途とおもな種類，作成方法，注意点について紹介する．

1．足跡トラップの用途と利点
国内外で開発されている足跡トラップは，
「分布域」や「相対密度」の把
握といった個体群のモニタリングのために用いられることが多い．対象動
物としては小型齧歯目（ネズミ科やリス科など）や食肉目などで適用され
ている．足跡トラップで用いられている相対密度の指標としては，発見率
（Fowler and Golightly 1994; Sargeant et al. 1998）や出現頻度（Linhart

and Knowlton 1975; Brown and Miller 1998），初回発見所要期間（Zielinski
et al. 1997; Foresman and Pearson 1998）などがある（表Ⅰ）．
機材を用いた定点観察という点で共通した特徴をもつカメラトラップ法
と足跡トラップ法を比較すると，カメラトラップ法の方が種同定を確実に
行える場合が多い．また，カメラトラップでは出現時刻，出現頭数，繁殖
状態などの個体情報が得られる場合もある．さらに，見回りの回数も足跡
トラップより少なくて済むという利点がある．しかし，調査の初期費用が
高く，広範囲に設置することは予算的に困難な場合も多い．さらにカメラ
トラップは機材が高価なため盗難のリスクがあり，人通りが多い場所での
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調査は困難である．一方で，足跡トラップは機材が安価であるため（表Ⅱ）
，
広範囲に設置でき，人通りの多い場所での調査も容易であるという利点が
ある．そのため，広域での分布・相対密度にかかわる調査が必要な場合に
はとくに有効な調査手法といえる．

表Ⅰ

足跡トラップで用いられるおもな密度指標とその定義

密度指標の呼称

定義

出典

発 見 率（Detection rate） 解析単位（調査地点や調査
ま た は 訪 問 率（Visitation ラインなど）あたりの発見

rate）

数

出 現 頻 度（Tracking rate 延べトラップナイトあたり
ま

た

は Relative

の足跡の延べ出現回数

abundance index）
初回発見所要期間（Latency 発見するのに要した期間
to first detection）

表Ⅱ
費目
導入費

Fowler and Golightly
1994; Sargeant et al. 1998
Linhart and Knowlton
1975; Brown and Miller
1998
Zielinski et al. 1997;
Foresman and Pearson
1998

スタンプ板と自動撮影カメラの初期費用（単価）の比較（単位：円）
中型食肉目用

フィルム式

デジタル式

スタンプ板

自動撮影カメラ

自動撮影カメラ

ベニヤ板

260 FiledNote IIa

黒セルスポンジ

550 ベルト

28,000 FiledNote Duo 55,000
500 ベルト

ゴム
木工用ボンド
刷毛
消耗品費

ラインパウダー

SD カード
（2GB）

20

500
550

100
15 ISO400 フィルム
ラッピングフィ

400 単 3 形充電池
10 （4 本）

920

ルム
単 4 電池（2 本）
現像代
合計

945

300
1,480
30,690

56,970
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2．足跡トラップの種類
（1）セントステーション
セントステーションとは，砂や消石灰などを撒いて足跡を残りやすくし
た円を作り，その円の中心部に誘引物を設置したものである（図Ⅰ）．誘
引物に誘引された動物がこの砂や消石灰の上に足跡を残すことで動物の出
現を調べる．この手法は 1950 年代にキツネ類の相対密度を調べるために考
，欧米を中心に中
案されたもので（Richard and Hine 1953; Wood 1959）
大型食肉目の相対密度および分布域の地域的・季節的・年次的な変化をモ
ニ タ リ ン グ す る た め に 適 用 さ れ て い る（Linhart and Knowlton 1975;

Sumner and Hill 1980）．相対密度の把握を目的とした調査手法の標準化に
関する研究も行われている（Conner et al. 1983; Sargeant et al. 2003）．
セントステーションから得られた指標は，中間捕食者解放仮説や生息地分
断化による食肉目の分布や相対密度への影響の検証といった生態学的な応
用研究にも用いられている（Crooks and Soulé 1999; Crooks 2002）．し
かし，国内においては，セントステーションを適用した調査は少なく，ア
ライグマの生息確認手法の比較で用いられた事例があるのみである（赤松・
石亀 2003）．

円の中心部に杭を立て、
そこに誘引物を取り付ける．

砂やラインパウダーを撒いたり、土を耕したり
することで足跡が残りやすくする．

図Ⅰ

セントステーション

（2）トラックプレート
トラックプレートとは，木製やアルミ製の板に粘着シートを接着面が上
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A

B

1000 mm

板の中心部に誘引物を取り付ける．

500 mm
アルミ板やベニヤ板に
煤やトナーを塗布する．

400
mm

接着面を
上にした
粘着シート
板を箱の奥に
入れる．

板の部分には煤粉やライン
パウダーを塗布する．

奥には誘引物を設置する．

図Ⅱ

トラックプレート

A：開放型トラックプレート，B：箱型トラックプレート．

になるように貼り付け，板の片端や全体に煤または印刷機の黒色トナー，
消石灰などを塗布し，誘引物を板の上に設置したものである（図Ⅱ）
．トラ
ックプレートをけもの道や木の根もとなどに設置し，動物がその上を通過
することで，粘着シート上に足跡を得て動物の出現を調べる．対象種とし
ては小型囓歯目と食肉目全般（とくに小中型食肉目）において用いられて
いる．誘引物の配置はトラックプレートの構造により異なる．調査目的や
調査地の環境条件に合わせてさまざまな素材や構造が考案されている
（Halfpenny et al. 2009）．たとえば降雨の多い環境においては，その影響
を最小限に抑えるために箱型の構造（図ⅡB）が推奨されている（Ray and

Zielinski 2008）．ただし，キツネ類の一部では箱を忌避することが報告さ
．
れている（Vanak and Gompper 2007）
トラックプレートやその箱の素材としては，木製の板やプラスチック製
の板などが用いられている．プラスチック段ボールとグリースを用いたも
のはトラッキングトンネルと呼ばれ，奄美大島におけるマングースの分布
調査に用いられた例がある（船越ほか 2007）．Belant（2007）は，3 種類
の箱型トラックプレート（木製，プラスチック製，両者の複合）には動物
の発見率や初回発見所要期間に違いがみられなかったことから，重量やコ
ストなどを考慮して素材を選択すればよいとしている．
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足跡を得るための素材として煤を用いる場合には，携帯用灯油ランタン
で灯油を不完全燃焼させ，煤を発生させることで簡単にアルミ板に塗りつ
けることができる．煤や黒色トナーを用いる場合には白色の粘着シートを，
白色のラインマーカーを用いる場合には黒色の粘着シートを用いることで，
鮮明な足跡が得られる．また，粘着シートなどを用いない場合もある（図
ⅡA，URL：https://www.youtube.com/watch?v=dtsgyirmcKg）．
粘着シートで足跡を採取する場合には動物の指紋まで残っている場合が
あり，Herzog et al.（2007）はこれを利用してフィッシャーの個体識別が
可能であることを報告している．さらに OʼNeil and Swanson（2010）は
足跡だけで個体識別を行い，標識再捕獲法の原理を応用してフィッシャー
の個体数推定を行っている．国内においても，阪口（1988）はイリオモテ
ヤマネコから得られた前肢掌球の足跡の輪郭から個体識別の可能性を指摘
している．

3．スタンプ板の作成方法
トラックプレートのなかでも黒セルスポンジゴムと白色のラインパウダ
ーを用いたものをスタンプ板と呼んでいる．スタンプ板とはベニヤ板に黒
セルスポンジを貼り付け，黒セルスポンジに覆われていないベニヤ板の部
分に炭酸カルシウムや消石灰などの白色のラインパウダーを塗布したもの
である（図ⅢA）．これをけもの道に設置し，後日見回りを行い，黒セルス
ポンジに残された白い足跡から種同定を行う．消石灰を用いる場合は，消
石灰が調査者や動物の目に入ると障害が生じる可能性があるため（柏井ほ
か 2013），消石灰よりも安全性が高い炭酸カルシウムの使用が推奨される．
スタンプ板自体は中型食肉目を対象として開発されたものだが，樹上性
囓歯目でも応用されている（図ⅢB. 鈴木 2013）．消石灰の塗布には刷毛を
用いるのが便利である．黒セルスポンジ上には鮮明な足跡が残るため，足
跡に特徴がある種においては信頼性の高い種同定が可能である．種同定には，
現地での同定，デジタルカメラによってスケールと共に撮影された足跡を
パソコン画面上で表示して行う室内での同定，不明な足跡がある場合は第 3
者によるパソコン画面上での同定を行うなど，複数回の同定を行うことが
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A

B

200 mm
130 mm

900 mm
300 mm

ベニヤ板が露出した部分．
この部分にラインパウダー
を散布する．

80
mm

黒セル
スポンジ

300
mm

板を箱の
奥に入れる．
黒セル
スポンジ

ベニヤ板が露出した部分．
この部分にラインパウダーを散布する．

100
mm

図Ⅲ

箱の底板には四隅に
水抜き用の穴を設ける．
250 mm

スタンプ板

A：中型食肉目用スタンプ板，B：樹上性囓歯目用スタンプ板（鈴木 2013 より改

変）．

推奨される．なお，黒セルスポンジに残った足跡は同定後に雑巾などを用
いて拭うと簡単に消すことができる．スタンプ板の形状は調査目的や調査
対象とする動物種に合わせて変える必要がある．ここでは，中型食肉目用（図
ⅢA）と樹上性囓歯目用（図ⅢB）の 2 種類のスタンプ板の作成方法を紹介
する．

（1）中型食肉目用スタンプ板の作成方法
作成に必要なものは，黒セルスポンジ板（300 mm×300 mm×厚さ 7

mm），ベニヤ板（900 mm×300 mm×厚さ 5 mm），木工用ボンド，白色
のラインパウダーである．まず黒セルスポンジ板の片面に木工用ボンドを
塗り付け，ベニヤ板の中央に図ⅢA のように貼り付ける．そして，黒セル
スポンジに覆われていないベニヤ板の部分にラインパウダーを薄く撒き，
けもの道に設置する（図Ⅳ）．黒セルスポンジのサイズを長くすることで，
歩行パターンを得ることも可能である．また，それにより鮮明な足跡が残
る可能性も高まることから種同定が容易になる場合もある．図Ⅴには，ス
タンプ板の上を通過した動物と得られた足跡を示す．
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A

B

C

図Ⅳ 中型食肉目用スタンプ板の設置
風景

D

E

図Ⅴ スタンプ板の上を通過する動物た
ちと足跡

A：タヌキ，B：ニホンアナグマ，C：ニ
ホンテン，D：イエネコ，E：アライグマ．

（2）樹上性囓歯目用スタンプ板の作成方法
作成に必要なものは中型食肉目用と共通している部分が多いが，スタン
プ板自体の大きさや黒セルスポンジゴムの配置，箱の有無が異なっている．
ベニヤ板（200 mm×80 mm×厚さ 5 mm）の片端に黒セルスポンジゴム
（130 mm×80 mm×厚さ 7 mm）を図ⅢB のように貼り付け，黒セルスポ
ンジに覆われていない板の部分にラインパウダーを薄く撒く．これをさら
に雨避けとして底を切り取った 2 L ペットボトルや 1 面がない木箱（250
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図Ⅵ

樹上性齧歯目用スタンプ板の設置風景（撮影：大岩幸太氏）

mm×100 mm×100 mm）の内側に入れる．2 L ペットボトルや木箱には
．
シュロ縄を用いて，樹高の約 2～3 m の樹幹に水平に取り付ける（図Ⅵ）

4．足跡トラップを用いる際の注意点
これまでに開発されてきた足跡トラップの多くは降雨に弱い（Ray and

Zielinski 2008）．スタンプ板においても同様で，降雨は黒セルスポンジ上
に残された足跡やベニヤ板上にあるラインパウダーを洗い流してしまい，
種判別率を低下させる（図Ⅶ）．箱型トラックプレートにおいては屋根付き
の構造により降雨の影響を最少にしている．降雨が多い環境や季節におい
て足跡トラップを用いる場合には，降雨の影響を考慮した調査設計が必要

図Ⅶ 野外に放置されたスタンプ板の黒セルスポンジゴム上に残った足跡の判別率
の変化（太田 2008 より改変）

236

2-3＿1部3章_cs6.indd

236

2015/02/12

9:16:18

第

3章

痕跡を読み取る技術―動物ごとの痕跡と生態の特徴

である．
動物種によっては，足跡だけでは明確な同定を行うことが困難な場合が
ある．ただし，そのような場合においても，足跡の特徴を基に統計学的に
判別できる可能性が指摘されている（たとえば，関島 1997）．
セントステーションにおいては，対象種が高密度に分布する場合には信
頼性の高い相対密度が得られるが，低密度に分布する場合には相対密度の
信頼性は低いことが報告されている（Conner et al. 1983; Smith et al.

1994）．警戒心の強い種によっては足跡トラップを忌避することが知られて
いる（Randel and Peace 2009）．このことから，足跡トラップを対象種
の相対密度の指標として用いる場合，それを唯一の指標とするのではなく
（Nottingham et al. 1989），足跡トラップとは独立した異なる指標も合わ
せて用いる必要がある．

（岩下明生）

【コラム 2 】痕跡調査に分子生物学的手法を用いる
近年，野生動物の糞や毛は，生態学や生理学などさまざまな分野で用い
られており，動物の生活史を明らかにするうえで重要な役割を果たしてい
る（Waits and Paetkau 2005; Schwarzenberger 2007）．糞から抽出し
た DNA（以下，糞 DNA）を生態研究に用いることは，2000 年頃から広まり，
いまでは一般的になりつつある．種生物学会（2001）や井鷺・陶山（2013）
などの入門書も出版されており，増田ほか（2009）は生態研究に用いられ
ている分子生物学的手法を具体的に解説している．しかし，生態研究を専
門とするものがこの手法を用いることはそれほど容易ではなく，分子生物
学者の協力を得なければ難しい．
筆者は，生態学を専門としており，分子生物学的手法を取り入れてイタ
チ科の動物の生態研究を進めている．本コラムでは，筆者と同じように生
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態研究に分子生物学的手法を取り入れようという人が，ある程度知ってお
いた方が良いと思われることを紹介する．分子生物学者と研究計画を検討し，

1～2 週間，マイクロピペットの使い方や機器の操作方法を学び，単調な作
業を正確に繰り返す根気があれば，分子生物学的な分析をある程度までは
自分で行うことも可能となるだろう．

1．分子生物学的手法がとくに必要な場合
筆者がこの手法を取り入れたのは，シベリアイタチとニホンイタチの種
間関係を研究していたからである．両種は，糞どころか捕獲個体の種判別
すら慣れていないとできない動物である．体サイズの性的二型も大きく，
平均体重が，シベリアイタチの雄と雌がそれぞれ 717 g と 355 g，ニホン
イタチの雄と雌がそれぞれ 450 g と 150 g であり，重なりも大きい（Ohdachi

et al. 2009）．この 2 種は西日本では同所的に生息している場所も多く，福
岡県で行った調査において糞の種判定を外見からすることは筆者には不可
能であった．さらに，ニホンテンの糞との識別も外見やにおいからは簡単
とはいえない．ニホンテンとシベリアイタチの糞の区別がにおいから可能
であるという論文（Tatara and Doi 1994）もあるが，一般的には困難だろ
う．においには糞内容物の影響も大きく，野外で採集される糞は新鮮なも
のだけではない．ホンドテンとニホンイタチの糞を最大直径から区別する
方法も提案されている（辻ほか 2011）が，ニホンイタチは体サイズの性的
二型が大きいので，糞サイズの重複部分を利用しなかったことによる影響
も考えなければならない．
図Ⅰの糞は，形状やネズミ類の毛などの内容物から典型的なイタチ（ニ
ホンイタチかシベリアイタチ）の糞であると考えられたが，異なる研究者
が糞 DNA を数回分析した結果，ニホンテンの糞であることが判明した．と
くに，食肉目の研究ではこの問題は大きく，近年では誤判定を防ぐために
糞 DNA を用いた研究が増えてきている．鯨偶蹄目でも，Yamashiro et

al.（2010）は，糞 DNA で種判定を行った結果，ニホンカモシカの糞とし
て採集したものの 41.4％はニホンジカの糞であったことを報告している．
糞の外見やにおいだけで種を判定すると，当然，ある程度の判断ミスが生
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図Ⅰ 福岡県那珂川町五ヶ山で採集され
た糞
外見からはニホンイタチまたはシベリア
イタチの糞と思われたが，DNA 判定の
結果はニホンテンであった．2 人の研究
者が異なったプライマーで確認した．

まれる．とくに，類似した糞を排泄する動物が同所的に生息する場合には，
誤同定する可能性は高くなり調査結果に大きな影響を与えてしまう．この
ような場合には，それぞれの研究者の判別能力を検証して研究を進めるよ
りも，糞 DNA を分析した方がさまざまなメリットがある．
筆者は，タイとマレーシアでカワウソの生態研究を進めている．東南ア
ジアでは，カワウソの捕獲や観察は容易ではなく，同所的に 4 種類のカワ
ウソ（ビロードカワウソ，ユーラシアカワウソ，スマトラカワウソ，アジ
アコツメカワウソ）が生息している可能性があるため，これまで生態研究
が進んでいなかった．しかし，イタチ研究同様に糞 DNA による種判定の手
法を用いた生態研究を進め，これら 4 種の食性や生息地選択などが明らか
になりつつある．また，長い塩基配列の読み取りが困難な場合もあるが，
糞 DNA を用いて系統解析などの遺伝子解析もある程度は可能である（Rosli

et al. 2014）. 分子生物学的手法の生態研究への利用は，熱帯地方など類似
した多くの種が同所的に生息する環境では大変有効だろう（Rivière-Dobigny

et al. 2009）．

2．糞の採集
まずは糞採集から手順を説明しよう．採集時には，採集者を含め，なる
べく排泄した動物以外の動物の DNA が付着しないように留意する必要があ
る．筆者は，紙袋で一膳ずつまるごと包装された割り箸を一つの糞ごとに
使い捨てにして使用している．イタチ類のように糞が小さい場合は全部を，
カワウソ類のように大きい場合は一部を，15 ml 遠心管に入れ，99.5％のア
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ルコールを加えて保存している．残りの糞は食性分析用に 50 ml 遠心管に
保存している．短時間で研究室に運べる場合や，低温でサンプルが運べる
場合は，アルコールを入れない方が後の処理がし易いようである．遠心管
のなかで DNA がアルコールに溶け出したり，内容物と混ざったりするのを
避けたい場合は，車載用の冷凍庫を利用して研究室に持ち帰り，処理する
までの間冷凍庫に保存する．糞にさまざまな未知の病原体が含まれている
可能性があるため，糞を採集する際には素手では触れないようにし，さらに，
エキノコックスの卵などの非常に危険なものが糞に含まれている可能性が
ある場合は，分析前の熱処理が必要となる．
筋肉や毛から DNA を抽出するのとは異なり，糞には，排泄した動物や餌
生物，同じ場所に糞を排泄した動物の DNA 等が含まれている．このなかか
ら，排泄した動物や餌生物の DNA を取り出さねばならない．どちらを目的
とするか，糞の形状はどのようなものかなどで，糞採集の方法も工夫が必
要である．糞に含まれる排泄動物の DNA は，おもに腸上皮細胞由来のもの
である．人間の場合は，寿命が 1 日程度であり毎日腸から剥がれ落ちた大
量の腸上皮細胞が糞とともに排出され，それが糞の最外周に多く含まれる
と考えられている．実際に野生動物の糞 DNA 分析に用いるのは 0.5 g から

1 g 程度の微量の糞であり，イタチ類のように糞の形状が円柱状で最外周か
ら採集が可能な場合は，その部分を選んで少量採取することや，綿棒で拭
い取ることも有効な方法である．しかし，魚の骨などが多く含まれるカワ
ウソ類の糞のように，排泄されてバラバラになる場合は，そのような採集
は難しくなる．採集する糞が，同種の他個体や他種の個体の糞と接触して
いる場合や，ため糞場のように以前の排泄物が残っている可能性がある場
合は，接触していない一部の糞を採集することが必要になることもある．

3．糞 DNA の抽出と種判定
糞から DNA を抽出するために，いろいろな抽出キットが発売されている．
筆者の場合，QIAamp DNA Stool Mini kit（QIAGEN）を利用している．
この先は，大きく二つの手法に分かれる．一つは，プライマーで目的の塩
，その DNA 断片をシ
基配列を含む DNA 断片を切り出して増幅し（PCR）
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ークエンサーにかけて塩基配列を調べる方法であり（Farrell et al. 2000），
塩基配列から種を同定する．もう一つは，プライマーで目的の塩基配列を
含む DNA 断片を切り出して増幅し，その後，制限酵素で断片を作り，電
気 泳 動 で そ の 長 さ を 調 べ る 方 法（PCR Restriction fragment length

polymorphism；PCR-RFLP）である（Gómez-Moliner et al. 2004; Livia
et al. 2007）．これは，断片の長さが種によって異なるものを見つけ出して，
種判定に利用する．さらに，種特異的なプライマーを複数混ぜて PCR にか
け，電気泳動によって増幅された DNA 断片の長さを調べ，その長さの種に
よる違いを利用して種判定する方法もある（Paxinos et al. 1997; Namba

et al. 2007; Shimatani et al. 2008; Adams et al. 2011）．種判定の場合，
ミトコンドリア DNA の cytocrome b や D loop の領域の 200 から 400 塩
基ほどの長さのものが多く利用されている．餌種を調べたい場合は，通常は，
．フクロウ
餌種に特異的なプライマーが必要になる（Parsons et al. 2005）
のペリットに含まれる骨の DNA（Barbosa et al. 2013）や，ノウサギの糞
に含まれる植物の DNA（松木ほか 2004）から食性の研究も行われている．
糞のようにさまざまな DNA が混じっているものを扱う場合は，PCR の
際に使う rTaqDNA ポリメラーゼ（DNA 複製酵素）には複製の正確性が低
いものもあり，選択には注意した方が良いかもしれない．筆者は KODFX（東
洋紡）を利用しているが，正確に働いてくれている．シークエンサーにか
けて塩基配列を調べるにはお金や労力がかかるので，電気泳動で長さを調
べるだけにすることも行われているが，筆者としては不安を感じる．また，
塩基配列を決定するのは簡単と思うかもしれないが，他の DNA が影響して
ノイズが入り，はっきりと読み取れない場合もある．種判定の成功率が低
かった場合は，分子生物学者に手法を再検討してもらい，成功率を上げて
行くことになる．実験手法は，分子生物学者がプライマーをデザインし，
実験手順を工夫して作り上げて行くので，生態学を専門とするものには簡
単には手を出せない領域である．種判定だけで安く上げたい場合には，

DNA の片方の塩基配列だけ調べ，種に特異的な部位の確認だけにとどめる
ことも可能だが，ハプロタイプなどを調べる場合には，両鎖を調べ，必要
な塩基配列を決めることが必要となる．
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種判定の基準となる塩基配列は，データベース（DDBJ

DNA Data

Bank of Japan http://www.ddbj.nig.ac.jp や Genbank http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/genbank/）を使って調べる．これに登録されていなけ
れば，自分で調べなければならない．対象動物の組織サンプルを手に入れ
て調べるか，それが難しい場合は，動物園等で糞を採集してまず調べ，研
究を進めながら組織サンプルを手に入れて確認して行くということが必要
になる場合もある．調べる個体数は，種や利用する遺伝子，調査場所によ
って異なるが，数個体をまず調べることから始めざるをない．論文にする
場合には，塩基配列の登録が求められる．
＊
この手法でとくに問題なのは，実験施設と費用の確保である．ほとんど
の作業を自分で実施することを前提とすると，種判定であれば，一個の糞
について，試料経費だけで，片側の DNA を調べる場合 3 千円，両鎖を調べ
れば 5 千円程度かかる．最近は，シークエンスを調べる作業を安価に外注
することが可能になってきており，作業の手間を考えると利用した方が良
いだろう．性判定をするなら，核遺伝子の性染色体をさらに調べることに
なり，さらに千円程度が必要となる．個体識別や親子関係まで調べようと
なると，核遺伝子のマイクロサテライトを調べることになり，さらに 1 万
から 2 万円かかる．これらの経費は，すでに実験手法が確立された後の経
費であり，研究対象の類似種についての既存の論文で，プライマーやマー
カー（マイクロサテライト）が開発されていなければ，開発にはそれなり
の時間と経費がかかる．
生態学を専門とするものにはなかなか手を出しにくい手法ではあるが，
類似した糞を排泄する種が複数同所的に生息している地域では，経験によ
って糞の種判定をするより，糞 DNA を利用する方が望ましく，今後は，こ
の手法は糞を利用した食性研究等では必須のものとなっていくだろう．

（佐々木

浩）
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