
はじめに

様々な生物群において, 島嶼, 森林, 水域の面積が小

さいほど生息数ばかりか生息種の多様性が低いことが知

られる (べゴンほか,2003). 現在, 人の土地利用に伴う

影響は拡大し絶滅速度を急速化し, 地域個体群や群集の

分断・孤立による減少を招き地域的絶滅を増加させてい

る (プリマック・小堀,1997). このため生態的回廊によ

りネットワークを形成することで絶滅を回避し, 回復へ

と導くことの重要性が指摘されている (由井・石井,1994：

石井, 1999 など). また, 欧米をはじめとして水辺域及

び水辺林における生態学的機能が明らかにされ, その機

能を維持するための議論がなされている (高橋ほか,2003).

しかし日本の陸生動物においては, この点に着目した研

究はほとんどなく, 特に哺乳類について情報が不足して

いる. 千々岩ほか (2004) は豊田市の ｢都市ブロック

(豊田市,1996)｣ に位置する矢作川中流域の河川敷におい

てホンドタヌキ ( Nyctereutes procyonoides viverrinus

Temminck, 1844 以下, タヌキ) の痕跡調査を行い, 川辺

林が本種の回廊として利用されていることを報告した.

タヌキの行動圏は環境や個体により大きく異なり, 島嶼

では数 ha から十数 ha 程度 (Ikeda et al.,1979), 本州で

は数十 ha 程度を示す (野柴木,1987；山本,1993；山本ほ

か,1994；関谷,1998 など). 更に亜高山帯では 1000ha を

超える例がある (山本ほか, 1994). 一方で都市域への進

出が知られ (曽根・土方,1992), 行動圏の広さと移動能

力から残された緑地を回廊として利用し, 生息の維持や

分布回復を図っている可能性が高い. そこで, 千々岩ほ

か (2004) が行った調査地において, タヌキの行動追跡

と自動撮影カメラによる川辺林利用のモニタリングを行

い, 川辺林 (堤外地の林) と残存林 (堤内地の孤立した

林) の利用を把握することで, その役割と生息地の孤立･

分断化の影響を検討した.

調査地

豊田市中心部を流れる矢作川中流域を対象に千々岩ほ

か (2005) の範囲から 2 つのエリアを選出した (図 1 ).

調査地 ｢ A ｣ は行動追跡調査を行うエリアとし ｢都市ブ

ロック (豊田市,1996)｣ の最上流部にあたる越戸ダムか

ら, 百々貯木場跡にかけての左岸から西部の堤内地及び

丘陵地である. 調査地 ｢ B ｣ は平成記念橋から上流部に

かけての左岸の川辺林であり, 自動撮影カメラによって

川辺林の利用傾向を把握する調査を行った. 越戸ダムか

ら下流においては矢作川を境に東部は低地及び丘陵地で

あり, 西部は平野となる. この為, 東部は住宅地・集落
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川辺林と残存林がホンドタヌキ(Nyctereutes procynoides viverrinus)の

Function of riverside wood and remained small-scale wood

in habitat utilization of Raccoon dogs

千々岩 哲
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要 約

タヌキの分布境界に位置し都市と里山が交錯する豊田市中央部において 2003 年 3 月から 1 年間, ホンドタヌキの成獣メス
に電波発信機を装着し行動追跡による行動圏利用を調査した. 本種は主に自動車や人の動きが少ない夜間に活動し, 冬季には
移動速度が速くなった. 行動圏サイズと移動速度の季節変化は同調せず, 行動圏サイズは出産・育仔前期には縮小し, 秋季に
最大となった. 秋季の行動圏サイズの拡大は, 仔の独立・分散と関係していると推察された. 川辺林は行動圏の移動を確保す
る回廊として利用されただけでなく, 日中の泊り場の 71.4%を占め, 利用率は 78.6%に達し, 出産・育仔の中核的な場所とし
ても利用された. このことから川辺林であるエノキ-マダケ林とアラカシ林, ツルヨシ-ヤナギ群落への選択性は高いものとな
り, 川辺林依存が強いことが示唆された. 更に自動撮影によるモニタリングから川辺林では, 水際部の選好性が強いことが確
認され, その重要性が示唆された. 川辺林と残存林は断続的に存在する樹林を繋ぐ回廊として機能し, 採食, 出産・育児の場
として重要な役割を果たしていることが明らかとなった.

キーワード：タヌキ, 川辺林, 残存林, 生態学的回廊



86

千々岩 哲

図 1 調査地域.



と残存林, そして畑や果樹園などの耕作地がモザイク状

に存在する景観であるが, 西部は都市・住宅地化が進ん

でいる. 川辺林にはマダケ Phyllostachys bambusoides が

優占し, エノキ Celtis sinensis var. japonica の高木など

がこれに混ざる. また移行帯を有する水辺にはタチヤナ

ギ Salix subfragilis のどのヤナギ類やツルヨシ Phragmites

japonica などの群落が形成されている. また, 越戸ダム

近辺は岩場が多く存在し景勝地となっており, 下流の平

戸橋までは左岸のほとんどは急峻な場所となっている.

調査方法

行動追跡はラジオテレメトリー法 (自然環境研究セン

ター, 1996) により行った. このため主に鳥の唐揚を誘

引餌に用いて対象地域に捕獲檻 (Havahart 社, Two door

Live trap 1050. 及び HOGA 社, 捕獲檻) を複数台設置

し, 1 日 1 回見回りを行った. 捕獲作業は 2002 年 4 月か

ら 2003 年 3 月である. 個体が捕獲された場合は, できる

だけ速やかに対応し, 若齢個体や疥癬症等の疾病状態に

ある個体は速やかに放逐した. 2003 年 3 月16日に成獣メ

ス 1 頭 (体重 4.2kg) を捕獲し麻酔薬を用いて不動化し

た後, 電波発信機 (ATS 社, Model-8) を装着し, 十分

覚醒したことを確認した上で捕獲現場にて放逐した. 電

波発信機の装着個体はこの 1 頭のみに留まり, 2004 年 3

月28日に脱落した電波発信機を回収した. タヌキは夜間

を中心に活動する (関谷,1998) ことから日没 1 時間前か

ら日出 1 時間後までの行動追跡調査を 2003 年 3 月下旬か

ら 2004 年 3 月の約 1 年間, 12 月を除く毎月 1 夜以上行っ

た ( 5 ～ 7 月, 1 月, 2 月は 2 夜実施). またこれに合せ

て, 1 日の中で活発に活動する時間を把握するため24時

間の連続追跡を最低毎月 1 回 ( 4 月, 6 月, 8 月, 9 月,

10月, 11月は 2 回実施) 行った. 延べ33夜 (内, 24時間

調査が17日) である.

位置を確認するための方探作業は, 15分毎に指向性の

八木アンテナ (AF Antronics 社,Model F147-3FB) を用

いて 2 地点以上から行い 2500 分の 1 縮尺の地形図に記録

した. 得られた位置情報を基に土地利用の解析を行うた

め, 調査地域を 25m の格子に区切り, 各グリット内の利

用頻度を算出した. また, 現地を歩いて植生群落の分布

状況を 2500 分の 1 縮尺地形図に記録した. この情報も同

様の格子により, 各グリッド内で最も優占している群落

をそのグリットの植生として, 利用頻度の情報とリンク

させた. 解析においては季節変化を捉えるために 3 - 4 月

を春季 (交尾・妊娠期), 5 - 6 月を初夏季 (出産・育仔

初期), 7 - 8 月を夏季 (育仔後期), 9 -11 月 (仔の独立・

育仔夜期), 1 - 2 月を冬季として集計を行った. また,

環境選択にはイブレフの環境選択指数 (由井・石井,1994)

を用いた.

行動圏サイズの算出には最外郭法 (Minimum Convex

Poligon100％, 尾崎・工藤, 2002) を用い, 日没の１時

間前から日出後１時間までのデータを対象として行動圏

の内部構造解析を行った.

｢ B ｣ エリアで実施した川辺林の利用傾向を把握する

調査は, 川辺林の幅が広い場所を 2 ヶ所選んでおこなっ

た (st.1～3 及び st.4 ～ 6). それぞれの場所で河道と直角

に水際から堤内地に向かって ｢水際｣, ｢中央｣, ｢内陸側｣

として等間隔に撮影日時が記録できる自動撮影カメラ

(麻里府商事,センサーカメラ fieldnoteⅡ) 3 台を連続設

置した (図 1 ). 調査期間は 2004 年の 4 月から12月まで

46日間 (45夜) で, 内訳は 4 月と 5 月は 3 夜, 6 月 4 夜,

7 月 8 夜, 8 月 5 夜, 9 月 3 夜, 10月 5 夜, 11月と12月は

7 夜である. また, 4 月～7 月までは st.1～st.3 のみで行

い, 8 月以降は全ての st.で実施した.

結 果

１) 活動時間と距離の時系列変化

追跡調査により得られた情報から, 時間帯毎の平均移

動距離は, 時台 241m±192(SD), 2 時台 310m±239(SD),

3 時台 279m±281(SD), 4 時台 189m±248(SD), 5 時台

154m±234(SD), 6 時台44m±126(SD), 7 時台 9.8m±33

(SD), 8 時台 4 m±11(SD), 9 時台43m±112(SD), 10時

台19m±47(SD), 11時台32m±92(SD), 12時台36m±116(SD),

13時台18m±62(SD), 14時台 4 m±14(SD), 15時台 0 m,

16時台22m±70(SD), 17時台82m±172(SD), 18時台 252m

±259(SD), 19時台329m±281(SD), 20時台277m±191(SD),

21時台 298m±242(SD), 22時台 201m±234(SD), 23時台

311m±251(SD), 24時台 306m±261(SD)であった ( 1 時台

～ 5 時台及び19時台～24時台 n =33, 6 時台 n =27, 7 時

台 n =19, 8 時台～14時台 n =17, 15時台 n =18, 16時台 n =

23, 17時台 n =30, 18時台 n =32). つまり18時から 3 時ま

での間に活発に移動する一方で, 日中はほとんど動かず,

特に日の出後の 2 - 3 時間と15時台前後に顕著であった.

このことから関谷 (1998) と同様に日中は泊り場に留ま

り, 日没後の夜間を活動時間としていることが明らかと

なった (図 2 , Fisher’s-test,危険率 5 ％, F 値=9.83, P ＜

0.0001). また, 夜間においては22時台と 1 時台に移動の

鈍りがあり, 22時台と23時台及び22時台と24時台の間に

は移動距離に有意な差がみられ (Fisher’s-test,危険率 5 ％,

前者 P =0.025, 後者 P =0.035), 夜間に一度休息を取る傾
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向が認められた.

各季の移動距離の平均は, 春季 142±199(SD)m, 初夏

季 170±233(SD)m, 夏季 148m±191(SD)m, 秋季 174±236

(SD)m, 冬季 229±278(SD)m であり, 冬季の移動距離が他

の季節よりも長く, 初夏季以外を除いて有意な差が認め

られた (図 3 , Fisher’s-test,危険率 5 ％,対春季 P =0.006,

対夏季 P =0.009, 対秋季 P =0.041). つまり冬季には素早

く移動していることになる.

２) 行動圏の季節変化 (重複率) と内部構造

最外郭法 (MCP100%) による各季の行動圏サイズは春季

56.7ha, 初夏季 29.6ha, 夏季 28.3ha, 秋季 96.9ha, 冬

季 56.3ha であり, 年間の行動圏サイズは 98.9ha となっ

た. 他の季節に比べ秋季の行動圏サイズが突出して広い

ものであった.

行動圏の内部構造をみると, 一年間のうちで利用頻度

が高い場所 (以下, 集中利用地) が 7 ヶ所確認された

(図 4 ). このうち 1 ヶ所を除いて全てが川辺林であり,

出産・育仔初期にあたる初夏季においても同様に川辺林

が高頻度に利用された (表 2 , 図 5 ).
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図 2 移動距離の季節変化. 棒高は平均値を, 棒上の線は標準偏差 SD を表す.
*は Fisher's-test によりＰ<0.05 の有意差, **は P<0.001 の有意差があったもの.

図 4 年間の行動圏利用. 格子サイズは 25m 四方で, 山の高さを
示す数値は１ポイントを 15 分とした累積値.

図 3 移動時間の傾向. 棒高は平均値を, 棒上の線は標準偏差 SD を表す. *は Fisher's-test によりＰ<0.05 の有意差があったもの.
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表 1 に示した通り行動圏は季節変化し, これに合せて

季節毎の集中利用地も変化した. 春季は年間の行動圏の

北部地域のみ利用し, 最北部近くの左岸のマダケ林 (倒

木マダケの堆積地) を集中利用地としていたが (図 6-a),

初夏季には岩の割れ目や堆積による隙間を有したやや急

峻な川辺に残るアラカシ Quercus glauca 林へと場所を移

した (図 6-b). 調査個体は, この年, 少なくとも 2 頭を

出産し, 少なくとも 1 頭を独立させたことから, おそら

くこの場所で出産と初期育仔を行ったと推察される. 夏

季には, また場所を代え川辺林ではなく, 堤内地のスス

キ Miscanthus sinensis やセイタカアワダチソウ Solidago

altissima からなる高茎草本群落及び隣接するマダケ林を

集中利用地とした (図 6-c). これまでは, 矢作川左岸の

川辺林とそれとほぼ連続して存在する斜面の残存林を利

用して, 円を描くような移動及び土地利用であったが,

秋季には川辺林や残存林を一層回廊として活用し, 南部

へと行動圏を大きく広げた. 集中利用地は春季で確認さ

れた最北部付近のマダケ林と川辺のネザサ Pleioblastus

chino var. viridis 群落の 2 箇所であった (図 6-d). 冬季

は秋季に比べ行動圏は小さくなったが, 秋季と同様に南

部地域の利用が確認された. 集中利用地は, やはり行動

圏の中核を成す北部に位置し, 矢作川の右岸, 行動圏の

最北部にあたるネザサ群落であった (図 6-e).

各季節の行動圏の重複率では, 初夏季と夏季で 89.4%,

春季と冬季で 90.4%と高かったのに対して, 初夏と秋季

30.1%, 夏季と秋季 28.9%と低く (表 1), 季節に伴って大

きく行動圏が変化した. 特に夏季から秋季への移行によ

る行動圏の拡大が顕著であった.

調査を連日実施した場合は, 途切れた日程で行った場

合よりも泊り場の確認数が少なくなる. このため確認数

は各季で異なるが, 1 年間で 14 ヶ所が確認され (図５,

表 2, 春季 n=11, 初夏季 n=15, 夏季 n=13, 秋季 n=18,

冬季 n=13) その内 10 ヶ所 (71.4%) が川辺林であった.

最も多く利用されたのは No.1 であり, No.4 と No.6 がこ

れに続き, 川辺林の利用は 78.6%を占めた. 夜間の活動

時間の情報を基に見出された 7 ヶ所の集中利用地と 14 ヶ

所の日中の泊り場は全て重複し (表 2), 確認した日中の

泊り場数に対する集中利用地数は 50% (n=7) であった.

集中利用地に使用されない泊り場は 7 ヶ所認められた.

全 14 ヶ所の泊り場間の距離は 154m±125 (SD, n=13, 最

長 535m, 最短 57m) であり, 2 例を除いて 200m 以下の間

隔で複数の泊り場を設けていた.
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表 1 季節毎の行動圏重複率.

注釈) 集中利用地の ｢有｣ は利用が認められたことを示す.

表 2 泊り場の利用状況と集中利用地との重複.
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図 5 日中の泊り場の分布. ●は日中の泊り場の位置. 数字は通し番号.
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図 6-a 春季の行動圏利用.

図 6-d 秋季の行動圏利用.

図 6-b 初夏季の行動圏利用.

図 6-c 夏季の行動圏利用.
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３) 道路横断箇所の傾向

行動圏内の緑地・樹林を利用するためには, 必ず一般

道を渡る必要がある. 今回確認された回廊の連結部とな

る道路横断箇所は 10 箇所で, その多くは川辺林と残存林

が近接する場所であった (図 7). 最も利用が多かったの

は, ルート 2 (20.7%), これにルート 3 (17.4%), ルート

1 (13%) が続いた. 利用率が高かった場所は, やはり行

動圏の中核を成す行動圏の北部で, 中部に位置するルー

ト 6 (12%) と南部に位置するルート 7 (12%) は川辺林と

共に, 行動圏の南部に移動するには欠かせない回廊となっ

ていた. この 2 つの利用頻度が比較的高いのは, 往・復

路として利用することが常であったためである. また横

断両サイドの樹林間距離は 38m±38.1 (SD, 最長 114m,

最短 9m) であった. 道路横断箇所を規格別にみると片側

2 車線の場所が 4 ヶ所 (ルート No.2,4,5,9) あり, 横断

確認割合は 38%であった (n=35). 更に道路の両側に存在

する森林の遠隔距離が 30m を超える場所は 6 ヶ所 (ルー

ト No.1,2,4,7,8,10) にのぼり横断確認割合は 56.5%

(n=52) を占めた. このため単純に樹林間の距離で選ばれ

ておらず, 泊り場と採食地との距離, 人の出入りや道路

の見通し等, 彼らのおかれている状況に伴い複数の要因

が関係していると考えられる.

４) 植生の選択性

夜間の集中利用地や回廊としての利用, そして日中の

泊り場として, 川辺林を選好している可能性がうかがえ

た. イブレフの環境選択指数を導いた結果, 年間を通し

て常に選択性が高かったのは川辺林に代表されるエノキ-

マダケ林であり, 逆にスギ・ヒノキ (針葉樹) 林, 田畑・

果樹園, 住宅・造成地が好まれないことが示された. ま

た, 水辺に成立するツルヨシ-ヤナギ群落の選択性も高かっ

たが夏季と秋季に低下した. これに代わりに落葉広葉樹

林と水田・果樹園並びに住宅・造成地が増加し, 川辺林

よりも内陸の残存林の利用が増加したことを裏付けるも

のとなった. 特に秋季は南部に行動圏を拡大させて残存

林の利用率が上がったことが大きい. 続いて選択性が高

かったアラカシ林も存在するのは川辺であることから,

やはり川辺林への依存の高さを一層示唆するもので

あった.

５) 川辺林の水際部の重要性

これまでの結果から川辺林が回廊として機能している

ことが示された. 自動撮影カメラを用いて川辺林の利用

をより詳しく調べると水際付近の利用頻度が高く, 内陸

(堤内地) へと向かうほど利用が減少する傾向にあった.

そして, 水際と内陸の利用頻度には明らかな差が認めら

れた (Fisher’s-test 危険率 5％, 水際-内陸間, P=0.013).

このことから本種が水際に選好性を持っていることが示

唆された.

考 察

１) 生活史と活動パターンの変化

タヌキは夜行性を示し, 日中は泊り場で過ごすことが

知られている (関谷,1998；山本 1993；山本ほか,1994).

本研究においても日中はほとんど移動することがなく同

様の傾向が得られ, タヌキが人の出入りや自動車の往来

が減少し, 行動の制限を受け難い時間帯に活動している

ことが明らかになった. また, 日没後に活発な移動が確

認され 22 時頃に一度活動が衰えることから, 夜間に一時

休息を取るものと推察され, 山本 (1993) の結果と類似

するものであった. 移動先の休息には日中に使用した泊

り場とは別の泊り場を利用することがほとんどであり,

行動圏内に複数の泊り場を点在して確保 (Kaneko et al.,

1998；関谷,1998) できることが生息を可能とする条件で

あると考えられる.
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図 6-e 冬季の行動圏利用.
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川辺林と残存林がホンドタヌキ(Nyctereutes procynoides viverrinus)の行動圏利用に果たす役割

図 7 道路横断を確認した場所と頻度. 矢印は道路横断箇所を, 数字は通し番号を, 括弧内の数値は確認した横断数を示す.



単位時間当りの移動距離 (移動速度) は日変化だけで

なく季節変化も示し, 特に冬季の値が著しく高かった.

一方で, 冬季の行動圏サイズの広さは秋季に続くもので,

両者は同調しなかった. この傾向は育仔初期に当たる初

夏季にも当てはまり, 移動速度は早いが行動圏サイズは

他の季節に比べて低いものであった. この理由はおそら

く授乳のための帰巣により活動時間に制限がかかるため

と考えられ, 福江 (1992) も金沢市における調査で妊娠

期や育仔期前期に成獣の行動圏サイズが小さくなること

を報告している. また, 冬季には夜間の移動速度が速かっ

た上に活動時間も長かった. 秋季は仔の独立・分散が起

こる時期であり (野柴木,1987；山本ほか,1994), 冬季は

この延長上にあると考えられる. 秋季には残存林の果実

などを採食するために行動圏が拡大すると捉えることが

できるが, 行動圏の中核となる北部には多くのカキが結

実していたにもかかわらず, 南部へと行動圏を大きく拡

大させた. これは仔の独立・分散を容易にするために親

はできるだけ広域を連れて歩き仔の独立・分散を促して

いる可能性がある. 移動速度が速いことはそのことの表

れではないかと推察された. 9 月 28 日には成獣ペアと当

歳児 1 頭のグループで探餌移動をしているのを確認した

ことから, 秋季において親が仔を伴って活動していたこ

とは明らかである. また, 2004 年 12 月には母仔同伴の

行動が自動撮影カメラにより確認されている (千々岩

未発表). 野柴木 (1987) によると志賀高原では仔数平均

4 頭であり, 3 年間を通して安定的していたという. しか

し調査個体の仔数は 2003 年に 1 頭, 2004 年には 2 頭で

あったと推察され, 産子数が低いか, 初期死亡率が高い

状況にあると推察される. このことから調査地域の自然

環境がタヌキの繁殖に良好な状態ではなく, 仔の独立・

分散の遅滞が生じている可能性がある.

２) 生活圏として川辺林と残存林の果たす役割

調査個体の年間行動圏サイズは 98.8ha と丘陵地・低山

地におけるタヌキの行動圏として山本ほか (1996) が報

告している成獣個体の平均値 32.3ha に比べて随分大きな

値であった. しかし, 季節単位でみると最小値は 28.3ha
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図 9 河川林内の利用傾向. *:P ＜ 0.05

図 8 イブレフの環境選択指数による環境選択の季節変化.



る道路の再整備においてボックス・カルバートやコルゲー

ト管などを用いたアンダーパス (地下道) を敷設するこ

とや切通しの道路には, 橋梁を設置しオーバーパス (頭

上道) としての通り道を併用させるなどの保全措置を講

じることが望ましい.

樹林の縮小や分断は, 回廊としての役割を減退させる

ばかりでなく, 同種・異種の出会う確率を増加させると

推測される. この状況はヒゼンダニによる疥癬症をはじ

めとする疾病蔓延のリスクを高めることになり, 個体群

の存続だけでなく, ペットや人への感染も心配される.

また, アライグマやハクビシンなどの外来生物の生息が

確認されており (千々岩,未発表), その対策も課題とし

て挙げられる. 特にアライグマについては食物資源の競

合などの影響が指摘され (池田,2004), 体重もタヌキの

2 倍に達することから移動を含めた生活史全体への影響

が懸念され, その個体数増加を防ぐことは将来予測され

る農業被害の発生防止を含めた急務の課題であると捉え

るべきであろう.
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と決して広いものではなかった. 年間の行動圏サイズが

極めて大きかったことは, 秋季と冬季の南部への行動圏

拡大が大きく利いている. 調査地域は川辺林や残存林が

モザイク状に存在し, 連続性が保たれている. タヌキは

エノキ-マダケ林やアラカシ林, ツルヨシ-ヤナギ群落な

どの川辺に分布する樹林, そして季節的には堤内地の落

葉広葉樹林を選択し, 川辺林と残存林を渡り歩いて生活

している. このことから行動圏内にはタヌキにとって利

用価値が低い環境が多く含まれ, 実際に利用される場所

は, 年間行動圏の 1/2 程度と推定される.

14 箇所確認された泊り場は, 先に述べた通り夜間の休

息地として利用され, 集中利用地としても重要であった.

泊り場のほとんどは 200m 以下の距離間で点在しており,

残された樹林を渡り歩く利用様式を確保する上で樹林の

ネットワークは欠かせないものであろう. 現在の残存林

は, 小面積でありながら複数の泊り場を設けることがで

きる環境条件を備えており, その機能を軽視すべきでは

ない. しかしこのことは見方を変えれば, 好条件の場所

がないために限られた樹林を活用している結果であると

捉えることも事実であろう. 哺乳動物の保全には川辺林

の幅を 50-100m 保持する必要があるが (高橋ほか,2003),

行動圏内の川辺林の幅は 20m に達しない場所が存在する.

残存林についても 100ｍに達しない箇所が複数あること

から, 生息地として不適な状態にあると考えられる.

食物資源の種類や量は季節に伴い変化し, タヌキの採

食物も季節変化をみせる (Ikeda et al.,1979；糟谷,2001；

山本・木下,1994). 本研究では採食物の調査は行ってい

ないが, 行動圏と環境選択の季節変化から採食物も同様

に変化していることは間違いないであろう. 特に泊り場

と集中利用地として高頻度に利用される川辺林について,

採食地しての価値を把握することが重要である. Ikeda et

al. (1979) は採食物として魚類を, 増田ほか (1997)

や関谷 (1998), 山本・木下 (1994) は両生類を確認して

いる. 川辺林や水辺に暮らす鳥類を採食していた例では,

サギ類 Ardeidae (糟谷,2001) やヒヨドリ Hypsipetes

amaurotis, キジバト Streptoperia orientalis, コジュケイ

Bambusicola thoracica (山本・木下,1994) が報告されて

いる. 千々岩ほか (2004) は矢作川において水際にタヌ

キの足跡が頻繁にみられることを報告した. そして今回

の調査で川辺林の水際部が選択的に利用されていること

が明らかになったことから, タヌキが水辺を採食地とし

て重要視している可能性が極めて高い. そして川辺林や

残存林という細長い形状の林が主であるが故に, 食物資

源の変化が著しく, 開発等による土地改変や果実類の不

作などが泊り場の確保や仔育てに影響し易い環境である

と考えられる.

池田・小野 (1980) は自然環境保全基礎調査に伴うア

ンケート情報を解析し, タヌキが森林率 40～70%の地域

に選好性を持つことを見出し, 園田・倉本 (2001) は,

神奈川県下においてアンケート情報と GIS 解析により森

林・農地域, 及び森林・農地・住宅地域に選好性が高い

ことを明らかにしている. 本研究では, 樹林とツルヨシ

やヤナギなどの藪や低木林が選択されていることが示さ

れた. 夏季には森林性や草地性の昆虫類であるオサムシ

科 Carabidae, シデムシ科 Silphidae, バッタ科 Acrididae

など主食とすることが知られ (糟谷,2001；山本・木下,

1994), 採食地としても樹林が大きな役割を担っているこ

とを示唆している. 山本ほか (1996) は妊娠期から育仔

後期にかけて樹林の選択性が高まることなどを挙げ, 都

市への適応力も活動基盤となる緑地が存在して初めて成

り立つものであると指摘しており, タヌキの生息を持続

的なものとしていく上では川辺林と残存林の保全, また

はそれらの拡充が必須であると言える.

３) 回廊としての川辺林と残存林の保全

川辺林は泊り場と休息地, そして採食地として重要で

あることが示唆された. そして, 残存林と併せて回廊と

して機能していることが確認された. タヌキは複数の個

体と行動圏を重複利用することから (Ikeda et al.,1979；

関谷 1998), 狭い回廊であっても果たす機能は軽視でき

ない. 確認された道路横断の場所は決して樹林が近接し

ているものではなく, 平均 38m, 最長 114m 離れていた.

これは樹林間の距離が, 横断場所の決定要因でないこと

を表しており, 採食地・休息地のような重要地の位置関

係を効率的につなぐことが優先され, 分断化した残存林

を利用して生活する上で止むを得ない状況にあると考え

られる. 調査個体の産子数が他地域の報告数に比べ少な

かったことは, 生息地の質が良好でないことを示唆して

いると思われる. 高速道路の供用延長に合せてタヌキの

死亡個体が急速に増加していること (井部,1998) や川崎

市におけるタヌキの死亡要因の 70%以上が交通事故であ

る現状 (木下・山本,1993；木下・山本,1996) が示すよ

うに生息地の分断・孤立化は単に生息地としての価値を

低下させるだけでなく, ロード・キルなどの死亡要因を

増加させることに繋がる. 木下・山本 (1993) は死体の

発見場所の傾向として, 泊り場となる緑地の存在や見通

しの悪い場所, 交通量などを挙げており, 事故死の要因

に生息地の景観構造と行動圏利用の関係がうかがえる.

調査地域においては, 既に生息地の分断化が進行してい

ることから, 樹林の拡充以外の方策として, 今後行われ

95

川辺林と残存林がホンドタヌキ(Nyctereutes procynoides viverrinus)の行動圏利用に果たす役割




