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赤外線センサーカメラで撮影された闇市岐阜県百年公園の哺乳類

説　田　健　一

Mammals photographed with aninfrared”triggered camera at Gifu

Prefectural Centennial Parkin Seki City

Ken”ichi SETSUDA

1，はじめに

哺乳類の野外調査は、①捕獲、②電波発信機を用いた

調査、③狩猟・交通事故によるへい死体の分析（ただし、

死体の入手が困難、または特定の種に限られる）、④糞

や足跡など痕跡の調査（しばしば、種の判定が困難）、

⑤聞き取りやアンケート（二次情報で信頼性の確認が困

難）などの方法が取られているが、これらの方法は限定

的で、調査の効率が概して悪い（平川，2003）。そのた

め、近年、赤外線センサーカメラによる自動撮影が哺乳

類の野外調査の手法として検討されるようになった

（MIURA etal．，1997；FoRESMAN＆PEARSON，1998；

YASUDA et al．，2000；CARBONE et al．，2000，2002；

JENNELLEetal．，2002；平川，2003など）。

岐阜県百年公園は県南部関市小屋名の標高100m前後

の丘陵地にある。周辺地域は住宅地や高速道路へ開発さ

れたが、置県100年事業の一環で、約100haの里山林が

県営公園として残された。園内の植生は尾根を中心に概

ねアカマツ林で、谷筋にコナラ林が見られる。公園内の

動物相の調査は昆虫に関する報告（宮野・安藤，1982；

宮野ら，1983）があるが、他の分類群についてはない。

2003年2月上旬から赤外線感知型センサーカメラを使

い、百年公園内で哺乳類の自動撮影を試みた。ここでは、

12月‘下旬までに得られたデータから、カメラの作動要因

と撮影された哺乳類について報告する。

2，調査地および調査方法

図1に示したAからIの9地点に赤外線感知型センサー

を内蔵したコンパクトカメラ（麻里府商事のSensor

Camera Fieldnote）3台を設置した。カメラは地上から

20cm程度の高さで木の幹に雲台付クリップを使って固定

した。フイルムは富士写真フイルム株式会社のFUJI

COLORISO400、36枚撮りネガフィルムを主に使用し

た。以下に9つのカメラ設置地点の景観の概要と設置期

間及び総撮影日数を記す。

地点A（図2）は急峻な山腹にある堰堤で、その両端

には狭い獣道がある。3月11日から4月13日、4月22日

から8月29日、および10月13日から12月9日までの計219

日間、カメラを設置した。
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図1。岐阜県百年公園北部の地図．A～I：カメラ設置地点．
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図2，地点Aの景観（堰堤を歩くノネコ　2003年3月15日12時51分）．
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図3，地点Bの景観（落葉の照り返しにカメラが作動　2003年12月15日12時38分）．
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図4。地点Dの景観（ハシブトガラス　2003年5月31日13時27分）．
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図5。地点Eの景観（キジバト　2003年12月11日13時35分）．
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図6。地点Fの景観（キジ　2003年2月24日12時1分）．
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図7。地点Hの景観（来園者　2003年12月17日11時28分）．
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表1，各設置地点における作動要因別の撮影頻度．（）内は作動回数．

17

設置地点 ������������(����������8����������H����������X����������h����������x���������������������合　計 

設置日数 �#���������������������h����������C8����������C��������X����������(����������#H����������2�533 

作動要因 哺乳類 ���C#ヨ�田8�｣��C�滴��3X�｣��C338���c(�｣��C#s����(�ｨ����C3ch�鉄h�｣��C�38���x�｣8�C����塗�｣��C�����#H�｣8�C����祷�｢�0．420（224） 

鳥　類 ���C�3x�嶋�｣��C��x��8�｣��CS���祷�｣��C�C��塗�｣��C�C���(�｣��C�cx����ｨ������������CSC(���8�｢�0．078（42） 

昆虫類 ���C�c����X�｣��C�38�塗�｢�0．039（21） 

人 ���C�s����H�ｨ������������������������������������������������������CS�8���H�｢�0．053（28） 

陽たまり ���C����滴�｣��C�3���#X�ｨ������������C�C��塗�ｨ������������C�38��(�｣(�CS���店�｣��C�C(����｢�0．081（43） 

要因不明 ���C�����#h�｣��C�#(�滴�ｨ����������S�ド�嶋�｣��S�C���(�｣��H�S�cx����｢�0．077（41） 

露出不足 ���C�����#H�｣��C�S��祷�ｨ������������C�C��塗�｢�0．073（39） 

合　計 ���Cc3����C��｣��CS38�涛h�｣��Cャ8�����｣��CャH��3��｣��CCc8�田��｣��CC����#��｣X�CS�������｣(�C�cx�鉄(�｣8�C����祷�｢�0．822（438） 

〝，LI
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蛍
理

間．聞
A（219）　B（180）　C（6）　D（43）　E（41）　F（15）　G（2）　H（24）　1（3）　合計（533）

設置地点（設置日数）

臆哺乳類　図鳥類　ⅢⅡ昆虫頴　田i人　目陽だまり　□要因不明　臼露出不足

図8，各設置地点におけるカメラ作動の要因別構成比

地点B（図3）は博物館薬草園近くのコンクリート壁

上の側溝で、壁面上方の尾根から狭い獣道が合流する。

6月5日から11月25日と12月1日から20日までの計180日

間、カメラを設置した。

地点Cは尾根上の遊歩道で、北西の尾根から踏み跡が

合流する。12月20日から27日までの計6日間、カメラを

設置した。盗難防止のため設置時間は午後16時から午前

9時までとした。

地点D（図4）は遊歩道の見晴台から北西にのびる尾

根上の中間地点で踏み跡があり、南方の谷から狭い獣道

が合流している。2月11日から12日と4月23日から6月

3日までの計43日間、カメラを設置した。

地点E（図5）は山腹の踏み跡で、南方の谷と北方の

岩場から狭い獣道が合流している。11月15日から12月27

日（ただし11月22日を除く）までの計41日間、カメラを

設置した。

地点F（図6）は谷をはさむ狭い獣道で、2月23日か

ら3月10日までの計15日間、カメラを設置した。
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図9。地点Hで撮影されたコジュケイ（2003年11月29日9時12分）．
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図10。地点Cで撮影されたトラツグミ（2003年12月23日15時41分）．
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図11。地点Cで撮影されたシロハラ（2003年12月22日6時38分）．
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地点Gはため池の北東岸で、2月16日から17日までの

計2日間、カメラを設置した。

地点H（図7）は北西から南東方向へ延びる尾根上の

踏み跡で、2月7日から8日と11月27日から12月20日ま

での計24日間、カメラを設置した。

地点Iは民家の東側の材置き場で、11月25日から27日

と12月11日から12日までの計3日間、カメラを設置した。

盗難防止のため設置時間は午後16時から午前9時までと

した。

フイルムの残量チェックは3日に1回程度行い、残量

が数枚となったところでカメラを回収し、フイルム交換

した。電池は36枚撮りフイルムを3本撮影した後に交換

したが、地点EとHでは36枚撮りフイルム2本撮影した後

に交換した。

得られた写真を7つの作動要因（①哺乳類、②鳥類、

③昆虫類、④人、⑤陽たまり、⑥作動要因不明、⑦フラッ

シュ未発光による露出不足）ごとに集計し、一日あたり

の作動回数を撮影頻度とした。ただし、フイルム残量確

認時に起きたカメラ作動は集計しなかった。

哺乳類は種類別に撮影回数を集計し、1日あたりの撮

影回数を撮影頻度とした。ただし、明らかに同一個体が

重複撮影されている場合は撮影回数を1回とした。

3，結果及び考察

（1）センサーカメラの作動要因

調査期間中に合計438枚の写真を得た（表1）。このう

ち、哺乳類の写真が約50％を占めた（図8）。計2週間

以上カメラを設置した地点では、地点E、F、Hが地点A、

B、Dに比べ全体の撮影頻度が高く、哺乳類の撮影頻度

も同様に高かった（表1）。

鳥類の写真は全体の約10％で（図8）、コジュケイ

Bambusicola thoraCica（TEMMINCK）（図9）、トラツグミ

Zbothem dauma（LATHAM）（図10）、シロハラ　Turdus

pallidus GMELIN（図11）、キジバト　StrWtopelia

orientalis（LATHAM）（図5）が多く、キジmasianus

coIchicus LINNAEUS（図6）、ハシブトガラス　CoryuS

macwrhynchos WAGLER（図4）、ホオジロEmberi2a

cioides BRANDTも撮影された。昆虫類の写真は全体の

約5％で（図8）、スズメバチの仲間（図12）が撮影さ

れた。来園者（図7）や清掃職員の通過によるカメラ作

動は全体の約6％を占めた（図8）。

陽たまり（図3）に反応したと考えられる写真は全体

の約10％を占めた（図8）。

作動要因不明や露出不足による無効撮影は全体では約

18％あり、地点AとDでは特に高く、あわせて40％弱を

占めた（図8）。平川（2003）はカメラ視野内の広い範囲

で動物を検知している場合に無効撮影が起きやすいと述

べている。地点AとDは他の設置地点よりカメラ視野が

広く、さらに地点Aは堰堤や低木など赤外線検地範囲内

に死角が多い（図2）。したがって、これら2地点では、

センサーが感知した対象がカメラの視野外や死角に移動

し、無効撮影が多くなった可能性がある。露出不足によ

る無効撮影は電池交換のタイミングを早くした地点（E、

H）では起きなかった（表1）。電池交換のタイミング

が長かった地点（A、B、D）では、残量が少なくなっ

た際にフラッシュが発光せず無効撮影が起きたのかもし

れない。

（2）百年公園の哺乳類

調査期間中に11種類の哺乳類が撮影され（表2）、カ

メラの設置期間が長い地点ほど撮影された種類数が多かっ

た（図13）。確認できた哺乳類の中で、アライグマ

Prvcyonlotor（LINNAEUS）、ノネコFbliscatusLINNAEUS、

タヌキNyCteleuteSpWCyOnOides（GRAY）、ハクビシン

nzgumalaruata（HAMILTON－SMITH）、ノウサギLepus

bmchyurusTEMMINCKの撮影頻度が高かった（表2）。

また、外来種3種（アライグマ、ノネコ、ハクビシン）

の撮影頻度が全体の約66％を占めた（図14）。園内で目

撃情報がある中型哺乳類の中で、ニホンザル脇caca

juscata（BLYTH）、ニホンリスSciuruslis TEMMINCK、

ヌートリアMyOCaStOr COyPus（MoLINA）は確認できな

かった。

アライグマ（図15）とタヌキ（図16）はほぼすべての

地点で撮影された（表2）。2週間以上カメラを設置し

た地点では、両種とも地点E、Fで撮影頻度が特に高く

（表2）、山腹の狭い獣道をよく利用していた。地点Bに

おいて、アライグマの親子が7月30日に撮影されており、

本種が百年公園周辺で繁殖していることが示唆された

（図15）。

ノネコ（図17）もほとんどの地点で撮影された（表2）。

撮影頻度は地点Hで特に高く（表2）、尾根上のやや幅

の広い踏み跡をよく利用していた。毛並みの違いから5

個体を識別することができた。

ハクビシン（図18）はアライグマやタヌキのように狭

い獣道がある地点（A、B、E）で撮影された。獣道よ

り幅が広い踏み跡がある尾根上の地点（C、D、H）で

は撮影頻度が低い傾向にあった（表2）。

ノウサギ（図19）の撮影頻度は地点Dで高かった（表

2）。地点Iでは10月21日に胸部から腹部の皮膚を裂かれ

死亡した個体が拾得されている。

キツネ（図20）は地点AとHで撮影された。地点Cが
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表2，各設置地点における哺乳類各種の撮影頻度．（）内は撮影回数．
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設置地点 ������������(����������8����������H����������X����������h����������x���������������������合　計 

設置日数 �#�����������������������h����������C8����������C����������X����������(����������#H����������2�533 

種名（和名） ノウサギ ���C��h����｣��C�cx����｣��C��h�店�｣��C�C���(�ｨ����������������������C�C(����｢�0．019（10） 

ネズミ類 ���C�����(�｣��C��x��8�ｨ����������������������C�#H����｢�0．011（6） 

アライグマ ���C�����#��｣��C�CH�嶋�ｨ������������C�#8����｣��C3C����H�｣��Cツx���8�｣��CS������｣��C�C(����｣��Cccx��(�｢�0．113（60） 

キツネ ���C��X����ｨ��������������������������������������������������������������C�C(����｢�0．004（2） 

タヌキ ���C�c����X�｣��C�����(�｣��C�cx����ｨ������������C##��祷�｣��C#cx�滴�｣��CS������｣��C�cx�滴�｣��Cccx��(�｢�0．071（38） 

ノイヌ ���C�#8����｢�0．002（1） 

テン ���C�Cx��(�｢�0．004（2） 
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図13，各地点でのカメラ設置日数と哺乳類の撮影種類数．
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図14。各設置地点における哺乳類の撮影頻度構成比．
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図15，地点Bで撮影されたアライグマの親子（2003年7月30日21時56分）．

顕8－ �� 亳�褸ｬ���X�Xﾘ"��x�x�yﾙｸ�MX�x蔗�.(���H�����|韵�����h�X�h�X�ﾂ�ﾆ�ﾘ�xｶ8ｯID��凵eザ 落籍霧・ �� � 劔顕圏圏国吉 

暮‘i‘i．・ ヽ●ヾ・ 撥繕議綴‥※緩緩 ii 題欝灘鰯緩 ・・i鰯・… 撥；盤三 ．ヽ・：・ ′タ．ヽ・：・ 劔��Y$ﾒ�ｵｹ�B���ﾉﾈｬ�)騷2�傀��4ﾙ��ﾉyJ闖�､ｨ����x�x�x�xｴYﾙｸ�h�yﾙ���v佩ﾈ�Xｭ2����譏ｴX舎khｶ�yﾘﾙX鬨�ｨﾋ齏ﾘﾙX繁6��ｹﾘ���l倅)|��h�xｬ���Yﾙｹ-H�R���y8�Hｬ�4ﾙDiJ隧h�h�X�ｶﾉ~ﾉJﾘｶ9ui��鈷�X�����h�h�H�(���b������igﾉ*饉yKH虜ｾﾈﾉﾎ��8�X�X�YJ�:ﾈ了:ﾉoB�

■i」∵∴＝1㌧ ��ii…1－11－　　　　　　一11日　　・1－1品　　　　　1－　　　　　　言．1　　㌧　一・i∴・・ ��X耳�X�(�(�X���� ��������� � 劔醗翳鰯諜畿総譜霧盤羅…諒生霊誓謹書諒」詰∴　詰∴姦霧義認　i二言　　　　i 

∴詰詰…諒二田∴∴言．二十詰 乂H���ﾇF$｢�凵兼P・ ��　丁∴＼ 鞠圏睦亜澄田鯉臨謹鑑 醗緩鰯騒 劑寤�恚c擬鰯競：薙整登臨霊蕪雑差遜畿発話擬態鑑 　　　　　鵜轍葦霊：i総・：・鰯灘 劔　　　　．d 　　　・強 　　　　酸一磐発議 　　　　　′i：・i・ 　　　　　談猿 轡※ 

園子 �� �� 劔��刳ﾉ、‘…靴∴∴∴　∴＝∵議経：詰 � ��X�����h�f�｢�

；遂；；；産業室議事；；；；百雷自重曇重縁 ��H�s����ｸ�yx��idB�凵戟f・ ��一言●●● 撥畿認 凵怐A・賀●●・ ��Hｶ8�X�H���xｴX�X�X���h�x�b��x�h�H�Iz2�欝 懇圏緩 ：．i総額醒醗隠滋 �����Xﾖｨ�h�H�f佇���ixX���X�Hﾇ凛h�H��$��鑑懸譲繊細：・ ※撥醗繍謹闘酵■‥ 　　　　鶴 　‥i：…；…；羅撥鍛 ii：i 　薫閥閥撥霊霧感溌 

ヽ′・”・：i〝 ．・：′・‘・ ヽ一、 ��◆ ：ヾ－ ��JU掬 格：・・・墾田匪醒醜態論 議醸轟 鵜繍聯●’ ■ 繊登態緩懸i 傭雪子守一‥： ．◆ ．弱躍・：‥・隷i‘・i‥ ・圏閏囲謹囲醍i・綴緩熊 “藷葬蝶！ 慈整課・．澄． i‘i‘；滋幾詰 灘品． 緩怒詩・ ー＿．・； 亳�褪�ﾙH�ﾈ�扱ｹIiki���H�B��h�X�"�・姥● 撥 饗：蔓 擬熊 i●， ��x�Yﾙｲ�+��8���*ﾘ�X5h�h�R�ｶ>､r�十等∴∴雪 霊鰯議 十”i．く ふ∴∴∴： ：・．・演義 ��iUB�ｵｸ��B��R�8r�懸 鶏．‘ 遽感 ��hｵb�ﾙｸﾆ��vB��H���i詰；潔”“∴‥i ∴∴∴＼∴ ：擬繕：笠懸襲撥 藍藻緩憲空拳ま 估Hﾉﾉ5���冏�爾�ｼ�ﾉﾂ��h+H�h�����2� ��一議澱‥葦 弱繚懸製織 慈緩・i“’‥；諒畿露認深謎・ ；．懸鰯灘 ＼ ◆ ：・：・｝・一・ ・∴・ ーi ・霧絹照鞍繊滋i：約1㌢ ●溌 ；㌫弼遜翳；・ 総点粟・滋 ・・撫 続・・．・－ 撥撥※鰯”：‘緩灘；醗鰯・翳麗熊圏謡閻 窮亭：i‘ ・‘・′●ヽ： 滋繕‥．－：：：‥∴詣露霊 場・i・i ∴・∴it・ ：ミミ．∴ゞ 欝・ 　弱諜 　謄 綱・言．擬、緩：※．． 

・．番 劍ｬ亳�� ���~ﾈｴY-Hｬ��X�宛2�亳ﾈｹ�驅��X��/ｩ�ｬ��ー〃●●ノノ・● � 

．．．．鱗鶉 劔)R�醗 十： ��8�Xｩb� ��y-I�i��im乂�����ﾂ��I-H矯ｧ傲ﾘ�hｴR�：十㌧：享∴∴㌻言．rr： 剏苑豪c綾．“’‘ 鷲幾繋：：． 

ii．撥露 ．－：筆 ・…。 ゝ∴∴ ����緬l��V�������b�滋 ・：・ノン ��X�X6ﾖ��末��ﾙ�H�x�B�綬 ��xﾉﾂ�>R�ｴX�x���諒さや＼∴∴ 票数 ・：liepi膳 ��為��YJ8�2� �� 

図16。地点Hで撮影されたタヌキ（2003年12月2日21時53分）．



赤外線センサーカメラで撮影された関市岐阜県百年公園の哺乳類 23

・高腰‾　－1－　1　　　　　　∴el1．1．－　　　　　111　　㌧主　‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二言‘　　i 

圏圏囲羅 劔劔� 劔劔剪� �� � ��� 亊i68�R�
1－雷鳥詰諒霊鳥藩露語∵∴∴吉子詰盗壷∴∴∴－ 劔劔���11－－ � 凵ﾟ報 �� ��言霊‥十回 �ｨ�(������iiSi，＝雷電∴ ��蔭ﾘ��耳���越xﾋ������ �� �� 

醗　醐瑠翻灘綴：・：　瀬． 軽率　　　　‥畿；濃霧： 　詰義務 劔劔� 劔劔 �� 刪鼬黶D－詳言 � ��圏 ���� 舒ﾒ�

1．： �-Hﾄ��霊：謙 � 剪� �� ��i ・：諒 劔劔�� �� � ��� ��榎��g&��

避犠 ��

醐耕： 誤縦 豫�� ���� ��� �� ���� 剪�∴∴二一年iil一． 

一　〇　∴㌍∵言霊 ���� ���� ���� �� �� 亦��X�越2�剪� �� � ��� ����ﾃ��ﾃ����������

i∵∴　∴∴ ������ ���� ���� �� �� � �� �� �� � ��� ���������?�ﾋ靼(耳�I?�ﾋ��8���

証言㍊三・高一章一 � 劔 

‾　　　　∴詰団結霊園吉田 迄耳蓼蔗������� ���� �� �� � �� �� ���X�r� � ��� 儻�68�H�h�hﾋ��宛ﾈ�����������

∴・一・∴・∴　i■ � �� 剪� �� ���� �� 剪���剪�

∴　＿＿∴諒闇：十二霊 ������ �� �� 劔劔精一 劔7r���8+�Kx耳耳爾�∴：告∴宮子‥点 � ��� 冖i|������������国昭謡溺 � ���� � �� 叨ｸ�h�hﾄb�＼； � � 劔 

調，一一∴接続∴　一　言撥・葦殺‥・：i：i栄一∴　一品1．年．iii∴ii ������ �6ﾘ98�B�V���ﾘﾉﾈ�xｴR��� 剪� �� � �� ��‘撥※ ����ﾈ�B���ﾇ���ｬ叨ｲ�-H�h�ｵｹ�Hｶ2�溜鰯亜 畿畿遥綴・撥欝 　議鮮・i � �� � ��依��H�駅凛iV俘(ｷｸ�I?����8耳自?����ﾈ�����ﾈﾋ��H���������ﾃ��ﾈ������������z6��

●i i 

（9　　　　　　　　　　　　1　∴1－．一品一一 ������ ����｢�i．－ � � �� �� � �� �� 俘)�(�h�u凛h�8�b�…：・詳言：詰高言 � �� � 况俘)W俶ﾘﾔ���?��X�I|悦ｹ�ｩeﾘ耳耳耳��������耳�YV迄�X��������������������������

＝1－1　　　　　1痛言予言∴一∴詳言詰宰詰崇高 豫��*ﾒ� 棣�ｦ��iﾘIﾙｲ�を 醸 �b�凵C ・－ � � �� �� � �� ��鐙 ��霊薬品難詰詰 � �� � 乂Hｶ8ｷ靜ﾉ/ｩzb�
※怒鷲 磯鶏※ 

詰十一　　　1－詰詰≡諒議 ��(�X�H�X�h�X�B�劔 ��� � ����i羅 � �� �� � � �� � 
騒 � 劔��i言霊織率葦圭 ���� ��H�H･ytB���∴一十士二二線一二詰∵一　－，確一曲．i十　　　i＝i詰 

国華論題∴詳言∴顕言霊 ����h�X�KIuX淑}YwyJ靄ﾎ､r�剪� � 劔 劔 劔 �� � ��ﾉJ��� 做佇ｸ耳��ｨﾋ靈��H���

図17。地点Hで撮影されたノネコ（2003年11月28日23時44分）．

掛． 　隷 �� � �� �� � 

：士シ ∴： 處���ﾋ驃ﾉ���8�8�9xR�����h+x�r����(�h�����2����X�8�2�����X�H�X�2��X�X�X�XｯB�　　　毅※・滋：： 識殺 ヽ・′ ei． 

撫擁 

．歎i 

ヽ・撫 鵠績 艶麗 　冨懇請 劔∴∴∴∴∴∴∴ 　′‘i：霊瀦 ●i‘綴謹撰 鐙軽譲繋・・・：露畿灘： 囲照，‥．関・葱騒 幾・撫：撥i‘；親善 綴轡経国醒・溺 ；；‘”‘縫・．．一議整調・：搬・・ 饗縄　馳‥ 

t・、・：・ ．：ゑ ‡ 　萌” ・脳i瀦拷・i’離∴ 〇十：・∴∴一言子鑑諺 ′● ・i・；翳撥 経線鰯…・iや∴ 義認．荻誓 ��露言霊 剏{綴 ��：・′ 亦��1∴鬱艶 麗畷・畿●‘i閣　議・ 　‥譲疑問艶譜臨闘鶏霧緩急 幾裁縫曲・：翠Tit謡凝欝翳認睦言遜 ＼＼、－ 

タ．ヽ・． 儖ｨ�x�b���Ykb��B�ｮﾙ}鰥ｨ�2��������9��凾ｷさこ 盗澱． ＿報HHE日報綱田豊盤： 

i・醤 剄u義鱗繁諒：黒言霊葦饗 懇願騒醗躍翳…績醗閥圏競盤認饗・ 　闘〝●‘●護醗　鰯 

∴：・＼、・。総 露語窪謡・ ‘・ン：‘ 

細　　　線鰯　　　　　．開園圏圏臨∴凋 
・諾謀　離議．‘●’：‘：“”‥　　；綴＝灘 i：∴●書 ．籍撥馨議願 ．ヾ 溺醗繊弱・：端整築諒類擬 ������Hｶ8���H6�������-8�X�����������8�������������ﾘ�h���������

、露 翳 ��X�V��X6ﾘ6ﾘ6ﾖ��Xｬ��ﾘｧｨｵｸ�H�H�B����������Y���－．騙醗・・醗笠懸翳騙鞄ノン　∴i“〝′“’∵　　　　　　　　醸　’綴 

ゝ：∴ ����������)68ﾉyV�宿ｮﾙz8傀�iDhﾉy68��ﾉy:�ﾉﾈ�X�H�H42��������ﾈ�h�X�X�X�h�H��Iif饂���i�����������h�鵜��h�h�h�h�h�h���H�(�x�I|��h�����y/｢��引���h�����������H�h�Hｬ亳8ｵｹ�H�n､xｶ2�&8�m冽ﾈ既xYx^<吋��9yY}影��ﾘﾘ(�hｶﾈﾛﾉ�Hﾘ(齎蓼ｧﾘｮﾉ7ｸｮﾉ7ｹ������ｶ>�ｼ�ｶ�Dhｵｸ�ixX�H�8�h�8�Hﾚy�B�
・・‥・；i懇請　　撥撥撥轡醗ナシ　　　　　　　　　　　　　撥　　　　蹄・溺開国閲 　読慈　　　　　　　　　　　　　　　　　“鵬　　　　蔦器類閣回田田圃圏田圃SSSSSSSS 

i．聞．諜：・　　　　高言．高∴∵言．皿　　　　　　．鵠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　怒超　　’“．緩緩灘撥懸饗溺閲臨調相賀賀 

図18，地点Bで撮影されたハクビシン（2003年6月9日23時39分）．
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図19。地点Eで撮影されたノウサギ（2003年12月6日4時41分）．
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図20。地点Hで撮影されたキツネ（2003年12月19日3時25分）．
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図21，地点Dで撮影されたテン（2003年2月12日1時19分）．
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図22，地点Bで撮影されたアナグマ（2003年6月13日1時25分）．
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ある博物館を取り囲む遊歩道（観察のこみち）では、本

種の糞を時々観察するが、今回の調査では撮影されなかっ

た。

テン脇rteS melamゆus（WAGNER）（図21）、イタチ

晩stelaitatsi TEMMINCK、アナグマ　MtZles meles

（LINNAEUS）（図22）などのイタチ科は、今回カメラを

設置した地点ではあまり撮影されなかった。

今回の調査では、カメラの設置台数が少なく、設置範

囲（図1）も公園内の一部にとどまった。さらに設置地

点が林内に偏り、一部の種類の撮影頻度が低く評価され

た可能性もある。しかしながら、ほとんどの設置地点に

出現し、撮影頻度も高いアライグマ、タヌキ、ノネコの

3種が百年公園内に多く生息することは間違いないと思

われる（表2）。アライグマとタヌキは同じ獣道を利用す

るなど生活圏の一部が重なることも示唆された（表2）。

アライグマはタヌキなどの在来種と競合し、ときには生

息地から在来種を排除することが知られている（池田，

2002など）。百年公園に生息する哺乳類について過去の

情報がないため、アライグマなどの外来種が園内に生息

する在来種に与えた影響は分からないが、今後も注意深

くモニタリングする必要がある。
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