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群馬県におけるハクビシンの分布状況
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分と四国4県で確認されている（鳥居， 1996)．

群馬県については，小山（1982）によって初めて水上町

での生息が報告され，県内での生息地はこの1ケ所だけと

考えられていた（布施・夏目， 1983)．その後，宮崎

（1987)，武（1990)，小林（1992）により他の地域につい

ても報告されている（図1）．

本稿では，群馬県立自然史|*物館とその前身である群馬

県立自然科学資料館に持ち込まれて収蔵されている標本と，

地元の新聞に掲救された発見記録等により，群馬県内にお

ける本種の分布を補足する．

はじめに

ハクビシソRZgi"""J"tWαはアジア大陸の匹|川省以南の

中国，ベトナム， タイ， イソドネシアと台湾， アソダマソ

諸島， スマトラ， カリマソタソ鳥に分布する食肉目ジーャコ

ウネコ科の動物である．夜行性で長い尾を上手に使って樹

上で生活するが，果実の他， ミミズ，昆虫，あるはネズミ

やカエルなども食べ，その食性は非常に広い（増井， 1976ｹ

鳥居， 1992；中村， 1993)‘ ハクビシソ（白鼻芯）という

名前は，黒い顔の正中線にはっきりと白い線が走ることに

由来している．

ハクビシソが日本で初めて確認された年代および地域に

ついては， 1943年の静岡県とする説から1950年の山梨県と

する説まで様々である（朝日， 1977；今泉， 1977；小山，

1982う鳥居， 1992)．戦前に飼育されていたものが逃げて

野生化したものといわれるが，明治時代から捕獲されてい

たとの説もあり真相は不明である（今泉， 1960；阿部ほか，

1994)．いずれにしても1951年以降各地で生息が確認され，

現在では，青森県と岩手県を除いた福井県以北の本州東半

調査方法

1 ．収蔵標本について

群馬県立自然史博物館は1998年10月に開館した博物館で

ある．それ以前には群馬県立自然科学資料館があったが，

自然史博物館の開館にあわせて1998年3月末をもって閉館

した． この両館および自然史博物館開館前の建設準備室に

は県内各地で拾われた, l'ili乳頬や鳥類の死体が持ち込まれ，

標本として活用されている‘

これらの標本のうち哺乳類はタヌキ， キツネ， アナグマ，

ハクビシソがほとんどである．なかでもハクビシソは1990

年以降12個体に及び，賎も個体数の多い種類である． 1995

年以前の標本については，受け入れ時の計測データがなかっ

たため，剥製，骨格標本，冷凍標本から頭胴長，尾長をそ

れぞれ測定した．また，冷凍標本以外は雌雄の判別を控え

た．

2． 目撃または捕獲記録について

1987年4月から1997年12月までの間に，地元紙である上

毛新聞の紙上で，ハクビシソ発見の記録が4件報道された．

ただし， このうちの1件はすでに武（1990）によって報告

されているため，新たな発見記録のなかからは除外した．

1997年5月に_I二野村役場で保護された個体は，その後近

くの民家で飼育され，体力が回復した後解放された．図1

の写真は，解放された直後のこの個体である．
図1 ハクビシン（屯井健一氏撮影）

受付：1998年1月20日，受理：1998年2月20日
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表1 群馬県立自然史博物館に収蔵しているハクビシン標本

一

図2の

ﾎｲﾝﾄ収蔵番号性別噸弄 体長(cITI)
番号

体重
(kg)

発見年月日 発見場所 収蔵状態

I VMI4 不明 42* 35＊ 測定不能1990年4月25日

2 VM13 不明 57* 33* 測定不能1992年11月2日

3 VM178 不明 41* 32＊ 測定不能1993年3月13日

4 VM179 不明 37* 32＊ 測定不能1993年4月27日

5 VM180 不明 48* 42＊ 測定不能1993年5月24日

‘柵： 訊 ‘5＊ ‘1＊ 測定不鰭1994年10月26日

ア柵塁 ' 49＊ 40＊ 測定不鶴1995年4月9日
8 VM183 cJ 59 37 5.2 1996年2月16日

9 VM186 早 46 35 2.8 1996年11月9日

IO VM187 cr' 62 41 5.1 1997年2月13日

ll VM184 EJ 51 36 3.3 1997年8月19日

12 VM185 T 52 41 3.8 1997年12月7日

下仁田町国道254号線内山峠付近

榛名町大字十文字

勢多郡東村

沼田市戸鹿野町

高山村大字尻高

吾妻町大字郷原字唐沢の国道145
号線

松井田町国道18号線碓氷バイパス
碓氷峠付近

桐生市

渋川市行幸田

渋川市

富岡市黒川

高崎市寺尾町主要地方道高崎･吉
井線高崎芸術短大入り口付近

剥製

剥製

剥製

剥製

剥製

骨格
毛皮

骨格
毛皮

冷凍

冷凍

冷凍

冷凍

冷凍

*剥製または骨格標本を計測

表2群馬県内での新たな発見記録（1987～1997年）

図2の

ﾎﾟｲﾝﾄ

番号

出典または

確認者
発見時の状況発見年月日 発見場所

稲刈り中のコンバインに巻き込まれて傷つき保護さ
れた

山頂の石灯ろうの脇でうずくまっているところを登山
者が写真撮影した

役場事務室内に迷い込んで衰弱し保護された

13 1987年10月20日太田市下田島の水田 上毛新聞

14 1996年5月上旬

15 1997年5月16日

16 1997年7月7日

子持山頂

上野村役場

高崎市寺尾町の路上

上毛新聞

上毛新聞

樺澤誠礫死体で発見された

また， 1997年7月にたまたま筆者が高崎市で目撃した礫

死体は，傷みがひどかったため，現場の様子を写真に撮影

したのみで実物が保存されていないが，本種の特徴である

額の白線や太く長い尾からハクビシソであることが明らか

であるため発見記録に加えて，表2に示した．

新たに確認された16地点のうち，子持山頂（図中のポイ

ソト14）は沼田市，高山村，子持村，小野上村が接してい

るためこれらをすべて数えると， 15市町村で確認されたこ

とになる． この中には，すでに報告されている地域もある

ため，全く新たに発見されたのは12市町村になる． これら

を合わせると，群馬県内で本種が確認された地域は22市町

村にのぼり，生息地は県内ぽぼ全域に広がりつつあること

を示唆している．

新たに生息が確認された地域の多くは子持山，榛名山，

妙義山の周辺で，群馬県の中では中北部及び西部地域に集

中している． このうち， ポイント12, 16は高崎市に含まれ

るが，妙義山からのびる丘陵帯の東側の縁で， コナラを中

心とした二次林が残る地域である． この北東側には住宅地

や市街地がすぐ近くに迫っており，本種が市街地のすぐそ

結果および考察

群馬県立自然史博物館に収蔵された標本と目撃報告によっ

て，群馬県内におけるハクビシソの生息が新たに16地点で

確認された． この場所を過去に報告された地点に加えて図

2に示した．

小山（1982）から小林(1992)までに群馬県内では10市

町村で本種が確認されている．
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図2 群馬県におけるハクビシンの分布

○過去に報告された地点●新たに発見された地点

健一氏（元群馬県立前橋南高等学校長)，武倫夫氏（群

馬県立館林女子高等学校)，斎藤雅夫氏（上毛新聞社)，小

久保博志氏（群馬県立自然史博物館）には資料の提供ある

いは御指導をいただいた．特に， 亀井氏には，貴重なハク

ビシソの生態写真を提供していただき，本稿への使用につ

いて御快諾いただいた． お世話になった各氏に厚くお礼申

し上げます．

ぱにまで生息地を広げていることを示している．一方， ポ

イント13は利根川に近い，太田市内の水H1地帯で，稲刈り

のコソバイソに巻き込まれて傷つき，保護されたものであ

る． 周辺には広い森林は見られない．太IH市の北側にあた

る桐生市，大間々町，勢多郡東村では本種の生息が確認さ

れており，桐生市から太田市へのびる丘陵帯を通して生息

地が広がっているとも考えられるが， ポイソト13とは直線

距離で約5km離れており， その間には水田や住宅地がある

ため， この丘陵地に生息している個体とは考えにくい． む

しろ比較的近い利根川の河川敷に生息していることも予想

され，行動範囲や生息場所をさぐるうえで興味深い事例で

ある．
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Abstract

Distributionofmaskedpalmcivet (Pα釦""αノ""") inGunmaPrefecture

MakotoKABAsAwA

De"""e"0/､及加Ca"",G""脚αA伽s""20/Mzi""/HIs/or)

Ihavedescribedadistributionmapofmasked

palmcivet (P"g"柳α/αγ""") inGunmaPrefecture

fromspecimenskeepingatGunmaMuseumofNatural

Historyandwitnessorcapturerecords. Thisis

newlyconfirmedintwelvemanicipalities.
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