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要旨：群馬県においては，1994年よりアライグマの捕獲が報告されており，2005年以降には，
県西部および北部を中心に捕獲数および目撃件数に増加がみられることから，県内における棲

息数の増加，棲息域の拡大が懸念されている．当館では，2006年度より県内で回収されたアラ
イグマについて，個体の記録を残す作業を行ってきた．今回，そのデータをまとめたので報告

する．
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はじめに

　アライグマ Procyon lotorは北米原産の夜行性の陸棲哺乳
類で，環境への適応能力が優れており，都市部から森林，

湿地帯までの水辺近くを好んで棲息する．雑食性で，果

実，野菜，穀類，魚類，両生爬虫類，鳥類の卵，昆虫類，

甲殻類などを採食する．

　日本国内では1962年に岐阜県可児市で愛知県犬山市の飼
育施設から逃亡し，定着が確認された（池田1993；牧野，橋

井2002など）．また，1977年にテレビアニメ「あらいぐまラ
スカル」が放映されたことを契機に，ペットとしての人気

が高まり，多くのアライグマが輸入され，飼育されること

となった．しかし，野生動物であるアライグマは発情期に

なると凶暴になることや，学習能力の高さから放逐，逃亡

が繰り返され，1979年には北海道恵庭市，1988年鎌倉市，
2004年には少なくとも42の都道府県で棲息の情報がある
（池田，1993，1999；牧野・橋井，2002；Ikeda et al．，2004；田辺
鳥獣害対策協議会，2005；河内ほか，2006；関ほか，2006）．
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　群馬県においては，1994年に昭和村赤城原での捕獲，
1995年から狩猟による捕獲実績，1997年より目撃情報が報
告されていた．しかしながらその詳細は不明である．2005
年以降，県西部および北部を中心に捕獲および目撃件数に

増加がみられ，2007年には県西部で交通事故死死体も確認
されたことから他県と同様，確実に棲息数の増加，棲息域

の拡大が懸念される（図1）．アライグマによる農作物被害
や，家屋など人間生活への直接的被害の他に，在来の生態

系の破壊，狂犬病やアライグマ回虫など，新たな伝染病の

媒介についても危惧される動物であることから，早急な対

応が求められる．

　当館では，県環境森林部自然環境課，県農業指導セン

ター，市町村役場，市町村協議会，地元猟友会，JAなど諸
関係機関・団体の協力を得て，2006年度より県内で回収さ
れたアライグマについて，個体の記録を残す作業を行って

きた．データ収集のための解剖作業は，2007年度子ども
ミュージアムスクール・ほ乳類骨学実習コース生，岡野　

督・塩野ゆり子・斎藤　覧・松井理香子・田島祐美・湯澤

太路が中心になって実施した．本稿ではそのデータをまと

めたので報告する．

群馬県内におけるアライグマの生息状況

　群馬県においては，県自然環境課および県自然環境調査

研究会がアライグマおよびその他特定外来種の棲息状況に

ついて把握するために，アンケート調査，狩猟者への聞き

取り調査，捕獲状況調査などを実施している．その結果，

群馬県に棲息するアライグマの地域は，現段階において大

きく2つにわかれることが明らかとなった（図2）．1つは，県
西部から南部にかけての広い範囲であり，この地域では目

撃情報も多く，捕獲実績も多い．もう一方は，県北部であ

り，ここでは捕獲実績は2頭に留まっているが，目撃情報は
1997年までさかのぼる．
　また，上毛新聞記事データベースの検索調査から，1994
年には昭和村赤城原の農家庭先での捕獲や（上毛新聞1994
年9月14日），2000年の群馬町の酪農家での捕獲など（上毛
新聞2000年2月5日）が確認された．

図２　群馬県内におけるアライグマの目撃，捕獲地域
　　（アンケート調査，捕獲実績データなどを基に作成）

図１　アライグマ県別捕獲頭数
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収集個体の調査内容

　2006年4月1日から2007年12月31日までに収集されたアラ
イグマについて，捕獲時期，捕獲場所，性別，体重，年齢

（現段階においては牧野・橋井（2002）にしたがい便宜的に体
重4kg以上の個体を成獣，哺乳中の個体を哺乳獣，それ以外
のものを幼獣とした），性成熟状況，妊娠状況，胃内容，腸

内容を調査した．

結　　果

月別頭数

　2006年4月1日～2007年12月31日までに収集できたアライ
グマは，付表に示したとおりである．また，月別頭数を図

3に示した．2007年4月～5月にかけて一桁であった捕獲頭
数が，8月以降に急速に増加した．その背景には，8月以降，
県西部を中心に捕獲調査のための捕獲努力量を増したこと

によるものであると考えられる．

地域別頭数

　地域別にみると，2006年には松井田町で4頭，藤岡市で1
頭の捕獲であったが，2007年には松井田町で8頭，安中市で
7頭，高崎市で20頭，利根町1頭，高崎市市街地1頭の計37頭
となった．このうち，安中市の1頭と高崎市の1頭は交通事
故死個体である．これにより，特定地域における棲息密度の

増加が推測される．ただし，安中市と高崎市では捕獲圧を高

めていることから，頭数が増加したものと考えられる．

性別

　収集個体について性別を確認した結果，オスが27頭，メ
ス16頭とオスが多いことが明らかとなった．

体重，推定年齢

　牧野・橋井（2002）にしたがい，便宜的に4kg以上を成獣，
哺乳中の個体，それ以外を幼獣の3ステージに分け（図4，
5），性別を比較した結果，幼獣および成獣でオスが多いこ
とが示された（図5）．しかしながら，安中市で捕獲された
同腹と思われる哺乳個体4体は，すべてがメスであった．
今後，さらに調査を進めることが必要であるが，生まれて

くるアライグマの性比は，アライグマの棲息密度が飽和状

態にある地域では行動範囲の広いオスが多く，定着しつつ

ある地域では繁殖力の強いメスが多い傾向がある可能性が

指摘されていることから（牧野・橋井2002，p3，p4図2），県西
部では，現在アライグマの定着が進行していることが示唆

される．

繁殖状況

　哺乳獣を除くメス12頭について繁殖状況を確認したとこ
ろ，妊娠していた個体は0頭，胎盤痕が確認された個体は5
頭であった．胎盤痕が確認できなかった個体についても，

子宮や乳の状態から，経産であった個体を少なくとも4頭
確認した．胎盤痕の数は2～6個確認され，神奈川県で報告
されている3～9個（牧野・橋井，2002）と比較すると若干少
ない傾向がある．

図３　月別回収頭数
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胃内容，腸内容

　胃内容および腸内容については，表1に示した．6月の個
体ではクワの実（図6-1），8月ではブドウ（図6-2），エノキ
（図6-3），10月ではアメリカザリガニ（図6-4），カキ，サルナ
シ？，ギンナン，カナブン類，11月では果実皮・種（種不
明），12月ではサワガニなど多様なものを摂食しているこ
とが明らかとなった．とくに注目されたのがVM07-210で
あり，囲い梨貯蔵場所周辺で捕獲された本個体の腸からは

果実種子のほかに，ビニール，手ぬぐい布，手袋，金属ファ

スナーのエレメント，新聞などが検出されたことから，人

の生活環境に深く入り込み，餌を得るために本来餌として

利用されるはずのない人工物まで食い破る等の行為を行っ

ていることが判明した．

今後の課題

　群馬県でアライグマの存在が確認されて，10年以上が経
過した．これまでアライグマに直接的に起因する被害の報

告が少ないことから，県内における本種の棲息状況につい

ては把握されてこなかった．しかし，今年度より県内にお

いて本格的な調査を始め，捕獲努力量を増したことから調

査地域での捕獲頭数が増加していること，また，現段階に

おいて棲息域を県内全域に拡大しつつあることが，聞き取

り状況等からも判明した．

　優れた環境適応能力，そして，条件があえば秋にも繁殖

できる能力と，多様なものを摂取する雑食性という特性を

兼ね備えたアライグマに対しては，被害がでてからの捕獲

をはじめる従来型の手法では本種の棲息域の拡大を防ぐこ

とができないことは他県でも指摘されている．積極的な情

報収集体制の整備と基礎データの蓄積，データの解析，対

策現場への情報のフィードバックなど，迅速かつ継続的な

対策への取り組みとして求められる．
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図6-4　VM07-132 腸内容　アメリカザリガニ

図6-2　VM07-65 胃内容　ブドウの皮図6-1　VM07-36 胃内容　クワの実

図6-3　VM07-127 腸内容　エノキ
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付表　2006年4月～2007年12月末現在の当館に搬入されたアライグマ個体一覧


