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要旨
　野田山は，金沢市街地から約N<%南方にある丘陵で，その上部は国史跡「加賀藩主前田家墓所」
となっている．近世大名の墓所でも有数の規模であるが，一部の墳墓などに野生動物によると思わ
れる穴が観察されたため，"CCB年!!月から赤外線センサーカメラでの記録を中心とした哺乳類相
調査を実施した．ここでは，予備調査を開始した"CCB年!!月から"C!!年!C月までの結果を報告
する．
　墳丘の穴では，キツネが営巣して子育てをしたほか，タヌキとアナグマがその穴に出入りした．
ニホンカモシカとノウサギがそばを通過した．また墓所内での撮影や痕跡調査により，ツキノワグ
マ，ハクビシン，ホンドリスとイノシシを記録した．
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はじめに
　野田山墓地は，金沢市の中心部から南西に約N<%
離れたところに広がる霊園地である．野田山の頂上
は標高!FQ%，その山頂から山腹に広がる墓地の総
面積はENC6CCC㎡と広い．野田山の上部にある加賀
藩主前田家墓所（以下単に「墓所」とも記す）は，
藩祖前田利家（まえだとしいえ）の実兄利久（とし
ひさ）がこの地の山頂近くに葬られたのが始まりと
され，藩祖利家以降，歴代藩主とその正室のほとん
どは野田山に葬られた．明治維新以降は野田山墓地
の管理は金沢市に引き継がれたが，前田家墓所は前
田家及び成巽閣（せいそんかく）が管理を継続して
いる．
　金沢市は，野田山・加賀藩主前田家墓所におい
て，"CCE年から測量・文献史料・民俗・石造物な
どの調査を実施し，築造当初の堀の規模などを確認
し，"CCR年に調査成果がまとめられている（金沢
市，"CCR）．この調査結果を基に，"CCB年"月!"日

に加賀藩主前田家墓所は，富山県高岡市の前田利長
墓所とともに国史跡として指定された．指定された
墓所は，歴代藩主や正室，側室らの墓RE基を擁し，
指定範囲は市有地と私有地を合わせた約RS6NCC㎡
である．
　墓はいずれも土を高く盛り上げた土饅頭形式で，
特に藩主とその正室の墓は四角形の土檀を階段状に
重ねた特徴的な外観をしており，一見すると古墳時
代の方墳によく似たものとなっている．墓の周囲に
は溝を廻らせて外界と墓域を区画しており，利家墓
で一辺約!B%，他の藩主墓でも一辺約!S%と，他
藩では類を見ない大規模なものとなっている．
　前田家墓所は多くの植生を保存しながら造成さ
れ，また植樹の多くも"CC年以上を経ていて，自然
植生の復活が顕著である．シラカシ，ウラジロガ
シ，ユズリハなどの照葉樹やスギ，ヒノキ，アカマ
ツ，モミなどの針葉樹が林冠を形成している．下層
植生は，草刈りが行われている墓丘と歩道以外は自
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然状態で繁っていて，ヒメアオキ，シロダモ，エゾ
ユズリハ，ヒサカキなどが多い．
　金沢市埋蔵文化財センターによって，"CCQ年に
第!!代藩主治脩の墳墓の裾に穴が掘られているこ
とが観察されて，"CCS年"月には積雪の中で，穴
から動物が出入りしている足跡が確認された（谷
口明伸，未発表）．このことは，"CCR年に発行され
た「野田山・加賀藩前田家墓所調査報告書」に記載
されなかったが，"CCS年の三次元レーザー測量に
よる平面図（金沢市，"CCR）では，正面から見て
左辺と左奥の裾に，すでに等高線の乱れが見て取れ
る．"CCB年Q月には，墳丘裾の左辺中央あたりに
穴ができ，野生動物によって多くの土が掻き出され
ているのが観察された（谷口，未発表）．
　"CCB年!!月から，金沢市埋蔵文化財センター谷
口明伸氏らとの調査を始め，その冬は経過を観察し
た．"C!C年N月までは，大きな土の掻き出しは観
察されなかったが，野生動物が第!!代藩主治脩の
墳墓にある穴を利用している様子であったため，継
続して調査をすることになった．小動物の巣穴が構
築されている藩主の墓が一部に見られることから，
これらの墳丘に与える影響の調査及びその対策を講
じるための基礎データ収集を目的として，動物種の
特定，巣穴規模の把握等の調査を実施した．"C!C
年E月から"C!!年Q月の調査は，金沢市の委託を特
定非営利活動法人石川県自然史センターが受託し，
石川県立自然史資料館と石川県哺乳類研究会が現地
調査を実施したものである．
　ここでは，その後も継続している調査を含めて，
"C!!年!C月までの結果を取りまとめて報告する．

方法
　"CCB年!!月から"C!C年E月までは，予備的な調
査で足跡など痕跡を確認した．Q月から，治脩墓の
穴に向けてセンサーカメラを設置して写真記録を開
始し，"週間から!カ月間隔で記録されている写真
のチェックを実施した．
　使用したカメラは，動物観察用カメラ(TUJDQRCJ
（中国製）と，デジタルカメラ（J$*,*(V,/-3T0,.(
TSC）と赤外線センサー（研究室創遊製(「だるまさ
んが転んだ」）のセットであった．当初から使用し
ていたセンサーカメラは湿度によると思われる不
調があり，!"月からは2$%-(TL5(U)M).$&(=*G3$3-1(
A3$)&(J$%-3$(UQQ!I(（#@?WAI=X6(?T;）(を使用し

た．いずれの機種も，昼間はカラーで，夜間は赤外
線で撮影し，写真およびビデオ撮影の両機能を使用
した．
　今調査で重点的に調査を実施した「第!!代藩主
治脩墓」（以下「治脩墓」とも記す．）は墓所の東端
の標高!E"%に位置し，主軸を北西方向にとる．高
さEYBQ%，幅!QYSS%，奥行!QYF"%のN段築造の墳
墓である．墳丘土の崩落が若干みられ，段築はそれ
ほど明瞭ではない（金沢市，"CCR，LY"!）．
　墓所内の治脩墓以外でも，いくつか動物が掘った
と思われる穴があり，それらの経過を目視で観察し
た．また，毎月"回以上の現地調査の際には，動物
の足跡などの痕跡を記録した．
　また，柵で囲まれている第!!代藩主治脩墓にあ
る穴の前でのセンサーカメラによる記録のほかに，
墓所全体での動物を確認するために，別の地点（!"
代藩主斉広墓横）に，"C!C年B月から!C月に，自
作したデジカメによる自動撮影カメラセットを設置
した．

結果
1　撮影と観察の記録
　前田家墓所内の治脩墓（写真!）に設置したセン
サーカメラ（写真"）が捕らえた写真記録を中心に，
墓所内で観察された哺乳類の月別記録は，以下のと
おりである．月ごと，動物ごとの観察回数を，表!
に示した．複数の写真やビデオが連続して撮影され
ている場合で，動物がカメラの前に居続けたり，お
おむね!C分以内に同一個体と思われるものが繰り
返し通過しているものは!回と数えた．

2010年4月まで
　予備調査で痕跡をよく確認した動物は，タヌキ，
テン，ノウサギ，ニホンカモシカだった．積雪上に
残された足跡から，墓所全体にタヌキとノウサギが
多いことが確認できた．!度だけだが，"月にイノ
シシの足跡を観察した．

2010年5月
　動物の穴掘りによる被害が最も大きな第!!代藩
主治脩墓にセンサーカメラを設置し観察を開始し
た．
　タヌキが頻繁（!E回）に穴を訪れた．タヌキは
成獣で，ペアーとみられる雌雄"頭が同時に現れる
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図1　加賀藩主前田家墓所の野生動物による被害個所
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こともあった．一方の個体は尾の毛が抜け落ちてお
り疥癬病（かいせんびょう）にかかっていると推測
された（写真Q）．穴の入口付近のにおいをさかん
に嗅いで調べたり，穴に少し入ってすぐ出てきた
り，尿をかけるマーキング行動などが見られたが，
巣穴として日常的に利用してはいなかった．タヌキ
は一般に夜行性といわれるが，夜間の出現はE回の
みであった．
　キツネの出現は初旬の!回のみだった．アナグマ
も!回出現し，穴の入口を覗き込んだ．カモシカは
N回出現したが，わざわざ柵の壊れている狭い隙間
をすり抜けて入る理由は不明である．イヌが穴のに
おいをかいで尿をかけて去る姿が撮影されたが，後
に，飼い主と共に現れ，散歩に来た飼い犬であっ
た．

2010年6月
　一方が疥癬病のタヌキのペアーが頻繁に現れ，B

回を数えた．穴の入口付近のにおいを嗅ぎ，マーキ
ング行動をして立ち去ることが多かった．穴の中に
入ることは少なく，まれに入ってもすぐに出てき
た．
　キツネはS月!C日ごろN日連続で出現したが，穴
には入らなかった．"E日に出現した個体は，穴入
口にしゃがんで放尿したことや後ろ姿からも雌と考
えられた．この成雌は尾の先が白く，少し曲がって
白い部分がふくらんで見えることから個体識別が可
能であった．このあと"C!!年N月までに出現した
キツネは，この個体であることが多かった．
　カモシカは，この春に生まれた幼獣と母親の"頭
連れが!回出現した．ネコも!回出現したが，穴に
興味を示さず通過していった．S月NC日早朝に久し
ぶりにアナグマが出現し，穴の入口付近のにおいを
嗅いで，すぐに立ち去った．この個体は雌雄の判定
は難しかったが，尾は疥癬病にかかっていた．

年 月 キツネ タヌキ アナグマ カモシカ イヌ ネコ
"C!C年 Q月 ! !E ! N "

S月 E B ! ! !

F月 R B " !

R月 !

B月 !E " !

!C月 EC N 静止画故障
!!月 全カメラ故障
!"月 !F ! N 新カメラ設置

"C!!年 !月 Q " 雪，忌避剤散布
"月 ! E ! 雪
N月 !S N 忌避剤再散布
E月 "C

Q月 NF

S月
F月 N

R月
B月 F !

!C月 ! "

＜メモ＞
・(続けて!時間以内の間隔で撮影されている場合は!回とカウントした．
・(!C月"!日～!!月NC日は，カメラ故障のため記録ができなかった．
・(!"月NC日～!月!日　まとまった雪，!月!N日前後も雪，!月"C日～!月NC日大雪，"月ときどき雪と，雪でセンサ
ーカメラが機能しなかった．
・(!"月"B日　穴の周りの雪上に忌避剤散布．
・(N月R日　穴の中のJJUカメラ観察を試行．穴の奥行きが約Eｍあることを確認後，穴入口の内部付近に忌避剤散布．

表1　 治脩墳墓に設置したセンサーカメラが捕らえた動物ごと月ごとの回数
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2010年7月
　この月には，キツネは全く撮影されなかった．一
方疥癬病のペアーは相変わらず頻繁に出現しR回を
数えたが，穴を点検して立ち去るだけで，穴の掘り
進みや日常的利用は認められなかった．
　アナグマはS月下旬に続いて，F月中だけでB回
も出現した（写真S）．睾丸を確認できる雄で尾に
疥癬病がない個体がF月上旬には連日のように出現
し，穴付近を調べてさかんにマーキングしたり，穴
に頭を突っ込み土を掻き出す行動が見られた．しか
し本格的な穴掘りや定着といった穴の利用は認めら
れなかった．

2010年8月
　治脩墓の穴を訪問する動物が少なく，キツネとタ
ヌキは一度も記録されなかった．アナグマがB日の
未明に!回だけ映っていて，入り口にマーキングを
した．

2010年9月
　キツネはS月下旬以降RC日近く姿を見せなかっ
たが，B月!C日と!!日に雄とみられる個体と雌と
みられる個体が相次いで出現した．その後さらに"
回出現したあと，B月"Q日以降急に出現する回数が
増し，穴の周りで"頭がじゃれ合ったり，穴に出入
りしたり，土を掻き出すなどして，活動が活発化し
た（写真N）．滞在時間が長くなり，多数の写真と
映像が記録された．尾の先が曲り白くふくらむ母親
とみられる個体と尾の先が白くない雄とみられる個
体の他，当年生まれの子とみられる尾の先が白い雌

の，少なくともN頭が認められた．
　タヌキもSC日間近く姿を見せなかったが，"S日
とNC日になって，F月"B日以来の出現であった．
キツネのいない隙を狙ったかのように現れ，あわた
だしく穴の入口付近を調べて放尿によるマーキング
をして立ち去った．

2010年10月，11月
　キツネの活発な活動は続き，"頭でのじゃれ合い，
N頭での追いかけ合いや追い払い，頻繁な穴への出
入り，穴の前に掻き出した土の上での寝そべりなど
の行動が多数記録された．出現回数は!C月にEC回
を数え，E頭以上のキツネが関与していた．母親と
思われる個体の穴掘り行動が多く記録された．当年
生まれと見られる"個体が現れ，追いかけ合いや母
親による軽度の追い払いと思われる行動があった．
さらに雄と見られる成獣も現れて穴に出入りしたの
で，交尾期の前のペアリングではないかと考えられ
た．!C月"!日の記録を最後にカメラが故障し，!!
月中は記録が途切れた．
　なお，治脩墓より上部にある第!"代藩主斉広墓
の横に設置したデジタルカメラによる自動撮影カメ
ラセットでは．治脩墓では記録していなかった動物
で，ハクビシン（写真B）ツキノワグマ（写真!C）
が撮影された．
　!C月"!日から，赤外線センサーカメラTUJD
QRCJの動作が次々と不安定になり，撮影記録が
得られなくなった．!"月からはセンサーカメラ
を2$%-(TL5(U)M).$&( =*G3$3-1(A3$)&(J$%-3$(UQQ!I(
（#@?WAI=X，?T;）(に交換した．

2010年12月
　!C月より頻度は減ったものの，キツネの出現が
多く，延べ!F回撮影された．ほとんどが母親と考
えられる個体で，母と子と思われる"頭が雪をかき
分けた穴の前に座っていることもあった．他に，タ
ヌキが!回とカモシカがN回記録された．母と幼獣
の"頭連れのカモシカが，雪の積もった斜面の穴の
前にたたずむ姿が記録されたが，何を求めて穴を訪
れたのかは不明である．
　中旬に積雪があったが，いったん融け，年末の降
雪が根雪となった．!"月"B日には，積雪約"C+%
であったが，キツネの穴掘りを阻止するために，穴
の周囲約!%を取り巻くように，忌避剤（ヒトデ乾

図2　 第11代藩主治脩墳墓にある動物による穴の入り口
と推定された奥行き
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燥物）を幅約QC+%に散布した．
　!"月に積雪の上に撒いた忌避剤は，その後の降
雪によってすっかり覆われてしまったので，本来の
効果が発揮されなかったかも知れない．写真に記録
された姿からは，忌避剤散布後N日目までは，穴の
下の平地部分に現れても，穴のすぐ近くには行かな
いことが見てとれた．しかし，忌避剤散布後E日目
以降，キツネが穴入口の一つを掘った跡がみられ
た．その後も何回も穴に近づいているが穴に入った
姿は記録されず，忌避剤の効果がみられたようだ．

2011年1月
　この月は降雪が多く，特に下旬は大雪となった．
雪が強く降っている時間帯は，カメラのセンサー部
が雪で塞がれたり，降雪に反応してシャッターが切
れるなどして，動物が撮影されることはなかった．
カメラが作動していたR日までは，キツネがS回，
タヌキが"回写っていた．

2011年2月
　!月後半の降雪量が多く，野田山では"月を通し
ても積雪があり，最大時約!CC+%の雪に覆われて
いた．降雪時に撮影していない時もあったと推定で
きるが，キツネ!回，"頭連れのタヌキE回の訪問
が記録された（写真E）．ほかに一度カモシカがき
て穴の中をのぞく行動が記録された．タヌキが穴に

入る姿も記録され，忌避剤への警戒心は解けている
ようにみられた．

2011年3月
　"月中には!回しか出現しなかったキツネである
が，N月に入ってN日，E日，F日と連続して出現し，
穴に頭をつっこむ姿や穴に入り込む姿が記録された
ことから，前回の忌避剤の効果はなくなっているよ
うに思われた．
　N月R日の再度の忌避剤散布後，N日後のN月!!
日には母親と思われるキツネが現れ，穴の一つの入
口を調べて放尿して立ち去ったが，その"日後の朝
に再度穴を調べに来て夕方には穴に入る姿が記録さ
れた．その後N月"C日までの!週間に計!"回も執
拗に現れ，穴の中に入り込みしばらく出てこない様
子も見られた．メスと思われる個体の腹が太く，ま
た，N月!F日と"C日の記録では別の個体が獲物と
思われるものを口にくわえて現れたりしたことか
ら，この穴をこの春の出産・育児場所と思い定めた
行動である可能性がある．
　N月下旬でもまだ，まだらに残雪が見られたほど
で，上旬には穴周辺が全部雪におおわれていた．
　N月R日に穴の深さなど，内部の形状を探るため，
樹脂製のフレキシブルパイプを挿入した．深いとこ
ろでは，奥行きが入り口から穴のEｍほどと推定さ
れた（表"）．穴が奥で極端に曲がっている場合は

単位：+%

8,Y
(地盤からの
(((床の高さ

入り口の大きさ 奥行き
（＊!） 穴の向き 備考

（＊"）高さ 幅

! !FC QE "N NBCZ 約NC度下向き左寄

連結

" !QC "" !R !BCZ 約NC度下向き左寄

N FQ NS NN E"CZ 約"C度下向き

枝穴 !QCZ 約!C度下向き右寄

E F" "R "E NQCZ 約NC度下向き右寄

Q !QC "E "C NECZ 約EC度下向き右寄

S !NC "Q "" NBCZ 約NC度下向き右寄

F !NQ "Q !R SC 約NC度下向き右寄

R RC "" "E NBCZ 約NC度下向き左寄
連結

B !EC NR "E NSCZ 約"C度下向き右寄
＊!　奥行きに＋とあるのは，最奥まで確認できなかった穴
＊"　備考欄の連結とは，穴の奥が繋がっていることを示す

表2　第11代藩主治脩墳墓の穴の大きさ
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パイプが入らないので，穴の深さはそれ以上である
と推定できた．穴が内部で連絡されていることが音
と発煙筒の煙によって推定できた．

2011年4月
　S日から!!日にかけて，N頭のキツネがほぼ毎日
のように，!日に何回も穴を出入りしていた．キツ
ネの尾先端の白い部分の形状が少し異なることから
個体識別すると，少なくともN頭が来ていて，成獣
の雄・雌と前年生まれの雌と思われた．"B日から
は昼夜を問わず，さらに頻繁に穴を出入りしてい
た．

2011年5月
　キツネが引き続き頻繁に出入りしていた．R日早
朝に初めてN頭，翌B日夕方にQ頭の子ギツネが穴
の前に現れ，それ以降は親と同様に子ギツネも盛ん
に出入りした（写真R）．穴の外で写真に写るのは，
早朝，昼，夕方，深夜と，時間帯による一定の傾向
は見られない．
　"Q日には，タヌキがキツネと争う様子が撮影さ
れた．"Q日を最後に，キツネの親子はまったく記
録されなくなり，巣穴を移動したと見られる．

2011年6月から10月
　S月には動物は全く記録されなかった．F月にタ
ヌキがN回撮影されたが，夏季の間には，動物がほ
とんど現れなくなった．B月に!回，!C月に"回カ
モシカが記録されたほか，!C月末には疥癬病でひ
どく毛の抜けたキツネが!回記録された（写真!"）．

2　穴の形状
　治脩墓には，正面から向かって右側から後部にか
けて，Bカ所の穴の入り口が確認できた（図"）．手
前の穴から順に番号を与え，それぞれの穴の位置・
入り口の大きさと奥行を測定した．奥行きはメジャ
ーを取り付けたフレキシブルパイプを挿入すること
で計測を試みたが，極端に屈折している先へは入れ
ることができていない．
　入り口の位置は，墳墓の!段目の上部から"段目
の上部にかけて見られる．入り口の大きさは，高さ
""～QE+%，幅!R～NN+%である．奥行きは，ほと
んどの穴がN%以上あり，穴8,YNがE"C+%以上あ
り最も深かった（表"，図"）．

　音と発煙筒の煙の流れによる確認で，穴8,Y!か
らSまで，穴8,YRとBは内部で繋がっていることを
確認した．穴を掘り起こすことなく，観察したの
で，最深部までの長さと巣穴の詳細な形態は不明だ
が，おそらく墳墓の中心部近くの地中まで迷路のよ
うに複雑に入りくんでいるものと見られる．

3　治脩墓以外の動物被害
　第Q代藩主綱紀墓では，墳丘の後部の"段目に穴
がある．穴は浅くここ数年は使われていないと見ら
れる．"C!C年から"C!!年の冬にかけても，積雪に
覆われていて，土の掻き出しは無かった．
　小型の墳墓である原三郎左衛門墓の後方右角に古
い穴があるが，穴の入り口は崩壊し，現在ほぼ塞
がりつつある．第!C代藩主重教墓の墳丘右手中腹
で"C!!年Q月に穴が掘られているのが確認された．
これは金沢市によりただちに埋め戻されたが，F月
に再度穴が掘られているのを確認，埋め戻しを行っ
たが，直後のR月にも再々度穴を確認したため再び
埋め戻した．これ以降穴は確認されていない．第S
代藩主吉徳三男利和墓は，"C!!年冬に穴を掘られ，
高さ約!%，幅約"YQ%の小さな墳墓は大きく破壊さ
れた状態であった．この穴はその後金沢市によって
埋め戻され，墳丘の復元がなされた．
　これらの穴は，どの動物によるものか直接観察は
できていないが，全体の調査結果からみて，アナグ
マかキツネが掘ったものと推定される．

考察
1　動物別の穴の利用状況
ホンドギツネ
　金沢市埋蔵文化センターの記録によると"CCS年
と"CCB年Q月には，治脩墓で新しく掻きだした土
が山になっていた．このことから，"CCS年より前
から穴が掘られてきたものであることが分かる．
　キツネは同一のペアーが一つの穴を何年にも渡っ
て利用し，穴を掘り進めることが知られているの
で，ここでも使い続けたものであると考えられる．
しかし，"CCB年秋から"C!C年春の繁殖期にも，い
ずれの動物も巣穴として利用していない．キツネ，
タヌキとアナグマが時折訪れて，穴を覗くか，中へ
入っているが，定着はしていなかった．期間中にも
っともよく穴を利用した動物は，キツネであった．
　キツネは，アナグマが掘った古い巣を利用するこ
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ともあるが，日当たりの良い林や草原などに自分
で巣穴を掘ることもあるという（中園，!BFN）．巣
穴は通常，子育てのみに利用され，子育て期以外
は，一時的な避難場所として使われることはあっ
ても，そこに定着するわけではない（中園・西村，
!BBC）．巣穴は直径が"Q～NC+%で，入り口がたく
さん作られ，複雑な構造になっている．巣穴は親子
代々で引き継がれて，年々拡張され，長さが!C%
以上になることもあるという（8$<$:,*,([(@*,6(
!BRF\(平凡社 6(!BBS）．
　"C!C年B月からキツネの訪れる回数が増えてい
るのは，そのころから巣穴として利用することを狙
っていたと考えられる．"C!!年E月からはさらに頻
繁にキツネが穴を訪れるようになり，ここで出産し
たものと推察できる．Q月にはQ頭の子ギツネが穴
から出てきた．Q月"Q日の記録を最後にキツネが!
頭も来なくなったのは，子ギツネが移動できる体力
を付けたのと，その数日前からタヌキが邪魔をした
ことも，家族がまとまって巣穴を移動するきっかけ
となったことが想定できる．
　野田山墓地の東側で畑作をしている人に聞いたと
ころ，キツネを見たことはないと言う．このことか
ら野田山に定着しているキツネは少なく，また，こ
の墓地の自然林は，山科町，三子牛町の広い山林地
帯へと連続しているので，行動域が広いキツネ（山
本，!BBS）が，山中の他にも巣穴候補地を持ちな
がら，採食や子育ての巣穴を求めて野田山へ出て来
たものと考えられる．

ホンドタヌキ
　"C!C年Q月からF月には，タヌキがキツネより圧
倒的に頻繁に穴を訪れている．Q月には少なくとも
"頭のタヌキが同時に写っていた．ペアーと見られ
るタヌキの!頭は，殿部から尾にかけて疥癬症らし
い脱毛があった．R月以降は出現回数が減ったが，
秋から冬にかけて時々穴を点検に訪れ，少し穴へ入
る行動も確認できたが，土を掻き出したり，奥深く
入り込んで定着する様子は見られなかった．

アナグマなど
　キツネが利用していた穴は断面が縦長なのに対し
て，古い穴の入り口には径約"C+%の断面が円形の
部分があり，アナグマが最初に穴を掘った可能性が
ある．治脩墓にあったような深い穴は，ニホンアナ

グマが最初に掘ったものをキツネが穴を掘り広げ利
用するようになり，縦長の入り口になったものと考
えることもできる（金子，"CCR）．
　調査期間中ではアナグマは"CCB年F月に集中的
に出現した．連続している山地には，人目に付かず
巣穴を持てるような森林が広がっているので，ここ
では個体数が少なく一時的に利用していると考えら
れる．

2　野田山の哺乳類相
　Q月に"回，F月とB月にそれぞれ!回センサーカ
メラがイヌの姿を捕らえている．人と同時に写って
いたこともあるので，このイヌはノイヌや野良犬で
はなく，飼い主と共に散歩に来たものである．期
間中にネコが!回だけ写っている．最寄りの街から
ECC%ほどの距離であり，これまでにもこの地域で
は知られていない完全に野生化したノネコではな
く，飼い猫または野良猫であると思われる．
　ツキノワグマは，"C!C年!C月に!回撮影された
だけであり，野田山は通年の分布地や越冬地ではな
いであろう．この年の秋は，奥山のブナやミズナラ
などの堅果が凶作または不作で，金沢市郊外でも各
所にクマが出没して話題なった．一方，野田山では
多くのシラカシやウラジロガシが結実していた．こ
こは，通年クマが生息する犀川上流からはQ<%以
内の距離で，森林が連続しているので，クマの出現
は採食のための一時的な移動であったと思われる．
　ニホンイノシシは，雪上の足跡を観察した．長年
石川県から姿を消していたイノシシは近年白山山系
を中心に増加しており，金沢市郊外へも出没するこ
とがある．野田山へは，冬季にカシ類の落果を求め
て来ていると思われる．
　これらのうちニホンカモシカは，以前は白山の
奥山にだけ生息していたが分布を広げ，この地域
へは!BBC年代から現れるようになったものである
（#):7*,6("C!!）．人を恐れないので，町の近くでも
しばしば観察され，親子連れが撮影されたことなど
から，通年野田山に生息しているものであろう．
　今回の調査で，前田家墓所においてセンサーカメ
ラによって確認された中型・大型哺乳類は，ホンド
ギツネ，タヌキ，ニホンアナグマ，ニホンカモシ
カ，ハクビシン，ツキノワグマのS種の野生動物と，
イヌ（飼い犬）およびネコ（野良猫）であった．そ
の他に，ニホンリスを観察し，ホンドテン，ニホン
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イノシシとトウホクノウサギを足跡で確認した．
　加えて，加賀地方に広く分布し（石川県哺乳類
研究会，!BBB），金沢城公園からも記録されている
（大串，!BBQ）ムササビとホンドイタチも，カシ類
などの大木があり三小牛町から平栗の山地へ続く林
地の状況からみて，野田山に生息することが推定で
きる．
　石川県内の哺乳類相は約QC種と記録されている
が（石川県哺乳類研究会，!BBB），本調査で対象と
しなかったコウモリ目，ネズミ目，モグラ目を除く
哺乳類のうち，ニホンザル，ニホンジカ，ニホンモ
モンガ，ヤマネ以外の全ての中大型哺乳類が野田山
に生息または遊動域の一部としている．なお，ニホ
ンザルとニホンジカは，同じ金沢市の山間部では記
録があり，分布を広げているが，現在のところ野田
山までは来ていないと思われる．

3　今後の調査について
　センサーカメラまたはカメラトラップによる野生
動物調査は以前から行われていたが，近年のデジタ
ルカメラの進歩によって，安価になったこともあっ
て急速に普及した（@’J,**-&&($%(/#Y6("C!!）Y(わが国
でも多くの調査研究や野生動物保全管理の情報集め
に使われるようになってきた（福田ほか，"CCR\(金
子ほか，"CCB）．風雨に耐える防水機能があり，長
い期間の設置と撮影ができる乾電池電源のセンサー
カメラが普及してきたので，これらの装置による長
期の記録が可能になった．
　"C!C年Q月に，尾の付け根の毛を失っているタ
ヌキが見つかった．その症状から疥癬症にかかって
いると推定できた．"C!!年にはキツネでも腰部か
ら尾にかけて体毛が抜けている個体が見られた．セ
ンサーカメラでQ月に記録されたビデオ映像でも，
キツネの親子が全員しきりに後ろ足で体を掻くとこ
ろが観られ，疥癬症が疑われた．野田山北方で畑を
する農家の人が，毛が抜けたネコを見たとの話を聞
きとっている．阿蘇山系，群馬県，栃木県などで，
疥癬症が流行していて，ペットなどへの感染を警戒
していると言われているが，金沢市でも少なくとも
タヌキとキツネに疥癬症があるようで，追跡調査が
望まれる．

4　墳墓保全対策について
　前田家墓所の最奥にある第!!代藩主治脩墓は，

築造されてから約"CC年を経ている．文化財として
保存するには，動物が深い穴を掘っている状態で放
置するわけにはいかない．穴を利用している複数個
体のキツネとタヌキを排除することが必要である．
　農林業や家屋への害，さらに人身被害が心配され
るケースでは，野生動物を排除する際にいろいろな
方法が採られている．一般的な防除法は，柵やネッ
トを使って物理的に野生動物が接近できなくする方
法であろう．防護柵は，規模が大きなこの墓地では
現実的でなく，景観上や管理面からも勧められな
い．墓地での駆除，つまり殺すことは野生動物保護
の観点から好ましくない．捕獲して遠くへ放逐する
という手段もあるが，放す場所の選択が容易でない
ことから，適当でないと考えられる．野田山の緑地
は平栗方面の林地と連続しているので，仮に捕獲や
駆除をしても，いろいろな野生動物は次々に入って
くることができる環境にある．
　動物忌避剤の利用を検討した．自然環境の豊かな
野田山では，化学薬品を使用することは好ましくな
いので，有機系の忌避剤を利用したい．近年使われ
ている動物の忌避剤としては，タール系のもの，ト
ウガラシ系（カプサイシン）のもの，ヒトデを発酵
乾燥したものなどが知られている．今回はヒトデ乾
燥品を穴の中との周辺に散布したところ，散布後タ
ヌキ・キツネの訪問が減ったようで，穴の入り口で
も匂いを嗅いで落ち着かない様子が見られることか
ら，ある程度の効果は認められた．しかし，N月に
は出産期を迎えて巣穴を求めてきたとみられるキツ
ネが出入りしていることから，決定的な排除効果と
は認められなかった．当面は忌避材の効果を期待し
ながら観察を続けることになろう．穴が大きくされ
る前に埋め戻せば，同じ穴を繰り返し使うキツネな
どには利用しにくくなると考えられる．
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8$<$:,*,6(AY([(@*,6 Ỳ(（!BRF）．U-*(1)'.3)^7.),*(
$*1( 1-*( 7'-( ^5( .0-( 3-1( G,P(C"#D$-( E"#D$-(
F/D)'&G/( )*(957'07Y(X+,&,M)+$&(I-'-$3+0("O(
"SQD"FFY

@'J,**-&&6(;Y]Y6(8)+0,&'6( KYUY([(9$3$*.06(9Y?Y(
（-1'Y）(（"C!!）．J$%-3$( A3$L'( )*(;*)%$&(
X+,&,M5( a#-.0,1'( $*1( $*$&5'-'Y( TL3)*M-36(

H-)1-&^-3M6("F!(LLY

大串龍一（!BBQ）．城跡の自然誌．十月社，金沢，
!NN(LLY

山本祐治（!BBS）．亜高山帯域におけるホンドギツ
ネC"#D$-(E"#D$-(F/D)'&G/の行動圏と環境利用．
自然環境科学研究(b,&Y(BO(EFDS!．

44



前田家墓所をめぐる哺乳類

写真2　
動物観察用カメラ SDC-580C（2010.5.25）

写真1　
穴が掘られた治脩墳墓（2011.2.17）

写真4　
タヌキが2頭（2011.2.17 8:23）

写真3　
母と娘と見られるキツネ2頭（2010.9.25 18:21）

写真6　
成獣オスのアナグマ（2010.7.22 22:08）

写真5　
尾が疥癬病と見られるタヌキ（2010.6.17 14:37）
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水野昭憲・真野哲三

写真8　
子ギツネ5頭のうち3頭（2011.5.24）

写真7　
警戒しないニホンカモシカ（2010.8.11）

写真10　
墓地内のツキノワグマ（2010.10.07 18:37）

写真9　
墓地内のハクビシン（2010.10.01 3:05）

写真12　
疥癬病のキツネ（2011.10.24）

写真11　
タヌキの来襲を受け追うキツネ（2011.5.25）
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