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は　じ　め　に

多包虫症は､終宿主動物の糞に含まれる多包条虫卵を人

が経口的に摂取することによって発症する人畜共通寄生虫

病である｡北海道では､キタキツネ(Vulpes vulpes

schrencki､以下キツネと記す)が最も重要な終宿主となっ

ている｡中間宿主としてはノネズミ類とヒトが知られてい

たが､ 1983年に東藻琴の食肉検査事務所で豚から多包虫が

発見され1)､豚も中間宿主となることが明らかになって以

来､全道の食肉検査事務所で豚の多包虫感染の有無が検査

されるようになった｡その結果､ 1992年度までに累計で

5,721頭､ 1992年度だけでも､検査された1,088,040頭中933

頭(0.09%)の豚への多包虫感染が報告されている2)｡

豚も人間と同様､多包条虫の虫卵が口に入ったとき多包

虫に感染するが､どのような経路で虫卵が豚のロに入るの

かはわかっていない｡しかし､養豚場で飼育され､生後6

カ月で出荷されるまでの間に豚が多包虫に感染するという

ことは､多包条虫を宿したキツネが養豚場の敷地に入り込

んでいるということであり､このことは､養豚場で働く人

間にも感染の危険性があることを意味する｡従って､豚へ

の多包虫の感染経路を明らかにすることは､豚の多包虫症

の防圧だけでなく､養豚業を営む人の多包虫症予防の面か

らも重要と考えられる｡そこで今回は､感染経路解明の第

一段階として､豚舎周囲におけるキツネの行動を解析する

ことを目的に､養豚場へのキツネの接近頻度調査を行った

ので､その結果を報告する｡

調査地および方法

調査地は､過去に町内の養豚場から多包虫に感染した豚

が発見されている勇払郡早来町で､町内の養豚場のうち､

飼養規模､豚舎周囲の環境等が調査に適していると判断さ

れた1養豚場をモデル豚舎として調査を行った。

養豚場の敷地面積は1 haで、敷地内には4つの豚舎の

ほか、住居、車庫、倉庫、物置などがある。また、敷地北

側には、農道をはさんで乳牛を飼育する牧場、東側には道

路をはさんで養鶏場ともう一軒の牧場がある。西側はトウ

モロコシ畑、南側は小面積の牧草地となっている。

1993年7月7日から7月16日にかけて、この養豚場内に

2個の箱ワナを設置してキツネの捕獲を行った。その結果、

生後3～4カ月の幼獣3頭と年齢不明（1才以上）の成獣

1頭を捕獲し、これらを麻酔して外部形態の計測をした後、

首輪型の電波発信機を装着して放逐した。発信機の寿命は

約2年間で、周波数はすべて異なっており、周波数によっ

て個体を識別することができる。これらの個体の養豚場へ

の接近状況を、動物の行動調査で用いられるアクトグラ

ム3）を応用して調査した。アクトグラムは、受信機に自記記

録計（ペンレコーダー）を接続し、発信機を装着した動物

からの電波を受信して、その入感強度を記録紙上に波形と

して記録するものである。通常の行動調査では、この波形

から動物がそのとき移動中であったのか休止中であったの

かなどを読みとる。

今回の調査では、受信機、記録計およびバッテリーのセ

ットを養豚場内の物置に設置して、発信機をつけたキツネ

が養豚場敷地内（受信機から半径約100m以内）に入ったと

き、記録紙に一定の振幅の波形が記録されるようにした。

ただし、受信機の設置場所が敷地のやや東に偏っていたた

め、半径100mの範囲には、養豚場全域のほか養鶏場の一部

および東側の牧場の一部が含まれている。

今回はこのアクトグラム調査を1頭につき連続1週間行

い、約4週間で4頭の記録を取った。これを1回の調査と

して、1993年7月、10月、1994年2月の3回実施した。4

頭のキツネの年齢、性別等はTable1の通りである。記録



紙は1週間ごとに交換して持ち帰り、6cm／hourの記

録速度をもとに、接近を示す波形の現れた日時、回数、滞

在時間を判読した。今回は、波形の振幅から、そのキツネ

が受信機からほぼ100m以内に近づいたと判断でき、かつ

1分以上連続して入感したとき、養豚場に「接近」したと

判定し、入感から次の入感まで5分以上間があいたときは

2回の「接近」とした。

発信機をつけた個体は、指向性アンテナで複数の地点か

ら方向探知することで、位置を特定することができる。今

回の調査中も、必要に応じて数回、位置の特定（ロケーシ

ョン）を行った。

結　　　　　果

1　接近回数

4頭のキツネが養豚場に接近した回数を、1日ごとに示

したのがFig．1，2，3である。各個体とも、記録開始日と

終了日は24時間のデータか取れなかったためグラフから除

いてある。この図から、養豚場への接近回数は、個体によ

って、また、時期によってかなり異なっていることがわか

る。特に7月は幼獣に較べて成獣の接近が非常に多く、毎

日8回から15回、1週間の平均では1日11．6回も養豚場に

接近した（Table2）。これに対し、幼獣は一番多い個体

（GN）でも平均4．9回、VKでは1度も接近しない日が2日

あり、平均すると1日1．4回という値であった。ところが、

この傾向は季節によって変化した。すなわち、10月には成

獣の接近回数が平均4．8回と7月の半分以下になったのに

対し、幼獣VKの接近回数は平均6．1回と7月の4．4倍にな

り、わずかに増加したGNもあわせると、この月には、接近

回数について成獣と幼獣の差はなくなった。2月になると、

1個体（VK）しか記録を取れなかったが、その接近回数は

10月よりさらに増加して毎日3回から14回になり、1日あ

たりの平均接近回数は9．4回であった。

Table 1 Details of four red foxes studied

Table 2 Mean numberof visits of
four foxes per day

Fig.1 Frequency of visits of four foxes at each day
recording in July 1993. WN and VK: juvenile
females, GN : juvenile male, TQ : adult female. Visits
of VK and GN were recorded for five days and three
days, respectively.



2　滞在時間

1回の接近ごとの滞在時間は、最短1分から最長2月の

VKの277分（4時間37分）まで非常に幅が広かった。しか

しその頻度は、接近回数の少なかった7月の幼獣を除いて、

常に5分以下が最多であった（Fig．4）。さらに全体として

みると、30分以下の接近が88．3％、15分以下が72．6％を占

めており、キツネの養豚場への接近は基本的に30分以内、

15分弱程度であるといえる。ただ、2月のVKの記録はや

や異質であり、30分以上の滞在頻度が26．2％と多いほか、

2時間を越える滞在も3回観察され（2時間28分、3時間

26分、4時間37分）、頻度では5分以下が最多であるものの、

他の時期、他の個体と比較して長時間の滞在が多いという

特徴がみられた。

1頭のキツネの1日あたりの延べ滞在時間は、個体によ

り、また日により大きく変化したが（Fig．5，6，7）、そ

の平均値は接近回数と同様の季節変化を示した（Table

3）。7月には成獣が最も長く、1日に平均2時間4分も滞

在したのに対し、幼獣はそれぞれ24分、27分、1時間15分

Fig. 2 Frequency of visits of three foxes at each day
recording in October 1993. VK: juvenile female,
GN : juvenile male, TQ : adult female.

Fig. 3 Frequency of visits of juvenile female fox (VK)
at each day recording in February 1994.

Fig. 4 Frequency of length of visits of four foxes
studied.



であった。しかし、10月になると、成獣の滞在時間が1日

55分に減少し、幼獣で最も短かったVKの滞在時間は1日

55分に増加したことで、接近回数同様、成獣と幼獣に明確

な差がみられなくなった。そして2月には、VKの滞在時

間がさらに大幅に延び、1日平均4時間38分も養豚場付近

に滞在したという結果が得られた。この2月の滞在時間の

延びには、先に述べたように、最長4時間37分をはじめと

した長時間滞在の頻度が増えたことが大きく影響してい

る。

Fig.5 Length of visits of four foxes at each day
recording in July 1993. WN and VK : juvenile
females, GN : juvenile male, TQ : adult female.
Visits of VK and GN were recorded forfive days
and three days, respectively.

Fig. 6 Length of visits of three foxes at each day
recording in October 1 993. VK : juvenile female,
GN : juvenile male, TQ : adult female



3　接近時間帯

キツネの養豚場への接近時間帯を示したのがFig．8，9，

10である。図には、各個体が約1週間の調査中、どの時間

帯に何回接近したかを実数で示してある。これを見ると、

7月の接近は、ほとんどが日没から日出までの夜間に集中

していることがわかる。特に幼獣は、ほぼ完全に夜間に接

近していた。成獣は、日没直後から頻繁に養豚場に接近し、

日没後の19－21時と深夜0－2時の頻度が相対的に高かっ

た。また、日没前の16時から17時、日出後の5時から8時

の間にも接近が観察された。これが10月になると、夜間接

近のパターンがくずれ、昼間にも接近が認められるように

なった。特に幼獣GNでこの傾向が顕著であり、夜間の接近

（20回）と昼間の接近（19回）の回数がほぼ等しくなった。

この月、幼獣のVKとGNでは日没前後の接近が多かった

が、成獣では特にピークが認められなかった。2月になる

と、10月にはまだ夜間接近のパターンを残していたVKが、

昼夜をとわず接近するようになり、3時台と17時台を除く

すべての時間帯で接近が観察された。また、10月の成獣と

同様、特に目立ったピークはなかった。

Fig. 7 Length of visits of juvenile female fox (VK) at
each day recording in February 1994.

Table3 Average of the total length of visits per day in
minutes

Fig. 8 Frequency of visits of four foxes at each time
period in July 1993. WN and VK : juvenile
females, GN : juvenile male, TQ : adult female.
Shaded part shows the nighttime.



Fig. 9 Frequency of visits of three foxes at each time
period in October 1993. VK : juvenile female,
GN : juvenile male, TQ : adult female. Shaded
part shows the nighttime.

Fig.10 Frequency of visits of juvenile female fox (VK)
at each time period in February 1994. Shaded
part shows the nighttime.

4　個体数変化

今回の調査では、接近回数や滞在時間などのデータのほ

か、養豚場に接近するキツネの個体数の変化に関するデー

タも得られた。調査を開始した7月には、発信機をつけた

4頭すべてが養豚場に接近してきたが、10月になるとメス

の幼獣WNが一度も入感（接近）しなくなった。この個体

については、その後数回、受信機を積んだ車で捜索を行っ

たが、少なくとも養豚場から半径4～5kmの範囲内では

入感がなかった。発信機からの電波が受信できなくなった

場合、考えられるのは、1．その個体が受信可能範囲の外

に出た、2．近くにいても電池切れや発信機の故障で電波

が出なくなった、3．近くであっても巣穴の奥など電波の

飛びにくい場所で死んでいる、などである。今回の場合、

このいずれであるかは不明だが、2と3の可能性は低く、

おそらく分散したものと思われる。

2月になると、WNはひきつづき入感せず、加えて10月

までは入感のあった成獣のTQが一度も入感しなくなっ

た。TQについては、2月の調査開始時、ロケーションに

よって、養豚場北側の牧場の車庫床下にいることが明らか

になっていた。しかし、その後9日間の調査期間中一度も

養豚場に接近（入感）しなかったため、調査終了時に再度

ロケーションしたところ、やはり同じ場所にいることがわ

かった。1993年11月25日から12月10日にかけて行動圏調査

を行った際、TQは目撃され、生存が確認されていたが、そ

の時、顔面の毛が異様に少なく、動作が鈍く、片目が十分

に開かないなどの病的状況が観察されていた。このことか

ら、TQはおそらく何らかの疾病によって衰弱し、12月から

2月の間にこの車庫床下で死亡した可能性が高いと思われ

た。

また、オスの幼獣GNは、2月15日に行ったロケーショ

ンの際、養豚場から2．4km離れた鉄道線路脇の雪中にいる

ことが確認され、2月24日には同地点で死体が発見された。

この個体もへ1993年12月の行動圏調査時には生存が確認さ

れていたので、1993年12月から1994年2月の間に列車には

ねられて死亡したものと思われる。

このように、7月の調査開始時に4頭だった追跡個体は、

10月には3頭、2月には1頭が入感するだけになり、養豚

場への接近個体数が減少した。このことから、養豚場周辺

のキツネ個体数は、分散あるいは死亡によって、夏から冬

にかけてかなり大幅に減少していくことが示唆された。

考　　　　　察

筆者らは、1989年の本報で、スポットライト・センサス

法を用いた人家周辺でのキツネの活動状況調査の結果を報

告した4）。その中で、根室市においては、11月と3月で人家

周辺で目撃されるキツネの数に差があり、3月の方がより

多く目撃されること、年間を通じた人家への接近状況調査

には、電波発信機を用いたテレメトリー調査法が有効であ

ろうということを指摘した。今回の調査は、このテレメト

リー調査法を、養豚場周辺におけるキツネの行動解析に応

用したものである。

今回確認すべき課題とされたのは、キツネが養豚場に、

いつ、どれくらいの頻度で、どれくらいの時間寄ってくる

のか、季節変化はあるのか、成獣と幼獣で寄り方に違いが

あるのか、などである。

まず、接近回数についてみると、7月には成獣1頭で1

日最大15回という接近頻度が記録され、養豚場へのキツネ

の接近が、非常に頻繁に起きていることが明らかになった。

また、この回数は季節的に変化し、夏以降、幼獣の接近が



増加し、成獣の接近が減少することで、秋には両者の差が

なくなり、冬に向かっては幼獣の接近頻度がさらに増加し

ていく傾向がうかがえた。成獣メスの接近回数が7月に多

かったのは、その時期、まだ幼獣への給餌のための採餌活

動が活発であったためであろう。一方幼獣については、成

長に伴う行動の活発化および人家や人間への馴化の結果、

夏以降、接近回数が増加したものと思われる。10月の段階

で成獣と幼獣の接近回数に差がなくなったことは、この時

期には、養豚場の利用も含めて、幼獣の行動パターンが成

獣とほぼ同じになることを示していると思われる。

1回の滞在時間の頻度は、どの個体も基本的に5分以下

のものが最多であり、この養豚場へのキツネの接近は、敷

地内を一通り見まわれる程度の短時間のものが多いことが

わかった。キツネはおそらく採餌のため養豚場内を探索し、

その過程で、発見した餌が多かったとき、滞在時間が延び

るのではないかと思われる。接近回数と1回の滞在時間に

よって1日の延べ滞在時間が決まるが、これは同じ個体で

も日によって極端に変化した。極端に滞在時間が長くなる

要因はまだ明らかでないが、養豚場敷地内の餌量が大きく

影響していると思われる。ただ、1時間を越えるような長

時間の滞在の場合には、採餌行動だけを行っているとは考

えにくく、休息等をしている可能性がある。この点で特に

長時間の滞在が目立ったのは2月のVKである。この月、

VKは記録開始時と終了時にちょうど接近中の波形を示し

ていたため、ロケーションを行ったところ、2回とも養豚

場東側の牧場の古い牛舎内（受信機から約100mの距離）に

いることが確認され、牛舎2階の干し草の上で寝ているの

が目撃された。この時点の波形は、特に安定した入感を示

す特徴的なもので、2月のVKの長時間におよぶ接近には

この波形のものが多かった。したがって、この月の接近回

数、滞在時間の急増は、養豚場そのものへの接近とは別に、

養豚場近くの牛舎で休息するという、それまで見られなか

った行動によるところが大きいと思われた。

キツネは基本的に夜行性であり、昼間は休息し、夜間に

採餌活動をすることが多い5）6）。7月の養豚場への接近時間

帯はこの傾向に合致したものであった。しかし、10月から

2月にかけては昼間の接近が増加し、10月のGNや2月の

VKでは昼と夜の接近回数にほとんど差がなかった。最も

接近回数の多かった7月のTQがほとんど夜間に接近し

ていたのに、なぜ秋以降昼間の接近が増加したのかについ

ては、今後、昼と夜のキツネの行動内容などについて、別

の調査法を用いて検討する必要があると思われた。

養豚場へのキツネの接近状況を検討する場合、個体ごと

の接近頻度の変化だけでなく、個体数の変化についてもあ

わせて考慮することが必要である。個体ごとの接近状況に

ついては、今回、幼獣の接近回数と滞在時間が成長に伴っ

て増加する傾向が認められた。一方、調査対象のキツネの

個体数は、7月に4頭だったものが10月に3頭になり、2

月には1頭にまで減少した。そこで、月ごとに、養豚場に

接近した調査個体すべての平均接近回数と平均滞在時間を

合計して、1日平均延べ何回、延べ何分間の接近があった

かを推定した。その結果、7月には4頭合計で1日平均延

べ20．4回、延べ4時間10分の接近があり、10月には3頭合

計で延べ16．8回、延べ3時間8分、2月にはVK 1頭のみ

で、牛舎での休息と思われる波形を除いて延べ6．9回、延べ

2時間5分の接近があった。この養豚場には、発信機をつ

けた個体以外のキツネが接近する可能性もあるので、この

値は養豚場への接近の推定値としては最低限の値である

が、接近回数、滞在時間とも時期を経るごとに減少してい

く傾向がみられた。このことは、養豚場へのキツネの総接

近頻度が、幼獣の成長に伴って単純に増えていくものでは

なく、夏から冬にかけての個体数減少の影響をかなり強く

受けている可能性があることを示している。

今回用いた方法は、キツネを捕獲することさえできれば、

記録計を設置した後1週間から10日、無人のまま接近頻度

のデータを取ることができ、直接観察やビデオカメラによ

る観察より格段に労力、設備、経費が少なくてすむ。反面、

接近してきたキツネがそこで何をしているかはわからず、

発信機をつけていない個体のデータは取れないなどの欠点

がある。

今後は、アクトグラム調査とあわせビデオカメラ等も活

用して、キツネが養豚場に接近してくる要因を明らかにし、

それを排除したときどのような変化が起きるかなどについ

て検討する必要があると思われた。

要　　　　　約

養豚場で捕獲した4頭のキツネ（成獣♀1頭、幼獣♂1

頭、幼獣♀2頭）に電波発信機を装着し、1993年7月、10

月、1994年2月の3回、これらのキツネの養豚場への接近

頻度を自記記録計を用いて調査した。7月には成獣が最も

頻繁に接近し、接近回数は1日平均11．6回、滞在時間は1

日平均2時間4分であった。秋以降、幼獣の接近が増加し

たのに対し、成獣の接近は減少し、成獣も幼獣も1日5～6

回、1日あたり1時間前後の接近となり、両者に差は見ら

れなくなった。1回あたりの滞在時間は、5分以下のもの

が最も多く、15分以上のものは全体の27．4％、30分以上の

ものは全体の11．7％であった。キツネが接近してくる時間

帯は、7月はほとんど夜間であったが、10月には昼間も接

近するようになり、2月のデータでは昼夜の別なく接近す

るようになった。7月に4頚で始まった調査は、10月には



3頭､ 2月には1頭が接近するだけとなり､養豚場周辺の

キツネ個体数が､分散あるいは死亡によって､夏から冬に

かけて急速に減少していくことが示唆された｡
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英　文　要　約

This paper describes the mode of visits of four radio

-collared red foxes (one adult female, two juvenile

females and one juvenile male) to a pig farm in an

endemic area of alveolar hydatidosis in Hokkaido,

Japan. This study was carried out in July and October

of 1993 and February of the next year by use of a radio

-transmitter and a receiver with pen-recorder which

was placed in the pig farm.

In July, the adult female fox visited the farm most

frequently : the average number of the visit was 11.6

times a day and the average of the total length of visits

per day was 124 minutes. No difference in the mode of

visit to the pig farm was obserbed between the adult

and the juvenile foxes in October, that is, they visited

the farm five to six times a day and the average of the

total length of visits per day was about one hour. The

length of each visit was mostly shorter than 5 minutes

(37.1%), and the visits which overed 15 minutes and 30

minutes were 27.4%　and 11.7%, respectively. Foxes

visited the pig farm mostly at night in July; in October.

however, they came to visit the farm sometimes in the

daytime also. In February of the next year, one juvenile

female came to visit the pig farm in the day and

nighttime evenly. One of the four radio-collared foxes

was lost during the study period from July to October of

1993, and the two more were lost during the following

period from October 1993 to February of the next year.

This seems to suggest that population of foxes

around the pig farm decreases fairly rapidly from

summer to winter by dispersal or death.

Key Words : alveolar hydatidosis; red fox; visit to a pig
farm


