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山間農業集落における水田団地への有害獣侵入経路
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要  旨

和歌山県龍神村の山間農業集落を対象に,獣 害を引き起こすイノシシに注目し,生 ″ヨ、痕跡を調査することにより山林

から水田団地までのイノシシの侵入経路を把握した。また,水 田利用 ・管理状況を水田一筆単位で調査し,水 田団地ヘ

のイノシシの侵入経路形成との関連性を分析した。その結果,① 谷沿いの永年性作物転作水日の管理不足により谷沿い

にバッファが形成されてイノシシの移動経路 (ヨリドー)が 拡大し,こ れらの水田が水田団地への侵入経路として利用

されていること,② 石積み畦畔に比べ上畦畔が固場から圃場への移動ポイントとして利用される傾向にあり,約 2mの

上畦畔でも乗り越えが可能であること,また乗り越えられるポイントは同じ地点が継続的に利用される傾向にあること,

を示した。

キーワー ド: 獣 害,山 問農業地域,イ ノシシ,コ リドー,林 地化,減 反,畦 畔

1.は じめに

1.1 獣 害の深刻化とその背景

山間地域に立地する農村は,人 間が生活空間を確保 し

ようとする 「人圧」と,野 生獣が生″自、空間を確保 しよう

とする 「獣圧」とのバランスの上に成立し,両 者をコン

トロールする緩衝地帯の役割を担っている (Fig.1参照).

つまり,農 村は,多 面的機能の一つとして,獣 害最前線

にあつて 「獣圧」をコン トロール し,人 間と野生獣との

均衡ある共生を可能にするという役割を担つていると言

えるだろう。

しかし,近 年,農 村における鳥獣害は深刻化の一途を

たどり,農 林水産省の統計によれば,2003年 度の全国の

年間総被害額は200億 円に上る。中四国地方の農家を対

象としたアンケー ト調査 (2003年 12月～2004年 1月実

施,有 効回答数 912)に よれば,7割 以上の農家が 5年 前

にくらべて鳥獣害が増えたと回答 してお り,2003年 に被

F七.1 緩衝地帯としての農村の位置づけ

Role ofrural area as a buffer zone
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害を受けた農家のうち4割 以上の農家が,最 も被害を及

ぼした鳥獣種はイノシシであると答えている (Fig。2参

照)(中 国四国農政局,2004)。 このように,獣 害にさら

される農村の現状を,宮 崎 (2004)は,「大きな野生生物

生起、域の中に取 り残された人間社会の孤塁」と表現 して

いる。

1,2 獣 害―耕作放棄の悪循環メカニズム

農地における獣害は,農家の営農意欲減退につながり,

特に出間農業地域においては耕作放棄の大きな要因の一

つとなつている (Table l参照)。一方,こ うして発生し

た耕作放棄地がさらなる獣害の温床となつていることも,

生態学分野における研究結果から明らかになつてきた。

1999年～2003年の被害変化   最 も被害を及ぼした鳥獣種

*ア ンケー ト結果 (中国四国農政局,2004)より作成

Fig。2 中 四国地方における鳥獣害発生状況 (1999‐2003 )

Situation ofanilnal attacks in Chugoku and Shikoku Area,1999-2003
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発生要因 (複数回答) 全国

都市

的地

域

平地

農業

地域

中間

農業

地域

山間

農業

地域

土地条件が悪い

高齢化 ・動労力不足

道路条件等が悪く通作不便

鳥獣害の被害が多い

473

860

339

9 4

288

873

284

3 6

4 1 0

840

350

1 8

599

872

378

1 1 1

602

856

320

27 1

||1叫[i制 叫ガセ米会歳)'「「iと体だそ地の1廷ほと今後t/jrTサ+1に判する調介」(1998イli)
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恥 ble l 耕作放棄地が増加 している主な理由

膨lain factors ofthc incrcasc ofcultivation abandonnlcnt

イノシシは,体 を隠すことができる繁みのある環境,食

べ物のあるところ,水 のあるところ,人 間活動の少ない

ところを好むが, これらの条件はそのまま耕作放棄地の

状況に当てはまる (江口,2003).実際に,滋 賀県志賀町

(高橋,2003),島 根県西部 (小寺,2004),滋 賀県木之

本町 (上田ら,2005)等 における野生イノシシの追跡調

査等から, イノシシの主な活動域が広葉樹林以外に耕作

放案田や竹林等であることが突き止められている.

このように,獣 害が耕作放棄の要因となり,そ の耕作

放棄地がさらなる獣害の温床となる現状はぅまさに耕作

放案地増大の悪循環と言える (Fig.3).上田ら (2005)

は,獣 害の阻止が耕作放案田の復田や集団的な大豆転作

への取 り組みにつながるプロセスを確認 してお り,耕 作

放案地対策の意味からも獣害対策が重要であると言える.

耕作意欲の減退

‖
1  害 獣のすみか  |

F i g , 3  獣害―耕作放棄の悪循環 メカニ ズム

Mcchanisi1l ofaninlal attacks―abandonmcnt victous ctrclc

13 求 められる獣害対策

現在の主な獣告対策は,有 害獣駆除の他, トタンや網

等を用いた防獣柵や電気lm・の設置である.し かし,イ ノ

シシ等農作物に被害をもたらす大型有害獣は,一 方で我

が国の豊かな生態系を象徴する貴重な野生生物であり,

これらを絶滅に追い込むような過宋Jな有害獣駆除は考え

られない。また,現 場ではハンターの不足 ・高齢化も深

刻化してお り,有 害獣駆除が有効な獣害対策とは言えな

い状況である`

一方, トタンや網等を用いた防獣柵や電気柵は,農 家

の営農意欲や労働力 ・資金力等に依存する対策であるこ

とから,高 齢化や過疎化等により地域管理能力が低下し

た山問農業地域では,徹 底した実施が難 しい。また,寺

本 (2003)は,防 護柵や トタン板等による被害防止措置

には,獣 による慣れや耐久性不足による効果の低下とい

つた問題があることを指摘 している。

60

これに対し)生 態学的な見地から獣害の抜本的対策と

して,道 路や水路の配置見直し等による 「獣害に強い集

落デザイン」の必要性が指摘されている (江口,2003).

また,集 落全体での防獣対策の実施が,獣 害そのものの

軽減だけでなく美しい農村景観の形成にも効果的である

との指摘もある (山本ら,2004).さ らに,高 橋 (2003)

も,土 地利用を含めた地域づくりの観点から,獣 害対策

に取 り組むことの重要性を指摘している。

2.研 究の 目的 と方法

21 研 究の目的

上記を背景として,筆 者らは,山 問農業集落における

獣害対策として,道 ・水路の配置や構造物の設置)農 地

の構造や利用方法を総合的に検討することにより 「獣害

に強い農地 ・集落基盤」を形成する,農 業土木技術的獣

害対策計画手法の開発を検討 している.こ のためには,

まず,水 田団地への有害獣の侵入経路を把握 し,農 地基

盤や土地利用において有害獣に弱い構造 ・状態を抽出す

る必要がある.そ こで,本 論は,近 年特に被害が甚大な

イノシシに注目し,和 歌山県龍神村の山間農業集落の中

から水田団地内におけるイ ノシシの捕獲実績がある M

集落
辛1を

対象として,山 間農業集落にお|する水田団地ヘ

のイノシシの侵入経路を把握 し,農 地基盤 ・土地利用状

態との関連性について考察する.

2.2 調査方法

データ収集に当たっては,ま ず,現 地踏査による土地

利用状況調査を実施し,GISを 用いて農地一区画ごとの

利用状況等データベースを作成 した.

次に,集 落の農業委員に加え,担 い手農家 3名 と狩猟

免許保持者へのヒアリング調査を実施 し,イ ノシシの生

壇、が明確に確認できるホイン トを確認した。なお,捕 獲

用の檻 ・わなの設置には狩猟免許 (甲)が ,銃 を用いた

駆除には狩猟免許 (乙)が 老、要であり,狩 猟免許保持を

以外はいずれの方法でもイノシシを捕獲することが許さ

れていない。よって,狩 猟免許保持者からの聞き取り調

査により,集 落内でイノシシが捕獲された全ての地点が

確認可能である.2004年にイ ノンシ捕獲用檻が設置され

たポイン トは,集 落内において lヶ所であつた,こ の構

で実際にイノシシが捕獲されていることから、これを水

田団地内におけるイノシシの侵入確認ポイン トとし,本

研究における侵入ルー ト調査の終点とした。一方,水 田

団地に隣接する山林においてイノシシの明らかな生フロ、痕

と判断できるヌタ場 (イノシシが体についた益虫を落と

すために利用する泥浴び場)も )集 落内において lヶ所

であつた。そこで, これを出間部におけるイノンシの生

檀、確認ポイン トとし,本 研究における侵入ルー ト調査の

*1 た だし,M集 落は広範囲にわたるため,本 論では農地が最

t)集積する範囲 (3字)を 調査対象範囲とした.
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始点とした。

現地調査にあたつては,イ ノシシ捕獲地点 (終点)を

起点に,ヌ タ場 (始点)へ のルー トを逆向きにたどり,

この 2点 間に残されたイノシシの通過痕跡を現地踏査に

より把握することとした。現地踏査にあたつては,集 落

在住の農業委員および狩猟免許保持者の同行を得て,イ

ノシシの生虐、痕跡を判別するとともに痕跡形状や土地利

用状況を確認 した。また,GPS等 を用いて位置を把握 し,

GISを 用いて作成 した土地利用状況図にプロットした。

イノシシ活動痕跡に係る調査は,水 稲収穫が終了してイ

ノシシの出没が沈静化した 2004年 10月下旬に実施 し,

2005年 9月 に補足調査を行つてこれを補完した.

3.調 査地の概要

3.1 龍 神村の概要

龍神村 (ただし合併により2005年 5月 から田辺市の一

部)は ,和 歌山県の中央東部に位置し,奈 良県に隣接す

る (Fig。4参 照).紀 伊山地に属する諸山岳が連続する山

岳地域であり,村 の総面積は 255km2,林野率は 95%で あ

る.ま た,龍神村における2000年の総農家数は 522戸で

あり, このうち自給的農家が 56%(293戸 )を 占めてい

る。水田率は 56%,樹 園地率が 32%と なつてお り,樹 園

地で生産されるサカキやウメなどが村の特産品となつて

いる。耕作放棄地率は 4.6%であり,比 較的低い。

龍神村では,年 々獣害が深刻化しており,年 間を通じ

て被害が報告されている。このうち,イ ノシシによる被

害がもつとも甚大であるが,狩 猟期間の H～ 2月 の間に

少なくなるという特徴がある。龍神村は 15集落に分かれ

るが,2002年 度以降はこのうち 10集落以上がイノシシ

の被害を村役場に届け出ている (Figo S参照).

3,2 M集 落の概要

M集 落は, 日高川沿いに位置 し。2000年総戸数 82戸

のうち農家が 29戸 を占める (うち自給的農家は 13戸).

1戸 当たり平均所有耕地面積は 34.Oaであり,水 田率は

65.8%,耕 作放棄地率は 2.4%である.

M集 落は,農 業集落全体が森林と県道 ・日高川によつ

て囲まれてお り,県 道から森林に向かつて標高が高くな

る扇状の集落である。集落最上部から県道を見下ろすと,

棚田とともに, 日高川やこれに沿つて建設されたオー ト

キャンプ場が見下ろせる。宅地は,県 道沿いと山際に点

在 してお り,宅 地が帯状に集落外縁を形成 している。ま

た,か つては宅地周辺に広葉樹林も見られたが,現 在で

は宅地のすぐ背後に人工林 (針葉樹林)が 迫つてお り広

葉樹林は見られない。水田回地内には日高川に注ぎ込む

複数の小河川が集落内を縦断してお り,宮 代谷等といつ

た谷を形成 している。

4.調 査結果

農土論集241(74-1)

和歌山県   ｀ ヽ
、

Fig。4 龍 神村の位置
Location ofRyttin‐Mura

集落数
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0

*龍神村提供資料より作成

Fig.5 獣害報告集落数の推移
Change ofthe number ofsettlement damaged by animal a■acks

4.1 生 息痕跡の分類把握

M集 落の土地利用状況及びイ ノシシの生息痕跡が確

認 されたポイン トを Fig.6に示す とともに,各 ポイン ト

の詳細デー タを Table 2に示す.

調査にあたつては,イ ノシシの生定、痕跡を,① イノシ

シ捕獲地点,② ヌタ場,③ 足跡発見地点,④ 掘り返し跡

発見地点,⑤ 踏みつけ跡 (草本踏み倒し,表 土露出)発

見地点,の 5類型に分類して確認した.イ ノシシの足跡

には他の動物とは違った特徴があることから,③ につい

ては他の動物による痕跡との判別が容易である。また,

②と④についても,生 態学分野における研究結果からイ

ノシシ固有の生態的特徴により残される痕跡であること

が明らかにされている.一 方,⑤ は,イ ノシシ以外の動

物による痕跡である可能性も残るため,イ ノシシ猟を行

う狩猟免許保有者の同行を得て,イ ノシシによる生″自、痕

のみを客観的に特定していただいた。なお,調 査実施後

に,調 査時に撮影した生息痕跡の写真画像をイノシシの

生態研究を専門とする生態学者に見てもらい,補 足確認

を行って調査結果を確定した。

各痕跡分類のサンプルをFig.7に示す。調査の結果,

シキミやサカキといった花木に転作された樹園地化水田

や,ス ギ等が植林された林地化水田に,イ ノシシの生虐、

痕跡が多く確認された。

ノ P'
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2 0 0 4年 捕独地点

かし 例

土地利用区分

日 耕 作放飛地

田 不 作1十ヽ地

1子1 村lAl地化水口1

1:: 林 地化水 IH

L!1 村ヽこ地。111林

■ 化地

イ ノシシ生息痕跡

X イ ノンシ州i控地点

●  ヌ タ場

◎  足 助i

◆ llllり返 し跡

☆ 路 みつけ跡 (Ⅲ本附倒 し)

▲  路 みつけ跡 (表 |!解|11)

F i g . 6  M集 落の土地利用状況とイノシシ生起、痕跡
Land‐use situation and tracks of Mrild boar in M scttlemcnts

T a bに2 イ ノシシ生定、痕跡デー タ

Data oftracks of Mrild boar

注)識 別番号は,生 息痕跡種類別に北東から南西方向へ付与 (F七.6参照).「踏み/1け跡 (革)」は 「踏みつけ跡 (草本踏み倒し),「踏みつけ跡

(表)」は 「踏みつけ跡 (表上露出)Jの略

|

No.
痕跡の種類 場 所 形状 備 考

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

‐３

‐４

‐５

‐６

‐７

‐８

‐９

２。

２ ‐

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３。

３ ‐

スタ場

捕獲地点

捕獲地点

足跡 (泥)

掘り返し提

掘り返し『

掘り返し『

堀り返し'

掘り返し『

掘り返し'

踏みつけ跡 |

踏みつけ跡 |

踏みつけ跡 |

踏みつけ跡 |

踏みつけ跡 |

踏みつけ跡 |

踏みつけ跡 |

踏みつけ跡 |

踏みつけ跡 |

踏みつけ跡 |

踏みつけ跡

踏みつけ跡

踏みつけ跡

踏みつけ跡

踏みつけ跡

踏みつけ跡

踏みつけ跡

踏みつけ跡

踏みつけ跡

踏みつけ跡

踏みつけ跡

亦

亦

亦

亦

亦

亦
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Ｆ

Ｆ
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俵
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俵

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

山道路上

林地化水田

樹園地化水田

路上

路上

回場進入口 (上)

路上

石積み畦畔

石積み畦畔

上畦畔

土畦畔

圃場中

土畦畔

圃場中

土畦畔

土畦畔

河口半 (土)

i可田半 (上)

,可田半 (土)

河畔 (土)

回場中

土畦畔

上畦畔

上畦畔

土畦畔

上畦畔

上畦畔

土畦畔

土畦畔

土畦畔

土畦畔

直径約 100cm

幅員約 200cm路 面上を横切る複数の足跡

約 20cm×300cm範 囲一面にわたり複数

約 150cm×3cm範 囲一面にわたり複数

約 200cm X 300cm範囲一面にわたり複数

高さ60cmの 畦畔上部に直径約 30cm

高さ60cmの 畦畔上部に直径約 30cm

畦畔高約 190cmの 法面に幅約 250cmに わたり複数

畦畔高約 160cmの 法面に最大幅約 60cmの S字 痕

長さ500cEl,最大直径約 80cmの トンネル状痕

畦畔高約 200cmの 法面に最大幅約 30cmの S字 痕

長さ約 500cm×最大幅約 30cm

畦畔高約 70cmの 法面に最大幅約 30cmの S字 痕

畦畔高約 180cmの 法面に最大幅約 30cmの 直線痕

川面から高さ約 180cmの S宇 痕

川面から高さ約 180cmの S字 痕

川面から高さ約 140cmの S字 痕

川面から高さ約 140cmブ)S字 痕

長さ800cm×最大幅約 30cln

畦畔高約 160cmの 法面に最大幅約 60cmの 直線痕

長さ400cm×最大幅約 50cm

畦畔高約 160cmの 法面に最大幅約 50cmの S字 痕

畦畔高約 120cmの 法面に最大幅約 30cmの S字 痕

畦畔高約 130cmの 法面に最大幅約 50cmの S字 痕

畦畔高約 100cmの 法面に最大幅約 40cmの S宇 痕

畦畔高約 70cmの 法面に最大幅約 40cmの 直線痕

畦畔高約 70cmの 法面に最大幅約 60cmの 直線痕

畦畔高約 190cmの 法面に最大幅約 20cmの 直線痕

畦畔高約 160cmの 法面に最大幅約 80cmの 直線痕

未舗装 ・車両通行不可

縄わな (2003年),石 積み畦畔下

鉄製構 (2004年)

アスファル ト舗装 ・車両通行可

未舗装 ・車両通行不可,石 積み畦畔沿い

圃場入り日の トタン板設置手前

末舗装 ・車両通行可】クリの木の下

畦畔上部崩壊

畦畔上部崩壊

土畦畔沿いに獣道形成

川面⇔山林の経由ホイン ト

川面⇔山林の経由ホイン ト

川面⇔山林の経由ポイン ト

川面⇔山林の経由ポイン ト

石積み畦畔沿いに獣道形成

圃場⇔道路の経由ホイン

圃場⇔道路の経由ホイン
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山間農業集落における水田固地への有害獣侵入経路

掘り返し跡         踏 みつけ跡 (草本日

(No 7)                      (No 12)

F i g . 7  イノシシの生起、痕跡の分類別サンプル

Sampics ofeach typc ofwild boartracks

4.2 イ ノシシの捕獲地点

M集 落の水田団地内では,2003年に縄わなにより林地

化水田において 1頭,2004年に鉄製檻により樹園地化農

地において 1頭が,そ れぞれ有害獣として捕獲されてい

た.狩 猟免許保持者は,そ れまでの経験から,イ ノシシ

が捕獲されやすいポイン トとして,縄 わなを石積み畦畔

下に,鉄製檻を圃場侵入口から数 m圃 場中へ入った位置

に圃場進入口に向かつて,それぞれ設置し,成果を得た。

4.3 ヌ タ場

ヌタ場は,集 落在住の農業委員及び狩猟免許保持者か

ら聞き取 りを行い,集 落内に lヶ所存在することを把握

した。さらにヌタ場のある土地の所有者の同行を得てそ

の位置を把握 したところ,宮 代谷の支流にあたる桑蒔谷

の東斜面に立地し,現 在では利用されない山問歩道上に

あることが確認された,こ のヌタ場は,30年 以上前から

同位置に存在するとのことであり,2005年 9月 の補足調

査時にも水の泥濁や周辺草本への泥の付着が見られたこ

とから,継 続的に利用されていることが確認できた。

4.4 掘 り返し跡

掘 り返し跡は,畦 畔や路上に6地 点が確認された。こ

れ らの掘 り返し跡は,イ ノシシが餌とするミミズ等小動

物を上中から掘 り出す際に残る。このうち5地 点は,河

川沿いに位置する路上や畦畔で確認されたという共通点

がある。

4.5 踏 みつけ跡

踏みつけ跡は,土畦畔に 14地点と最も多く確認された

(Tabに3参 照)。土唯畔のうち,最 も畦畔高が高いもの

は約 200cmに及ぶが,イ ノシシの踏みつけ跡はこの畦畔

に対して S宇 に残されていた (草本踏みつけ跡)。また,

表土露出痕が確認された上畦畔のうち,最 も畦畔高が高

いものは約 190cmに 及ぶが,残 された踏みつけ跡は約

20cmの 深さに掘られた直線のスロープ状になつていた。

農土論集241(74-1)

踏みつけ跡 (表上露出)

(No 27)

T a b l e  3  発見位置別イ ノシシ生定、痕跡

Data oftracks ofwild boar

発見位置

生息痕

圃場 畦 畔 路 上

河
畔

進

人

口

中
石
積
み

土
舗
装

末
舗
装

イノシシ捕獲地点

ヌタ場

足跡

掘 り返 し跡

踏みつけ跡

1

1

2 i

3  :

これに対し,石 積み畦畔では,イ ノシシの踏みつけ跡が

確認されなかつた,

また,河 畔では,4ヶ 所の表土露出痕が確認された。

5.考 察

5.1 イ ノシシ侵入経路と土地利用の関連性

M集 落の宮代谷西岸には,樹 園地化 ・林地化水田が多

く存在する。これらは,主 に減反政策を受けて転作され

た水田であるが,現 在では管理が行き届かず大半が薮と

化している。調査の結果,こ のような永年性作物への転

作水田が,イ ノシシの侵入経路として利用される傾向に

あることがわかつた.高 橋 (2003)は,イ ノシシが河川

沿いを移動ルー ト (コリドー ;corridOr)として利用して

いることを指摘 しているが,M集 落では河川沿い 。谷間

の水田が樹園地化 ・林地化を経てヤブ化したことから,

イノシシの移動ルー トが谷間からその周辺のヤブ化農地

へ拡大し,谷 沿いを軸としたバッファが形成されたもの

と考えられる。すなわち,永 年性作物転作水田が,長 年

にわたる管理不良期間を経ていわば 「人為的な獣道」と

なり,イ ノシシの本来の生定、地である山林と水田団地を

つなぐコリドーとして利用される状態にあると考えられ

る.

踏みつけ跡 (草本踏み倒し)

(No 12)
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一方,樹 園地化 ・林地化水 田に隣接する雑種地 ・山林

は,イ ノシシの侵入経路 として利用 され ることが少なか

った,生 態学分野における研究成果か ら,元 来水 田であ

った農地は,イ ノシシが必要 とする水場や,身 を隠す こ

とのできる文の高い草本類〕エサ となるミミズや草本類

の根が多 く存在することか ら,イ ノシシにより利用 され

やすい傾向にあることが指摘 されてお り,本 研究におけ

る調査結果は これを裏付けるもの と言える.

5.2 イ ノシシ侵入経路 と農地基盤 との関連性

石積み畦畔にはイ ノシシが乗 り越えた痕跡 (踏みつけ

跡)が 発見 されなかったが,こ のことはイノシシが石積

み畦畔を移動経路 として利用 しないことを意味す るもの

ではない。 しか し,圃 場の内側で確認 された踏みつけ跡

の うち 2地 点 (No.12,21)に おいて畦畔下に沿つて獣

道が形成 されていたことを踏まえると,イ ノシシは石積

み畦畔等の乗 り越 えにくい障害物に対 して平行に移動 し,

比較的乗 り越 えが容易な地点を選んで回場から回場へ移

動す る傾向にあると考えられる.

また,土 畦畔は,蛇 行す るなどによつて乗 り越えるこ

とが比較的容易であ り,約 2mの 高 さで もイ ノシシが乗

り越えて侵 入経路 として利用す ることが可能であること

がわかった,上 唯畔は,あ らゆる地点で崩壊が見 られ る

わけではなく,特 定の部分に表土露出痕が残っていたこ

とか ら,イ ノシシが段差のある圃場か ら圃場へ移動する

際,峠 畔のなかで ()ある一定のボイン トを継続的に利用

す る傾障]にあると言える。このことは,河 畔に残 された

表土露出痕に tD lril様の傾向が見 られることから,イ ノシ

シが河川を横切つて山林か ら川面へまたは川面から山林

へ移動する際,あ る一定のポイン トを継続的に利用す る

傾向にあると言える.

6.お わりに

M集 落では,植 林をすれば管理も簡素化できる上,周

辺水田に迷惑をかけずに済むとの思いから,主 に減反対

策として山際や谷沿いの条件の悪い水田の多くが林地化

したという経緯がある。同様の状況は多くの山間農業集

落でも発生 した と考えられるが,本 調査結果は,獣 害ヘ

の対応を見越 した時,農 地を立地条件等に配慮せず安易

に林地化することの危険性 を示唆 していると言える.ま

た,本 調査結果か ら,畦 畔の構造や材質の検討により,

イ ノシシの侵入防除策が導かれる可能性 も見いだ された.

今後は,農 地における獣害発生状況 とイ ノシシの侵入

経路 との関連性を分析す るとともに,異 なる空間構造を

持つ農業集落を調査 して比較検討を行 うことにより)本

論で得 られた知見の適用性を高めることが課題 となる`

謝辞 ! 本 研究は近畿農政局 「平成 16年度中山間地域農

林地整備計画策定調査
“
日高川地域

"」
における成果の一

部を含む.調 査に当たっては,龍 神村役場及び住民各位

より多大なるご協力を得た。ここに記 して御礼申し上げ

る次第である.
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Invade into a Unit of Paddy Fields in httOuntainous Areas

ofwild boar invading path in Ryttin―mura,Wakayama Prefecture―

AniIIlal Path to

―A c a s c  s t u d y

T A K E Y A M A  E m i * , KUKl Yasuaki米
米

MATSUMURA Kota** MIYAKE Yasunari***

* Fご
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Abstract

in this casc study in mountainous arca,町 吐iin_m ura.、Vakayama Prcttcturc,invading path Of wild bOar十 om

ibrcst irito a unit ofpaddy nclds is rcscarchcd by thc tracks of、vild boar,as、vcil as iand‐usc situatiOn bv cach lot.

As a rcsuit oI‐total analysis,fじatures ofthc invading path rclatcd to thc land―usc situatiOn and thc spatial stmcturc

of paddy ncld arc poilltcd out as ioHo、vcdi

l)  UndCr thc Ricc Productlon AttustmCnt systcm(Scisan_choscl of ricc),much Of paddy llcld iOcatcd

parallcl to thc ravinc has bccn convcrtcd into forcst. That flcld has bccn not managcd propcri、1

rcsulting in ibrrlling thc、vidcr ravinc blltttr.lt lllcans,convcrtcd paddy ncld into fOrcst has bccomc a

corridor Of、vild boar to invadc into a ullit of paddy flcld.

2)    Soil ridgcs bct、vccn ricc tclds arc much morc uscd than stonc onc by、vild boar as thc invading path.It

is ablc l()r 、vild boar to climb Ovcr about 2m soil ridgc. Vヽild boar tcnds to pass thc samc point

continuousiy.

【マy wθrrFs ∂α′″αgビヴ材727″?α′】rrαごた,ん″ο初′7r所々0"sα′セα,レ' 〃々うθαぇごθ/,'〃ο4ごθ″ッgrs′ο″ヴ
｀
βα冴のブデ/2rθ乃″Sr,

尺たでノrθれrcrrο々cθ々r/ο′“C?′々ra/17,尺rダg2ゎ?ん夕で?′?/'C?カメ泳
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