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鎌倉市周辺におけるタイワンリスの近況

小 林 峯 生

Recent Status of the Formosan Squirrel (Callosciurus erythraeus 

thaiwanenensis) in Kamakura City and Its Adjacent Area 

Mineo KOBA y ASHI 

はじ め に

台湾を原産地とするタ イワンリス Callosciurusery-

thraeus thaiwanensisの野生化が，本邦で初めて確認

されたのは1964年頃の伊豆大島で，動物闘で飼育中の

もが逃走して増殖し， ツバキの実，ミズキなどに著し

L、被害を見るようになった（今泉，1969〕。その後，侵

入径路は明らかでないが，各方面からタイワンリスの

野生化が報じられるようになり ，現在では伊豆大島の

ほかに，東京都上野公園，神奈川県鎌倉市（横浜市野

岳山公園にも生息しているが，これは意識的に放たれ

たものである〕，兵庫県（岩坂 ・谷川，1981）などに生

息、している。

鎌倉市に見られるタ イワンリスについては小原（19

72），中村 (1977），小林 （1983), TAMURA & M IYA-

SHITA (1984〕などが，生態，分布について報じている

が，いずれも断片的で， 生態については現在，都立大

学の田村典子氏が，本格的に調査をおこなっている段

階である。

鎌倉市に生息するタ イワンリスの侵入径路について

は二説がある。その一つは1951年に伊豆大島から江ノ

島に移し飼育中の数頭が，いつごろか年代は定かでな

いが逃走し， 野生化したというものと，もう一つは鎌

倉市の住民が飼育していたものが逃走し，野生化した

という説である。

先にも述べたよ うに， 鎌倉市に生息するタイワン リ

スの実態は，いまも不明な点が多いのが実情であるが，

10年ほど前から多 くの個体が人目につくよう になった

といわれている。 また鎌倉市に隣接する逗子や横浜市

金沢区，戸塚区，港南区の隣接地帯の環境は，鎌倉市

のタイワンリスの生息環境に似ているにもかかわら

ず，いまのところ生息が確認されていないとL寸 。

そこで，1983年に鎌倉市を中心に多 くの読者層をも

っている地方新聞 R鎌倉朝日”に鎌倉に生息するタイ

ワンリスとタヌキについて解説記事を書いた際，タイ

ワンリスの分布情報を集めるために，リスの情報をお

寄せくださいという次のような依頼文を掲載させてい

ただいた。

「リスの分布状態を解明するために， 本紙をかりて

情報提供をお原郎 、することにいたしました。リスの姿

を見たことのある方々から，何時頃，どこで見たかと

し寸情報をお寄せくださるよ うお願いいたします」。

この記事に対する反響は思いのほか大き く， 電話に

よるもの31件，郵送によるもの22件，計53件の情報を

得ることができた。情報提供供者のほとんどは，鎌倉

市に住居する方々で，1件だけ藤沢市片瀬から寄せら

れている。

今回の調査は分布状態を主に調へるこ とを目的とし

たため，分布に関する情報の提供以外はお即応 、しなか

ったが， 餌づけ，移動行動，被害状況， 食物について

も数件の情報を得ることができた。そこで，集まった

情報のいくつかを原文のまま紹介しながら，分布，餌

づけ，移動行動，被害状況，食物の各項に渡って，鎌

倉市に生息するタ イワンリスの近況をま とめてみた。

本文に先きだち，情報をお寄せくださった多くの方

に々，心から感謝する次第である。

分 布

分布について寄せられた情報は53件で， それに基ず

き得た分布図は図 lのとおりである。 情報収集依頼文

を掲載させていただいた ”鎌倉朝日”は鎌倉市，藤沢

市，逗子市，横浜市の西部などに読者をもっている。

しかし，タイワンリスを 目撃したとLづ情報は，藤沢
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図1 情報で得たリスの生息地点

1.藤沢市片瀬目白山334, 2.手広558,3.腰越猫i池，4.津1179, 5. フラワーセンタ

ー， 6.常盤梶原口6,7.笛田1929, s. ・m田1628, 9.鎌倉山， 10.極楽寺3-2, 11. 極

楽寺3, 12.稲村ケ崎 4, 13. 稲村ケ崎2, 14.稲村ケ崎 1, 15. 常盤493, 16.長谷切り

通し， 17.坂の下5, 18.極楽町 1, 19.極楽町 1,2. ．佐助稲荷， 21. 笹目町10,22.六

国見山， 23. 円親寺，24. 山ノ内 450, 25. 山ノ内明月院， 26. 山ノ内上野， 27.建長

寺，28.海蔵寺， 29.扇ヶ谷 l, 30.佐助 l, 31.佐助 1, 32.雪ノ下， 33.小町小IIIT通

り， 34.御成小学校， 35. 由ケ浜2,36.二階堂百八やぐら， 37.西御門2,39.鎌倉宮，

40.浄明寺2,41.材木座 1。

市片瀬にすむ方の 1件を除いて，すへてが鎌倉市の方

々によるものである。鎌倉市内でトは稲村ケ崎，笛田，

佐助，扇ヶ谷，山ノ内，西御門，雪ノ下の各地域に集

中し，藤沢市に隣接する西鎌倉，津西，七里ケ浜，横

浜市西部に隣接する大船，十二所，逗子市に隣接する

浄明寺，大町，材木座の各地からの情報は各1～2件の

みである。鎌倉市で，タイワンリスが生息する主な地

域の植生は，中村（1977〕によれば宮脇（1973）がヤブ

コウジースダジイ群集としてまとめられているところ

だとL寸。このような植物群集は，今回の調査で情報

が得られなかった地域にも残されているにもかかわら

ず，なぜ目撃した人がいないのか（タイワンリスなど
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に興味がlないのかも知れないが〕，大いに疑問である。

この結果を1984年4月13日の朝日新聞夕刊の 「もしも

し不通。かわいい犯人へ」。リスが電話線をかじるの記

事に掲載された分布図（図 2）と比較すると，分布状況

は，今回の結果〔図 1）の方が， 1年先におこなったもの

であるともかかわらず，図2より西部に分布の広がり

が見られる。これらのことからJ鎌倉市に生息する分

布状況を把握するには，今後もなお詳細に調査を続け

る必要がある。今後の分布状況の推移に注目したい。

移動行動

鎌倉市街地では，タイワンリスが飛び石的に生息し



情報①． 「私の住居は鎌倉に隣接する片瀬目白山で

すが， 栗鼠の姿が樹々の間に見かけるので，7' 8年

前から餌づけをしたら，近年は 2' 3匹がきまって餌

を食べに;jとます。前に博物館でしらべたところ，縞栗

鼠でも台湾菜鼠でもなく ，北栗鼠らしいてやす。餌はド

ングリ ，維の実， パン屑，リンゴの皮です。長年にな

るのに，仲々答戒心がつよく，主人の手から一匹だけ

餌をとる位です」（藤沢市片瀬）。

情報⑦． 「リスの姿を見るのはも う10年以上前ーから

で，今は庭のえさ台におくパンの耳等に食べに殆ど毎

日，時間は早朝から 3時頃までに 1匹，或は 2匹で来

ます。猫が草むらにひそんでいますと， 樹の上から威

嚇しています。春には小さい リスも来ます。家から住

宅伝いに，或いは向い側の小学校ぎわの電線を伝わっ

て山へ帰るようです」（御成町）。

情報①． 「小生宅の庭には野鳥のエサをやる目的で

餌台を作っておりまして，冬季には毎日エサを置くこ

とにしておりますが，近年，これが リスに占領される

結果となり， このため，l～3月はエサを ピーナッツ

等，リスの好みそうなものにしていまので，冬季は毎

日多数のリスが来てくれます。現在まで確認した最多

数は同時に 5匹でした。 3～4匹は毎日です。時刻は

エサを与えるのが8～9時頃で，その頃にはすでに庭

で待っておりますし，エサを食べつくす午前中は常に

何匹かが入れ主寄り，立ち答りとL寸状態、がつづきま

す」（山ノ内〕。

この外に，餌づけしている方々から，次のような興

味ある情報が寄せられている。①冬になるとガラス戸

を叩き餌をねだる（ 1件〕，②餌をねだって雨戸を叩く

(3件〕，①俳壇に入って，そなえ物を食べる（ 1件〉，

①郵便受けに餌を運ぶ（ 1件〕，①小さなどワをどこか

え運んでドしまう（ 1件〉，⑤洗たく物を汚す（ 1件〉，⑦

手を打つと，どこからなくともやってくる〔1件〉， ①

ハンド ・パックを開けておく と，その中に入りなかな

かでようとしない（ 1件）。

また， 4,5年前から餌づけをしているか，なかな

か餌づかないとLづ情報も 1件寄せられている。

鎌倉市におけるタイワンリスの分布域と電

話ケーフツレ被害10rr111所（朝日新聞より〕

図2
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ていることが知られている。この現象は電線を波ると

L寸 情報が13件も寄せられたことからj怪定して，主に

電線に伝って移動し生息するものと恩われる。

情報① 「リス．我が家の庭に 5' 6年前から殆ど毎

日来ております。川喜多邸の山から電線，木をったわ

って車道を渡って来ます（雪の下）。

情報②「木から電線を伝い，屋根を歩いている時も

あります。木のあいている所はとび移りますので早い

こと，とてもつかまえるこ とは出来ません」（極楽寺〕。

情報①「私が以前から気にしておりますことは，駅

前のそば屋の庭一円覚寺入口 にもリスが現れるの

で，この店の主人も庭にエサ台を作ってノfン屑やうど

んの屑などを置いていると，野鳥といっしょにリスが

現われるとし川、ます。やはり多い時は3匹ぐらい来る

そうです。問題はこの 「そば屋」のある場所に，リス

がどうやって到達するか，また，どうしてここに行く

がです。この地域の北側は横須賀線の線路ですし，南

側は鎌倉街道の道路，西側は北鎌倉駅前広場，東側は

道路をへだてて池，さらに駐車場となって，リスにと

っては全く隔離された区域になります。そば屋の主人

とも話してみま したが，リスは電話線ケーブノレを伝っ

て，この地域に入ることは間違いないようです。小生

宅の周辺でも数lOmの長さの電線をリスが綱渡りする

ことは珍らしくありません。リスが交通のはげしい道

路の空中をどのような目的で綱渡りをするか，あるい

はlOm以上手前から，そこに餌があることを知る能力

があるか，一応興味ある問題です」（山ノ内〕。

食 物

食物については25件の情報が寄せられた。

情報①． 「特に多く見かけるのは冬，山に木の実な

どなくなるのでし ょうか，庭の甘夏みかんがなる 1月

から 3月頃までが一番多く見られます。庭にはみかん

の木が3本とゆずなどがありますが， これが殆どリス
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餌づけ

佐助稲荷で，タイワンリスを餌づけして観光客の目

を楽しませていることは，よく知られている。今回の

調査では13件の餌づけ情報が寄せられた。餌づけして

し、る箇所が意外に多いことがわかった。



の餌となっています。食べ方はみかんを木から落さな 小獣というわけにはゆかず，なにかよい退治する方法

し、ように，下から穴をあけるように，中を上手にくり はないかと少々閉口しております」（山ノ内〕。

ぬいて食べ，皮をまるく残しますので横からみると， これ以外に，「①洗たく物を汚されるので昼間干すこ

みんな穴をあけられて，ガランドウになっています。 とができない。②ミカンやモモがやられてしまう。①

落ちないように上手に食べるのには感心しています。 家の中まで入ってきて台所を荒す。 ①カキをリスとカ

そんなわけで，冬えさのなくなると頁が一番多く出没し ラスにやられてしまう。⑤餌づけをしているので仕方

ます。最近はなれてしまい，人がいても逃げなくなり がないが，戸袋はくし、やぶられるし，木の皮をはし、で

ました。うちではミカンドロボウが叉来ているなんて しまう」などの情報が寄せられている。

云っていますが，家になる甘夏，ハツサ ックは殆ど リ タイワンリスの繁殖によって，鎌倉の動植物の生態

スにもたべさしています」（極楽寺〉。 系が破壊されているというほどの被害は，いまのとこ

今回寄せられた情報から得た食物の種類は次のよう ろ見られないが，いくつかの地域で上記のような実害

なものであった。 カキ， ピーナツ， ビワ， ユズ，カ のあることは確かである。タ イワンリスは，まだ愛す

ヤ，ツバキの実，ナツミカン，松の実，ハ ッサク，キ ベき小獣として市民に扱われているが，害獣化するか

ンカン， ミカン，モモ，ソノレダム，アンズ，クルミ， どうか注目すべき問題である。

ドングリ， リンゴなどの果実や種子類のほかに，木の

皮， 甘い物，雑飯，花の球根，バンの耳，花などであ おわりに

る。 鎌倉市に生息しているタイワンリスの情報を新聞紙

上をかりて集め，その結果を一応，ここにまとめてみ

被害 た。特に注目すべきことは，現在生息している地域に

前に述べた朝日新聞の記事は 「鎌倉の緑豊かな森に 隣接していながら，いまだに生息が確認されていない

タイワ ンリ スが大繁殖して， 電話線ケーブノレをかじる 逗子市や横浜市西部地域に，分布を拡大するかとうか

ため， 不通や混線事故が続出している。 電電公社は， である。今後，その推移を見守りたし、。

ケープゃル内に束ねて収納している配線 （芯線〕の絶縁

被覆を，紙からポリ エチレンに替えたり，さらにスチ 文献

ーノレ入りケーブノレに張り替えるなど被害防止に懸命だ 朝日新聞 1984, 「もしもし」不通，かわいい犯人，

が，リスの生息地は年々広がっており， 電話線被害だ リスが電話線かじる． 東京．

けではなく， 一帯の動植物の生態系を壊すのではない

かと心配する声も出はじめている」と報じている。

今回の調査では 4件の被害情報が寄せられている。

情報①． 「私の家は，県立近代美術館の前にありま

今泉吉典 1949, 日本um乳動物図説．洋々書房 ，東

京．

今泉古典 1960, 原色日本晴乳類図鑑．保育干上，大

阪．

す。10年来タイワンリスが出没し，庭のユズ，ソノレダ 岩波由香 ・谷川和子 1981，姫山公園におけるタイワ

ムなどのなりものを食べ荒して困っています。山を背 ンリスの行動域．鳥と 自然，（23): 7-10, 

負う地形のため，木が多く， 住みついているものと思 兵庫野鳥の会．

われます」（雪ノ下〉。 小林峯生 1983，タイワンリス． 鎌倉朝日. 50号．

情報②． 「どの｛：i'L＼、るかわかりませんが，夜でも昼 中村一恵 1977，タ イワンリスに寄食するヒヨドリ．

でも歩き廻り ，花でも実でも，冬などは椿の幹までか 野鳥，40(12): 648 653. 

じり大変被害を受けております。わが家では愛すべき 小原秀雄 1972，日本の動物辞典 p. 402 三省堂．
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