
Ⅰ．はじめに

ニホンジカ（Cervus nippon:以下，シカ）は

従来から農作物に被害を与える動物として駆除

の対象となっていた．さらに，近年では全国的

な増加に伴い農作物被害が拡大してきた．さら

に，シカの増加は分布拡大を伴い，従来には生

息しなかった深い森林や高山域にも進出してい

る．それによって，森林の下層植生や低木が影

響を受け，さらに高木層の樹木は剥皮被害を受

けるようになった．

これらのことから，シカが森林生態系を構成

する植物に強い影響を与え，さらに昆虫や小動

物，鳥類や哺乳類にも影響を与えていることが

報告されるようになった（辻岡 1999，湯本・

松田 2006，前迫・高槻 2015）．高山域では，高

山植物のお花畑も壊滅的な被害を受ける地域が

多くみられるようになった．

これらのことから，農林水産省は鳥獣被害防

止特別措置法を 2007年（平成 19年）に制定し，

被害を生み出す野生鳥獣の駆除を進めるために

法的，財政的な対応を始めた．環境省も 2014

年（平成 26年）に，「鳥獣の保護および狩猟の

適正化に関する法律」を改訂し，捕獲・駆除を

進めている．環境省や農水省は，シカの個体数

削減事業に巨額の投資を行っている．しかしな

がら，獣種を特定して駆除できる銃による捕獲

を行える狩猟者や専門的捕獲技術者は多くな

い．全体として急激な減少傾向にあった狩猟者

は，このような予算的措置もあって若干増加傾

向にあるが，その多くはくくり罠（図 1）など
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シカ（Cervus nippon）の捕獲用のくくり罠でカモシカ（Capricornis crispus）が錯誤捕獲されており，
その影響を調べた．長野県小諸市は錯誤捕獲されたカモシカに耳標を装着して記録している．小諸市で
は 2016年と 2017年で，88回のカモシカの錯誤捕獲があり，46個体が錯誤捕獲され，複数回捕獲された
個体も多かった（7回 1個体，4回 7個体，3回 2個体，2回 11個体）．千曲川南側の丘陵地帯に 2017年
からセンサーカメラ 22台を設置し，192回のカモシカのビデオ映像を得た．ビデオ映像上では耳標の付
いた個体が少なくとも 13個体確認されたが，そのうち 4個体は負傷していた．前肢の一部欠損 2個体は
それぞれ 4回の錯誤捕獲を受け，歩行異常 2個体は 4回と 3回の錯誤捕獲を受けていた．2017年 6月か
らそこで錯誤捕獲されたカモシカ 3個体に小型 GPS首輪を装着して追跡している．3ヶ月間にわたって
追跡できた 2個体では錯誤捕獲後も行動圏は安定していた．カモシカの土地定着性が複数回捕獲の一因
となり，それが負傷につながる可能性が示唆された．
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の簡便な方法で捕獲できる罠を多用している．

また，行政によっては，くくり罠などの簡便な

罠の設置を奨励しているところもある．

ところが，罠による捕獲では，捕獲獣種を特

定することが通常は難しい．くくり罠には，シ

カだけでなく，ツキノワグマ（Ursus thibetanus），

ニホンカモシカ（Capricornis crispus以下，カ

モシカ），イノシシ（Sus scrofa），キツネ（Vulpes 

vulpes），タヌキ（Nyctereutes procyonoides）な

どの動物がかかることが予想される．長野県小

諸市の 2013年（平成 25年度）の資料では，シ

カを捕獲する目的で設置されたくくり罠で 351

回の捕獲があり，シカ 186個体が捕獲された．

その一方で，シカ以外に 136個体（カモシカ

45個体，ツキノワグマ 15個体，タヌキ 28個体，

キツネ 24個体など）が捕獲され，中型食肉類

70個体はそのまま処分された．小諸市では，

専門の職員が現場で放獣に努めているが，放獣

された動物の怪我の有無や生死は調べられてい

ない．くくり罠に掛かった動物の放獣では作業

者にも危険が及び，作業も煩雑なので，多くの

地域では放獣されているかは定かではない．特

に中型食肉類が捕獲されると，駆除されている

可能性が高い．少なくとも小諸市の状況をみる

と，くくり罠による捕獲は野生動物に大きな影

響を与えている可能性が大きいと言わざるを得

ない．捕獲許可を出した行政である環境省や地

方自治体は，錯誤捕獲についての報告義務を課

していない．したがって，実態は全くわからな

いままである．このような実態を把握すること

は急務である．

錯誤捕獲についての問題はいろいろ存在する

が，今回はくくり罠による錯誤捕獲が国の特別

天然記念物であるカモシカにどのような影響を

与えるのかに注目することにした．その理由は，

カモシカが希少種であること，シカと同所的に

生息している場合が多いと思われること，体重

などがシカに近く罠の工夫がしにくいことなど

である．

2016年 4月から 3ヶ月間の小諸市でのカモ

シカの 35回のくくり罠による錯誤捕獲で，4

個体が 2回，1個体が 3回，1個体が 4回捕獲

された．短期間に何度も罠にかかることは，四

肢の負傷の可能性を高めると思われる．また，

このような四肢の負傷が死亡につながる可能性

があるかもしれない．また，怪我をした個体は

なわばりを防衛できなくなることが報告されて

いる（岸元 1992，落合 2016）．さらに，このよ

うに罠で捕獲されることが，カモシカにとって

もストレスになり，それが重なることによって，

それまでの行動圏を離れる可能性もある．

私たちは，2012年から浅間山山麓でカモシ

カに発信器を装着し追跡調査を行ってきた．当

時はシカの捕獲が散発的であったが，近年大量

のくくり罠が設置された．その結果，安定した

行動圏を持っていた追跡個体 3個体が行動圏を

変化させ，2個体は罠で足を痛めた．追跡して

いた 1個体は斜面に設置された罠にかかって死

亡し，1個体は罠にかかり死亡していた．もう

1個体は行動圏をシフトした後に死亡した．追

跡個体以外でも，1個体が斜面に設置された罠

で死亡した．くくり罠の存在やそれによる捕獲

が，負傷や行動圏の攪乱をもたらした可能性が

高い．
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図 1　くくり罠の一例．（笠松式わな（協和テクノ株式会社）

http://ktblog.naganoblog.jp/e1967582.html）．



本研究の目的は，くくり罠によって錯誤捕獲

されたカモシカがどの程度存在するのか，また，

何回も捕獲された場合に四肢の負傷がどの程度

起こるのか，錯誤捕獲されたカモシカの行動圏

はどのように変化するのかをあきらかにするこ

とである．

Ⅱ．方法

1. くくり罠による錯誤捕獲の実態分析

長野県小諸市では，シカの捕獲のために，く

くり罠による捕獲事業を行っている．これらの

事業は小諸市野生鳥獣対策実施隊（以下，実施

隊）によって行われ，いつ，どこで，誰が，何

を捕獲したかが小諸市農林課に報告され，記録

として残されている．また，カモシカが錯誤捕

獲された場合は，職員によって耳に番号を記し

た耳標が付けられている．そこで，平成 29年

の実施隊の記録を用いて，錯誤捕獲を含む捕獲

の実態を調べた．今回の分析に使用した記録で

は，場所や捕獲者については諸般の事情から公

開しないことになっており，捕獲された動物種

だけを分析した．また，中型食肉類（キツネ，

タヌキなど）については，年度終了時までに記

録が取りまとめられるために，暫定的であるの

で過小評価となっている．カモシカについては，

基本的には農林課の職員が現場で放獣作業に立

ち会うために，記録は正確である．この記録の

対象地域は小諸市全域である．

2. センサーカメラによるカモシカの負傷状態の

確認

小諸市の千曲川の南側の丘陵地帯（約 3 km

× 2 km）を 26メッシュに区切り，その中で人

家の多い場所や急斜面や崖を除いた 22メッ

シュにセンサーカメラを設置した．2016年 11

月に設置したカメラがどれも撮影日時の記録に

エラーが生じ，撮影データの分析ができなかっ

た．そこで，センサーカメラを Ltl-Acorn6310W 

MARIFセレクトに変更して，新たに 2017年 3

月に設置し直した．撮影された動物の動きが確

認できるように，動画が撮影されるように設定

した．撮影回数は，あきらかに異なる個体が撮

影されている場合を除いて，1回の撮影があっ

てから 10分以内の撮影は同一個体とみなして，

撮影回数には入れなかった．カモシカが撮影さ

れた場合には個体識別に努めた．個体識別には

耳標番号と耳標の付いた耳の位置，角の長さや

形，体色などを用いた．また，四肢の動きに注

意して，異常がないかを確認した．

3. GPS首輪によるカモシカの行動圏の分析

センサーカメラ調査と同じ地域でカモシカの

錯誤捕獲があった場合には，GPS首輪（ティ

ンバーテック製GLT-03）の装着を試みた．なお，

GPS首輪は重さ 330 gで，この地域のカモシカ

の体重の 1 %以下の重さである．くくり罠に

かかったカモシカに，麻酔銃で麻酔薬（ケタミ

ン・キシラジン混合液，または，キシラジン）

を投与して不動化して保定した．GPS首輪を

装着した上で，余裕があれば，性別，角の撮影，

形態計測，体重の計量を行うように努めた．放

獣後，最低 1ヶ月に 1回はカモシカに接近し，

首輪に蓄積されている位置情報をダウンロード

した．これらのダウンロードしたデータを

ArcGISで描画した．

Ⅲ．結果

1. くくり罠による錯誤捕獲の実態分析

小諸市全体の 2017年（平成 29年度）の中間

的な報告を元に，錯誤捕獲を集計した．捕獲対

象であるシカは 66個体が捕獲されたのに対し，

カモシカが 28個体錯誤捕獲された．中型食肉

類は，36個体（ハクビシン Paguma larvata 21

個体，タヌキ 9個体，キツネ 4個体，テン

Martes melampus 1 個 体， ア ナ グ マ Meles 

anakuma 1個体）が捕獲された．中型食肉類の
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報告締切は年度内なので，さらに捕獲数が増え

る可能性がある．

小諸市全体の平成 28年度と平成 29年度のカ

モシカの捕獲数は表 1のようになった．同一個

体が何回か捕獲されたので，実質的な錯誤捕獲

数はそれぞれ 28個体と 31個体であった．さら

に，個体別に錯誤捕獲された回数を表 2に示す．

2年間で 47個体が捕獲されたが，その内 21個

体（44.7 %）が 2回以上捕獲されていた．4回

以上捕獲された個体が 7個体，7回が 1個体い

た．

2. センサーカメラによるカモシカの負傷状態の

確認

センサーカメラは，22台で合計 3,412日間稼

働した．シカは 169回，カモシカは 167回撮影

された．耳標がついていた個体は 13個体（幼

獣 1個体を含む）で，角などから識別できた個

体が 2個体であった．その他に，耳標の付いて

いない幼獣 3個体，1才個体 1個体が母親と行

動していた．また，これらとは異なる特徴があ

るが，完全には個体識別ができない個体が数個

体いた．

耳標の付いた 13個体の捕獲回数と負傷の程

度を表 3に示す．また，図 2に，負傷個体の写

真を示す．前肢の一部が欠損していた個体が 2

個体いた．また，前肢を引きずっていた個体が
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表 3　長野県小諸市におけるカモシカの同一個体の捕獲回数

と負傷の状態

耳標番号 捕獲回数 負傷の状態
12 7
2 4 放獣時は右後肢引きずり
21 4 左前肢引きずり
22 4 左前肢一部欠損
24 4
26 4 右前肢一部欠損
4 3
36 3 左前肢引きずり
15 2
17 2
32 2
46 1
48 1

表 1　長野県小諸市におけるカモシカの錯誤捕獲個体数

年度 のべ捕獲個体数 実質捕獲個体数
2016年（平成28年） 45 28
2017年（平成29年） 43 31

２年間 88 46

表 2　長野県小諸市におけるカモシカの同一個体が捕獲され

た回数と個体数
捕獲回数 1 2 3 4 5 6 7

2016年（平成28年度） 16 9 2 1
2017年（平成29年度） 22 8 2

２年間 26 11 2 7 1

図 2　錯誤捕獲されたカモシカの前肢の負傷　（a）右前肢先端の欠損（耳標 26），（b）左前肢先端の欠損（耳標 22），（c）右前

肢負傷（耳標 36）

(a) (b) (c)



2個体いた．耳標の番号が明瞭に読めない 1個

体が前肢を負傷し，引きずって歩行していた．

この個体は耳標の位置から前述の個体とは別個

体であった．このように負傷していたり，脚を

引きずっていた個体のうち，耳標番号がわかっ

た個体は，3回以上錯誤捕獲された個体であっ

た．

3. GPS首輪によるカモシカの行動圏の分析

錯誤捕獲されたカモシカに GPS首輪を装着

して，移動の軌跡を得た．GPS首輪を装着し

た個体は 3個体であった．2017年 6月 23日に

捕獲されたメス個体（耳標 2）は，体重の計量

はできなかったが，全長は 129 cmで，角輪は

3本だったので，若い成獣と思われる．くくり

罠は右後肢に掛かっていた．放獣時は少し脚を

引きずっていた．この個体の GPSによる移動

の軌跡を元にした行動圏を図 3に示す．3ヶ月

間で行動圏の大きな変化はなかった．

2017年 7月 2日に捕獲されたメス個体（耳

標 32）は体重が 40.6 kgで体長が 125 cmで，
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図 3　F1個体（耳標 2）の行動圏（2017年 7月，8月，9月）

図 4　F2個体（耳標 32）の行動圏（2017年 7月，8月，9月）



角輪が 4本で，若い成獣と思われる．捕獲時に

は左前肢に罠がかかっていた．顕著な負傷が見

られず，放獣時の歩行は正常であった．この個

体は当歳仔を連れていた．この個体の GPSに

よる移動の軌跡を元にした行動圏を図 4に示

す．この個体も 3ヶ月間で行動圏の大きな変化

はなかった．

2017年 9月 20日に捕獲されたメス個体（耳

標 4）は，不動化を完全に行うことができずに，

GPS首輪を装着後，すぐに放獣した．この個

体については，追跡期間が短いために，今回は

報告を割愛する．

Ⅳ．考察

1. 錯誤捕獲種数と個体数

錯誤捕獲の実態についてはほとんどあきらか

になっていない．行政は捕獲許可を出す場合に，

錯誤捕獲の際の報告を求めていない．捕獲従事

者も，錯誤捕獲を報告すると，放獣をしたかど

うか，殺処分の方法，それに対する許可の有無

などを聴取される可能性があるために，報告を

行ってこなかったと思われる．特に，希少動物

が錯誤捕獲された場合には，対応を細かく聴取

される可能性があるために，余計に報告が行わ

れてこなかったと思われる．小諸市がこのよう

な錯誤捕獲のデータを集め，公表したことは画

期的なことである．しかし，小諸市においても，

カモシカは錯誤捕獲として記録されているが，

中型食肉類についてはシカを目的に罠が設置さ

れている場合であっても，鳥獣保護区外では有

害鳥獣捕獲による捕獲として処理されている場

合が多い．

中間的な報告ではあるが，2017年（平成 29

年度）の小諸市の捕獲数を見ると，捕獲目的で

あるシカ 66個体に対し，シカ以外の捕獲は 8

種 69個体となり，ほぼ同数である．中型食肉

類の報告が年度末に追加されると，目的のシカ

の捕獲数を上回る可能性がある．この結果をみ

ると，くくり罠の捕獲手段としての有効性に疑

問を呈せざるを得ない．

有害鳥獣捕獲という名目で捕獲する以上，本

来は罠ごとに捕獲目的の動物種を設定し，それ

以外が捕獲された場合には錯誤捕獲として取り

扱うべきである．ただ，現場でこのような方法

を採用した場合に，中型食肉類の錯誤捕獲とし

ての取扱いが増加し，行政としては罠で死亡し

た動物の法的な処理が難しくなるかもしれな

い．

2. カモシカの生息数に対する錯誤捕獲率の推定

2017年（平成 29年度）の小諸市の捕獲数を

みると，国の特別天然記念物のカモシカも 28

個体が錯誤捕獲されシカの半数に及んでいる．

小諸市全体では，2016年と 2017年の 2年間で

88回の錯誤捕獲があり，46個体ものカモシカ

が捕獲された（表 1）．小諸市全体のカモシカ

の個体数は不明であるが，かなり高い率である

と思われる．今回の野外調査対象地で考えてみ

ると，このことは明瞭である．

今回の野外調査地では，耳標で識別された成

獣が合計 12個体，0才の幼獣が 4個体確認さ

れた．さらに 2個体以上の成獣がいると推定さ

れる．カモシカの出産率は 50 %程度（落合

2016）と言われていることから，幼獣が 4個体

いたのでメスが 8個体いることになる．カモシ

カは一夫一妻で行動圏を構えていることが多い

（Ochia i  and  Susaki  2002 ,  Kish imoto  and 

Kawamichi 1996）ので，オスも 8個体いること

になる．そうすると，この調査地の成獣数は

16個体となる．耳標によって識別された個体

が 12個体，それ以外に数個体という結果とほ

ぼ合致する．実際には，定着的な行動圏をもて

ないあぶれ個体がいることが想定されるので，

もう数個体が付け加わるだろう．この地域のカ

モシカが，既存研究と出産率が大きく異なって

28



いたり，あぶれ個体が多かったり，既存研究と

は大きく異なった社会関係を持っていたりしな

い限り，16個体に数個体を加えた成獣が生息

していると考えてよいだろう．その内 12個体

が錯誤捕獲で捕獲されているので，地域集団の

半数近くが捕獲された経験を持つことになる．

これは非常に高い率であるといえるだろう．

3. カモシカの重複錯誤捕獲と負傷

カモシカの多くは何度も錯誤捕獲されてい

た．3回以上錯誤捕獲された個体では，四肢の

負傷が起こっていた．2個体では前肢の欠損が

見られ，4個体で肢を引きずる行動が見られて

いることから，重複した捕獲は負傷の可能性を

高めていると言える．シカに比べて太くて頑丈

な四肢を持つカモシカはくくり罠での捕獲に対

しても強いと思われてきたが，同じ脚が何度も

くくり罠にかかるとそのようなカモシカでも負

傷を引き起こすのであろう．浅間山でくくり罠

に掛かって死亡した個体を剖検したところ，骨

にワイヤーが食い込んだ跡が確認できた．四肢

の負傷がくくり罠によって起こったことを証明

できないが，罠による重複した捕獲はカモシカ

の四肢の負傷をもたらす可能性を高めていると

言えるだろう．

4. 錯誤捕獲されたカモシカの行動圏の変化

GPS首輪によって 3ヶ月間の行動軌跡を得

られた 2個体の結果では，行動圏はほとんど変

化していなかった．この結果は，浅間山麓での

結果とは異なっていた．浅間山麓で VHF発信

器付き首輪を装着したカモシカのオス 3個体

は，くくり罠が大量に設置された後に，行動圏

を変化させて，やがて捕獲されて死亡したり消

失したりした．今回の結果は，追跡期間が短かっ

た可能性がある．また，浅間山麓の 3個体はオ

スであり，今回はメスであるという性別の違い

が影響しているのかもしれない．メスはより定

着的であるのかもしれない．Kishimoto（1989）

は，前肢を怪我した 2個体が縄張りを失うこと

はなかったと報告している．

しかし，もし今回のように行動圏が安定した

まま続くという土地への定着性が強いとすれ

ば，それはもっと大きな問題を引き起こすかも

しれない．つまり，カモシカはくくり罠で捕獲

されても，行動圏を変化させずに，その場所に

定着したままでいる．そうすると，さらに錯誤

捕獲を受け続ける可能性がある．前項で示した

ように，重複捕獲は負傷の可能性を高める．つ

まり，1回捕獲されても定着を続けさらに捕獲

されて負傷することになる．酷い場合には，四

肢の一部を欠損することになる．このようなこ

とが続くと，この地域のカモシカの多くが負傷

することになる．

5. 今後の調査の課題

今回の短い期間での調査でも，くくり罠によ

る錯誤捕獲がカモシカの負傷の原因となってい

ることが明らかになった．負傷したカモシカが

その後どのようになって行くのかを追跡調査す

る必要がある．行動に大きな影響を与えると思

われる四肢の一部の欠損が，カモシカの生残に

どのように影響するのかを調べることは重要で

ある．また，四肢の一部の欠損や四肢の負傷は，

交尾行動に支障を起こす可能性がある．生存を

続けても，子供を残すことができないかもしれ

ない．また，負傷個体が縄張りを守り行動圏を

維持できるかも不明である．このようなことを

調べるためには，センサーカメラによって個体

の生残，繁殖状況，負傷の回復や悪化，生息場

所などを継続して調べて行くことが必要であ

る．また，GPS首輪装着個体の追跡を続け，

行動圏の変化が生じないかを確認する必要があ

る．また，GPS首輪を装着した 3個体はすべ

てメスなので，今後はオスを含めてより多くの

個体に GPS首輪を装着して追跡する必要があ

る．
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小諸市が行っている捕獲実績調査はぜひ継続

していただきたい．また，前述のように捕獲目

的個体と錯誤捕獲を記録上は分けていただき，

中型食肉類の錯誤捕獲についてもあきらかにな

るようにしていいただけると非常に重要な記録

となる．

錯誤捕獲を減らすためには，さまざまな課題

がある．実態把握については，行政の指導が強

いところでの捕獲記録の集積が必要である．虚

偽の報告や隠蔽が起こらないような仕組み作り

も併せて必要であろう．また，可能な場合には，

対象動物を特定して捕獲できる銃による捕獲を

進める必要がある．それができない場合には，

くくり罠の設置場所の工夫も必要であろう．シ

カのみが使っている獣道に罠を掛けることに

よって錯誤捕獲を無くすことができると言う熟

練ハンターもいる．餌によって誘引して罠に誘

導するような方法，センサーカメラによってよ

く通る獣種を確認してから罠を掛けることなど

が考えられる．一つ一つの罠に対する工夫を行

う必要があるので，現在のように一人が多くの

罠を掛けることにも問題があると思われる．錯

誤捕獲が起こった時の危険性，放獣のための時

間や労力を考えると，少数の罠を目的の動物が

捕獲できるように掛けた方が得策であるように

思う．今後さまざま手法が開発されて錯誤捕獲

が減少することを期待する．
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The influence of mistake capture by snare traps  
on the Japanese serow

MINAMI Masato, TAKESHITA Tuyoshi, INOUE Takahiro, 
CHIKAKIYO Hiroaki and TAKADA Hayato

The Japanese serow (Capricornis crispus) has been mistakenly captured due to snare traps for Sika deer (Cervus 
nippon). Komoro-city, Nagano Prefecture records animals captured by mistake and attached the ear tag to serows for 
individual recognition. In Komoro City, Serows were mistakenly captured 88 times in 2016 and 2017, 46 serows 
were mistakenly captured and many serows captured multiple times (7 times one individual, 4 seven individuals, 3 
two individuals, 2 eleven individuals). Twenty-two sensor cameras on the south side of the Chikuma River took 167 
video images of serows. At least 13 individuals with ear tags were confirmed on the video images, four of them were 
injured. Out of four injured serows, two individuals lost the part of forelegs were each captured four times of 
mistake capturing, and two walking abnormalities were captured four and three mistakes capturing. Also, since June 
2017, three serows captured by mistake were mounted with a small GPS collar and tracked. Home ranges of two 
serows which were tracked for three months were stable even after trapping mistakes. This suggests that the stability 
of home range contributes to capturing multiple times, which may lead to injury.
Keywords: GPS collar, Sensor camera, Foreleg injury, Home range, Stability of home range, Komoro-City, Nagano 
prefecture, Japanese serow, Snare trap
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