
Ⅰ．はじめに

ニホンジカ（Cervus nippon：以下，シカ）の

個体数が急増し，分布も拡大している．シカは

従来から生息密度の高い地域では農林業被害を

生み出してきたが，近年では高山域にも進出し，

生物多様性に対する脅威ともなってきた．この

ようなことから，シカの捕獲が各地で盛んに行

われるようになった .

しかしながら，狩猟者の減少と高齢化によっ

て，銃による捕獲の従事者数は多くなく，銃に

よる捕獲は多くない．環境省による「鳥獣の保

護および狩猟の適正化に関する法律」（2014年：

平成 26年）の改訂によって，専門的捕獲技術

者の養成と活用に道が開らかれたが，まだ高い

技術をもつ専門的捕獲技術者は多くない．農林

水産省は鳥獣被害防止特別措置法（2007年：

平成 19年）を制定し，現場に最も近い市町村

の鳥獣被害対策の支援を進めてきた．しかし，

市町村では猟友会に依存した捕獲隊を編制する

ところがほとんどで，捕獲技術の高い狩猟者は

限られている．

このような現状では，農業従事者による自己

防衛的な捕獲も含めて，比較的簡便に設置でき

る罠が捕獲の中心にならざるを得ない．特に，

くくり罠は安価で設置も容易なので，多くの場

所で大量に設置されている．

くくり罠は捕獲される対象動物をあらかじめ

選定できないだけでなく，捕獲された動物の脚

をワイヤーでしばりあげるので，脚に大きな負

傷を与える可能性がある．くくり罠による錯誤
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ニホンジカ（Cervus nippon）捕獲用のくくり罠でニホンカモシカ（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 2016年から錯誤捕獲されたカモシカに耳標を装着して記
録をしている．千曲川南側の丘陵地帯に 2017年からセンサーカメラを設置し，耳標のついたカモシカの
負傷状態と生存を確認した．2016年から 2019年まで，錯誤捕獲数は減少していなかった．同一個体が平
均で 2.8回，最大で 14回錯誤捕獲されていた．負傷状態を確認できた 24個体の半数に負傷経験があり，
その内 9個体に四肢の一部の欠損が見られた．少なく見積もっても，錯誤捕獲個体全体の約 30 %に負傷
経験があった．捕獲回数が増えると負傷の程度が酷くなったが，傾向は顕著ではなかった．負傷を酷く
する他の要因があると思われる．負傷個体と負傷していない個体で，生存率に差がなかった．中長期的
なモニタリングが必要である．
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捕獲は，設置数の多さや負傷の可能性から，設

置地域の中大型の野生動物に大きな影響を与え

る可能性がある．錯誤捕獲の報告義務がないた

めに，錯誤捕獲の実態はほとんど不明である．

従来から，ツキノワグマ（Ursus thibetanus）に

対する錯誤捕獲については，捕獲されたツキノ

ワグマの対応に危険が伴うために，専門家によ

る麻酔と放獣，あるいは猟友会員による銃によ

る殺処分が行われてきた．そのため，行政に記

録が残ることになる．しかし，それ以外の動物

については，錯誤捕獲があったことも，捕獲さ

れた動物種も，その対応もほとんど報告されて

こなかった．しかし，近年錯誤捕獲の実態が少

しずつ報告されるようになり，その深刻さが注

目されるようになった．第 27期プロ・ナトゥー

ラ・ファンド助成（国内研究助成）を受けた長

野県小諸市でのニホンカモシカ（Capricornis 

crispus；以下　カモシカ）の錯誤捕獲の実態調

査（南ほか 2018）は，錯誤捕獲の実態をあき

らかにする端緒のひとつとなった．

日本哺乳類学会 2017年度大会において，自

由集会「錯誤捕獲の現状とその課題（特にくく

り罠において）」が開催され，錯誤捕獲につい

ての問題提起が行われた．この集会の参加者は

180名を越え，錯誤捕獲に対する関心の高さが

あきらかとなった．さらに，日本哺乳類学会

2018年度大会において，第 27期プロ・ナトゥー

ラ・ファンド助成（国内研究助成）を受けたカ

モシカの錯誤捕獲についての発表（近清ほか

2018）が行われた．2019年度大会では，第 29

期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成（国内研究

助成）を受けた小諸市のカモシカの錯誤捕獲の

発表（須田ほか 2019）が行われ，さらに中大

型食肉類の錯誤捕獲の現状（福江ほか 2019）

が発表された．また，日本哺乳類学会の保護管

理に関する各種の会議で，錯誤捕獲の実態と問

題点，その対策などが動物種を越えて話し合わ

れた．このように錯誤捕獲の問題は，野生動物

管理の喫緊の問題の一つとして注目されるよう

になってきた．しかしながら，錯誤捕獲の実態

はまだまだ明らかにされておらず，まずは実態

把握を強める必要がある．

このような中で，前述のカモシカの錯誤捕獲

の実態調査は重要な意味を持っている．カモシ

カはシカと体サイズや体重が近いこと，同様の

蹄を持つこと，近年分布域が重複してきたこと

などから，シカ用のくくり罠による錯誤捕獲に

遭いやすい動物である．また，国の特別天然記

念物であり，保護すべき動物である．筆者らは，

前述の研究（南ほか 2018）で，2016年と 2017

年の2年間で88回のカモシカの錯誤捕獲があっ

たこと，21個体が 2回以上錯誤捕獲に遭って

いたこと，最大で 7回錯誤捕獲された個体がい

ること，13個体が負傷していたこと，錯誤捕

獲後も行動圏をほとんど変化させなかったこと

を報告した．

しかし，この結果は短期的な調査に基づくも

のである．四肢の負傷は長期的にはより大きな

負傷や死亡につながる可能性がある．カモシカ

は急斜面を利用することもあるので，負傷の影

響は大きいかもしれない．また，負傷によって

なわばりを失うなどカモシカの個体間関係に影

響を与える可能性もある．そのようなことから，

これらの個体の生残や負傷の進行などのモニタ

リングを続ける必要がある．

また，小諸市ではこのような錯誤捕獲は減少

せずに続いている．そのような状況で，錯誤捕

獲の実態把握だけに留まっていては，この調査

対象地域のカモシカの個体群を保全することは

できない．そこで，一部の地域で試行されてい

るシカの誘引捕獲，すなわち，餌でシカを誘引

して捕獲し錯誤捕獲を避ける方法（柳澤・菅澤

2015，坂庭・坂和 2018，大場 2018）を試すこ

とにした．この誘引捕獲には，誘引のために使
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用する餌の選定が重要である．どのような餌が

適切であるかは，地域や季節によっても異なる

可能性がある．その餌によって，その地域のシ

カが誘引されるか，カモシカや他の動物は誘引

されないか，などを調べる必要がある．そこで，

同じ中部地方である群馬県での試行（坂庭・坂

和 2018）を参考に小諸市で誘引捕獲を試すこ

とにした．

本研究の目的は，シカ捕獲用くくり罠による

カモシカへの中期的な影響を記載することと，

この地域での錯誤捕獲を減少させる手段として

シカの誘引捕獲の可能性を探るということであ

る．

Ⅱ．方法

1. くくり罠による錯誤捕獲の記録

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，基本的には農林課の職員が現場

で放獣作業に立ち会い，職員によってカモシカ

の耳に番号を記した耳標が付けられている．筆

者らも可能であれば，錯誤捕獲の現場に行き，

性別の確認，齢査定，負傷状況の確認などを行っ

た．しかし，カモシカを安全に確実に放獣する

ために，このような確認作業を行うことができ

ない場合もあった．また，立ち会うことができ

ない場合も，小諸市農林課の協力によって，捕

獲に関する資料の提供を受けた．

2. センサーカメラによるカモシカの生存と負傷

状態の確認

調査は，小諸市の千曲川の南側のやや孤立し

た丘陵地帯（約 3 km×2 km）（図 1）で行った．

調査地を 27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．センサーカメラ

は熱を感知して自動的に撮影が行われるカメラ

である．Ltl-Acorn6310W MARIFセレクトを使

用し，2018年 10月からは，センサーカメラの
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設置場所ができるだけランダムになるように

2ヶ月ごとにメッシュ内で設置場所を変えた．

撮影された動物の動きが確認できるように，動

画と静止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．負傷の状況は，3段

階で記録し，さらにどの脚を負傷しているかを

記録した．負傷の 3段階の区分を表 1と図 2に

示した．

3. 踏査

センサーカメラの設置場所の変更のために

は，カモシカが使っていると思われる獣道の位

置や使用程度を知ることが重要である．そこで，

センサーカメラの設置の合間に，踏査を行った．

この際に，カモシカと遭遇できた場合には，双

眼鏡を使って観察し，耳標番号と耳標の付いた

耳の位置，角の長さや形，体色などを記録して，

個体識別を試みた．また，四肢の動きに注意し

て，負傷などの異常がないかを確認した．

4. シカの誘引捕獲

調査地内の 2カ所でシカの誘引捕獲を試み

た．使用した誘引物は，鉱塩とユクルである．

鉱塩は，農協取扱の畜産動物用鉱塩を使用した．

ユクルは，日鐵住金建材株式会社によって野生

シカ誘引を目的に開発されたもので，鉄分を含

有した塩類である．2019年 7月 7日に鉱塩を 2

カ所に置き，8月 18日に鉱塩をユクルに交換

した．誘引物を置いたところに，センサーカメ

ラを設置し，撮影された動物の動きが確認でき

るように，動画と静止画が撮影されるように設

定した．

Ⅲ．結果

結果については，2018年 10月からの 1年間

の調査で得られた結果に，2016年から継続し

て記録されている情報を合わせて報告する．

1. 錯誤捕獲数

2016年から 2019年 9月までの間の錯誤捕獲

数は，図 3のようになった．調査地ではくくり

罠の設置は毎年3月16日から10月31日であり，

錯誤捕獲はその期間しか発生しない．2016年

から 2019年 9月までで，錯誤捕獲数は毎年 25

回を越えており，減少していなかった．2016

年以降に錯誤捕獲され追跡調査を行っている
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図 2　負傷の典型例
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34個体で，1個体が錯誤捕獲に遭った回数を図

4に示す．1個体が錯誤捕獲に遭った回数は，

平均で 2.8回であった．また，14回錯誤捕獲に

遭った個体がいた．

2. センサーカメラの映像と踏査時の目撃による

カモシカの生存確認

センサーカメラは，22台で合計 7551日間稼

働した．2016年から 2019年 9月までの間に調

査地で錯誤捕獲された個体の 2019年 9月まで

の捕獲と生存確認履歴を図 5に示す．錯誤捕獲，

センサーカメラによる撮影，踏査時の目撃によ

る確認を記した．カモシカが生存しているかど

うかを確認することは難しかった．たとえば，

2016年に捕獲された個体（No.16）は 2年間セ

ンサーカメラでも踏査でも確認することができ

なかったが，2019年に錯誤捕獲されて生存が

確認された（No.16）．この例から，錯誤捕獲に

遭わずセンサーカメラで撮影されていないで，

踏査でも目撃されていない場合でも，生存して

いる個体がいることになる．そうすると，長期

間生存確認ができない個体を「消失」と扱うこ

とができない．しかし，何らかの形で生存を確

認し続けている個体と区別する必要があるの

で，ここでは便宜上 6ヶ月間以上生存確認（錯

誤捕獲，センサーカメラによる撮影，踏査時の

目視）ができなかった個体は，「生死不明」（以

下，不明）とした．図 5では，最後の生存確認

後から色を薄くし，6ヶ月後に「？」の印を付

けた．

図 5をみると，錯誤捕獲が 5月から 7月頃ま

でに多いことがわかる．実施隊がこの調査地に

くくり罠をかけるのが 3月 16日から 10月 31

日であるので，特別な場合を除いて 11月から

4月には錯誤捕獲は起こらない．

図 5に表した情報を使って，生存率を算出し

た．2016年，2017年，2018年に錯誤捕獲され

た個体について，1年後，2年後，3年後の生

存率を図 6に示す．生存確認ができていない期

間が 6ヶ月以下の場合は生存しているとみな

し，死体を確認した個体だけを死亡とみなした．

前述のように，便宜上 6ヶ月間以上生存が確認

できない個体を不明とした．長期間生存確認が

できない「不明」個体を生存とするか死亡とす

るかによって，生存率が異なる．生存個体数と

不明個体数を合わせて当該捕獲年の個体数で除

した数値と，生存個体数だけを当該捕獲年の個

体数で除した数値を示した．実際の生存率はこ

の二つの数値の間になる．

図 6をみると，2016年に錯誤捕獲された 16

個体では生存率は 40 %から 90 %の間となり，

2017年に錯誤捕獲された 13個体では生存率は

45 %から 80 %の間となった．2018年に錯誤

捕獲された 6個体の生存率は，30 %から 100 

％の間となった．
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図 3　錯誤捕獲数の年変化
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3. 負傷状態

錯誤捕獲時に負傷状態を確認したのは 2017

年以降であった．また，錯誤捕獲時に外貌上の

負傷はなくても，その後センサーカメラでの撮

影で負傷を確認することがあった．2017年と

2018年に錯誤捕獲され，2019年まで負傷状況

を追跡できた 24個体の負傷状況を図 7に示す．

負傷した個体で治癒した例があったが，そのよ

うな個体も負傷経験があったとすると，24個

体中 12個体（50 %）に負傷経験があった．また，

もし 1）2016年の錯誤捕獲個体では負傷個体が

おらず，2）負傷の有無を確認できなかった個

体はすべて負傷していないとみなし，3）2019

年に捕獲された個体も負傷していなかったとみ

なした場合には，錯誤捕獲による負傷率は 27 

%（12個体 /45個体）となった．

負傷個体別に負傷レベルを表 2に示す．負傷

レベルⅢ（中手骨・中足骨から下の欠損）とい

う重篤な負傷を負っている個体が 5個体いた．

また，1個体は両後肢を，1個体は両前肢を，1

個体は前肢と後肢の 2カ所に負傷を負ってい

た．これらの 3個体は，そのうち 1カ所を蹄や

中手骨・中足骨以下を欠損していた．2019年

に捕獲された際に負傷が確認された個体の写真

の一部を図に示す（図 8a，図 8b，図 8c）．

負傷レベルと捕獲回数の関係を図 9に示す．

負傷レベルを，Iを 1，IIを 2，IIIを 3として

数値化し，複数の肢に負傷がある場合はその数

値を加算し，縦軸の負傷レベルの数値とした．

2019年に初めて捕獲された個体を含めて，負

傷の有無や状態を確認した 34個体を対象とし

た．前述のように，初めて捕獲された個体では

外貌上負傷しているかどうかはわからない場合
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がほとんどなので，やや過小評価になる可能性

がある．図 9をみると，捕獲回数が増えるに従っ

て負傷レベルが高くなる傾向がみられるが，そ

の傾向は顕著ではない．4回までの捕獲では負

傷レベルが 0の個体も多い．また，捕獲回数が

2回から 5回では負傷レベル 3の個体がいるが，
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34個体．

図 8a　錯誤捕獲時に確認された負傷（1）．2019年 5月 26日．

図 8b　錯誤捕獲時に確認された負傷（2）．2019年 7月 10日．

図 8c　錯誤捕獲時に確認された負傷（3）．2019年 8月 14日．



捕獲回数 6回以上では，14回捕獲された個体

以外では負傷レベル 2や 1の個体しかみられな

かった．一方で，3回捕獲された個体の中には，

負傷レベル 4を示す個体がいた．

負傷個体と負傷していない個体で，生存率を

比較した（図 10）．2017年に負傷の有無と状態

を確認した 18個体と 2018年に負傷の有無を確

認した 16個体を用いて，1年後と 2年後の生

存率を算出した．前述のように，不明個体を死

亡とみなすか，生存とみなすかによって生存率

は大きく変わった．2017年に捕獲されて負傷

した 3個体では，2年後には生存率は 0 ％になっ

たが，負傷しなかった 15個体では生存率は 50 

%であった．しかし，2018年では負傷しなかっ

た個体の方が低い生存率を示した．不明個体を

生存とみなした場合には，2017年に捕獲され

た個体では，負傷した個体と負傷しなかった個

体で生存率に差はなかった．2018年に捕獲さ

れた個体でも，負傷した個体と負傷しなかった

個体で生存率に大きな差はなかった．

4. 誘引捕獲

シカの誘引捕獲をするために，この地域でシ

カが誘引されるかを鉱塩やユクルを置いて試し

た．鉱塩やユクルのにおいを嗅いだり舐めたり

した場合を誘引されたとみなし，近くを通過し

た場合は誘引とはみなさなかった．設置場所 1

では，鉱塩を設置中にシカが 1回，カモシカが

2回通過したが鉱塩には誘引されなかった．ユ

クルに変更後はカモシカが 1回通過したが，ユ

クルには誘引されなかった．設置場所 2では，

鉱塩にはシカは誘引されなかったが，ユクルに

はシカが誘引された．8月 18日に鉱塩をユク

ルに交換し，8月 29日，30日，31日と 3日連

続でシカが誘引された．カモシカはユクルに変

更してから．通過が 1回観察されたが，誘引は

されなかった．

Ⅳ．考察

1. 錯誤捕獲数

錯誤捕獲数は，2016年からの 4年間で減少

しなかった．小諸市の実施隊の捕獲努力量を測

定することはできないが，同程度の捕獲努力で

あると思われる．また，同一個体が何度も錯誤

捕獲に遭うことから，カモシカはくくり罠やく

くり罠がかかっている場所を避けていない可能

性が高い．くくり罠そのものを避けることは難
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しいと思われる．しかし，自分が罠にかかった

場所も避けていない可能性がある．

くくり罠の数と位置は，捕獲隊の個人によっ

て選定されており，また，その位置も頻繁に変

わることがある．そのような状態では，カモシ

カがくくり罠にかかった場所を避けたとして

も，ほかのくくり罠にかかってしまうのかもし

れない．狭い面積にくくり罠が多くかかってい

るとすれば，カモシカは錯誤捕獲を避けること

ができない可能性がある．

2016年から 2017年にかけて，カモシカに

GPS首輪を付けて追跡した結果，3個体のカモ

シカの行動圏は安定しており，錯誤捕獲に遭っ

た後も行動圏はほとんど変化しなかった（南ら

2018）．このことから，カモシカの行動圏の安

定性が何度も錯誤捕獲に遭う確率を高めている

ことが考えられる．

1頭のカモシカが何度もくくり罠にかかるこ

とで，その場所を避けるようになり，さらにそ

のために行動圏を変化させるようになれば，な

わばり性の強いカモシカの社会に大きな影響を

与えることが予想された．しかし，少なくとも

この調査地では，そのようなことが起こってい

ない可能性がある．このことはもっと高いリス

クにつながる可能性がある．すなわち，同一個

体が何度もくくり罠にかかることで身体上の障

害を負う可能性を高め，集団の多くの個体が負

傷し，個体群の存続が危うくなる可能性がある．

重篤な負傷個体が多くいるという今回得られた

結果は，その可能性を示している．

図 5をみると，錯誤捕獲が毎年 5月から 7月

に多いことがわかる．草本がより茂る夏場より

も，草本の少ない季節に錯誤捕獲が起こってい

ることは注目すべきことである．親から離れ分

散してきた個体が錯誤捕獲に遭っている可能性

があるが，成獣も錯誤捕獲に遭っているので，

これだけでは説明できない．

浅間山南麓では，くくり罠が非常に多く設置

されるようになった後で，オスのカモシカ 3頭

が行動圏を変化させた（南ほか 2018）．さまざ

まな条件によっては，今回の結果と異なること

もある．設置されているくくり罠の数の季節変

化，くくり罠の設置場所と錯誤捕獲場所との分

析が必要である．しかし，くくり罠の設置個数

や位置を把握することには非常に労力がかか

り，実施隊の積極的な協力がないと行うことが

できない．また，カモシカの年齢や性別につい

ても分析が必要である．さらに，捕獲場所から，

捕獲された個体が定着個体であるのか放浪個体

であるのか，周辺にどのような個体がいるのか

などの推定を行って，錯誤捕獲が起こる時期と

の関係を分析することが必要である．

2. 錯誤捕獲個体の生存率

錯誤捕獲個体のその後の生存の確認は非常に

難しい．錯誤捕獲個体の中で，錯誤捕獲後長期

間生存を確認できなかった個体がいる．このよ

うな個体がいると，生存率を正確に算出するこ

とはきわめて難しい．

本調査では 500 ｍ四方を一つの区画としてセ

ンサーカメラを設置して撮影を試みた．カモシ

カの使う道はその区画内にも複数あり，また利

用頻度も季節によって異なると思われる．効果

的なセンサーカメラの設置場所の選択は難し

い．2018年 10月からは，センサーカメラの設

置位置を 2ヶ月に 1度程度変更して，できるだ

けランダムになるように設置したが，それでも

その設置場所をカモシカが利用していないこと

もある．また，調査者の安全を考慮すると，カ

モシカが使っていると思われる崖などには設置

できない場合もある．このような設置場所の選

定の課題が非常に大きい．

本調査で，生存率を算出するもっとも確実な

情報は，生存確認が頻繁に行えた生存個体と死

体が発見され死亡が確認された個体である．し
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かし，このような例は多くない．今回は，生存

確認（錯誤捕獲・センサーカメラ撮影・踏査に

よる目視）ができなかった期間が 6ヶ月未満は

生存とみなすことにした．また，それ以上長い

期間生存確認ができなかった個体は不明とみな

した．しかし，この両方とも，実際には生存し

ているのか死亡しているのか，また，調査地内

にいるかどうかも不明である．従って，この調

査法では，結果で示したように，生存率に幅を

持たせて評価することしかできない．そのよう

な限界をもった情報であることを理解しておく

必要がある．

死亡確認個体以外を生存と見なした生存率

は，この集団の生存率の上限を正確に示してい

ることになる．2016年に捕獲された個体で 3

年後に 90 %が生存していたことになり，また，

2017年に捕獲された個体で 2年後に 80 %程度

が生存していたことになる．一方で，生存して

いた個体だけを使った生存率は，生存率の下限

を明確に示している訳ではない．なぜなら，こ

の場合の生存には，生存確認ができていない期

間が 6ヶ月未満の個体が含まれているからであ

る．しかしながら，センサーカメラを使って野

生動物の生存率を算出する調査ではこの欠点を

克服することは難しい．今後，このような情報

を得るためには，それを可能とする体制が必要

である．これ以上の精度で生存率を算出するた

めには，錯誤捕獲個体のすべてに GPS首輪か

VHF首輪を装着して追跡するしかない．近年，

センサーカメラの設置と映像から，モデルを用

いて生息密度を推定する手法が発展してきてい

る．この生息地のカモシカの生息数を算出する

には効果的で，それを知ることで集団中の負傷

率などを推定することが可能となる．しかし，

長期間にわたって撮影されない個体がいるとい

う状況では，個体ベースの追跡には応用が難し

いと思われる．

これらの生存率が，他の錯誤捕獲などを受け

ていない集団の生存率と比べて低いかどうかの

評価はできなかった．本来は，捕獲された個体

の属性（年齢や性別）を正確に把握し，性別や

齢クラスごと，少なくとも幼獣や亜成獣と成獣

とは区別して分析し，比較すべきである．しか

しながら，今回は捕獲時の性別や年齢の判定が

必ずしも十分でなく，このような比較ができな

かった．錯誤捕獲個体の放獣の際は，捕獲個体

の安全と作業者の安全を優先するので，捕獲個

体の属性に関する情報を必ずしも十分には得ら

れなかった．これについては，今後の錯誤捕獲

時の放獣の体制などの強化を行う余地はあると

思われる．

3. 負傷状態

生存率については，上記のようにさまざまな

問題を含んでいるので，結果の解釈も，他の集

団との比較も，非常に難しい．しかし，負傷状

態の情報は，錯誤捕獲がカモシカに直接的に与

える影響として信頼性が高く，また，カモシカ

にとって重要な影響ととらえることができる．

少なく見積もっても 30 %近い個体が負傷して

いる集団を正常な状態と考えることはできな

い．秋田県仁別での研究では，7年間で 107個

体を観察し，負傷個体は 9個体であった（岸元

良輔氏　私信）．この場合の負傷率をどのよう

に算出するかは難しいが，今回の結果はかなり

高いと判断して良いだろう．

特に，蹄の欠損や中手骨・中足骨から下の欠

損が多くの個体で起こっていることは注目すべ

きことである．また，欠損しない場合でも，蹄

の変形を起こしている個体もいた．くくり罠の

ワイヤーの締め付けによって，これらの負傷が

起こったことはまず間違いないと考えられる．

秋田県仁別では，このような負傷は確認されて

いない（岸元良輔氏　私信）．

以前から各地でくくり罠が使用されていた
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が，カモシカの四肢は太く比較的頑丈なので，

大きな負傷はしないと思われてきた．しかし，

今回の調査では重篤な障害が多くの個体で起

こっていた．くくり罠による重篤な負傷の原因

の一つは，同一個体が何回も捕獲されることで

ある．図 9に示したように，捕獲回数が多い個

体で負傷レベルが高くなっており，捕獲回数が

少ない個体では負傷レベルが低い傾向にある．

何度もくくり罠のワイヤーで縛られることで，

さまざまな障害が起こると思われる．

しかし，捕獲回数が少なくても，重篤な負傷

レベルになっている個体もいる．くくり罠にか

かった部位，くくり罠にかかってから放獣され

るまでの時間などが，負傷の程度に影響するこ

とは想像できる．さらに，くくり罠にかかった

後で，カモシカが移動しようとしてワイヤーが

絡まったり，縛られている部位に強い力が加

わったりすることも考えられる．カモシカの個

性によっては，放獣のために接近した作業員を

見て興奮して暴れた可能性もある．このような

状況についての情報はほとんど得られていな

い．このような情報は，錯誤捕獲がどのように

負傷につながるかを考える上で重要である．し

かし，現状の実施隊はこのような情報を記録で

きる体制にはない．くくり罠とセットでセン

サーカメラを設置して捕獲後のカモシカの動き

を撮影することはできるかもしれない．このよ

うな試みを積み重ねることで，負傷原因をあき

らかにし，負傷を軽減できるかもしれない．こ

のような情報を得るには，さまざまなトレーニ

ングを受けた専門的技術者が常時錯誤捕獲現場

に同行し，全体をマネジメントしながら，科学

的な情報把握をする必要があるだろう．

4. 負傷と生存率

負傷個体と非負傷個体で生存率を比べてみ

た．生存率の算出には，前述のようにさまざま

な問題がある．しかし，これだけ重篤な負傷を

しているので，負傷個体の方が生存率は低いと

予想されたが，明確な差はなかった．現状では，

重篤な負傷をしている個体が生き続けている．

カモシカは多くの地域で厳格ななわばりを持

ち，隣接する同性個体とは強い排他行動を行う

といわれてきた（Kishimoto and Kawamichi 1996，

Ochiai and Susaki 2002，落合 2016）．また，放

浪個体が負傷個体との闘争に勝利して，置き換

わることも想定される．秋田県仁別では，メス

では 2個体が前肢を負傷したがなわばりを失う

ことはなかったが，前肢を負傷したオス 6個体

のうち 4個体が，また後肢を負傷したオス 2個

体が，負傷が直る前に他のオスの侵入によって

なわばりを失ったという（Kishimoto 1989）．し

かし，本調査地ではそのようなことがほとんど

起こっていないのかもしれない．

この調査地は，浅間山南麓のような広大な森

林が広がる地域ではなく，やや孤立した丘陵地

帯である．そのため侵入する放浪個体が少な

かったり，隣接個体との競争が激しくないのか

もしれない．このようなことを検証するために

は，センサーカメラで撮影される個体をできる

だけ識別して，この地域の生息個体数（生息密

度）を推定する必要がある．あるいは，センサー

カメラで耳標個体と非耳標個体の比率を記録

し，再捕獲法を利用するなどして個体数を推定

する必要がある．

また，地形が急峻な場所は限られており，負

傷したカモシカはそのような場所を使わなくて

も生活できるのかもしれない．センサーカメラ

の記録から，負傷個体が利用している場所を細

かく分析する必要があるかもしれない．いずれ

にせよ，個々の負傷個体について，性別・負傷

程度・生息場所の環境・隣接個体との関係など

について分析することが今後の課題である．

このような重篤な負傷個体が，長く生存する

のかどうかは，非常に興味深い．また，そのこ
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とは錯誤捕獲のカモシカの地域集団への影響を

考えてゆく上できわめて重要である．この調査

地に生息する個体の生残と負傷のモニタリング

を続けてゆくことが必要である．

5. シカの誘引捕獲

シカの捕獲が続く中で，同所的に生息するカ

モシカの錯誤捕獲を減らすためには，何らかの

手段を講じなくてはならない．罠の改良も一つ

の方法であるが，現時点では錯誤捕獲を避けら

れる安価な罠は開発されていない．そのような

状況では，シカだけを集めて罠にかける誘引捕

獲が有効であると考えられる．群馬県では，一

定の成果が出ている（坂庭ら 2018）．今回，こ

の調査で誘引の実験を行ったが，成果は少な

かった．しかし，誘引物をユクルに変えてから

誘引された個体が出てきた．誘引は夏から 9月

にかけておこなったが，今後は通年で試してみ

る必要がある．また，今回は 2カ所のみの誘引

であったが，今後はもう少し誘引箇所を増やし

て，効果を測定する必要がある．

6. 今後の課題

1）錯誤捕獲時の対応

錯誤捕獲時に，できるだけ多くの情報を得る

ことが重要である．性別・年齢・耳標番号・耳

標の脱落の痕跡・くくり罠がかかった四肢と部

位・負傷の状況などを，できる限り記録するこ

とが今後の分析を深めてゆくことにつながる．

錯誤捕獲対応時は，カモシカの安全や作業者の

安全確保のために短時間で作業を終える必要が

あるので，十分な時間をとることができない．

しかし，このような情報収集の重要性を認識し，

実施隊の隊員の協力をお願いしたい．

2）中長期的なモニタリングの継続

2016年から始まった錯誤捕獲個体への耳標

の装着と追跡調査は現在も継続している．負傷

の生存への影響をあきらかにするためには，モ

ニタリングを継続する必要がある．小諸市と協

力しながら，調査の継続を図りたい．

3）細かな分析と情報収集

今後，個体の属性や生息場所や生息環境と生

存率の関係をより詳しく分析してゆく必要があ

る．性別や年齢（少なくとも幼獣か成獣か）に

よって社会性や移動性が異なるので，そのこと

と生存率の関係を調べて行く必要がある．また，

捕獲と負傷の関係も詳しく分析する必要があ

る．

4）錯誤捕獲の減少に向けた取り組みと情報収

集

調査地内に設置されているくくり罠の数や位

置を把握できると，カモシカの錯誤捕獲の発生

のメカニズムをもう少しあきらかにできる可能

性がある．また，くくり罠の周辺にセンサーカ

メラを設置することで，錯誤捕獲後のカモシカ

の行動を知ることができる．そのような行動の

分析から錯誤捕獲による負傷を減少させる方法

が見つかるかもしれない．また，罠の改良がす

ぐには見込めないので，この調査地でのシカの

誘引捕獲の可能性を追求する必要がある．その

ために，まずは誘引を高める試行を継続したい．

このような錯誤捕獲を減らす手法の開発は，実

態調査とともに急務である．
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The influence of mistake capture by snare traps on the Japanese serow

MINAMI Masato, TAKESHITA Tuyoshi, CHIKAKIYO Hiroaki, 
SUDA Chizuru, INOUE Takahiro and KISHIMOTO Ryosuke

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 since 2016. Sensor cameras were installed in the hilly area on the south side of the Chikuma 
River from 2017 to confirm the injured state and survival of serows with an ear tag. Mistaken-capture did not 
decrease from 2016 to 2019 in this area. The average number of captures was 2.8 per individual and 14 at maximum. 
Half of the 24 individuals examined had injuries, and 9 of them had partial limb defects. At a minimum, about 30 % 
of all captured individuals had injuries. Injury tended to be severe with the number of captured experience. However, 
this tendency was not significant. There may be other factors that make the injury serious. There was no difference 
in survival rate between the injured and uninjured individuals. Medium to long-term monitoring is necessary.

Keywords: Capricornis crispus, Cervus nippon, injury rate, Japanese serow, Komoro city, survival rate
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