
Ⅰ．はじめに

ニホンカモシカ（Capricornis crispus，以下「カ

モシカ」とする）はかつて狩猟獣であったが，

強度な狩猟圧や森林の改変により個体数は大幅

に減少した（落合 2016）．その結果，種の存続

が危惧されたことから，非狩猟動物（1925年）

に指定され，日本固有種としての学術的価値か

ら天然紀念物（1934年）や特別天然記念物（1955

年）に指定された（常田 2007，落合 2016）．そ

の一方で，これらの保護政策により個体数は増

加し，1970年代には植林木への食害（以下，

被害とする）が発生し始めた（常田 2007）．こ

のため，1979年にカモシカの保護と管理の両

立を目指し，①生息地として重要な保護地域を

指定し，保護増殖を図る，②保護地域以外では

被害防除を進め，必要に応じて個体数調整捕獲

を行う 2つの方針が示された．この方針を受け，

岐阜県は毎年 200頭程度のカモシカを捕獲して

いるが，農業被害は加害個体の見極めが不十分

ではあるが，カモシカによる被害は 2006年度

以降急激に増加しており，注視していく必要が

ある（岐阜県 2017）．加えて，林業被害も 1980

年代前半に減少して以降おおむね低水準を保っ

ているが，これは新規造林面積の減少が一因と

も考えられ（岐阜県 2017），捕獲による被害防

除効果を証明するものではない．
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岐阜県ではカモシカの被害対策として個体数調整が行われる一方で，罠による錯誤捕獲も頻発してい
る．カモシカの地域個体群を保護する上では，最小限の捕獲計画や錯誤捕獲の回避が必要である．そこ
で本研究は，被害実態の解明，誘引餌による錯誤捕獲の回避法を検討することを目的とした．
捕獲後，被害地におけるカモシカ再出没までの期間は最長で 3か月であり，シカも被害地に出没して

いた．また，カモシカの出没頻度は，ヒノキ新芽萌出時期以降に増加する傾向が認められた．さらに，
カモシカは誘引地点にあまり出没せず，シカやイノシシ，タヌキが誘引地点を夜間に集中的に利用して
いた．
以上の結果，被害が捕獲後も継続する理由として，被害の集中発生時期まで捕獲効果が十分に持続し

ていない点，シカによる食害も存在する点が考えられた．また，誘引餌を獣道以外に設置し，他種を誘
引することで，カモシカの錯誤捕獲を回避できる可能性がある．
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個体数調整捕獲は，被害が発生している場所

（農地または植林地）を囲むように設定された

捕獲団地において主に冬期に行われ，捕獲頭数

は捕獲団地の広さに応じて決定される．個体数

調整捕獲は同一の地域で数年から十数年にわた

り継続される場合があり，一度の捕獲では十分

な被害防除効果が得られていないと考えられ

る．つまり，①捕獲により加害個体を除去した

後，1年以内に他の個体が被害地域になわばり

を形成し被害を起こす場合，②加害個体が被害

地域に複数頭存在し，加害個体を全頭捕獲でき

ていない場合である．そのため，捕獲を実施し

てから再び被害が発生するまでの期間を明らか

にすることは，現在の捕獲計画や防除対策を評

価する上でも重要となる．

加害種の判定は，現状では土地の所有者や管

理者の証言に依存している．カモシカと食性が

類似する動物としてニホンジカ（Cervus nippon，

以下「シカ」とする）が挙げられるが，多くの

場合科学的根拠に基づいた両種の被害の判別は

行われていない．そのため，カモシカとシカの

被害発生状況を勘案し，カモシカだけではなく，

シカの対策も同時に行う必要性を検討し，管理

計画を立案する必要がある．

被害防除は柵や忌避剤など様々な方法が実施

されているが，これらの効果を最大限に発揮す

るには定期的な施工や管理が必要である．しか

し，定期的な施工や管理には大きな労力が必要

であり，低労力・高効率な方法が求められてい

る．例えば，被害が発生しやすい季節に防除努

力量を集中することができれば，低労力で高い

効果を得ることができると考えられる．そのた

め，被害の季節性を明らかにすることは防除効

果の点からも重要となる．

また，シカやイノシシ（Sus scrofa）の捕獲は，

主にくくり罠が利用されている．くくり罠は，

罠に四肢が入る野生動物であれば，種類を問わ

ず捕獲できるため，本来は捕獲してはならない

カモシカなどの錯誤捕獲が起きてしまう（福江

ほか 2018）．特に，カモシカ減少の大きな要因

としてシカの影響が考えられている（Koganezawa 

1999，Nowicki and Koganezawa 2002）．このため．

カモシカの保全のためには，シカの集中的な捕

獲が重要になってくるが，カモシカの錯誤捕獲

を回避する方法が望まれている（橋本・森

2018）．カモシカが錯誤捕獲された場合，捕獲

者自身とカモシカの安全を確保した上で，カモ

シカの放獣を行う必要がある．そのため錯誤捕

獲は人間側にもカモシカ側にも大きな負担を掛

けると同時に，捕獲者はさらなる錯誤捕獲を防

止するために，罠の設置場所を変更する必要が

生じるなどの労力が増加する．このような心理

的かつ肉体的な負担は，捕獲の推進を妨げる一

因となっている可能性がある．

以上のことから，カモシカの捕獲効果が十分

に発揮されていない原因の解明および効果的な

防除時期の検討，シカやイノシシの捕獲罠にお

ける錯誤捕獲の回避法を検討することにより，

カモシカの保全および農林業被害の低減に資す

ることを目的としている．

Ⅱ．方法

1. 調査地

カモシカは特別天然記念物であり，狩猟が禁

止されていることに加えて，生息数も地域的に

減少しているため，具体的な調査地の記載は避

けることにする．

被害地への出没動物調査（以下，出没調査）は，

高山市内で前年度カモシカの個体数調整捕獲が

行われた被害地 3地点（A，B，C地点とする）

において実施した．調査地は全てヒノキ植林地

で，林齢はそれぞれ 4年，3年，3年である．

誘引調査は，下呂市農林部と岐阜森林管理署

による目撃情報から，下呂市に 3地点，七宗国
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有林内に 2地点設置した．

2. 出没調査

出没調査は 2018年 12月から 2019年 9月の

間に実施した．被害区域の 4分の 1以上を含む

ように調査区域を設定し，調査区域の大きさに

応じて自動撮影カメラ（Ltl Acorn 6210A；Ltl 

Acorn Outdoors，Green Bay，Wisconsin，U.S.A.）

を 2–3台設置した．自動撮影カメラは，撮影モー

ドを動画，動画記録時間を 15秒，撮影インター

バルを 1秒，感度レベルをノーマルに設定し，

設置高は 1-1.5 mとした．

3. 誘引調査

誘引試験は 2018年 11月 30日から 2019年 9

月 25日の間に実施した．調査は 9回実施し，1

回における調査日数は 12–46日と変動していた

が，自動撮影カメラ（Ltl Acorn 6210A；Ltl Acorn 

Outdoors，Green Bay，Wisconsin，U.S.A.）の故

障により各地点で異なっていた．

誘引餌は鉱塩，ヘイキューブ，アルファル

ファ，米糠の 4種類を利用し，1回の給餌量は

2 kgで統一し，毎回の給餌で全て新しい餌に交

換した．各餌は約 2-3 m離して設置し，1–2台

の自動撮影カメラから誘引状況を評価した．自

動撮影カメラの設定は，撮影モードを動画，動

画記録時間を 30秒，撮影インターバルを 1分，

感度レベルをノーマルに設定した．1台のカメ

ラの場合，全ての誘引餌を画角内に含み，誘引

地点への出没状況を記録した．一方で，2台の

カメラの場合，2種類の餌を画角内に含み，各

カメラで各餌への出没状況を記録した．池田ほ

か（2018）に従い，自動撮影カメラの検知が撮

影頭数に与える影響や，餌の位置への学習効果

を考慮し，各餌の位置は交換時にランダムに変

更した．

シカは鉱塩（坂庭 2016，池田ほか 2018）や

ヘイキューブ（法眼ほか 2017），アルファルファ

（飯島・大地 2016），米糠（土橋ほか 2013）に誘

引されやすいことが報告されており，イノシシ

も米糠に誘引されやすいことが報告されている

（池田ほか 2018）．一方で，カモシカでは，誘

引餌の検証が行われていないため，錯誤捕獲に

関連する両種が誘引されやすい餌を利用した．

4. 分析手法

1）出没調査

出没調査は，撮影された動画から日付，時刻，

動物種および撮影頭数を記録した．同じ調査地

内で 60分以内に同種の動画が複数撮影された

場合には，そのうちの最大撮影頭数を解析に用

いた．解析対象種としては，ヒノキの枝葉を食

害するカモシカ，シカとした．

捕獲後，カモシカの被害地への再出没までの

日数については，各調査地点において 2018年

度の捕獲が最後に行われた日から，それ以降初

めてカモシカが確認される日までの日数を算出

した．

出没頭数の季節変化については，各調査地に

ついて 100日当たりの撮影頭数を月毎に算出し

た（Oʼ Brien et al. 2011）．

2）誘引調査

誘引調査は，撮影された写真から日付，時刻，

動物の撮影頭数を記録した．解析に用いた動物

種は，十分な頭数が出没したシカ（4,524頭），イ

ノシシ（746頭），タヌキ Nyctereutes procyonoides

（1,099頭）のみとし，それ以外の動物種は解析

から除外した．カモシカは 30頭しか出没しな

かったが，錯誤捕獲を考察するために，解析に

加えた．

誘引状況は出没頭数と採食頭数に区分して評

価した．出没頭数は，画角内に撮影された動物

の撮影頭数から算出した．採食頭数は，動画か

ら判断し，出没した動物が各餌を採食している

場合に，各餌への採食頭数を算出した．

出没頭数は各回各地点における撮影頭数と自

動撮影カメラの稼働日数を利用した．解析は，
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一般化線形混合モデル（ポアソン分布）を利用

し，応答変数は各地点，各回の各種の撮影頭数，

説明変数は各種，各地点各回での自動撮影カメ

ラの稼働日数をオフセット項とした．季節や動

物の学習効果，自動撮影カメラの検知の影響を

考慮するため，各地点と各回をランダム効果に

設定した．各種の出没頻度を総当たりで比較す

るために，一般化線形混合モデルの結果を多重

比較する multcompパッケージを用いて，Tukey

法による多重比較検定を実施した．

採食頭数も出没頭数の評価と同様に，餌毎で

各回各地点における撮影頭数と自動撮影カメラ

の稼働日数から評価した．一般化線形混合モデ

ル（ポアソン分布）を利用し，応答変数は各地

点，各回の各誘引餌での撮影頭数，説明変数は

各誘引餌，各地点各回での自動撮影カメラの稼

働日数をオフセット項とした．出没頭数と同様

に，各地点と各回をランダム効果に設定し，

multcompパッケージを用いて，Tukey法によ

る多重比較検定を実施した．採食頭数の解析は，

種ごとで実施したが，カモシカはサンプル数が

明らかに少なかったため，解析を行わなかった．

誘引地点への出没時刻の解析は，先行研究（池

田ほか 2017，2018）に従い，カモシカを含む 4

種の出没時刻と出没頭数を利用し，カーネル密

度推定（Worton 1989，Ridout and Linkie 2009）

から算出した．

Ⅲ．結果

1. 出没調査

2018年度最後の捕獲日以降，各被害地にお

けるカモシカの再出没までの日数はそれぞれ

40日（2月 22日），82日（3月 25日），94日（4

月 7日）であった（かっこ内は再出没日）．B

地点と C地点では捕獲が 2回実施されたが，1

回目と 2回目の捕獲の間にカモシカの出没は確

認されなかった．

出没動物種については，A地点および B地

点においてはカモシカのみの出没であったが，

C地点においてはカモシカとシカ両種の出没が

認められた．

カモシカ，シカの月毎の出没頭数を図 1（a，b，

c）に示す．A地点においては，5月以降出没

頭数が増加し 7月に最高値を示したが，8月に

減少し 9月に再び増加した．B地点においては，

4月と 9月に高い値を示した．C地点において

は，カモシカは再出没が確認された 4月以降毎

月増加する傾向を示したが，シカは 4月と 5月

に増加した以外は比較的少ない出没頭数であっ

た．

2. 誘引調査

調査期間全体での誘引地点への哺乳類相の出

没頭数は，表 1に示す．13種 6,587頭が撮影さ

れたが，シカとイノシシ，タヌキが約 97 %を

占めていた．3種にカモシカを加えた 100日当

たりの出没頭数の結果は表 2と図 2に示す．シ

カの出没頭数は他の 3種に比べて有意に多く，

次に，タヌキの出没が有意に多く，カモシカの

出没頭数は有意に少なかった．

次に，各誘引餌への 100日当たりの採食頭数

を表 3と図 3に示す．シカは，鉱塩への採食頭

数が最も多く，米糠への採食頭数が最も少な

かった．一方で，イノシシとタヌキは，4種の

誘引餌に対して同様の傾向を示し，両種は米糠

への採食頭数が最も多く，鉱塩への採食頭数が

最も少なかった．ヘイキューブとアルファル

ファに対する 3種の採食頭数は，有意差が見ら

れなかった．

誘引地点への出没時刻は図 4に示す．シカが

0時前後，イノシシとタヌキが 20時前後に最

も高い確率で出没していた．一方で，サンプル

数は少ないが，カモシカは 12時に最も高い確

率で出没していた．
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Ⅳ．考察

1. 出没調査

本調査の結果，カモシカは捕獲された場合，

捕獲後 1ヶ月から 3ヶ月で再び被害地に出没す

ることが明らかになった．カモシカによる被害

は枝葉の食害が問題となるが，全ての調査地で

新芽の萌出時期である春から初夏には既にカモ

シカは被害地に出没しており，新たに成長した

新葉に対して被害を生じさせ得る状況であっ

た．

これまで，岐阜県では土地所有者や管理者等

からの報告を根拠にカモシカを加害種と判断し

て捕獲を実施してきたが，本調査の結果からカ

モシカだけではなくシカも加害種である可能性

が考えられた．岐阜県では近年シカの分布が拡

大していることから（岐阜県 2016），今後は土

地所有者や管理者等の証言だけに頼るのではな

く，被害地での自動撮影カメラ調査や痕跡から

の DNA分析など科学的根拠に基づく加害種判

定を行う必要がある．

カモシカの出没頭数の季節変化については，

調査地点による違いはあるものの，全体として

春から夏にかけて増加する傾向が認められた．

この時期は高山市では新葉の成長期にあたり，

伐採跡植生である植林地における餌資源量の増

加から出没が増えたことが推測される．また，

B地点では 4月にも出没頭数の増加が認められ

た．これは冬から春先にかけての餌資源量の減

少による行動圏サイズの拡大が要因の一つとし

て推測されるが（Ochiai et al. 2010），現段階で

は調査地周辺における食物現存量のデータがな

いため，要因の解明が今後の課題である．C地

点におけるシカの出没頭数については，春に一

時的に増加したものの，それ以外の時期は比較

的少なかった．シカのグループサイズは 1例（オ

ス 1頭，メス 2頭）を除き全てオス 1頭であり，

シカによる幼齢植林地の利用の主体はメスと子

グループであるとする報告（古林・佐々木

1995）とは異なる傾向を示した．また，C地点

および周辺地域はシカの SPUEや捕獲頭数，森

林下層植生衰退度ランク調査結果（岐阜県

2019）および行政担当者の話から，岐阜県にお

けるシカの分布の前線地域と考えられる．これ

らのことから，C地点周辺ではシカはオスを中

心に低密度で分布している可能性が考えられた

（浅田 2013）．また，シカの出没が落葉広葉樹

展葉前の 4から 5月に増加していることから，

植林地の利用は餌資源量に応じて季節集中的に

行われる可能性が推察された（飯村 1984）．ヒ

ノキ食害の発生時期については，両種とも地域

によって異なる報告がある（橋渡 1979，植谷

1985，高柳・半田 1986，池田 2001）．そのため，

本調査で確認された春から夏にかけての出没頭

数の増加がヒノキ食害の発生に関係しているか

を明らかにするためには，植栽木の食害状況調

査を行い，両種の出没頻度と合わせて解析する

必要がある．

以上の結果から，今後はシカの管理や物理的

防除方法等カモシカの捕獲以外の被害対策の推

進が重要であることが示唆された．より具体的

な被害対策方法を検討するためには，食害発生

に影響する要因の詳細な調査が重要である．

2. 誘引調査

本調査の結果，シカは鉱塩，イノシシとタヌ

キは米糠に誘引されやすいことが明らかになっ

た．シカとイノシシに対する誘引効果は，先行

研究（池田ほか 2018）と同様の結果であり，

両種の誘引には鉱塩と米糠が重要になると考え

られる．飯島・大地（2016）は，ヘイキューブ

は，その形状からシカにとって噛み砕くのに力

を要する点，アルファルファを加熱圧縮してい

る点から，アルファルファよりも誘引効果が低

いことを示唆したが，本研究の結果は両者で有

意な差は見られず，鉱塩よりは誘引効果が低い
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結果を示した．

米糠は，シカも長時間の摂食が確認されてい

るが（土橋ほか 2013），鉱塩やヘイキューブよ

りも誘引効果が低いことが示唆されている（池

田ほか 2018）．しかし，シカ密度が明らかに高

い先行研究では，イノシシよりもシカが誘引さ

れている一方で，本研究の結果はイノシシやタ

ヌキの方がシカよりも米糠に誘引されているこ

とを示している．このため，シカやイノシシが

同所的に生息する地域では，両種の生息密度が

誘引効果に影響を与える可能性が考えられる．

誘引地点への出没時刻は，カモシカを除く 3

種が夜間に出没していた．池田ほか（2018）も

同様の結果を示しており，シカとイノシシが人

為的な誘引地点には夜間に出没すると考えられ

る．農地利用や狩猟による影響も同様に報告さ

れており（van Doormaal et al. 2015），人為的な

誘引地点の設置も同様の影響があると考えられ

る．また，森林内におけるタヌキの活動性は，

季節に関係なく，夜間に活発であることが報告

されており（Ikeda et al. 2016），本研究の結果

も同様であった．カモシカの日周活動性はあま

り研究が行われておらず，ヒマラヤカモシカ

（Capricornis thar）は早朝と午後から夜間

（Bhattacharya et al. 2012），タイリクカモシカ

（Capricornis sumatraensis） は 夜 間（Liu et al. 

2013），チュウゴクカモシカ（Capricornis 

milneedwardsii）は薄明薄暮（Li et al. 2018）で

活発に活動することが報告されている．本研究

の結果は，サンプル数が少ないが，正午に高い

確率で出没しており，先行研究とは異なる傾向

を示した．

以上の結果，カモシカは誘引地点に出没せず，

他の 3種とは異なる時間帯に出没していた．そ

のため，従来の獣道への罠設置ではなく，誘引

餌を利用し，罠を獣道から外すことによって，

カモシカの錯誤捕獲が回避できる可能性があ

る．
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図 1　各調査地におけるカモシカ，シカの出没頭数の季節変化（a：A地点，b：B地点，c：C地点）．実線：カモシカ，点線：

シカを示す．

表 1　調査期間全体での誘引地点に出没した哺乳類の撮影頭数と撮影割合

種 出没頭数 撮影割合（%）
シカ 4,524 68.7%
タヌキ 1,099 16.7%
イノシシ 746 11.3%
ウサギ 90 1.4%
キツネ 50 0.8%
カモシカ 30 0.5%
サル 24 0.4%
リス 6 0.1%

アライグマ 5 0.1%
クマ 4 0.1%
テン 4 0.1%

ハクビシン 3 0.0%
アナグマ 2 0.0%
合計 6,587 100.0%

表 2　調査期間を通した 4種の哺乳類の誘引地点への出没頭数の違いにおける検定結果．***は P＜0.001を示す．

推定値 SE Z P
イノシシ vs シカ -1.80 0.04 -45.64 ***
タヌキ vs シカ -1.42 0.03 -42.10 ***

カモシカ vs シカ -5.02 0.18 -27.40 ***
タヌキ vs イノシシ 0.39 0.05 8.17 ***

カモシカ vs イノシシ -3.21 0.19 -17.27 ***
カモシカ vs タヌキ -3.60 0.18 -19.47 ***

表 3　調査期間を通したシカとイノシシ，タヌキにおける 4種の誘引餌に対する採食頭数の違いにおける検定結果．***は P＜

0.001，**は P＜0.01，*は P＜0.05を示す．

推定値 SE Z P 推定値 SE Z P 推定値 SE Z P
ヘイキューブ vs 鉱塩 -1.03 0.05 -22.41 *** 1.44 0.49 2.90 * 1.39 0.34 4.14 ***

⽶糠 vs 鉱塩 -3.53 0.14 -25.33 *** 4.51 0.45 10.09 *** 3.62 0.30 11.93 ***
アルファルファ vs 鉱塩 -0.94 0.04 -21.18 *** 1.65 0.49 3.40 ** 1.68 0.33 5.14 ***
⽶糠 vs ヘイキューブ -2.50 0.14 -17.52 *** 3.07 0.22 13.85 *** 2.24 0.16 14.19 ***

アルファルファ vs ヘイキューブ 0.09 0.05 1.58 0.36 0.21 0.29 0.73 0.87 0.29 0.20 1.48 0.423
アルファルファ vs ⽶糠 2.59 0.14 18.18 *** -2.86 0.20 -14.27 *** -1.94 0.14 -14.04 ***

シカ イノシシ タヌキ
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図 2　調査期間を通した 4種の哺乳類の誘引地点への 100日

当たりの出没頭数

図 3　調査期間を通した 3種の哺乳類の各餌に対する 100日

当たりの採食頭数．□：シカ，■：イノシシ，■：タヌキを

示す．

図 4　調査期間を通した 4種の哺乳類の誘引地点への出没時

刻．青：シカ，赤：イノシシ，緑：タヌキ，ピンク：カモシ

カを示す．
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Research on conservation and damage control of Japanese serow  
in Gifu prefecture

IKEDA Takashi, IKUSHIMA Shiori, KUNINAGA Naotoshi, 
OKAMOTO Takuya, ASANO Makoto and SUZUKI Masatsugu

In Gifu prefecture, population control of Japanese serow has been conducted as damage control, while incidental 
capture is occurring frequently. To conserve local population of serow, it would be necessary for wildlife managers 
to establish minimum culling scheme and avoid incidental capture. We aim to reveal damage conditions for serow 
and examine how to avoid incidental capture by baits. First, the periods of re-haunting to damage sites after serow 
culling were up to a maximum of three months, and sika deer also appeared to these sites. Second, appearance 
frequency of serow tended to increase since Japanese cypress sprouted. Third, serow did not appear at bait sites, and 
sika deer, wild boars, and raccoon dogs intensively fed several baits during night. Consequently, the reasons for 
continuing damage after serow culling are as follows; the effect of serow culling did not persist before intensive 
damage period, and sika deer also caused damage to Japanese cypress. Additionally, attracting other mammals (e.g. 
sika deer and wild boars) using baits at baits sites, but not at animal trails, there is a possibility of avoiding incidental 
capture of Japanese serow.

Keywords: bait, browsing damage, camera trap, incidental capture, Japanese cypress plantation, Sika deer
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