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日 時 令和５（2023）年３月３日（金） 10:00～17:15 

主 催 栃木県 

共 催 国立大学法人宇都宮大学 雑草管理教育研究センター 

一般社団法人 鳥獣管理技術協会 栃木県支部 



R5（2023）.2.27 時点

部門 NO.
開始
時刻

発表者 所属 タイトル 発表方法

K1 10:00 後藤優介
ミュージアムパーク茨城県自
然博物館

隣県茨城での新たな脅威、キョンの確認状況について オンライン

K2 10:15 栃木香帆子
東京農工大学大学院 博士後
期課程３年

ツキノワグマの繁殖パラメータの推定の試み 会場

K3 10:30 横山実咲 栃木県県西環境森林事務所 栃木県におけるニホンザルに関する集落アンケートの結果 会場

K4 10:45 佐藤華音 東京農工大学大学院修士1年 大型有蹄類によって散布される付着散布植物種 オンライン

S1 11:10 中島澄夫 株式会社末松電子製作所 エレキブレード（電気止め刺し器）　、電気柵 会場

S2 11:20 須藤知生 サージミヤワキ株式会社 Non Stop ソーラー電気さく電源装置 会場

S3 11:30 伊東征勝 信英精密 信英式ワイヤートラップ 会場

S4 11:40
鎌田稚文
鎌田直記

鎌田スプリング くくり罠　オール塩ビ 会場

S5 13:00 石川祐介 ナカダ産業株式会社 中型動物侵入防止柵「かたまったくん」 会場

S6 13:10 瓦井修 株式会社ユーチカ 捕獲オリ 会場

S7 13:20 川瀨英路
カミエンス・テクノロジー株式
会社

害獣対策センサー 会場

S8 13:30 五明公寛 株式会社サーキットデザイン ANIMALMAP 対応ドローンシステム オンライン

K5 13:50 坂庭浩之 群馬県林業試験場 群馬県内におけるヤマビルの生息分布の変遷 会場

K6 14:05 土井寛大 森林総合研究所
栃木県足利市におけるシカとイノシシの寄生マダニとマダニ刺咬
症の関係

会場

K7 14:20 森嶋佳織 森林総合研究所 栃木県におけるマダニおよびヤマビルの被害状況 会場

K8 14:35
竹内正彦
丸山哲也

農研機構
栃木県自然環境課

八溝山地のニホンジカの現状 会場

K9 14:50 高橋安則 栃木県林業センター 奥日光千手ヶ原におけるシカ、イノシシの撮影状況の変化 会場

K10 15:05 小泉透 森林総合研究所 栃木県におけるシカの分布拡大：70年の軌跡 オンライン

K11 15:30 黒森ほのか 宇都宮大学修士１年 イノシシのヌタ場を利用する鳥類群集に関する研究 オンライン

K12 15:45 菊地玲央 宇都宮大学大学院修士２年 茂木町に生息するイノシシの個体間接触様式に関する研究 会場

K13 16:00
奥村修
小寺祐二

宇都宮大学大学院修士２年
宇都宮大学

鼻くくりわなによるイノシシ捕獲の可能性について 会場

K14 16:15 田鳥菜々子 兵庫県立大学大学院修士２年 被害認識の改善に効果的な獣害対策手法の解明 会場

K15 16:30 齋藤圭 宇都宮大学４年 栃木県における地域の個体数管理をめぐる現状と課題 会場

K16 16:45 井上剛 （株）エスアイエイ環境事務所
赤外線カメラを搭載したドローンによる野生動物調査の可能性に
ついて

会場

K17 17:00 丸山哲也 栃木県自然環境課 栃木県における有害獣捕獲作業省力化の試み 会場
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隣県茨城での新たな脅威、キョンの確認状況について 

後藤 優介（ミュージアムパーク茨城県自然博物館），神谷 仁（茨城県生物多様性センタ

ー） 

 

キョンは国内では千葉県で 1960～1980 年代に、東京都伊豆大島で 1970 年代に飼育個体

の逸出により定着したとされ、特定外来生物に指定されている種である。千葉県では県南部

を中心に定着しており，駆除などの対策が進められている。千葉県とは主に利根川を県境と

して隣接する茨城県では，2015（H27）年ごろより，キョンとは断定できないものを含めた

目撃情報が散見されはじめ，個体の直接記録を伴う確実な情報がこれまで 2 件記録されて

いる。 

１件目は，2017（H29 ）年に千葉県に利根川を挟んで隣接する神栖市内の橋上でひかれ

た轢死個体の発見であり，角を持つオスの個体であった。２件目は 2022（R4）年 12 月 14

日に石岡市八郷地区で，自動撮影カメラによりオスの個体が撮影された。この事例は千葉県

境から 40km 程度離れた場所であり，また筑波山北部の山地帯で栃木県へ連続する地域で

もある。現時点では，オス個体のみの確認であるが，今後，メス個体の侵入があった場合，

茨城県内で繁殖する恐れがあり，茨城県内における侵入状況の的確な把握を，千葉県北部で

の分布状況と合わせて行う必要がある。 

２件目の記録個体は千葉県側から侵入し，その後茨城県内を北上した可能性が高い。この

ような広域での移動実態を正確に把握することは困難であるが，これまで，県民，狩猟者等

により得られたキョンの可能性がある目撃情報では，「キョンらしき動物」，「小型のシカ」，

「中型犬程度の見慣れない動物」，「カンガルーのような動物」などの証言が寄せられてきた。

また，「キョンらしき鳴き声を聞いた」という目撃以外の情報もあり，その際は記録を残す

ための録音を依頼している。茨城県におけるキョンは，現時点では認知度が低い動物である

ことが伺え，広域における情報の収集には，キョンがすでに侵入している事実や，身体的な

特徴等を周知することが重要になると考える。 
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ツキノワグマの繁殖パラメータの推定の試み 

栃木香帆子（東京農工大学）・深澤圭太（国立環境研究所）・黒江美紗子（⾧野県環境保

全研究所）・姉崎智子（群馬県立自然史博物館）・⾧沼知子（東京農工大学）・小坂井千

夏（農研機構）・稲垣亜希乃（東京農工大学）・山﨑晃司（東京農業大学）・小池伸介

（東京農工大学） 

 

〇はじめに 

野生の哺乳類の個体数の変動（以下、個体群動態）を把握することは、生物学的知見の蓄

積だけでなく、保全や管理においても重要な課題である。ツキノワグマは日本に生息する森

林性の大型哺乳類であり、直接観察が困難であるため、個体群動態を把握するために必要な

繁殖に関する知見はほとんど明らかになっていない。そこで本研究では、本州中部に生息す

るツキノワグマの出生と死亡に関する繁殖パラメータを推定することを目的とした。 

 

〇方法 

出生に関しては、①2005～2019 年にかけての有害捕獲個体（メス：⾧野県＝48、群馬県

＝54、栃木県＝30）から採取した第一小臼の年輪幅から繁殖成功履歴の推定を行い初育児

成功年齢と育児成功間隔を求めた。さらに、②2009～2019 年にかけての有害捕獲個体（メ

ス：群馬県＝91）の子宮から胎盤痕の数を集計し産子数を求めた。 

死亡に関しては、③栃木県日光・足尾山地における 2003～2021 年にかけての学術捕獲個

体（メス＝43）の再捕獲と死亡記録から、捕獲再捕獲回収法を用いて 1 歳以上の自然死亡

率と人為死亡率の推定を行った。さらに、④同期間の０歳子の観察記録（11 観察、母親 8

個体）から０歳子の出生後半年間の死亡率を、GLMM で推定した。 

 

〇結果および考察 

出生については、①初育児成功年齢は 5.64±0.22（平均±標準誤差）歳（図 1）、育児成

功間隔は 2.38±0.48 年となった（図 2）。②産子数は 1.58±0.09 頭となり、1 頭か 2 頭を産

むケースが多かった（1 頭= 44.4%、2 頭=52.8%、図 3）。胎盤痕が確認された最少齢は 2 歳

であった一方で最高齢は 20 歳であった。（図 3）。以上より、ツキノワグマのメスは性成熟

する 4 歳よりも若い時期に子を産むことができること、性成熟して間もない時期に育児成

功する可能性があること、さらに 20 代という高齢においても子を産むことができることが

考えられる。 

死亡については、③の自然死亡率は 10.8％（95%信頼区間：6.4%～17.4%）、人為死亡率

は 0.5％（0.2%～2.1%）となった。人為死亡率の推定値が自然死亡率に比べて低かった理由

として、本調査地では人間とクマの軋轢が小さいことが反映されたためであると考えられ

る。④0 歳子の死亡率は 23.5%（8.0%～46.5%）となった。1 歳以上の自然死亡率よりも高
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かったことから、出生後半年間のうちの繁殖期に起きるオスによる子殺しが、0 歳子の死亡

に影響している可能性が考えられる。 

過去 10 年間に収集された有害捕獲個体のサンプルと、約 20 年もの⾧期にわたる研究プ

ロジェクトから収集した追跡個体の情報を解析することで、直接観察が難しく、寿命の⾧い

ツキノワグマの生涯における基本的な繁殖情報を明らかにすることができた。今後は、本研

究により得られた繁殖パラメータが、個体群の動態分析などへ応用されていくことが期待

される。 

 

    

図 1. 初育児成功年齢の個体数の分布     図 2. 育児成功間隔の個体数の分布 

 

図 3. 年齢ごとの産子数の分布 



栃木県におけるニホンザルに関する集落アンケートの結果 

栃木県県西環境森林事務所 横山 実咲 

 

栃木県におけるニホンザル被害は、野菜類を始めとした農作物被害や人家への進入や地

域住民に対する威嚇等の生活被害が報告されている。 

一方で、栃木県におけるサルの生息状況は、捕獲位置、捕獲数及び性齢構成など捕獲カレ

ンダーから収集できる情報しか把握できていない。 

そのため、昨年度栃木県ニホンザル管理計画（五期計画）の策定に当たり、現行計画に掲

げる目標の達成や、現時点での状況把握のために、栃木県内でサルの集落アンケートを実施

した。 

調査の結果、主に①特に加害個体が多い地域での捕獲圧の不足している点、②集落ぐるみ

での追い払いができていない点、③柵の設置に対する効果が実感できていない点が課題と

して見えてきた。 

これらの課題を解決するために県としてできることを検討し、栃木県ニホンザル管理計

画（五期計画）に反映して、令和４年度から取組を進めているところである。 
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大型有蹄類によって散布される付着散布植物種 

 

佐藤華音*1,稲垣亜希乃*1,小池伸介*1 

*1 東京農工大学 

 

植物は様々な方法で種子を散布する。特に動物による種子散布は、種子を発芽に適した環

境に運ぶなど、植物に特有の利益をもたらす。付着散布は動物による種子散布のひとつであ

り、動物の体表に種子が付着することで散布される。付着散布植物は種子に鉤状の構造や粘

着性をもち、動物種を選ばずに付着することができる。しかし、付着散布における動物と植

物の相互作用は未解明な部分が多い。たとえば、先行研究の多くは家畜を対象にしており、

実際の生態系における野生動物による付着散布の実態は明らかになっていない。したがっ

て、実際の野外では付着散布を通じた複雑な植物-動物ネットワークが存在すると考えられ

る。野生動物に実際に付着する植物種を直接調べることは困難だが、対象動物の毛皮を被せ

た模型を用いることで、潜在的にその動物種に付着できる植物種を調べることができる。本

研究では、種子が潜在的に動物の体表に付着する植物種を特定することを目的とした。特に

大型有蹄類は、体が大きく移動距離も長いため、付着散布植物の重要な散布者であると考え

られている。そのため、日本の森林に高密度で生息する大型有蹄類として、ニホンジカ(以

下シカ)とイノシシを対象動物種に選定した。 

 

栃木県日光市の森林において林縁部 6地点を選定し、大型有蹄類 2種(シカとイノシシ)の

模型を使用した種子の付着調査を行った。大型有蹄類 2種の模型は、角材と発泡スチロール

芯材の骨組みに、毛皮(両種とも冬毛)を被せて作成した。歩行時の姿勢を模して、頭、首、

背が一直線になるように固定し、脚は胴体の下に垂直に伸ばした。模型の後方に持ち手とな

る棒を取り付け、人が模型を後方から押して動かせるようにした。各地点で、これらの模型

を 5m押し歩き、模型表面に付着した種子を回収する工程を 5回繰り返した。付着散布植物

の結実期は秋であるため、この付着調査を 2022年 9月～11月のあいだ毎月 1回実施した。 

 

調査の結果、あわせて 21 種 3412 個の種子が 2 種の模型に付着した。付着した種子の多

くは鉤状の構造や粘着性をもっていたが、付着するための構造を持たないミツバなども少

量だが付着していた。今後は、本調査で得られた潜在的な付着散布植物種のリストをもとに、

付着散布における実際の植物と動物の種間関係を明らかにしていきたい。 
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群馬県内におけるヤマビルの生息分布の変遷 

群馬県林業試験場 坂庭浩之 

  

Ⅰ はじめに 

 ヤマビル（Haemadipsa japonica）は人を吸血することで不快な生物として認識されており、観光客

や農林作業者にとって活動の制限要素となっている。2006 年の分布状況（杉山・坂庭,2009）、2016

年の分布状況（坂庭,2019）を過去に報告しており、本報で 2022 年の分布状況を報告する。 

 

Ⅱ 方法 

 調査方法は県内の鳥獣保護管理員、自然保護指導員、森林組合職員、群馬県庁職員に書類または電

話等で聞き取りをした。一般の方にヤマビルの発見地点を報告してもらうための「ヤマビル報告アプ

リ」を作成・公開し、SNS などを利用し広報し情報を得た。 

 分析方法は、２次メッシュ（世界測地系）を４分割した５km メッシュを設定し、そのメッシュ内で

ヤマビル分布が広く点在している場合は「広範囲分布」の生息とし、メッシュ内で偏在している場合

を「狭範囲分布」の生息として判断した。 

 

Ⅲ 結果及び考察 

 鳥獣保護管理員または自然保護指導員から 34 地点、ヤマビル報告アプリから 37 地点の報告があっ

た。また、群馬県職員から６地点の報告を得た。2016 年の段階では把握されていなかった新しいメッ

シュでの発見情報が 26 地点含まれていた。 

  図－１に杉山・坂庭（2009）の調査による結果を、図－２に坂庭（2019）の調査結果を記載した。 

  2009 年の調査結果では、広範囲分布：17、狭範囲分布：21、合計 38 メッシュであった。 

  2016 年の調査結果では、広範囲分布：27、狭範囲分布：23、合計 50 メッシュであった。 

  2022 年の調査結果では、広範囲分布：40、狭範囲分布：30、合計 70 メッシュであった。 

 2009 年調査（図-１）と 2016 年調査（図-２）の７年間に 1.3 倍に拡大したことをすでに報告して

いる（坂庭,2019） 

 2016 年調査（図-２）と 2022 年調査（図-３）の６年間に、1.4 倍に拡大したことが確認された。 

 2022 年調査で急速に分布が広がった場所として、県西南部（南牧村）や県東部（桐生市黒保根地区）

が確認された。 

 2009 年と 2022 年の間に 1.8 倍に分布が拡大しており、今後も急速な拡大に注視する必要がある。 

ヤマビルが拡大した要因については、ヤマビル体内の残っていた血液塊の分析からシカの存在が影

響していることを森嶋が報告しており（森嶋,2021）、2020 年にシカの有害捕獲または狩猟捕獲があ

ったメッシュと、2022 年のヤマビル分布メッシュと重ねた（図-４）。シカが分布しているメッシュ

範囲内でヤマビルが分布していることが図上からも明らかで、ヤマビル未分布のメッシュも多いこと

から、今後も分布拡大が継続することが示唆された。 

本報はヤマビルの分布状況を把握した点に加え、シカにより他種の生物が拡大したひとつの事例を

示す研究報告であり、マダニやウイルスなども同様に拡散していることも推測される。 
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Ⅳ おわりに 

 ヤマビル対策として筆者が 2019 年の報告で Deet 成分（N,N-ジエチル-m-トルアミド）を 30％含む

虫除けスプレーが有効であり、入手性が良い点からも使用を推奨してきた。2022 年時点ではこれら虫

除けスプレーを販売する医薬品メーカーのホームページでも「ヤマビル」に有効であることが追記さ

れており、これらを適切に使用しながらヤマビル対策をすることが手軽で確実な方法である。 

 

引用文献 

森嶋佳織(2021), DNA 解析によるニホンヤマビルの宿主動物の識別と分布拡大範囲の推定,森林科

学, 92, 8-11.  

坂庭浩之(2019), ヤマビルの生息分布と薬剤感受性.群馬県林業試験場研究報告,23 号,6-10. 

杉山直人・坂庭浩之(2009), 群馬県内のヤマビル分布状況,群馬県立自然史博物館研究報告(14), 

145-148, 2010 

 

図-3 2022 年分布 図-4 シカ分布と 2022 年分布 

図-1 2009 年分布 図-2 2016 年分布 



栃木県足利市におけるシカとイノシシの寄生マダニとマダニ刺咬症の関係 

 

土井寛大 3) ，島田瑞穂 *, 1), 2)，川端寛樹 4) ，山内健生 5) ，安藤秀二 6) ，小林由美江
7) ，廣瀬芳江 8) ，周藤史憲 8) ，藤原由佳子 9) ，齊藤美穂 9) ，菊池広子 10) ，小松本悟
2) ，室久俊光 2) ，島野智之 11) 

1）自治医科大学 健診センター，2）足利赤十字病院 内科，3）森林総合研究所 野生動物研

究領域，4）国立感染症研究所 細菌第一部，5) 帯広畜産大学，6）国立感染症研究所 ウイ

ルス第一部，7）足利赤十字病院 感染管理室，8）足利赤十字病院 臨床検査部，9）足利赤

十字病院 皮膚科，10）足利赤十字病院 救急科，11) 法政大学 自然科学センター 
 

2021 年に栃木県足利市で捕獲されたイノシシ 40 頭およびシカ 47 頭からマダニ採取

を試みた。イノシシから 908 体のマダニ［キチマダニ（49.1%）、タカサゴキララマダニ

（36.7％）、オオトゲチマダニ（5.2％）、フタトゲチマダニ（4.3％）、タカサゴチマダ

ニ（0.3％）、ヤマアラシチマダニ（0.2％）、ヤマトチマダニ（0.2％）、同定不可能（4.0％）］

が採取された。 

対して、シカからは 1102 体のマダニ［フタトゲチマダニ（39.6％）、キチマダニ

（39.6％）、オオトゲチマダニ（24.9％）、ヒゲナガチマダニ（3.4％）、タカサゴキララ

マダニ（3.4%）、ヤマトマダニ（0.5％）、タカサゴチマダニ（0.1％）、同定不可能（0.1％）］

が採取された。 

2017-2019年に足利赤十字病院を受診した人体マダニ刺咬症例 72例のうち56例でタ

カサゴキララマダニが確認されており、当地域において人へのマダニ被害を起こす種を

多く運んでいる宿主動物のひとつとしてイノシシが重要であると考えられる。 
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栃木県におけるマダニおよびヤマビルの被害状況 

 

森嶋佳織 1，林 宇一 2 

（1森林総合研究所，2宇都宮大学） 

背景 

 人獣共通感染症は，世界で年間 10 億人以上が感染し数百万人が死亡するなど，大きな

国際問題となっている。温帯地域では，マダニは，人獣共通感染症の病原体を媒介する主

要な吸血動物である。日本では，複数のマダニ媒介感染症が報告され，その感染地域も拡

大傾向にある。また，人に被害のある吸血動物のうち，マダニの他に脅威となるのがニホ

ンヤマビル（以下，ヤマビル）である。ヤマビルの分布は，かつては山中や渓谷の狭い地

域に限定されていたが，1990 年代以降全国的にヤマビルによる吸血被害が報告されるよう

になった。また，これらの吸血動物の分布拡大は，野生動物とともに生じた可能性が推測

されている。栃木県では，ニホンジカやイノシシの分布域が拡大傾向にあり，今後，野生

動物の移動とともにマダニやヤマビル等が分布域を拡大させることが予測されるため，山

林内活動する人への被害について実態把握をしていく必要がある。そこで，本研究では，

山林内で働く栃木県内の全森林組合および林業会社の現場従事者を対象としたアンケート

調査から，マダニおよびヤマビルによる被害とその対策状況を明らかにすることを目的と

した。 

 

方法 

 アンケートは，2021 年 12 月 23 日から 2022 年 3 月 31 日の期間に行った。27 の事業体

に配布し，21 の事業体から計 277 名の回答を得た。内訳は，森林組合 11，林業会社 10 と

なる。本研究では，全て無回答を除く計 250 名を分析対象とした。 

 

結果と考察 

マダニとヤマビルによる被害は，いずれも体への付着と集中力やモチベーションの低下

が主な傾向であった。一方，付着を問題視しない割合は，ヤマビルでは低いのに対し，マ

ダニでは高い傾向がみられた。また，マダニ媒介感染症への認知度は高かったものの病院

で除去したのは全体の 10％にも満たなかった。マダニとヤマビルの目撃・対策状況を県内

全域で比較したところ，三毳地域では両吸血動物の目撃・対策数がともに高かった。一

方，日光地域ではヤマビルの目撃・対策数が高いのに対し，マダニでは対策数が低く，マ

ダニとヤマビルの対策状況に地域差が生じていた。ただし，目撃数に比べると両吸血動物

ともに対策数は低く，特にマダニで低かった。 

一部地域を除き両吸血動物で目撃数に比べて対策数が低い傾向がうかがえ，マダニでは

感染症への認識は高いものの通院への意識は低かった。今後，更なる被害拡大が予測され

るため，対策の充実に向けた普及啓発などが必要かもしれない。 
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八溝山地のニホンジカの現状 ―2022 年― 

 
丸山哲也（栃木県）・後藤優介（茨城県自然博）・竹内正彦（農研機構） 

 
福島・茨城・栃木の３県境を主尾根とする八溝山地において、ニホンジカが進

出している。その現況を把握し、早期の対策に向けた情報共有を図るため、2018
年の研究会から報告を継続している。今回は 2022 年の情報について、福島県、

茨城県、栃木県が実施している調査及び情報収集結果を用いて報告する。本情報

には、林野庁関東森林管理局塩那森林管理署、福島森林管理署白河支署、棚倉森

林管理署、茨城森林管理署、環境省日光国立公園那須管理官事務所、福島茨城栃

木連携捕獲協議会が調査し、発表の了解を得たものを含む。 
那須岳周辺は、ニホンジカの本来の分布域の東端に位置している。那須岳山麓

に位置する那須平成の森においては、定点カメラ調査の撮影枚数やメスの撮影

割合がともに増加しつつあった。また、糞塊密度（総糞塊／km、以下同じ）が

９以上の高い区画が存在していた。 
八溝山周辺は、近年ニホンジカの分布が拡大してきた地域である。糞塊密度に

ついては、前年度調査でみられた３以上の区画がなくなっているものの、0.5 か

ら３の区画が八溝山を取り囲むように出現していた。各機関が設置しているセ

ンサーカメラにはメスや幼獣も撮影されていることから、当地域が繁殖地とな

り、定着が進みつつあることが示唆された。また、2022 年９月から 10 月にか

けて、棚倉町及び大子町において忍び猟により４頭（成獣オス３頭、幼獣オス１

頭）のニホンジカが捕獲された。 
那須岳周辺と八溝山周辺の間には、東北自動車道や国道４号線といった交通

軸が存在している。この地区の糞塊密度は低く、また、捕獲や目撃情報が見られ

ないことから、八溝山周辺は孤立した個体群である可能性が高い。 
 茨城県においては、2022 年 8 月に那珂市で性別不明個体が撮影されているほ

か、10 月にはひたちなか市でオスが列車と衝突死、11 月には小美玉市でオスが

撮影されている。さらに、南部の利根川沿いに位置する守谷市と取手市において

はそれぞれ 7 月にオスが撮影、8 月にはつくばみらい市においてメスの交通事

故死個体が発見されている。栃木県においては、市貝町で 2022 年 10 月にメス

が有害捕獲されているほか、南部の真岡市では 11 月にオスがセンサーカメラで

撮影、栃木市の渡良瀬遊水地内では、12 月にドローンによりオス及び性別不明

個体が 5 頭撮影されるなど、分散個体の存在が広範囲で示唆されている。両県

においてはこれまでも市町村等と連携して情報収集・共有に努めているが、引き

続きメスの確認にも注目し、情報収集と分析を進め、注意喚起につなげたい。 
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図 2021 年度のシカ捕獲分布（狩猟、有害捕獲、個体数調整、指定管理鳥獣捕獲等事業を

合わせて図示） 

八溝山 
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奥日光千手ヶ原におけるシカ、イノシシの撮影状況の変化 

栃木県林業センター 高橋 安則 

 

１ 背景と目的 

奥日光地域は昭和 59(1984)年の豪雪以降シカの生息密度が上昇し、シカの生息密度に対応して

高密度地域では嗜好度の高い植物が消失し、不嗜好性植物が増加したとされている。栃木県は、シ

カの採食による森林植生への影響を継続的にモニタリングするとともに、森林植生の回復に有効な

手段を探るため、シカの不嗜好性植物が優占する地域にシカ侵入防止柵を設置し柵内外の植生調査

を行っているが、シカの食圧を間接的に把握する指標としては、平成７（1995）年度より継続実施

している区画法による密度調査のみであった。 

しかしながら、この調査は年１回の調査であり、調査時間帯が昼に限られていることからシカの

食圧の指標としては十分とは言い難かった。 

そこで、栃木県では、平成 22(2010)年度から奥日光でもシカの食圧による影響が特に大きいと

されている千手ヶ原地域にセンサーカメラを設置し、シカの出没状況をモニタリングしているので、

その経年変化及び季節変化等について報告する。 

また、設置したカメラにより若干のイノシシの出没状況も把握できたので併せて紹介する。 

 

２ 方法 

 調査は中禅寺湖西岸の千手ヶ原で行い、標高約 1,300ｍの緩傾斜地でエリア内には外山沢と柳沢

川が東西に流れている。林冠木としてはハルニレやミズナラが多いが、下層は、マルバダケブキな

どシカの不嗜好植物で覆われており、主要樹種の更新は期待できない。 

 カメラは平成22(2010)年に対象エリア1㎢に15台配置した。撮影モードは静止画でインターバ

ルは１分とした。 

 得られたデータは、年度及び月毎等に撮影頻度等を求めるとともに、ヒートマップを作成した。 

 

３ 結果 

 シカの撮影頻度の年変動は、平成 25(2013)年度にカメラの機種変更をしているため、変更前後の

比較には注意を要するが、少なくても平成 28(2016)年度以降上昇傾向となっている。イノシシの撮

影頻度は平成 28(2016)年度以降急激に上昇したが、令和３(2021)年度は低下した。 

 令和３(2021)年度の月別状況から、シカ、イノシシとも冬期の撮影頻度は低かった。なお、シカ

は春と秋にピークがあるが、イノシシは夏にのみピークがあった。 

 シカの昼夜別撮影頻度のヒートマップから、シカは昼に山際を利用し、夜は千手ヶ原の中心部を

利用していた。 

 夜のシカの利用状況は区画法では把握できないことから、センサーカメラによる調査をシカの食

圧の指標として適していると考えられた。 
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栃木県におけるシカの分布拡大：70 年の軌跡 
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 

小泉 透 

 

１．はじめに 

1978 年に実施された「第 2 回自然環境保全基礎調

査」では、ニホンジカ他 6 種の哺乳類の全国分布が

明らかになりました。その結果（在不在データ）

は、環境省生物多様性センターから公開されていま

す（https://www.biodic.go.jp/kiso/do_kiso4_mam_ 

f.html#mainText）が、都道府県から発行された当時

の報告書には出現と絶滅の年代が記載されていま

す。ここでは、栃木県（1978）と環境省の報道資料

から、1945 年から 2020 年までの栃木県におけるニ

ホンジカの分布拡大を復元しました。 

 

２．方法 

使用した分布情報は以下の通りです。 

都道府県（1978）第 2 回自然環境保全基礎調査動物分布調査報告書（哺乳類） 

環境省（2004）第 2 回自然環境保全基礎調査種の多様性調査哺乳類分布調査報告書 

環境省報道発表資料（2015 年 4 月 28 日、2021 年 3 月 2 日） 

また、以下の環境情報を使用しました。 

国土交通省（2012、2020） 国土数値情報 「標高・傾斜度」「気象値メッシュデータ」「土

地利用メッシュデータ」 

e-stat（政府統計の総合窓口）「国勢調査 2015 年、2020 年」 

 

３．結果 

全国平均と比べると、栃木県は、高標高部の割合が高いが積雪量は少なく森林率の割合が

高い、ことが特徴です。 

1945 年当時のニホンジカの分布は、日光を中心として西部に限定され、区画（5 倍地域

メッシュ）数は 43、県全域に対する割合は 15％でした。その後、1978 年 82 区画（28％）、

2014 年 159 区画（54％）、2020 年 187 区画（63％）と拡大してきました。 

環境別にみると、1945 年当時は標高 400m 未満の地域には分布していませんでしたが、

2020 年には標高 100m 以上の地域に分布しており、低標高部へ分布を拡大させたことが分

かります。また、1978 年、2020 年とも森林率 70％以上の地域に分布が偏っており、森林

栃木県(1978）第 2 回自然環境保全基

礎調査動物分布調査報告書(哺乳類) 

に記載されたシカ出現（絶滅）年代図 
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率が低く農地率の高い地域へ分布を拡大させた全国の傾向とは大きく異なっていました。 

 

４．おわりに 

栃木県のシカは、2000 年頃までは日光から南部に向かって分布を拡大させ、現在は北部

から東部（茨城県境）に向かって分布が拡大しています。この拡大方向は、栃木県のシカが

森林率への依存が高いことと関係していると考えられました。この傾向は、今後も継続する

と考えられます。 

英国の The Deer Initiative がシカ管理について解説した Best practice of deer management

には、低密度下におけるシカ管理はシカの、個体数ではなく、インパクトの低減を目的とす

るよう示されています。 

県東北部での対策が急務ですが、まだ低密度であることから、農林業被害や自然植生への

インパクトを定量化・基準化してモニタリングしつつ、捕獲以外の防護柵などの手段を積極

的に取り入れながら対策を講じていくことが有効と考えられます。 

 

  

 



イノシシのヌタ場を利用する鳥類群集に関する研究 

宇都宮大学 黒森ほのか 

 

はじめに 

イノシシ（Sus scrofa）はかつて全国的に分布していたが，明治時代に入り，狩猟の解禁に伴

う強い捕獲圧や過度の山林利用によってその分布域は西日本から四国，九州，琉球列島に縮小し

た（高橋 1995）．その後，エネルギー革命により放棄された薪炭林が 1960 年代以降に拡大し，

1970 年代以降は減反政策に伴う水田放棄地が増加したことで，イノシシの好適環境が拡大し

（小寺ほか 2001），本種の分布域は，ほぼ全国的に回復した（環境省 2021）． 

また，本種の分布域の回復に伴う農作被害の増加は社会的に問題視され，被害対策に関する研

究がこれまでに実施されてきた（本田 2005）．一方，海外ではイノシシが自然生態系において重

要な役割を担っていることも報告されており，本種のヌタ場が，哺乳類および鳥類による水飲み

場や水浴び場として利用されていることが報告されている（Kevin et al. 2019）．そのため，本種

は日本の自然生態においても欠かせない種である可能性があるが，その役割について言及した研

究は少なく，実態については明らかにされてこなかった．  

  そこで本研究では，ヌタ場の利用頻度が高い鳥類を対象に，その利用実態を明らかにすること

を目的とした．その上で生態系におけるイノシシの役割について評価することを目指す． 

 

方法 

栃木県茂木町にあるモビリティリゾートもてぎ敷地内の南西側の森林を調査地とし，2020 年 9

月から 2021 年 9 月および 2022 年 5 月から 2022 年 11 月にかけて実施した．調査地内のヌタ場

18 ヶ所に自動撮影カメラ（ハイク社製 ハイクカム SP2）を設置し，そこを利用する動物種，個

体数，行動について記録した．撮影時間は 30 秒，撮影間隔を 1 分に設定した． 

また，ヌタ場の周辺環境を評価するため，カメラ設置時に電子記録式温度計（藤田電機製作所

製 WATCH LOGGER KT-165F）の設置およびレーザー距離計（BOSCH 社製 GLM40）を用いた

ヌタ場から近辺の樹木までの距離の計測を実施した．さらに，2 ヶ月毎に 360°カメラ（RICOH

社製 THETA SC）によるヌタ場の天空撮影を実施し，空間の開放程度を測定した．さらに，鳥類

の餌資源となり得るサワガニ（Geothelphusa dehaani）やカエル類（Anura spp.）の有無を各ヌタ

場で毎月調査した． 

今回は，鳥類種の撮影回数についてクラスター分析を行い，類似する月群に再区分した． 
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結果 

  調査期間中の動物種の総撮影回数は 6438 回であり，その内訳は，鳥類 1453 回，サワガニ 271

回，カエル類 497 回，哺乳類 4217 回であった．鳥類は 36 種と，種が特定できなかったツグミ類

（Turdidae spp.），ヒタキ類（Muscicapidae spp.），ホオジロ類（Emberizidae spp.）の 3 科が確認さ

れた．カエル類は画面での識別が困難だったため種は特定しなかった．哺乳類は識別が困難なネ

ズミ類（Muridae spp.）やコウモリ類（Chiroptera spp.）の他に 11 種が確認された． 

  クラスター分析の結果， 6・7 月（以下α期），11～4 月（以下β期），5・8・9・10 月（以下

γ期）の 3 つに区分された．この結果から，3 区分それぞれで種ごとの撮影回数を比較したとこ

ろ，α期ではキジバト（Streptopelia orientalis）およびフクロウ（Strix uralensis），β期ではキジ

バトおよびシロハラ（Turdus pallidus），γ期ではキジバトが特に多く確認された． 

  なお，ヌタ場の周辺環境の調査についてはデータ数が不十分なため，現時点での集計は行わな

かった． 

 

考察 

  α期については，留鳥であるフクロウの撮影回数が多く，巣立ち雛や親子での水浴びが複数回

撮影された．そのため，繁殖活動中のフクロウによるヌタ場利用が特徴であると考えられる．β

期はシロハラが多く確認されたことから，冬鳥として渡来している同種のヌタ場利用が特徴であ

ると考えられる．また，ツグミ属であるツグミ（Turdus naumanni）の撮影回数が少なかったこと

から，近縁種であっても，ヌタ場の利用形態が異なる可能性が示唆される．γ期に関しては，キ

ジバトが多く確認されたが，他の月群と異なる特徴的な種が見られなかったため，αやβに比

べ，特徴のない月群であると考えられる． 
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茂木町に生息するイノシシの個体間接触様式に関する研究 

宇都宮大学 菊地玲央 

 

現在，全国の農場や野生イノシシ（Sus Scrofa）において，豚熱（Classical Swine 

Fever）が発生している．豚熱陽性が確認された農場では半径 5 ㎞以内でイノシシの陽

性個体が発見されていることから，農場での感染についてはイノシシが大きく関与して

いるとされている．その一方で，野生のイノシシ個体群において，各個体がどのような

様式で接触しているのか，それはどのくらいの頻度で発生しているかについては明らか

にされてこなかった．そこで本研究では，イノシシ個体間の接触様式を把握することを

目的とした． 

調査は栃木県芳賀郡茂木町モビリティリゾートもてぎの森林内で行い，そのうち南エ

リアの森林 1.2 ㎢を調査区とし，2019 年 1月～2022 年 11月の期間自動撮影カメラによ

るイノシシの行動調査を行った（調査 1）．また，2021 年 12 月からは南エリアに加え，

同施設内に存在する広葉樹林，針葉樹林，竹林，耕作放棄地においてもカメラを設置し

た．なお，カメラは各環境ごとに一定間隔で設置した．加えて，カメラ設置地点の詳細

な植生を把握するため，2022 年 8 月から 2022 年 11 月にかけて植生調査を行い，各調

査地を樹林帯と開放地に予め分け，クラスター分析により分類した．カメラ調査のデー

タは，クラスター分析で分類されたグループごとに集計した（調査 2）． 

調査 1では，イノシシは 2,270 回撮影された．そのうち 1,293 回は単独で，1,004 回

は複数頭で撮影され，幼獣は成獣より複数頭で撮影されることが多かった（χ²検定，p

＜0.05）．また他個体との接触が確認されたのは 27 回だった．調査 2では，クラスター

分析の結果樹林帯は 5つ，開放地は 4つのグループに分類された．そのうちイノシシは

モウソウチクおよびヨシ，ミゾソバが優占するグループで撮影回数が多く（ボンフェロ

ーニ検定，p＜0.05），探索行動も同グループで多く確認された（ボンフェローニ検定，

p＜0.05）．また，他個体との接触が確認されたのは 8 回だった． 

カメラは，イノシシのヌタ場や寝屋，痕跡などを考慮せずに一定間隔で設置したため，

それほど多く個体間の接触が撮影されなかった可能性がある．一方で，複数頭での撮影

回数が調査全体で 36％だったことから，こうした個体がカメラの撮影範囲外で接触し

ている可能性がある．幼獣は複数頭での撮影が多かったことから，母親とその子を中心

とした群れを形成するイノシシでは群れ内でウイルスが共有されやすいと考えられる．

また竹林や，ヨシおよびミゾソバが生育する環境では，土を介して間接的にウイルスが

交差すると考えられる． 
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「鼻くくりわなによるイノシシ捕獲の可能性について」 

宇都宮大学 奥村修・小寺祐二 

 

近年, イノシシ（Sus scrofa）の分布域は回復傾向にあり，2020 年では同種による農業

被害額は約 46 億円/年に達した．これに対し，農業被害対策のためのわな捕獲も増加し

ている．その結果わなを捕獲の際にイノシシによる事故も発生するなど，止め刺し作業

時の従事者の技術的・精神的負担にも課題となっている．一方，イノシシや家畜ブタ

（S.S.domesticus）の保定法として，吻の保定が一般に用いられている．この技術を活用

し，わな作動時点で吻部を締め付ける事が可能ならば，捕獲と同時にイノシシの行動制

御効果が発揮され，止め刺し時の危険性回避が可能になると考えられる．本研究ではイ

ノシシの吻部保定が可能な「鼻くくりわな」を作成し，捕獲可能性の検討を試みた． 

 本研究では，わなの寸法決定のための頭部の外部計測調査と，鼻くくりわなの試作品

による捕獲検証調査をおこなった．頭部の外部計測調査では犬歯の先端間の長さがくく

りわな短径規制（12 cm）との比較，くくりわなを作動させるトリガーの深さを決定す

るために鼻鏡から犬歯の付け根までの長さの計測を実施した．捕獲検証調査では，栃木

県芳賀郡茂木町の山林内に，外部計測調査結果をもとに用意した試作品（3 タイプ）を

設置し，イノシシが捕獲可能か調査した． 

 外部計測調査の結果，イノシシの犬歯の先端間の長さは 12 cm より有意に小さいこと

が確認され（p < 0.001），くくりわなでイノシシの犬歯付け根位置を保定するためには

筒口から 8 cm より深い位置に設定する必要があると確認された．トリガー位置を深い

位置に設定した場合には吻の短い幼獣を取り逃がしが懸念されたことから，わなの設計

はトリガーの位置を筒口から基準下限値の 8 cm 位置に設定した．捕獲検証調査の結果，

鼻くくりわなの合計稼働台・日は 28 台・日（タイプ A：10 台・日，タイプ B：8 台・

日，タイプ C：10 台・日）であり，捕獲頭数は 5 頭（タイプ A：3 頭，タイプ B：1 頭，

タイプ C：1 頭）であった．捕獲したイノシシはいずれも突進することはなく，後退行

動をしている様子が確認され，保定効果も確認された．この結果から，鼻くくりわなに

よる保定効果は，捕獲従事者への止め刺し時の危険性回避につながり，期待されていた

逆襲事故の減少に寄与する可能性が考えられる． 
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被害認識の改善に効果的な獣害対策手法の解明 

兵庫県立大学大学院環境人間学研究科修士 2 年 田鳥菜々子 

 

背景 

野生動物管理においては「個体数管理」，「生息地管理」，「被害管理」の 3 つの方法を総合的に

進めることが推奨されている．対策を実施する上での指標を設定するためには，各対策の効果検

証，特に手法を組み合わせた際の効果検証が重要であると考える．また，対策においては獣害を

農家が許容できる水準まで抑えることが重要であり，対策の効果を被害認識の改善で評価する

ことも必要である．よって本研究では，集落で取り組まれることが多い獣害対策（主に防護柵の

設置と捕獲）に着目し，どのような対策手法がシカとイノシシに対する被害認識の改善に効果的

なのかを把握することを目的とした． 

方法 

兵庫県が実施している鳥獣害アンケートの 2014 年～2020 年の結果と密度指標のデータを利

用した．鳥獣害アンケートには集落の獣害の程度を，ほとんどない・軽微・大きい・深刻の 4 段

階で回答する項目があり，この回答結果を集落代表者の被害認識とした．4 段階の被害認識を「小

さい」，「大きい」の 2 グループに分け，2014 年～16 年（前期）と 2018 年～20 年（後期）でそ

れぞれ被害認識の代表値を算出し，被害が「大きい」から「小さい」に変化した集落に影響を与

えたと考えられる被害対策や野生動物の密度の変化などを把握した．  

シカとイノシシについて，獣種別に一般化線形モデル解析（二項分布，リンク関数：logit）を

行った後，総当たりのモデル選択とΔAIC<4 のモデルを対象としてモデルアベレージングを行

った．目的変数を被害認識の変化とし，説明変数には被害認識の改善に寄与している可能性が高

いと考えられた対策の項目を採用した．具体的には，周辺環境の密度指標としてシカは SPUE

（銃猟 1 人日当たりの目撃頭数）の変化，イノシシはくくり罠 CPUE（1 基のくくり罠 100 日

間で捕獲した頭数の平均）の変化を，集落での被害対策として集落柵の設置率，個人柵の設置率，

集落柵の点検頻度，集落柵の防御不可能個所数，捕獲従事者数，捕獲頭数を採用した． 

さらに，モデルアベレージングの結果で有意（P < 0.05）であった説明変数のうち，直接的に

被害認識の改善に影響していると考えられたものを用いて決定木分析を行った． 

結果 

シカへの被害認識に対しては，集落柵の防御不可能箇所数が少ない，SPUE が低下した，個人

柵設置率が低いほど被害認識が改善することが分かった．説明変数を集落柵の防御不可能箇所

数と SPUE の変化量とした決定木分析を行ったところ，まず防御不可能箇所数が約 7 箇所未満

である集落グループでは過半数の集落で被害認識が改善し，防御不可能箇所数が約 7 箇所以上

でも，SPUE の 2014 年から 2016 年の平均値と 2018 年から 2020 年の平均値の変化量が約-0.84

未満のグループでは過半数の集落で被害認識が改善することが明らかになった． 

イノシシへの被害認識に対しては，個人柵設置率が低い，集落柵の防御不可能箇所数が少ない

ほど被害認識が改善することが分かった．説明変数を集落柵の防御不可能箇所数とした決定木
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分析の結果を行ったところ，防御不可能箇所数が約 5 箇所未満である集落グループでは過半数

の集落で被害認識が改善することが分かった． 

考察 

防護柵の効果は管理や設置上の不良要因によって影響を受けることが知られている．集落柵

の防御不可能箇所数が少ないことがシカ，イノシシともに被害認識の改善に効果的であるとい

う本研究結果は，集落柵を未封鎖部が無くなるように適切なルートで設置することや，破損の補

修が重要であることを示唆していると考えられた．  

 集落周辺の密度指標の変化はシカとイノシシで影響に差があることが分かった．既存研究で

も，シカでは密度と被害程度に関連性がみられるが，イノシシでは明確な関連性がみられず，低

密度下であっても大きな農業被害が発生する可能性があるという指摘があり，本研究結果も同

様の結果を示した． 

 また，被害認識の改善に個人柵設置率の低さが影響しているという結果を言い換えると，被害

認識が改善しなかった集落は個人柵設置率が高いことになる．獣害が大きい集落の多くでは集

落柵が設置されているが，被害が軽減しない集落ではそれに加えて個人柵も多く設置されると

推察される．その結果，被害が軽減しても対策を二重にしている負担感によって被害認識が改善

しなかったと推察された． 



栃木県の個体数管理における猟友会の役割と近年の動き 

 

齋藤圭 1，林 宇一 1 

      （1宇都宮大学） 

背景 

 近年、日本では野生鳥獣による農作物への被害が大きくなっている。農林水産省による 

と、令和 3年度の野生鳥獣による農作物被害額は 155 億円となっており、全体の約７割

が シカ、イノシシ、サルによるものである。鳥獣被害は営農意欲の減退、耕作放棄・離

農の増 加、森林の下層植生の消失等による土壌流出、希少植物の食害等の被害ももたら

し、被害額として数字に表れる以上に農山漁村に深刻な影響を及ぼしているとされる。 

その中で、狩猟者は野生鳥獣害対策における個体数管理の担い手として行政組織から位 

置付けられているものの、狩猟者の数は減少傾向にある。栃木県においても、シカ・イノ

シシを中心に被害は深刻化しており、個体数管理の担い手である狩猟者、猟友会への期待

は大きい。そこで、本研究では栃木県において獣害被害が激しい鹿沼市、日光市、佐野市

を対象に、個体数管理体制から猟友会の役割と近年の動きを探ることを目的とする。 

 

方法 

 聞き取り調査を各市及び佐野市を管轄する猟友会安蘇支部、その分会である界分会、犬

伏分会に実施した。調査期間は 2022 年 8 月から 12 月となる。 

 

結果と考察 

鹿沼市、日光市、佐野市のいずれにおいても、狩猟と有害捕獲では有害捕獲の割合が高

く、鳥獣の捕獲は猟友会支部により行われていた。いずれの市においても市と猟友会支部

の関係は良好であり、また関係性を重視していることが分かった。また有害捕獲における

労力の問題で若者の新規参入が難しいこと、止め刺しの際の銃声で住民とのトラブルが発

生する可能性がある等の課題が見つかった。 

この課題に対して、佐野市の猟友会安蘇支部内の界分会、犬伏分会では協力体制を取る

形で対応、共同でわなの見回りをすることによる止め刺しや処理の負担軽減、地域の町会

参加による地域住民との捕獲活動の相互理解が図られていた。 

行政の関心、鳥獣管理の担い手である猟友会、地域住民の捕獲活動への理解、いずれも

が野生鳥獣対策においては必要であり、長期に亘り地域の野生鳥獣を管理していくために

は、これら 3 つの持続的な連携が欠かせないのではないだろうか。 
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赤外線カメラを搭載したドローンによる野生動物調査／獣害対策の可能性について 

報告者：井上 剛*（tyinoue@chiikan.co.jp） 
 

イノシシやシカによる農業等被害は、被害面積・金額ともに概ね減少に転じる傾向がみら
れるが 1)、依然としてその影響は大きく、各地で対策が継続実施されている。このような状
況のなか、イノシシ等の野生動物の生息分布を精度よく把握することは、防除・捕獲の両側
面から重要であり、近年ではカメラトラップによる個体数推定や、赤外線カメラを搭載した
ドローン（以下、「赤外線ドローン」とする）による夜間調査が試みられている。本事例で
は、赤外線ドローンによる調査の有効性について報告する。 

調査で使用したドローン及び
カメラの諸元は、右表に示すとお
りである。赤外線カメラは 2016
年に発売が開始されたもので、イ
ノシシをはじめ、ハクビシン等の
中型獣の識別が十分に可能とな
っている。なお、今日では画像解
像度の向上や小型化などが進展
し、機体重量 1.10kg に搭載され
たカメラでも同等の撮影が可能
となっている。 

ただし、赤外線カメラは暗視下におけるすべての獣類を見つけられるわけではない。具体
的に赤外線カメラは、物体から放射される、人には見えない赤外線の量に基づき、温度を可
視化している。そのため、樹林内や密集する藪の中に獣類が潜んでいた場合は、上部の枝葉
によって獣類の熱が遮られ、結果として発見することは難しくなる。また、時期によっては、
獣類の体表温度とアスファルト路面温度に差が無くなることがあり、こういった場合も識
別は困難となる可能性がある。 

上記のデメリットを踏まえて、赤外線ドローンの活用を考えると、主に夜間に畑地などの
オープンスペースに出現する獣類の生息分布把握に適しいている。特に、イノシシやシカな
どの大型獣の視認は容易であり、こういった情報は畑地の防護、あるいは捕獲を実施する際
の有効な基礎情報になり得ると考える。また、赤外線ドローンによる畑地監視を定期的に実
施することで、変化を“早期発見”することができ、この変化に対応することで“被害の最小
限化”に繋げることも可能である。 

ただし、種の同定には一定の技量を要する。上述のように、開放的な空間での大型獣の同
定は難しくないが、藪の中で見え隠れする個体の判断は難しくなる。また、タヌキやハクビ
シンなどの中型獣は難しくなり、シルエットや歩行時の特徴などを総合的に判断する必要
がある。いずれにしても、種の同定にあたっては、ドローンの安全性を担保した上で、機体

表 ドローン及びカメラ諸元 

使用機材 機材諸元 

Matrice210RTK(中型ドローン) 

 

サイズ：887×880×378 mm 
最大離陸重量：6.14 kg 
最大飛行速度：P モード：61.2km/h 
最大飛行時間：27 分 
最大風圧抵抗：12 m/s 
動作環境温度：-20～45℃ 
IP 等級：IP43 

ZenmuseXT(赤外線カメラ) 

 

赤外線カメラ:Uncooled VOx Microbolometer 
ピクセルピッチ：17μm 
スペクトルバンド：7.5～13.5μm 
フルフレームレート：640×512：30 Hz (NTSC) 
シーン範囲(高ゲイン)：-25℃～135℃ 
スポットメーター： 

Temperatures measured in central4×4 
ファイル保存：microSD 
静止画フォーマット：JPEG, R-JPEG, TIFF 
動画フォーマット：MP4 

*所属：株式会社エスアイエイ環境事務所 （栃木県高根沢町光陽台 2-1-1 http://www.si-a.jp/） 
株式会社地域環境計画 （東京都世田谷区桜新町 2-22-3 https://www.chiikan.co.jp/） 

mailto:tyinoue@chiikan.co.jp
http://www.si-a.jp/
https://www.chiikan.co.jp/
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を見やすい飛行高度に降ろしたり、カメラ角度を調整するなど、夜間でのマニュアル飛行を
実行するパイロット技術、さらには生物技術者と操縦者との連携が重要なカギとなる。 

加えて、赤外線ドローンは日中調査でも十分に活用できる。なかでも、枯草で保護色にな
ったり、落葉樹の隙間から見え隠れするようなシカを確認する場合は、可視カメラと赤外線
カメラの両方を同時にディスプレイに表示することで、確認確率が向上する。 

以上のように、獣類の生息分布を把握するうえで、赤外線ドローンを活用するメリットと
しては、対象環境に制限はあるものの、夜間のみならず日中における獣類の活動について、
実際に何頭程度が出没しているのかを確認でき、かつ短時間で広範囲の把握が可能となる。
特に日没直後の確認は、付近にねぐら等の身を隠す場所があると推定でき、こいうった新た
な技術の導入は、今後の野生動物調査や獣害対策に有効な手段の一つになると考える。 

多摩川流域（東京都あきる野市）での撮影事例① 

 
出典「第４次東京都農林業獣害対策基本計画 

平成 28 年 4 月 東京都産業労働局」に加筆  

「クローズアップ現代＋“アーバン・イノシシ物語 ワシらが都会を目指すワケ”」（2019 年 5 月 8 日放送使用画像) 

 

可視カメラと赤外線カメラの併用事例 

 

遠方からでも黒い
物体が視認できる 

近寄ると 2 個体 
いることが判明 

個体が残した糞
(熱が残る) 

薮に入り込み 
確認が難しくなる 

イノシシの生息環境（ササやマント群落が目立つ） 

イノシシの 
確認エリア 

緑メッシュは 
イノシシ分布地 

調査地 

コガモの群れ 

可視カメラでは
視認しづらい 

拡大 

多摩川流域での撮影事例
②（東京都あきる野市） 

イノシシ生息環境 

遠方からでも視認 
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栃木県における有害獣捕獲作業省力化の試み 

丸山哲也（栃木県自然環境課） 

 

 栃木県においては、農林業等被害対策を目的としてニホンジカやイノシシの捕獲を促進

しており、その結果、近年は捕獲数が大きく増加している。一方、捕獲を行う上では様々な

作業が必要であることから（図１）、捕獲数が増えるに従い、従事者にとって大きな負担と

なっている。そこで、このうちの見回りと捕獲報告について、ＩＣＴを活用した省力化を試

みたので報告する。 

 

①見回り作業の省力化 

 わなを設置した場合、捕獲個体の速やかな処置、カラハジキの対応、錯誤捕獲個体の放獣

などの点から、原則毎日の見回りが必要となるが、特に山間部や遠隔地においては現場まで

の距離が遠い場合が多く、大きな負担となっている。そこで今回は、２種類の捕獲通報装置

を活用し、見回り省力効果を確認した。なお、本事業は、とちぎの元気な森づくり県民税を

活用した次世代林業技術検証事業により行った。 

 長距離通信システム（以下、Ａ）は、省電力広域無線技術（ＬＰＷＡ）を活用し、携帯圏

外にある子機からの捕獲情報を親機が受信し、親機からクラウド上にアップされるもので

ある（ほかパト：(株)アイエスイー）。インターネット環境にあればホームページ上で作動

したわなの位置が確認できるため、効率的な見回りが可能となる。簡易通信システム（以下、

Ｂ）は、子機からの捕獲情報を専用のレシーバーで直接受信するものである（狩猟罠用発信

機：(株)ナテック）。子機からの電波が受けられる箇所まで接近する必要があるが、現場の

直接確認が不要となるため、車両で走行しながら受信を確認するなど、効率的に見回りを行

うことができる。 

 鹿沼市西大芦地区において、令和４年６月にＡを 26 台、Ｂを 20 台設置し、７月から 10

月にかけて捕獲従事者が見回りに要した時間を記録した。機材の不調等が考えられるため、

捕獲の通報がなくても３日に１回は見回りを行うこととした。その結果、実施期間 122 日中

55 日の見回り実施したことから、日数で約 55％の削減効果があった。また、全区域の見回

りには平均で 253 分（4 時間 13分）（自宅からの移動時間は含まず。以下同じ）を要してい

たが、確認を一部区域にした場合、平均で 133 分（2 時間 13 分）となり、約 47％の削減効

果が確認された。さらに、捕獲通報があった場合、止め刺しの準備をして捕獲わなから優先

的に見回りを行うことができる点も有利であった。一方で、機材が高価であることから、普

及を進めるためには行政の支援が必要であると考えられた。 

図１ 捕獲にかかる作業の例（わなによる有害捕獲の場合） 
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②捕獲報告の省力化 

 有害鳥獣捕獲の場合、捕獲従事者が行う報告としては、捕獲カレンダーと報奨金申請書類

が存在する。捕獲カレンダーは、捕獲日や捕獲メッシュのほか、銃であれば入猟者数、わな

であればわなの設置基数や期間を記載するものである。報奨金申請書類は、捕獲の証拠とし

て提出するもので、捕獲日や場所のほか、決められた内容の写真を１頭につき３～４枚添付

する必要がある。従事者にとっては書類の記入や写真の準備、書類提出のための労力がかか

るほか、書類を受理した市町や県でも、整理・入力作業の手間がかかっている。そこで、こ

れらの作業をスマートフォンのアプリで直接行えるシステムの開発を行った。 

 今回は、栃木県産業政策課が所管する未来技術企業・実証事業誘致事業を活用し、システ

ム開発を Forex Robotics(株)が行い、実証を（一社）栃木県猟友会が行った。また、受信

側として、日光市の協力もいただいた。開発したアプリでは、捕獲現場で必要な写真を撮影

し、雌雄や幼獣・成獣の情報とともに送信することができる（図２）。捕獲個体の情報は、

捕獲カレンダーと報奨金申請書類を連携させることで、報告の重複を排除できた。受け手側

の市町村では、写真を pdf の申請書類として自動で整理できるほか、申請の情報は csv 形

式で随時出力できることから、処理作業の効率化・迅速化が可能となった。 

 次年度は、写真に付与される位置情報を活用し、従事者ごとの捕獲位置を可視化するなど

更なる改良を加え、令和６年度からの実装を目指す予定である。 

 

 
図２ アプリ上の捕獲個体撮影画面 
   撮影ガイドにより、写真の撮り忘れも防止できる 


