
Workshop
ワークショップ Ⅸ

野
生
動
物
の
保
護
管
理
～

生
息
地
保
護
と
有
効
活
用

　
ニ
ホ
ン
ジ
カ
の
全
国
的
な
大
発
生
は
、
農
林
業
被

害
の
み
な
ら
ず
自
然
植
生
へ
の
食
害
や
土
壌
侵
食
な

ど
生
態
系
へ
の
悪
影
響
を
顕
在
化
さ
せ
て
い
る
。
ま

た
、
交
通
事
故
や
列
車
事
故
な
ど
の
急
増
を
も
た
ら

せ
て
い
る
。
一
方
、
個
体
数
管
理
の
担
い
手
で
あ
る

狩
猟
者
は
急
減
し
、
シ
カ
の
個
体
数
管
理
不
能
の
事

態
と
な
る
の
は
目
前
に
迫
っ
て
い
る
。
ま
た
、
シ
カ

の
個
体
数
管
理
を
進
め
る
う
え
で
希
少
猛
禽
類
の
保

護
と
の
兼
ね
合
い
も
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
増
え
す
ぎ
た
シ

カ
の
個
体
数
管
理
の
成
功
と
希
少
猛
禽
類
の
保
全
に

向
け
て
共
通
基
盤
を
築
く
た
め
に
討
議
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

Conservation and Management of Wildlife
～ Protecting Habitats and Effective Usage 

The overabundance of Sika Deer all over the country is not only causing damage to agriculture and forestry 

but also affecting the ecosystem through the damage caused to trees and plants eaten by deer and the 

subsequent soil erosion this leads to. Similarly the number of deer-related traffic and train collisions has been 

increasing rapidly. On the other hand, the number of hunters, responsible for controlling deer numbers in the 

past, has seen a dramatic decrease. Very soon the situation is likely to become uncontrollable. Balancing 

protection of rare raptors in the process of controlling deer numbers has been a large issue. Therefore at this 

workshop we will discuss how to successfully control deer numbers while maintaining common ground with 

raptor protection. 
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■ワークショップ Ⅸ　「野生動物の保護管理～生息地保護と有効活用」

　日時及び会場：12 月 13 日 ( 日 )　13：00 ～ 16：00　502 会議室
　主催： 事務局 
　座長： 梶光一氏 ( 東京農工大学大学院　教授 ) 
　協力： 兵庫県立コウノトリの郷公園／ ( 社 ) エゾシカ協会／兵庫県森林動物研究センター／
　　　　ニホンジカ有効活用研究会／日本クマネットワーク
　スピーカー：
　　　　１． 「エゾシカの保護管理と有効利用」
　　　　　　　近藤誠司氏 ( 北海道大学 大学院　農学研究院教授／エゾシカ協会会長 ) 
　　　　２． 「野生動物の消費的活用と非消費的活用～エゾシカでの事例を踏まえて～」
　　　　　　　鈴木正嗣氏 ( 岐阜大学応用生物科学部　獣医学講座　野生動物医学研究室　教授 )
　　　　３． 「猛禽類の生息地保全の試みと今後」
　　　　　　　井上剛彦氏 ( 極東イヌワシ・クマタカ研究グループ代表 ／クマタカ生態研究グループ副代表 )
　　　　４． 「傷病野生動物鳥獣救護カルテやミネラル分析からみた野生動物保護管理に」
　　　　　　　須田沖夫氏 (NPO 法人野生動物救護獣医師協会 理事 )
　　　　５． 「兵庫県におけるニホンジカの保護管理の現状と未来」
　　　　　　　横山真弓氏 ( 兵庫県立大学　准教授／兵庫県森林動物研究センター　主任研究員 )

　　　　　　　　　　　　　　
■ Workshop Ⅸ　"Conservation and Management of Wildlife

～ Protecting Habitats and Effective Usage"  

　Dates : Sunday 13th December 13：00 ～ 16：00
　Venue : Meeting Room 502 
　Organizer :  Secretariat 
　Chairperson : Prof. Kouichi KAJI（ Tokyo University of Agricultural and Technology ）
　Cooperation :  Hyogo Prefectural Homeland for the Oriental White Stork / Yezo Deer Association / 

　　　　　　　　Wildlife Management Research Center, Hyogo / Hyogo Sikadeer Sustainable Use Working Group / 
Japan Bear Network

　Speakers : 
　　　　1. ‘Protection and Control of Sika Deer(Yezo Deer) and Effective Usage of Carcasses’　 
　　　　　　　Prof. Seiji KONDO( Graduate School of Agriculture, Hokkaido University/ 

President, Yezo Deer Association)
　　　　2. ‘Consumptive and Non-consumptive Use of Wild Animals 

— Based on the Sika Deer (Yezo Deer) Case Example —
　　　　　　　Prof. Masatsugu SUZUKI　(Faculty of Applied Biological Sciences, Gifu University,

Veterinary Medicine Program, Laboratory of Zoo and Wildlife Medicine)
　　　　3. ‘Trials and Future of Raptor Habitat Protection’
　　　　　　　Dr. Takehiko INOUE　(Representative of the Working Group for the Research of the Golden Eagle & 
　　　　　　　Mountain Hawk Eagle in the far east / Vice-Representative of the Working Group for the Research 

and Conservation of the Japanese Mountain Hawk-Eagle)
　　　　4. ‘Wild Animal Protection and Control through Chart and Mineral Sample Analysis of Rescued

 Wild Birds and Injured / Diseased Animals.’　 
　　　　　　　Dr. Okio SUDA, (Director, NPO Wildlife Rescue Veterinarian Association)
　　　　5. ‘Sika Deer Management in Hyogo Prefecture - Currently and in the Future
　　　　　　　Associate Prof. Mayumi YOKOYAMA, (University of Hyogo / 

Wildlife Management Research Center, Hyogo)
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座長メッセージ
Chairperson's Message

　本ワークショップでは、生息数が急

増して農林業被害のみならず生態系に

も強い負の影響を与えているニホンジ

カの個体数管理の成功と希少猛禽類の

保全に向けて共通基盤を築くために討

議することを目的としています。個体

数管理の担い手である狩猟人口が激減

しており、狩猟システムの崩壊は目前にせまっています。

希少猛禽類では保護増殖事業によって個体の繁殖や生息

地の整備がなされており、またその場がシカの避難場所

となっており、シカの個体数管理が困難となっています。

それは希少猛禽類の保全が個体レベルで考慮されるのに

対し、シカの管理は個体群を対象としており、両者の間

では生態系管理という統一的な視点が共有されていない

ことが一因です。これらの問題の解決に向けて、シカと

希少猛禽類の保護管理上の課題、シカの有効活用を促進

して狩猟システムの維持を図る方法、地域の固有の野生

動物問題を解決するための専門的捕獲者の育成のあり

方、生息地保全のあり方についてスピーカーの方々に発

表していただき、それらを基に増えすぎた動物の管理と

絶滅危惧種の保全を達成する方途について議論します。

梶光一　Koichi KAJI
東京農工大学大学院　教授

Professor, Tokyo University of Agriculture and Technology

The aim of this workshop is to discuss building a 

common ground towards  both the  successfu l 

management of Sika Deer population (which has 

brought an overall negative effect on ecosystem, even 

beyond damaging agriculture and forests),  and 

protecting rare birds of prey . Likewise the decreasing 

of hunters population, traditionally, has always managed 

wildlife populations, and a breakdown of hunting 

systems, are imminent. Due to efforts to protect and 

breed rare birds of prey, the habitat and reproduction 

has been organized. However, such habitats are also 

refuges for deer which has made the population control 

very difficult. This is because protecting birds of prey is 

handled on the basis of individuals, whereas the control 

of deer is based on populations. One reason for the 

problem is that, for both these populations, there is no 

unif ied view points to consider the ecosystem 

management. At this workshop, our speakers will talk 

about the issues for conservation and management deer 

and rare birds of prey, the methods for maintaining 

hunting systems (while promoting effective use of deer), 

how to train sharp shooters who can solve the wildlife 

problems specific to local area, and how to conesrve 

habitats. Based on thease knowledges, we will discuss 

how to control overabundance wildlife populations and 

to protect endangered species.
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　ここ数年「爆発的増加」レベルにあ

るエゾシカ個体数推測値はさらに増加

傾向にあり、昨年度の捕獲数 7 万 8

千頭に加え、更に雌個体だけでも４万

頭の調整が必要であるといわれており

ます（北海道エゾシカ保護管理検討

会）。推測されるエゾシカ個体数は恐

らく全道で 40 万頭を超えると見積もられています。北

海道で飼われている肉用牛は 30 万頭程度ですから、エ

ゾシカは肉用牛より多い数がいます。もっといえば肉牛

の飼料の大半は輸入穀類であるのに対してエゾシカの飼

料は本道産の草類です。こうした爆発的増加の背景には

全道的な草地の開発（栄養源）と針葉樹林の増加（越冬

場所）があるのでしょう。動物栄養学的な研究結果は、

本道の森林内の草資源だけではこれだけのエゾシカ個体

数を養いきれないことを示唆しています。

　モンゴル草原のオオカミと人と草食動物について記し

た「神なるオオカミ」という興味深い本に、モンゴルの

古老の言葉が載っています。「草原は大きな命だが、薄

い命だ」。どれかが増えすぎても草原（環境）は滅びる

のです。私どもは増えすぎたシカについて真剣に考えな

ければなりません。

エゾシカの保護管理と有効利用

Protection and Control of Sika Deer (Yezo Deer) and Effective Usage of Carcasses
近藤誠司　北海道大学 大学院農学研究院　教授　エゾシカ協会会長

Seiji KONDO　Professor, Graduate School of Agriculture, Hokkaido University　President, Yezo Deer Association

In recent years, the numbers of Sika Deer (Yezo Deer) 

have been exploding, and these numbers are expected 

to continue to increase. Even though 78,000 deer were 

caught last year, it is calculated that even if it is females 

only, at least a further 40,000 deer need to be 

eliminated (ref: Hokkaido Yezo Deer Protection and 

Control Committee). It is estimated that deer in 

Hokkaido now number more than 400,000, a figure that 

even exceeds the 300,000 beef cows being raised in 

Hokkaido. Considering that feed for the beef cows has 

to be supplemented by mostly imported crops, the deer 

only have Hokkaido’s natural grasses to graze from. So 

in the background of this explosive deer population is 

the grasslands limited development as a food source 

plus the increased areas of winter-time shelter for deer 

as the conifer forests expand. Dietetics studies indicate 

that the quantity of grass resources in Hokkaido alone 

cannot support the current numbers of Sika Deer (Yezo 

Deer).

In the deeply fascinating book, ‘Godly Wolves’ (which 

looks at wolves in the Mongolian grasslands and the 

relationship between Man and grazing animals) there is 

a comment that the “grasslands may be a big life but 

they are also a thin life”. Whichever kind of population 

increases, the grassland environment dies. We really 

must think about the over-population of deer more 

seriously. 
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野生動物の消費的活用と非消費的活用　～～～エゾシカでの事例を踏まえて～～～

Consumptive and Non-consumptive Use of Wild Animals
— Based on the Sika Deer (Yezo Deer) Case Example —

鈴木 正嗣　岐阜大学応用生物科学部 獣医学講座 野生動物医学研究室 教授

Masatsugu SUZUKI　Professor, Faculty of Applied Biological Sciences, Gifu University,

Veterinary Medicine Program, Laboratory of Zoo and Wildlife Medicine

　元来、野生動物の多くは資源性が高

く，狩猟の対象や食料、工芸品等の材

料として消費的に活用されてきた．そ

のため、少なからぬ種が絶滅に追いや

られたことは事実である。しかし現在

では、国際自然保護連合（IUCN）も

野生動物の消費的活用を否定してお

らず，むしろ保全生物学上の意義に言及している．した

がって、シカの消費的活用も「個体群や生息環境の適正

な管理」を目的とする手段の一つとして位置づけ，単な

る利益追求の事業として行うべきではない．北海道によ

る「エゾシカ保護管理計画」も，当初からエゾシカを道

民共有の自然資源としてきた。最近は、「個体数調整の

担い手育成」を目的とするエゾシカの利用も進み注目を

集めている。

　一方、リクリエーションを含む野生動物の観察を通

じ、「精神的な安らぎの獲得」や「自然に対する興味や

理解の増強」などを目指す利用は非消費的活用と呼ばれ

る。シカではこの方式による活用も展開されており、と

くに今後は教育資源としての位置づけが注目される。各

地で自然植生への悪影響が報告されているにも関わら

ず、捕殺をともなう野生動物の個体数調整に感覚的な嫌

悪感を抱く市民は少なくはない。しかし、普及啓発等の

場で「シカによる深刻な植生破壊の現状」についての言

及があれば、受講者も「捕殺も環境保全の一環」である

ことを理解しやすく、前述の嫌悪感の払拭させる上でも

極めて効果的と考えられる。

Originally, many species of wild animal were a high 

resource ut i l i ty and consequently ut i l ized for 

consumption and hunting to provide raw materials for 

foodstuffs, craft products, etc. It is a fact that many 

species were forced into extinction as a result of such 

exploitation. At present, however, even the International 

Union of Conservation of Nature (IUCN) doesn’t deny 

the right to exploit wild animals for consumptive use, 

but instead points to the value of such use in 

conservation biology. Bearing this in mind, the 

consumptive use of deer should be positioned as one of 

the measures aimed at “appropriate control of group 

and habitat environments”, and should not be carried 

out merely in pursuit of profit. Hokkaido Prefecture’s 

Conservation and Management Plan for Sika Deer (Yezo 

Deer) takes as its start point the status of Sika Deer 

(Yezo Deer) as a common natural resource of the people 

of Hokkaido. Recently the use of Sika Deer (Yezo Deer) 

in the context of population adjustment has been 

growing and it has also has become a topic of 

conversation.

On the other hand, utilization aimed at “obtaining 

spiritual comfort” and at “increasing interest in and 

understanding about nature” through wild animal 

observation including recreation and this is considered 

to be non-consumptive use. In the case of Sika Deer 

(Yezo Deer), this method of use has also been developed, 

and the positioning of these animals as an educational 

resource, particularly for the future, is also gathering 

widespread attention. Despite reports of the negative 

impact of large numbers of wild animals on natural 

vegetation from places all over the country, many 

people have a sense of aversion to the capturing and 

killing such animals as part of a population control 

strategy. However, taking the trouble to talk on suitable 

occasions for public edification about the actual 

situation of serious destruction of natural vegetation 

caused by these animals and the efficacy of capture and 

killing as part of an overall environmental conservation 

strategy can be very effective in sweeping away this 

aversion.
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猛禽類の生息地保全の試みと今後

Trials and Future of Raptor Habitat Protection
井上剛彦　極東イヌワシ・クマタカ研究グループ代表　クマタカ生態研究グループ副代表

Takehiko INOUE 　Representative of the Working Group for the Research of the Golden Eagle & Mountain Hawk Eagle 

in the far east

Vice-Representative of the Working Group for the Research and Conservation of the Japanese Mountain Hawk-Eagle

　猛禽類を保護するためには 1. 生息

場所の確保　2. 安全な営巣場所の確

保　3. 十分な餌の確保　そして 4. 啓

発教育の実施　が不可欠であるとさ

れています。世界的には伐採や農耕・

放牧による生息地の消失、家畜を襲う

害鳥や狩猟の対象としての迫害、ある

いは餌を通して農薬を摂取した結果、卵殻が薄くなって

孵化できなくなるなど猛禽類がダメージを受けてきた

多くの事例が見受けられます。また国内では迫害はほと

んど見られないものの、近年では、大型のダムや林道、

リゾート開発などの工事による環境改変の悪影響が取

沙汰され、猛禽類の保護と開発を巡って大きな論争とな

りました。その結果、報道等により多くの国民が猛禽類

を知ることとなり、「啓発教育」の面で一定の成果が見

られ、また関係者間では、開発と保全の両立を目指して

生息地保全の様々な取組みが試みられて来ました。今回

のワークショップでは猛禽類にかかるいくつかの事例

を通して生息地保全の重要性とその実施の困難性を共

通理解するとともに、より適正な影響評価を行う為には

何が必要かについて討議したいと思います。

In order to protect raptors, the following are essential: 1) 

The securing of their habitats, 2) securing of nesting 

places, 3) securing of ample food, and 4) awareness 

education for people. Around the world, habitats are 

being lost due to deforestation, agriculture and cattle 

grazing. Birds which attack livestock and birds for sport 

are also targets. There are also numerous reports of 

raptor populations under threat due their eggs not 

hatching because of poor shell thickness. This is a result 

of their food being contaminated with agricultural 

chemicals. In Japan, while raptors are not being targeted 

directly, in recent years the effects of changes to their 

environments caused by construction projects (large 

dams, roads, resort developments etc.) has become a 

matter of concern. There have been some fierce and 

vocal arguments on the topic of raptor protection versus 

development needs. As a consequence, the media have 

made raptors well known to the general public, and 

‘awareness education’ has had an effect. Those people 

more directly involved have seen several attempts to 

protect habitats while aiming for more balanced 

development and protection. At this workshop we will 

use some raptor-issue case studies to share a common 

understanding of the related difficulties and the 

importance of habitat protection. Discussions will 

investigate what is necessary to more appropriately 

evaluate the cause-factors and influences.
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傷病野生動物鳥獣救護カルテやミネラル分析からみた野生動物保護管理に

Wild Animal Protection and Control through Chart and Mineral Sample Analysis of Rescued Wild 
Birds and Injured / Diseased Animals.

須田　沖夫　特定非営利活動法人　野生動物救護獣医師協会　理事

Okio SUDA 　Director, NPO Wildlife Rescue Veterinarian Association

　傷病野生鳥獣救護は、市民の「かわ

いそう」「苦しそう」「痛そう」など、

やさしい気持ちからの動物愛護精神

が出発点になっております。それに応

えるべき臨床獣医師は、飼育動物診療

の合間に傷病野生鳥獣診療をボラン

ティア的に行っております。

　近年、多くの都道府県は市民の期待に対応すべく、鳥

獣保護センターの運営や指定動物病院制度、里親制度、

更にはリハビリテーターの養成等を実施しております。

　しかし、行政の財政難の理由から狩猟鳥獣や有害駆除

動物等を診療動物から除外しはじめました。そのため、

動物病院（獣医師）は市民の気持ちと行政の立場の間に

立ち、苦慮する場合もあります。それは、人と動物との

共通感染症（SARS や鳥インフルエンザ、西ナイル熱ウ

イルスなど）の日本侵入の可能性が高まったことも影響

していると思います。

　動物病院で診療する野生動物の 90% 以上は鳥類で年

度により種の変動がみられます。保護鳥の 45% は有害

駆除対象鳥です。猛禽類は全体の約 10% で、多くは外

科疾患で保護されます。野鳥の羽毛より有害ミネラル分

析から、種や地域差による違いも解ってきました。これ

らの資料が、今後の野生動物保護・管理に少しでも役立

てれば幸いです。

The rescue of injured or diseased wild birds and animals 

has its origin in an ‘animal-protection consciousness’ 

that can be defined as people’s fundamental kindness, 

empathy for and wish to alleviate the ‘suffering’ or ‘pain’ 

of others. Answering this human instinct to rescue, our 

veterinarians voluntarily help with injured or sick 

wildlife in between their main job treating animals that 

are pets or owned.

In  recent  years ,  and in  order  to  meet  c i t izen 

expectations, many prefectures in Japan now provide 

wildlife protection centers, hospitals or adoption 

systems. Some even have training rehabilitators.

However, because of financial difficulties now facing 

prefectural governments, the prefectures will not cover 

treatment of pests or birds and animals that are hunted. 

Therefore, animal hospitals (veterinarians) are often in a 

difficult position caught between the citizen feelings and 

official policy. This is also affected by the real potential 

and increasing danger that ’Zoonosis’ (eg. SARS, Bird 

Flu, West Nile virus, etc) will enter Japan.

90% of wild animals treated at animal hospitals are 

birds and each year the species involved changes. 45% 

of the birds sheltered are designated as pests targeted 

for elimination. Raptors (birds of prey) account for 10% 

of all sheltered animals and most of those rescued are in 

need of surgical treatment. By analyzing mineral 

samples taken from wild bird feathers, the species and 

regional  dif ferences are now becoming better 

understood. It would be beneficial if this could be used 

to contr ibute to the improved protect ion and 

management of wild animals in the future. 

* ‘zoonosis’ ; ‘diseases that can be transmitted between 

animals and human beings’
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　兵庫県には、30 種を超える哺乳類

が生息していますが、古くから人との

関わりが深く、その分布や個体数の変

動は時代とともに人間活動の影響を大

きく受けてきました。なかでもニホン

ジカは、昭和初期までに絶滅寸前に陥

るほど、人に利用されてきた野生動物

であると考えられています。　　

　第二次世界大戦後の日本では、狩猟制限による保護政

策によって、ニホンジカは徐々に個体数を回復しました。

1980 年代以降、南但馬地域を中心に個体数が急増し、

現在では、農林業被害額は 5 億円に達するほど分布域

や個体数が拡大しました。そして分布の中心地である南

但馬地域では、極端に高密度化し、シカによる採食圧が

森林内下層植生の衰退をまねいています。さらに深刻な

問題は植物相だけでなく、他の生物相へ与える影響が懸

念されていることです。また、兵庫県でわずかに残るブ

ナ帯にまでシカの分布域が拡大しており、高山帯の植物

相への影響が心配されています。ここは、絶滅危惧種で

あるツキノワグマも生息していますが、クマの好むチシ

マザサも矮小化する傾向にあります。

　このような状況の中、兵庫県では、ニホンジカの狩猟

規制の緩和と個体数調整事業を強化し、年間 2 万頭を

捕獲しています。2 万頭捕獲を行うにあたっては、捕獲

数や密度、妊娠率や年齢構成、下層植性の衰退状況など

を監視し、捕獲数が過度になっていないかモニタリング

とその検証を毎年行っています。現状ではニホンジカの

密度は減少する気配がありません。また捕獲の現場では、

捕獲後のシカの処分が大きな問題となっています。シカ

を有効に利用する文化が途絶えた現代では、肉や毛皮を

利用することなく埋設や焼却などが行われ、処分費に税

金を投入せざるをえない状況となっています。そこで、

天然資源としてのシカの価値を新たに見直す取り組みも

始まっています。シンポジウムでは、兵庫県のこれまで

の対策を紹介し、生物多様性の保全を視野に入れたこれ

からの目指すべきニホンジカの保護管理について議論し

ていきます。

兵庫県におけるニホンジカの保護管理の現状と未来

Sika Deer Management in Hyogo Prefecture - Currently and in the Future
横山真弓　兵庫県立大学　准教授　森林動物研究センター　主任研究員

Mayumi YOKOYAMA　Associate Professor, University of Hyogo　Wildlife Management Research Center, Hyogo

There are over thirty kinds of different mammal species 

in Hyogo Prefecture, and these have had close 

relationship with humans for a long time. Human 

activities have greatly affected their numbers and 

distribution. Sika Deer in particular declined to 

threatened levels by the early 20th century.

Following World War Two, the number of Sika Deer 

gradually recovered due to protection policies from 

hunting. Then, around 1980s, the numbers began to 

increase dramatically, especially in the South Tajima 

Region, where is the core area of Sika Deer population 

in Hyogo. Today the population has grown and 

expanded form their ranges. Associated with population 

increase, agricultural crop damage and forestry were 

reported to have reached half a billion yen. In South 

Tajima, high density of Sika Deer continued to more 

than 20 years, understory of vegetation in their habitat 

have been exposed overgrazing. The concern is that 

these impact affected biodiversity of local ecosystems. 

Another serious concern is that the distribution of Sika 

Deer expanded to the alpain area and the alpain flora 

also exposed heavy grazing of Sika Deer.

 Due to this untenable situation, Hyogo Prefecture 

established management program of Sika Deer to 

prevent severe impacts on agriculture and forestry. To 

manage Sika Deer populat ion number, hunting 

regulation relaxed gradually from 1999 and harvested 

20,000 deer in 2008. We research center monitoring 

the deer densities, pregnancy ratios, age composition, 

and vegetation level in their habitat. These monitoring is 

conducted each year to make sure the deer are not over-

culled. 

The method of carcass disposal is also a big issue. 

Today, the traditional culture of using deer for their 

venison or skin no longer exists so the carcasses are 
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buried or incinerated, the costs for which are borne by 

local taxpayers. Consequently, deer are now beginning 

to be re-evaluated as a valid natural resource. At this 

symposium, we will introduce the measures that Hyogo 

Prefecture has taken so far and discuss what our 

objectives ought to be for better managing Sika Deer in 

a way that also considers the conservation of the local 

biodiversity.
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梶光一　Koichi KAJI
東京農工大学大学院　教授

Professor, Tokyo University of Agriculture and Technology
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エゾシカの保護管理と有効利用

Protection and Control of Sika Deer (Yezo Deer) and Effective Usage of Carcasses
近藤誠司　北海道大学 大学院農学研究院　教授　エゾシカ協会会長

Seiji KONDO　Professor, Graduate School of Agriculture, Hokkaido University　President, Yezo Deer Association
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野生動物の消費的活用と非消費的活用　～～～エゾシカでの事例を踏まえて～～～

Consumptive and Non-consumptive Use of Wild Animals
— Based on the Sika Deer (Yezo Deer) Case Example —

鈴木 正嗣　岐阜大学応用生物科学部 獣医学講座 野生動物医学研究室 教授

Masatsugu SUZUKI　Professor, Faculty of Applied Biological Sciences, Gifu University,

Veterinary Medicine Program, Laboratory of Zoo and Wildlife Medicine
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猛禽類の生息地保全の試みと今後

Trials and Future of Raptor Habitat Protection
井上剛彦　極東イヌワシ・クマタカ研究グループ代表　クマタカ生態研究グループ副代表

Takehiko INOUE 　Representative of the Working Group for the Research of the Golden Eagle & Mountain Hawk Eagle 

in the far east

Vice-Representative of the Working Group for the Research and Conservation of the Japanese Mountain Hawk-Eagle

    大型猛禽類の生息地にかかる保全

の必要性と今後の課題についてお話

しします .

    まず , 猛禽類とはなにかについてで

す .

【スライド 1】

【スライド 2】

   猛禽類は , 卓越した飛翔と狩りを行うために外見上

様々な特徴があり , またその勇ましい姿や飛ぶ様子から

古今東西 , 人々の興味を引き付け , 力の誇示や権威の象

徴として数多く利用されてきました . しかしながら , 近

年に入り , 家畜を襲うとか子供をさらうなど , 事実とは

異なった認識が広まり , 銃器の発達と化学物質の使用に

より , 様々な迫害を受けることになってしまいまし

た .. 特に近代農業による農薬 , 殺虫剤の大量使用は , 食 

物連鎖の頂点に位置する猛禽類に餌動物を通して濃縮

され , 中毒死や卵の殻が薄くなりふ化できなくなるなど ,

様々な悪影響が確認されており ,DDE によりアメリカの

ハヤブサが絶滅寸前にまで追い込まれた例や最近では

ジクロフェナクという薬剤によるインドなどでのハゲ

タカ類の大量死も見られました .

    次にもう少し具体的に猛禽類の持つ特性について説明

します . 【スライド 2】

【スライド 3】

   まずは形態上の特徴ですが , 飛ぶことに特化した形態

と能力を備えています . それと発達した脚と鋭いツメに

より獲物を捕らえます . またその視力は卓越しており ,

人間のおよそ 8 倍もの視力を持つと言われています . そ

のことは体に比べて大きな眼をみれば想像できるかと

思います .

   次に生息している場所ですが , 多くは人間が近づきに

くい急峻な崖地や大木に営巣し , 生きた動物を捕らえて

食べるために広大な広さを必要とします . 食物連鎖の頂

点にいることの宿命でもあります .

また , その生態には少し変わった面があります . 他の鳥

や動物であればオスがメスよりも体が大きいのが通常

ですが , 猛禽類は逆転しており , メスがオスよりも大き

いのが普通です . この傾向は捕らえる餌動物の種類によ

り特徴が見られ , 動きの速い鳥などを捕らえる小型のタ

カほどオスとメスの体の大きさの差が大きくなってい

ます .

   さらにワシタカは食物連鎖の頂点にいるため , その地
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域の環境変化に伴う影響を一番大きく受けてします宿命

を持っています .

このことは , 我々 , 研究者から見れば環境変化を教えて

くれるバロメーターとしても位置付けることが出来るわ

けです。【スライド 3】

【スライド 4】

   それでは猛禽類と言われるワシタカの仲間はどれくら

いの種類がいるのでしょうか？

   世界中におおよそ 9,000 種類の鳥の仲間がいますが ,

そのうち日本には約 540 種類が見られます . また猛禽類

は約 290 種類が確認されていますがそのうち国内には

20 種類弱が見られます . これら猛禽類のうち , 国際的に

絶滅に瀕している種は 44 種にも上ります .

    このように世界中には様々な猛禽類が生息していま

す . お示ししている写真は鈴鹿山脈に生息するイヌワシ

とクマタカです . 【スライド 4】 【スライド 5】

【スライド 5】

【スライド 6】

    猛禽類を調査するのはたいへんな時間と労力を必要と

するものですが , どのような調査を行うかと言いますと ,

スライドに示していますようにかなり幅広い内容を含ん

でいます . 【スライド 6】

【スライド 7】

    生息している個体数や地域環境などの現状の把握や人

間との関係などについて , 調査を行います .

それでは具体的にはどのような調査を行っているのかを

ご紹介します .

   これら写真のように , クマタカの巣に登り , 巣の中に

残っている骨などを集めて , どのような餌を食べている

かを調査します . また , 尾羽根に超小型の電波発信器を

付けて , 広い山野や見えない森の中でどのような行動を

しているのかを調査します . しかし行動する範囲がたい

へん広く , 車だけでは追えないため , 時々 , ヘリコプター

を使って , 空からその居場所を探します .

   また , 巣立ち前のヒナの大きさや血液を調べて健康状

態などを調べます . さらにワシタカは見た目では個体の

区別が付かないため , 様々な標識を付けて個体識別を行

うこともあります . これらの調査により , どこでどの個

体がどのような行動をどのくらいの時間行動していたの

かが , 次第に分かって来ました . 【スライド 7】

   これはイギリスでの事例を引用したものです . 人間活

動がハイタカという小型のタカの繁殖にどのように影響

してきたのかを比較的長い期間を通して見てみたもので

す .

   グラフが示すように , 人間がハイタカに関心がなかっ

た世界大戦時には繁殖成功率は急上昇しましたが , 戦後 ,

農薬や殺虫剤の使用により再び , 繁殖成功率が低下して

きたことが分かります . この後 , 環境汚染への対応が世

界中で少しずつ始まり , 現在はもう少し状況は改善され

てきました。【スライド 8】
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【スライド 8】

【スライド 9】

   しかしながら未だに絶滅の危機に瀕しているワシタカ

は多く , その状態に陥った原因をまとめたのがこのスラ

イドです . これは世界中の事例を集めたものを文献から

引用しました .

   これによると , 最も多いのはやはり生息地の消失で

す . 人間活動が拡大し , 土地利用が多様化 , 広域化して

きたため , 本来 , その土地でしか生息できない多くのワ

シタカ類がすみかを失っているのが事実です .

その他の要因もいままでの話と同様で , 狩猟や家畜を守

るための毒殺や農薬の生物濃縮などが上げられていま

す . 【スライド 9】

【スライド 10】

   日本における現状を少し見てみます . 大まかにはここ

に示しましたとおり , イヌワシやクマタカなど絶滅の危

惧があるもの , サシバのように急激に個体数が減りつつ

あることが分かってきたもの , 逆にオオタカのように個

体数が増加しているもの , オオワシのように越冬する日

本だけでなく , ロシアで繁殖しているために , ひとつの

国の対策だけでは保護できなくなっているものなどがあ

ります . 【スライド 10】

【スライド 11】

    次に私が調査しているイヌワシについて , 少しお話し

ます .

    イヌワシは戦前までは左の図のように , 推定ではあり

ますが 700 ペア以上が生息していたと考えられます . し

かし , 環境省が行っている最新の全国調査では 250 ペア

しか確認されていません . また九州や四国 , 中国地方な

どでは分布が狭まっていることが伺えます . このことは

植生などの環境がイヌワシにとって住みづらいものに

なってきたものと考えられます . 【スライド 11】 【スライド 12】

【スライド 12】

   次のスライドは , イヌワシが繁殖に失敗した要因につ

いて ,20 年くらい前とここ 10 年間くらいを比較したも

のです .

   これによりますと , 青い部分が示している「餌不足」

が急速に目立ってきています . また , 赤い部分が示す「繁

殖している親鳥の状況」, つまり若過ぎる親や逆に年老



28 ワークショップⅨ　野生動物の保護管理～生息地保護と有効活用

【スライド 13】

いた親であるために卵を産めずない , あるいは , ヒナを

うまく育てられなかった例が増えてきています .

それとは反対に , カメラマンによる巣の前で写真撮影を

行った結果 , 巣を放棄した例やスキー場 , ダム開発によ

る悪影響などの人為的影響は減少しています .
【スライド 13】

【スライド 14】

   次に , このスライドは日本イヌワシ研究会が調査して

いる全国のイヌワシの繁殖成功率の年次変化です .1980

年代には 40% 程度をなんとか保っていましたが 1990

年代から急激に減少し ,20% 台前半にまで落ち込んでし

まいました . 【スライド 14】

【スライド 15】

   現在確認されている国内のイヌワシの個体数は約 650

羽程度とされていますが , 今後どのように変化していく

のかを , 海外の研究者が作ったモデルで計算してみまし

た .

その結果 , 赤い線が示すように徐々に減少していき ,30 年

後には 30% 程度減少してしまうことになります . このこ

とは , 先ほどの繁殖成功率が低下していることを考える

と , 寿命の長いイヌワシでは , 年老いた個体が多くを占め

てしまい , さらに巣立ち出来る個体が減ってしまい , 繁殖

に参加できる個体が少なくなるという悪循環が懸念され

ます。【スライド 15】

【スライド 16】

   あまり明るい話題がないワシタカの未来ですが , どう

すれば人間と共生していけるでしょうか？

ここでお示しするのは世界的に認識されているワシタカ

保全のための３つの基本項目です .「生息地」と「食べ物」

の確保 , そして共生のための必要なルールを知ってもら

う「教育・啓発」の実施です .

「生息地」と「食べ物」の確保は当然ながら大切なので

すが , 特に３つ目の「教育・啓発」の実施は生息地に住

んでおられる住民の方だけでなく , 土地利用者など多く

の利害関係者 , そして広く一般国民が共生のルールを

知って , 理解した上でワシタカも生息していける環境を

見守っていくためにたいへん重要な部分です .

【スライド 16】

   具体的な保護上の問題点を見てみますと , 日本ではス

ライドにあるような項目が浮かび上がってきます . 特に

目立つのは長期の目標設定とそれに合わせた体系的なプ

ログラムが未整備であることです . トキやコウノトリの

野外復帰が社会の関心を集めていますが , あのような事

態に陥る前に , ぜひ計画を立てて実践していくべきであ

ると思っています .

   そのためには ,NGO の力だけに頼らず , 行政内部にも

専門知識を持つ人材を確保して , 国の事業として進めて

いくことが不可欠であることは , 海外の過去の事例から
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【スライド 17】

明らかです . 【スライド 17】

【スライド 18】

【スライド 19】

【スライド 20】

【スライド 21】

    次に生息地の重要性についてです .

    ワシタカは実に多様な環境に生息しています .

このスライドは日本において法的な根拠に基づき , 環境

を保全する場合の保護地域の区分を示しています . 国 ,

自治体 , 場所 , 目的によってかなり複雑に分かれている

ことがお分かりになると思います . 【スライド 18 ～ 21】

【スライド 22】

    このスライドにお示ししたのは , 日本で生息繁殖して

いる大型のワシタカであるイヌワシとクマタカの生息地

そのものを保護している事例を紹介したものです .

いずれも山や森を観光や開発などから守るために設定さ

れており , 伐採や建物の建設など , 現状変更を禁止する

ことにより , 環境に対して人間が手を付けないことが原

則になっています . 【スライド 22】

   先の事例のように , 運良く生息地を保護区に出来たと

しても , 日本の土地所有制度や国土の複雑な区分などか

ら行動圏が大きいワシタカ類では , 設定された保護区内

に生息できるペア数は極めて限定されてしまいます . 普

通は 1 ペアだけ , 多くても数ペア程度のみが生息できる

程度です . 結果としては , ごく限られたペアしか保護出

来ないことになってしまいます . しかしながら種全体を

保護していくには , ここから巣立ったヒナが独立してい

く土地や交流していく他のペアの生息地の保護も必要で

あり , そのためには , 広大な土地の保全が必要です .
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【スライド 23】

また , 遺伝子プールを確保する意味からも , ある程度以

上のペア数を保護する必要があります . したがって , 現

実的には , 保護区を設定した場合 , その個体の保護には

大きな効果は認められるものの , 種を安定して保全して

いく効果は余り期待できないと思われます .

環境への適応力が比較的あると考えられるワシタカを保

護していくためには , 分布している地域全体を , ワシタ

カの適応可能なレベルに保っていくことが大切であると

思います . この点ではイギリスで行われている保護管理

方式は参考にすべきと思います . 【スライド 23】

【スライド 24】

   生息地を保全していく上で必要な点についてお話しま

す .

   まずは保護するためには , 本当に保全していくことが

必要な項目は何であるかをきちんと把握することで

す . ワシタカのなにが分かっていて , なにがまだわかっ

ていないのか？そのためには日本での基礎研究はまだま

だ不足しておりまた , いままで手探りで取り組んできた

様々な保全策について有効であったかどうかの検証が不

十分です . これからは , 国民の理解を得て , 保全の為の

目標設定とロードマップを策定することが大切であると

思います . 【スライド 24】

【スライド 25】

    現状把握と基礎研究のために , 私たち ,「アジア猛禽

類ネットワーク」が取り組んでいる事例を紹介します .

2000 年頃からアジアの研究者などが自主的に集まり ,

ネットワークを形成して , 協働で基礎研究と情報交換を

進めてきました . 基礎研究としては , アジア各国を移動

するタカの渡りルートの調査や台湾のカザノワシ・マ

レーシアのコウモリダカの生態調査 , アジアに広く分布

するクマタカ属の分布調査などのプロジェクトを進めて

います . また , 環境保全の面から , 生息地を分断された

ジャワクマタカの孤立を防ぐため , 生息地の間を森の回

廊でつなぐための植林の実施や , 密猟の違法性と観光資

源としての自然利用などについて , 生息地の地元住民に

対して啓発活動を行い , その一環としてエコツアーを実

施しています . また今年からはボルネオ島の猛禽類の生

息実態調査と若い研究者の育成の取り組みを開始しまし

た . いずれも民間レベルで小規模ですが , それぞれの現

地で着実に輪が広がり , 大きな動きになりつつあります .
【スライド 25】

【スライド 26】

   最後になりましたが , 今後 , 日本国内で猛禽類の保全

に取り組んでいくためには , イメージだけでなく体系的

な戦略を立て , モデル地区などでの観察会や見学会を開

催して , 国民への説明を尽くし , 理解を得ることが必要

です . その上で具体的なスケジュールを作成して , 実施

していくことが求められています .

   そしてこれらを実施に移すには , 基礎研究を抜きにし
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ては進めることは出来ないことを関係者は再認識してお

くべきであると思います . 【スライド 26】

【スライド 27】
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傷病野生動物鳥獣救護カルテやミネラル分析からみた野生動物保護管理に

Wild Animal Protection and Control through Chart and Mineral Sample Analysis of Rescued Wild 
Birds and Injured / Diseased Animals.

須田　沖夫　特定非営利活動法人　野生動物救護獣医師協会　理事

Okio SUDA 　Director, NPO Wildlife Rescue Veterinarian Association
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兵庫県におけるニホンジカの保護管理の現状と未来

Sika Deer Management in Hyogo Prefecture - Currently and in the Future
横山真弓　兵庫県立大学　准教授　森林動物研究センター　主任研究員

Mayumi YOKOYAMA　Associate Professor, University of Hyogo　Wildlife Management Research Center, Hyogo
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