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要旨：群馬県では，イノシシの平地部への分布拡大が著しく，現在，ほぼ県内全域で棲息が確

認されている．本稿では，県内におけるイノシシの棲息状況の変化および繁殖状況について調

査，分析した．その結果，過去30年以上の間でイノシシは急速に県全域に分布を拡大している
ことが示された．また，本県では，イノシシは2才前後で妊娠し，胎児の数は1～9頭と幅があ
り，4頭の胎児を妊娠している個体が最も多いことが明らかとなった．
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Abstract： The spatial distribution of wild boar（Sus scrofa）has expanded markedly in the past 30 
years in Gunma Prefecture．We have examined the change in their distribution range within the 
prefecture as well as their reproductive status based on the administrative data and the samples（skull 
and mandible，uterus，ovaries，fetus）collected from Agatsuma-Gun．It became clear that the boars 
have expanded their distribution to the lowlands of Gunma after year 2000 and now they inhabit almost 
all areas in the prefecture．The boars became pregnant at age 2 years or older and able to have 1 to 9 
fetuses，and females with 4 fetuses were the most prominent．
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はじめに

　群馬県では，イノシシ（Sus scrofa）の平地部への分布拡大
が著しく，現在，ほぼ県内全域で棲息が確認されている．市

街地への出没も認められ（2006，上毛新聞），人との交通事故
なども発生しており（2007，上毛新聞），棲息および繁殖状況
などの現状を把握することが急務である．しかしながら，繁

殖特性などに関する調査の多くは短期間に収集された試料

に基づき行われている例が多く，年間を通して収集された

試料に基づく研究は少ないのが現状である．本稿では，県内

におけるイノシシについて棲息状況の把握と，捕獲個体の

生物学的データの収集を行い，本種の棲息域の広がりと繁

殖状況について把握することを目的とした．

過去におけるイノシシの棲息状況と被害対策の記録

明治以前のイノシシ棲息状況と人との軋轢

　群馬県下には，古くからイノシシやシカ（Cervus nippon）な

どの野生動物から農作物を守るために造られた猪垣の一種

である「猪土手」の記録が利根郡片品村，新治村大峰山麓，赤

城山麓，榛名山麓などに認められる（図1）（都丸，1980；渋川
市誌，1993；榛東村誌，1988；清水，2004；馬場，1976；矢ヶ崎，
1995；群馬県史，1985）．明治初期まで使用されていたといわ
れており，なかでも，県内最大規模であると考えられる延長

約20kmの榛名山東麓の猪土手は，榛名山麓の36か村の人た
ちが協力して2m前後の高さの猪土手を築き，維持管理を
行っていた（榛東村誌，1988）．このことからも，猪土手は，小
さな集落単位での対策ではなく，広域な地域としての対策

として造られていたことが伺える．

　また，各地で鉄砲や罠による駆除に加え（都丸，1980，笠懸
村誌編纂室，1983，岩宿博物館，2007など），番小屋を使った
シシの追払い（片品村，1963；都丸，1980），忌避効果の期待さ
れる作物への切り換えや環境整備など，様々な防除対策が

必要に応じて複合的に行われてきた．

　以上のことから，明治以前には県内の広い範囲でイノシ

シが分布し，各地で農作物被害が深刻な状況であったこと

が伺える．

近年のイノシシ被害対策の状況

　明治時代以降では，イノシシの棲息に関する記述は確認

されていない．

　近年の棲息状況については，第2回自然環境保全基礎調査
（1977），群馬県動物誌（小林，1985）などに記述がある．それ
によるとイノシシは，上野村を中心に県の西部と，一部北部

でのみ確認され，その他の地域では絶滅した，あるいは，棲

息の情報がない地域が多くを占めることが報告されてい

る．しかしながら，1992年以降には，イノシシによる農作物
被害が多くの市町村から報告されるようになり，農作物被

害の増加にともない，有害捕獲頭数も増加することとなっ

た（図2）．
　1996年度には，「イノシシ等被害防止研究対策本部」が設
置され，林務部・環境局（現：環境森林部），農政部を中心に，

イノシシによる被害実態および棲息頭数の調査が行われ

た．棲息頭数の推定は，県鳥獣保護員，県猟友会員，各市町村

を対象に実施されたアンケート調査の結果より算出され

た．その結果，県内には約2,800頭が棲息していると推定さ
れた．

　県の計画として，イノシシの増加率を1.784に設定し（特
定鳥獣保護管理計画技術マニュアル（イノシシ編）では

1.174），目標推定棲息頭数を1,000頭以下に設定し，防除対策
および駆除対策が事業化された．この事業は，イノシシの有

害捕獲の許可権限が市町村に委譲される1999年度まで継続
した．その後は，各市町村が地元猟友会とともに被害を削減

するための取り組みを継続しているが，被害総額は増額傾

向にあり，有害捕獲頭数も2006年度には3,007頭に達してい
る（図3）．この傾向は，農業被害発生防止対策として，捕獲推
進を基本とした対応では根本的な解決にはならず，被害は

減少しないことを示している．

分析内容

　本稿では，次の2つについて分析を行った．
県内棲息状況の把握

　県内におけるイノシシ棲息状況の変遷を把握するため

に，平成8～12年度（1996～2000年度）に県が実施した被害情
報，目撃情報，捕獲（有害，狩猟）情報などのアンケート結果

を再度精査した．

旧新治村

旧月夜野村

片品村

旧利根村

旧渋川市

吉岡町榛東村

旧箕郷町
旧榛名町

南牧村
旧藤岡市

旧笠懸町

旧新田町

文献にシシ土手の記載のある市町村

図1　群馬県においてシシ土手が文献あるいは現地調査で確認
された市町村（合併前の市町村地図（1991年）を使用）．
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　また，県自然環境課では2008年度より，有害捕獲個体につ
いて報告様式を変更し，各市町村に対しそれまでの市町村

単位で統合した捕獲頭数の報告ではなく，捕獲された各個

体について，3次メッシュによる位置情報を付加して報告す
ることとした．これにより，各エリアにおける捕獲個体およ

び捕獲状況の把握が可能となった．

　1996～2007年度（平成8～19年度）と2008年度（平成20年
度）では，データ精度に大きな隔たりがあるものの，全県レ

ベルでのイノシシの棲息域拡大状況については，旧市町村

単位で最低限比較することが可能である．そのため，本稿で

は便宜上，旧市町村名・地図（1996（H8）年度段階）を使用す

る．また，2007年度以前の状況をふまえた上で，2008年度以
降については，より詳細な個別データをもとに棲息・捕獲状

況をモニタリングしていくこととする．

捕獲個体の分析

　群馬県西部を中心に，有害捕獲および狩猟によって捕獲

された個体について，個体票とともに頭骨，子宮・卵巣，胎児

を収集し，年齢，繁殖状況を分析した．試料収集の流れは，付

図1の通りである．今回用いる試料は，主にJA沢田が運営す
る獣肉加工施設（あがしし君工房）のご協力により得られた

ものである．当該地域は，イノシシククリワナを中心とした

図2　群馬県におけるイノシシの有害捕獲頭数と農林業被害額の推移．

図3　群馬県におけるイノシシの有害捕獲頭数の推移（1964年から）．
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捕獲を実施している．なお，この他に，甘楽町，旧松井田町，

桐生市にご協力いただいているが，これらについては稿を

改めて報告することにする．

　吾妻郡より得られた試料は（図4），2008年12月末現在で
105点であり，今後も引き続きご協力いただき，試料の収集・
分析を行うことになっている．

分析結果

群馬県におけるイノシシの分布の推移

　図5に，1993年から2007年に確認されたイノシシの分布を
示した．1985年では，県西部（多野地域を中心とする）および
県北部（川場村，片品村）で棲息が報告されているが，1993年
には，南牧村，甘楽町，下仁田町，松井田町，倉渕村，吾妻村，

新治村，桐生市で棲息・捕獲が報告され，分布域が拡大した

ことが伺える．その後，山地，中山間を中心に分布を拡大し，

2008年には前橋市，館林市，板倉町など一部の空白地帯は確
認されたものの，県内ほぼ全域に広がったことが確認され

た．中でも注目されるのは，邑楽町の八王子丘陵でイノシシ

の棲息が増加傾向にあることであり，今後，さらに低地部に

分布を拡大する可能性が高い．

捕獲個体の年齢・繁殖状況

　次に，県内に棲息するイノシシがどのような繁殖状況に

あるのかを把握するために，吾妻郡より2007年4月から2008
年12月までに収集された試料105点（2008年12月末現在，頭
骨のみの収集も含む）を分析した（表1）．
　2007年4月から2008年12月末までに吾妻郡で捕獲された
イノシシの状況は，図6に示したとおりである．収集された
試料105点は，全体の約1割にあたる．このうち，メスのサン
プルは，84点である．
　図7に，イノシシの妊娠状況を示した．図7－1は，試料とと
もに回収された個体票に基づき作成し，図7－2は，試料の観

1997 1998 

2007 2008 
12

1996 1993 

1999 2003-2006 

邑楽町

図5　群馬県におけるイノシシの分布域の変化．

図4　群馬県吾妻郡の位置（グレーで示している）．
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図6　群馬県吾妻郡におけるイノシシの捕獲状況．
　有害・狩猟捕獲個体票より算出．2008年度については，現段階で高山村，長野原町のデータは含ま
れていない．また，2008年11月，12月については猟期中のため，現段階（2008年12月末）では，個体
票の収集に偏りがある．

図7　イノシシの妊娠状況．
　図7－1：個体票に基づき作成．図7－2：回収サンプルに基づき
作成．

察の結果作成したものである．3歳以上で妊娠した個体が認
められる傾向は，両図とも一致している．しかし，図7－2に
おいて2歳から妊娠が確認されたことから，群馬県では2歳
以上の個体が妊娠していることが示唆される．また，妊娠し

ていないと記載のあった受入番号VM07-231，VM07-236，
VM08-82の3体については，妊娠・胎児が確認された．胎児の
大きさは，VM07-231（6体）で頭胴長約17cm，VM07-236（4
体）で約13cm，VM08-82（4体）で約8cmであった．
　妊娠個体が確認された年月は，図8に示したとおりであ
る．2007年4月～6月，8月，2008年1月，2月，4月，5月，7月，12月
で妊娠が確認された．一般には，イノシシの出産は4～6月と
言われているが，本県においては若干の相違が認められる．

とくに，2007年8月（6日捕殺：VM07-182）および2008年7月
（15日捕殺：VM08-142）に妊娠が確認された個体は各1体と
少ないが，注目に値する．胎児の大きさは，VM07-182で頭胴
長約28cm，VM08-142で約22cmであった．また，VM08-105
（2008年5月捕獲）では，乳の分泌が認められたため，出産済
みと推定されたが，開腹した結果，胎児が4体存在したこと
が明らかとなった．試料全体で確認された胎児の数は，1～9
頭の幅があり，4頭を妊娠している個体が8体と最も多かっ
た（図9）．

考　　察

　現在，群馬県では，野生動物の適切な保護管理を進める基

本的な手順として，「知る対策（各種調査）」，「守る対策（防

除）」，「捕る対策（捕獲）」の3ステップを進めている．野生動

N=76 

N=76 



姉崎智子・坂庭浩之・小野里　光 ・戸塚正幸・中嶋　薫・竹内忠義 ・富田公則・木滑大介 124

物の棲息状況調査は「知る対策」に位置づけられるが，1996
年度（平成8年度）以降，県による野生動物の動向を把握する
ための情報収集は十分ではなく，県内におけるイノシシの

状況の詳細を把握することが困難な状況にあった．そのた

め，県では，2007年度（平成19年度）より，市町村役場担当部
署の協力得て，可能な限り過去の捕獲状況について調査を

行うとともに，2008年度から有害捕獲された各個体につい
て，捕獲位置の情報を収集することとなったため，より正確

に県内の状況を把握することが可能となった．また，年間を

通して継続的に捕獲個体のサンプル（頭骨，子宮，卵巣，胎

児）と捕獲個体票を収集し，分析することで，県内における

イノシシの繁殖状況を把握することが可能となった．

　その結果，群馬県におけるイノシシの棲息分布は，1985年
の記録（小林，1985）以降，山地，中山間を中心に急速に拡大
し，2000年以降は低地部へも拡大したことが示された．現状
では，館林市，板倉市など群馬南部の一部の地域を除いたほ

ぼ全域に，イノシシが棲息していることが示唆される．用い

たデータにはアンケート調査の結果や捕獲実績，目撃情報

など異なる情報が含まれるが，拡大の傾向に大きな差異は

ないものと見込まれる．

　また，イノシシの繁殖状況については，本県では，イノシ

シは2才前後で妊娠し，胎児の数は1～9頭と幅があり，4頭の
胎児を妊娠している個体が最も多いことが明らかとなっ

た．産仔数の平均は4.5頭といわれていることから（阿部
（監），2005），この傾向は矛盾しない．2007年8月および2008
年7月に妊娠が確認された個体の胎児の大きさは約28cmと
約22cmであり，県食肉衛生検査所のブタ胎児ホルマリン試
料と比較するとそれぞれ，98日齢～104日齢，80日齢～98日
齢に相当する．イノシシの妊娠期間は約115～140日といわ
れていることから，これらの個体は7月～9月に出産するも
のと推定される．晩夏から秋にかけて出産する例は，山口県

岩国市の捕獲個体でも報告されているが（（財）日本野生生

物研究センター，1991），今後，継続して試料の収集を行い，
検討していく必要がある．なお，収集された個体票と試料の

分析結果に顕著な差異は認められなかったが，個体票には

妊娠の有無について記載の無いものが比較的多く占めた．

これは，現場での状況を考えればやむを得ないものであり，

今後，長期間継続して試料を収集することで対応していく

ものとする．

　繁殖状況の把握の他に，個体群の動向を見極める上で重

要な情報が，各個体の遺伝子情報である．とくに，体毛や足

図8　イノシシの妊娠が確認された年月（個体票およびサンプルに基づき作成）．
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図9　イノシシの胎児数．
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先が白いイノシシが県内で認められ，それらが家畜ブタや

イノブタの遺伝子をもった個体であり，そのために繁殖力

が増強したのではないかとの懸念が各地で聞かれる．その

ため，対馬（（財）自然環境研究センター，2000），香川県（（財）
自然環境研究センター，2002），和歌山県田辺市（石黒，2007）
などでも，保護管理対策調査の一環として，各地域における

イノシシの遺伝的特徴の分析が行われた．関東地域では，栃

木県を中心とした近隣地域におけるイノシシの遺伝的特徴

について，永田ほか（2006）がとりまとめている．イノシシや
家畜ブタは，c-kitとMC1R遺伝子の突然変異により容易に
体毛が変化することが知られており，このような個体はほ

とんどの場合イノブタではない（石黒，2007）．家畜ブタの遺
伝子がどの程度，県内に棲息するイノシシの中に浸透して

いるかどうかについては現在，ミトコンドリアDNA D-
Loop領域および核DNA（GPIP）からの分析を依頼中であり，
結果が期待される．

　いずれにしても，今後はサンプル数および分析対象とす

る地域を増加し，県内における繁殖状況のエリア間比較を

検討することが重要である．しかしながら，サンプル収集を

ともなう「知る対策」は，現場にとって作業的に負担となる

ものである．そのため，現場で収集するサンプル項目は対策

に直結するものに限定し，その数を最小限に抑えることが

重要であると考える．イノシシの場合，個体群の増減に係る

年間を通した妊娠状況と胎児数データが，今後の動向を把

握するために最も優先される．捕獲個体の年齢を知ること

も妊娠状況と関連して重要な項目の1つであり，そのために
は歯牙の植立した顎の観察が必要である．イノシシは上顎

と下顎を現場で分離するには形態的な構造上時間がかかる

ため，プロトコルでは頭骨をそのまま収集することとした．

集団の遺伝的背景を把握するために必要なDNA分析に供
する肉片など必要な追加サンプルは収集した頭骨から採取

し，骨は標本化した後，収蔵している．なお，当館の設備では

収集した頭骨を骨標本化するのに少なくとも半年を要する

ため，結果を得て現場に報告するまでに時間を要するのが

懸念材料である．繁殖状況の把握とともに，各エリアにおけ

るイノシシの分布状況の経年変化を把握することで，イノ

シシの拡散状況をある程度予測することが可能となる．現

場での作業量を可能な限り軽減し，得られた結果を速やか

に現場に戻し，対策に生かしていく体制を整えることが課

題である．
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表1　分析資料一覧
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付図　サンプル収集の流れとプロトコル
　1－1：作業フロー
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付図（つづき）
　1－2：収集プロトコル


