
はじめに

カワウはユーラシア大陸，アフリカ大陸，オーストラリ

ア大陸など広い範囲に分布し，日本でも全国的に分布する

魚食性の鳥類である．日本では環境悪化により一時生息数

を大幅に減らし，愛知県鵜の山，大分県沖黒島，東京都上

野公園不忍池に生息するのみとなった．しかし，1970年代

以降，水辺浄化による餌となる魚の増加等の生息環境の改

善により，その数が飛躍的に増加した（福田ほか，2001）．

近年では，河川の中下流域から山間部などの内陸部にも進

出するようになっている（福田ほか，2001）．群馬県では

1982年に館林市の城沼等で初めての飛来記録があり（卯木，

1985），その後，飛来記録が増加した（浅川，1998）．

カワウは群れで行動し，特に夜間には群れで休息・睡眠

することや，多数の個体が集まって繁殖を行うことが知ら

れている．多数の個体が集まって夜間の休息・睡眠をとる

場所をねぐら，多数の個体が集まって密集して巣を造り繁

殖する場所をコロニー（集団営巣地）という（日本野鳥の

会，2004）．

ねぐら・コロニーは水辺に接する樹上に形成されること

が多く，樹木がカワウの多量の糞により広範囲に渡り枯死

したり，水質・土壌汚染や悪臭，景観の悪化等を招くこと

が問題とされている．また，カワウは魚類を捕食するため，

漁協などによって放流されたアユ等の被害が指摘されてお

り，内水面漁業の大きな問題となっている．

カワウは2007年6月に「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に

関する法律」（以下「鳥獣保護法」）の中で狩猟鳥に指定さ

れ，狩猟による捕獲が可能となった．また，群馬県では

2008年4月から「第10次鳥獣保護事業計画」により，有害

鳥獣捕獲（以下「有害捕獲」）の許可対象者の拡大により，

カワウの捕獲圧が近年高まっている．

本報告では，群馬県におけるカワウの分布と変遷につい

て報告するとともに，分布に影響を及ぼしうる捕獲につい

ても状況を報告する．
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要旨：群馬県におけるカワウの生息は1982年に城沼（館林市）において最初の飛来が確認さ

れた．それ以降，群馬県内に広く分布するようになり各地にねぐらやコロニーを形成するとと

もに，内水面漁業において魚類への食害を発生させることから問題となってきた．

本書では，その経過を文献調査および，現地調査により明らかにし変遷を記録しながらその

課題を明らかにした．
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調査方法

・文献調査

カワウの飛来状況及びねぐら・コロニーの状況につい

て，1997年までの記録を卯木（1985），浅川（1996），浅川

（1998）を整理するとともに，1998年以降の記録を群馬県

（自然環境課，蚕糸園芸課：未公表）が所管する行政資料

を用いて調べた．

・現地調査

2001年から2008年に飛来数調査を実施．2005年から2008

年にねぐら・コロニー調査を実施した．各調査の方法は以

下のとおりである．

1）飛来数調査

調 査 者　日本野鳥の会群馬県支部（群馬県委託）

調査時期　2001年から2008年の1月

調査場所　県内の河川及び湖沼，92地点（表3）

調査方法　各調査地点に調査員を配置し，頭上及び水面

上に確認された個体を飛来個体として数え

た．調査地点別の飛来数を集計し，県内の飛

来数とした．

2）ねぐら・コロニー調査

調 査 者　県自然環境課，県蚕糸園芸課，日本野鳥の会

群馬県支部関係者

調査時期　2005年から2008年．各年の3月，7月，12月の

年3回を基本とした．

調査場所　県内のねぐら・コロニーの記録がある地点

調査方法　日没時のねぐら・コロニーの利用羽数を生息

数とした．日没1～2時間前のねぐら・コロニ

ーの利用羽数を確認し，その後日没までにね

ぐら・コロニーに出入りした羽数を集計し

た．各ねぐら・コロニーの生息数を集計した

ものを県内の生息数とした．併せて営巣数を

記録した．

表1 カワウの飛来記録のある市町村と記録年
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調査結果

・文献調査

飛来状況（表1），ねぐら・コロニーの状況（表2，図1）

を整理した．なお，市町村区分は旧市町村（70市町村）を

用いた．

群馬県における最初の記録は卯木（1985）による1982年

の館林市の城沼，富岡市の丹生湖での記録，浅川（1998）

による1982年の館林市の城沼，伊勢崎市八斗島の利根川，

松井田町の妙義湖の記録である．また，卯木（1985）によ

り「繁殖記録はなく稀に漂鳥として湖沼，池，河川に飛来

する．他に鳴沢湖，多々良沼での記録もある．」と当時の

状況が記録されている．

1982年から1998年までの生息状況は浅川（1998）により

報告されている．その記録によれば，1982年から1988年ま

では飛来の記録のある年とない年とがあったが，1989年か

らは毎年カワウが記録されるようになったとある．また，

1992年までは，10～6月に飛来していたが，1993年以降は

通年にわたり飛来が記録されるようになったとある．

飛来記録のある市町村は，1982年から1992年には9市町

村であったが，1997年には27市町村となり，飛来の分布が

拡大した（浅川，1998）．2008年には，その数は57市町村

となり，分布はさらに広がっている（表1）．

群馬県のねぐらの最初の記録は1997年の粕川村の頭無沼

の記録である．また，最初の繁殖の記録は1997年の頭無沼

での3巣，1998年の58巣の営巣の記録であり，最初のコロ

ニーの記録となる（浅川，1998）．

また，浅川（1998）によると1998年に頭無沼のねぐらは

消失したが，大胡町の千貫沼でねぐらが形成されたことが

記録されている．頭無沼のねぐらが消失した理由は追い払

いによるものと推測されている．

その後，2000年に大間々町の高津戸ダム周辺，鬼石町の

下久保ダム周辺で営巣地が確認され，2001年に富岡市の丹

生湖でねぐらが確認されている．2002年には吉井町で営巣

地が確認され，2003年には箕郷町の鳴沢湖で営巣地が確認

されている（表2）．

2008年までに，ねぐら・コロニーが確認された地点は，

12カ所あり，2008年時点では，大胡町の千貫沼，玉村町の

利根川の福島橋，鬼石町の神水湖，鬼石町の下久保ダム，

富岡市の丹生湖，箕郷町の鳴沢湖，北橘村の真壁貯水池，

沼田市の綾戸ダムの8ヵ所でねぐらが確認されており，大

間々町の高津戸ダム周辺，吉井町南陽台の2カ所でコロニ

ーが確認されている．

ねぐら・コロニーの大半は河川沿いに形成されており，

1998年から2005年にかけて河川上流部に分布が拡大した．

・現地調査

1）飛来数調査

飛来数調査の結果（表3），2001年，2004年，2008年の飛

来確認地点における飛来数の状況を示す（図2，3，4）．

県内のカワウの飛来が最多であったのは，2004年の900

羽であった．飛来が最も多く確認された地点は館林市の

多々良沼であり，2004年に457羽を記録した．飛来が確認

された地点1地点あたりの飛来数（平均飛来数）は，2002

年が最多であった．飛来確認地点数は2005年，2008年が最

多であり，48地点であった．

2001年には，県東部で多数の飛来が確認されているが，

2004年，2008年には県西部でも多数の飛来が確認されるよ

うになった．また利根川上流部でも飛来数が増加しており，

河川上流部へ分布が広がる傾向が見られた．烏川，鏑川，

碓氷川流域の飛来状況に着目すると，2001年には飛来が多

かった地点でも10羽程度の飛来が確認されるにすぎなかっ

たが，2004年，2008年には地点によって50羽以上の飛来が

確認された．また，利根川上流部に着目すると，2001年に

は4羽，2004年には1羽の飛来が確認されるにすぎなかった

が，2008年には16羽の飛来が確認された．

表2 ねぐら・コロニーの記録のある地点と記録年

図1 カワウのねぐら・コロニーの分布
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月に生息数が減少しているが，これは千貫沼で養殖してい

る鯉の水揚げのため，沼の水を11月から3月にかけて抜く

ことが原因であると考えられる．また，千貫沼で7月に確

認されていたカワウは，生息数の増減や地理的な位置関係

から，沼の水を抜く時期には高津戸ダムのコロニーを利用

しているものと推測される．平出ダムでは2005年12月以降，

数羽しか生息が確認されていないことから，ねぐらが消失

したものと考えられる．頭無沼では，2005年，2007年とカ

2）ねぐら・コロニー調査

ねぐら・コロニー調査の結果（表4，5），県内のカワウ

の生息数が最多であったのは，2005年9月の1,085羽であっ

た．カワウの季節的な移動について亀田ほか（2001）が報

告するとおり，群馬県でも季節による生息数の変動があり，

12月から3月にかけて生息数が減少する傾向が見られた．

生息数が最多であったねぐら・コロニーは高津戸ダムで

あり，2005年9月に500羽を記録した．千貫沼では3月，12

表3 カワウの飛来数の推移

図2 2001年の調査結果

図3 2004年の調査結果

図4 2008年の調査結果
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ワウの生息が確認されたが，2006年，2008年にはほとんど

確認されなかったことから，ねぐらの形成と消失を繰り返

しているものと考えられる．下久保ダムでは2006年，2007

年にはカワウの生息が確認されなかったが，2008年7月に

は確認された．しかし，同年12月には再び確認されなかっ

たことから，頭無沼と同様にねぐらの形成と消失を繰り返

しているものと考えられる．

これまでにねぐら・コロニーが消失したと考えられる地

点が，頭無沼，平出ダム，下久保ダムの3地点あった．浅

川（1998）により1997年に頭無沼でねぐらが消失した際に

は，その要因が人為的なものであったと推測されている．

一方で，カワウの季節的な移動について亀田ほか（2001）

が報告している．2005年以降の頭無沼，平出ダム，下久保

ダムに見る現象がいずれに類するものであるのか，今後継

続調査が必要である．

営巣または空巣が確認され，繁殖地として考えられる地

点が高津戸ダム，鳴沢湖，吉井町南陽台，真壁貯水池，丹

生湖の5カ所あった．また，この5カ所において，2007年3

月に148の最多営巣数を記録した．

鳴沢湖，真壁貯水池では営巣数の記録は3から4であり，

繁殖が確認されなかった年もあった．丹生湖では空巣が確

認されたのみであり繁殖は確認されなかった．そのため，

これらの地点ではコロニーは形成されていないと考えられ

る．

一方，高津戸ダムでは毎年繁殖が確認され，2006年3月

には106の営巣，2007年3月には68の営巣，2008年3月には

46の営巣が確認された．また，吉井町南陽台では2007年3

月に80の営巣，2008年3月に70の営巣が確認されており，

高津戸ダム，吉井町南陽台は安定したコロニーを形成して

いるものと考えられる．

カワウは通年繁殖が可能な鳥であるが，地域により繁殖

期間が異なることが報告されている（福田，2001）．高津

戸ダムでは調査を行った3月，7月，12月のいずれの月にも

営巣が確認されたことから，幅広い期間で繁殖可能な場所

であると考えられる．

カワウの捕獲状況

カワウの捕獲は1998年度から行われており（表6），1998

年度から1999年度，2004年度から2007年度にかけては，釣

り針による学術捕獲が行われた．

2000年度には県内20地点で銃器による有害鳥獣捕獲が行

われた．捕獲地点にはコロニーのある高津戸ダム周辺が含

まれており，51羽が捕獲されている．2001年度から2003年

度には高津戸ダム周辺の1地点において銃器による有害捕

獲が行われ，2001年度には145羽，2002年度には106羽，

2003年度には154羽が捕獲されている．

2007年6月にカワウが鳥獣保護法の狩猟鳥に指定され，

2007年度には県内一円で274羽の狩猟による捕獲があった．

2008年度は，銃器による有害捕獲により244羽が捕獲さ

れている．捕獲地点にはコロニーのある吉井町南陽台が含

まれており，148羽が捕獲されている．

2007年度，2008年度の捕獲数は200羽を超え，2006年度

以前より捕獲数が大幅に増加している．2007年のカワウの

狩猟鳥の指定や2008年からの有害捕獲の許可対象者の拡大

によるものと推測される．

考　察

日本では，1970年代にカワウの生息数が最も少なくなっ

た．しかし，1980年代になり，コロニーが増え，生息個体

数が増加した．1990年代にはカワウの繁殖が全国各地で確

認されるようになり，関東地方でもコロニー数が飛躍的に

増加したことが報告されている（福田ほか，2001）．群馬

県では1982年に飛来の初記録（卯木，1985）があり，1998

年には頭無沼で初めて繁殖が確認された（浅川，1998）．

河川沿いに各地でカワウの飛来が確認されるようになり，

年とともに河川上流部へと分布が拡大し（図2，3，4），確

認市町村数が増えていった（表1）．

カワウの飛来が一度確認されると，多くの地区でほぼ毎

表4 カワウの生息数

表5 繁殖地における営巣数

表6 カワウの捕獲状況

※「－」…未調査

※「－」…未調査
※「空巣」…繁殖が確認されなかった巣。営巣数には含めて
いない

※2008年度は12月時点の集計値
※年度表記
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年のように飛来が繰り返される．近隣に餌場として利用可

能な水域があり，十分なエネルギー供給源となる量の魚類

が存在していることが推測される．また，飛翔距離を減ら

し効率良く活動するため，利用可能な水域の近くには睡眠

場所として利用可能なねぐらを形成しているが，年々その

場所数が増加する傾向が見られた．また，その分布は河川

上流部へと拡大していった（図1）．

近年では2005年9月に最多生息数1,085羽を記録し，2007

年3月には最多営巣数148を記録している．また，2008年時

点で県内10カ所でねぐら・コロニーが確認され，高津戸ダ

ム，吉井町南陽台では安定したコロニーが形成されている

（表4，5）．

県内ではカワウの目撃数が増加するにつれ，内水面漁業

における食害の問題が発生した．1996年にはアユの放流場

所においてカワウが多く飛来し，漁業関係者により花火等

による追い払いが開始されている．また，1998年には，頭

無沼や千貫沼に数百羽のねぐらを確認し（浅川，1998），

鯉の養魚池での食害が顕著化したため，樹木の伐採や学術

捕獲が行われ被害を発生させる鳥として，関係者の間で対

策が進められた．2000年から2004年及び2008年には有害捕

獲が行われ，2007年には狩猟による捕獲が行われた（表6）．

2007年のカワウの狩猟鳥の指定や，2008年からの県内にお

ける有害捕獲の許可対象者の拡大が，捕獲を増加させてい

ると推測される．

日本野鳥の会（2004）や山本（2008）により，捕獲等に

よるねぐら・コロニーの攪乱がカワウを拡散させる可能性

があることが報告されている．2000年から2003年にかけて

コロニーのある高津戸ダム周辺で有害捕獲が実施された

が，同時期に新たにねぐら・コロニーが県内数カ所で確認

されている．ねぐら・コロニーの形成要因は不明であるが，

コロニーでの捕獲がカワウを拡散させた可能性もあり，注

目する必要がある．

カワウの保護管理を進める上で，モニタリング調査を継

続して実施し生息状況の把握に努めるとともに，捕獲や追

い払い等の対策の実施状況も併せて把握し，広域的な視点

をもって対応していくことが求められる．
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