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はじめに

　野生動物による農作物被害額の増加や市街地への出没は

全国的に増加傾向にあり，社会問題となっている．本来，

森林や里山などで生活していたイノシシやニホンジカが，

その生息分布を拡大しながら一部で生息密度が高まったこ

とで，希少な植物群の減少や樹木の剥皮被害など自然環境

に対しても深刻な状況が認められる（濱崎ほか，2011）．
　その一方で，成体重量が100kg にもなるイノシシが市街
地に出没し，人との軋轢を生じさせる事例が県内で認めら

れており，重大な人身事故の発生も危惧される．2011年に
桐生市中心部のコンビニエンス・ストアーにイノシシがガ

ラスを壊して突入した事例もあり，森林から市街地へイノ

シシが拡散する原因や要因を把握することは緊急の課題と

なっている．従前からイノシシが河川沿いに被害を発生さ

せることは経験的に知られているが，河川敷の植生と生息

分布の関係については分析されていない．このため，桐生

市において河川敷の植生とイノシシの生息状況を調査し，

GIS を用いた分析により一定の知見を得たので，その概要
について報告する．

方　　法

　対象エリアとして，河川域の調査として桐生市内の渡良

瀬川（相川橋～松原橋）と桐生川（小松橋～境橋）の河川

及びその周辺，並びに森林域として川内町1丁目，宮本町4
丁目，境町3丁目の一部及び菱町1丁目，3丁目の一部のイノ
シシが生息する森林域を調査地域とした（図1）．調査期間
は2011年7月から12月までの間とした．河川敷の植生の調
査は下層植生が最も繁茂する夏期に行い，並行して10台の
自動撮影カメラによりエリア毎にイノシシの撮影頻度を調

査した．

　河川敷の植生を把握するため，分解能50cmの航空写真に
より大まかな植生の分布状況を把握するための予備的調査
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を行い，現地踏査により詳細な植生状況を把握した．把握

した植生は構成される景観から3種に分類した．春から秋
まで草本類（ススキやクズ等）が2m程度まで繁茂し，季節
的に視界が不良となる景観植生を「夏緑草本」，一年中枯れ

ることのない2m程度まで繁茂する草本類（ササ類）で構成
されている景観植生を「常緑草本」，3m以上の樹木（ハリ
エンジュ等）が構成する景観植生を「樹林」とした．

　調査により得られた景観植生を地理情報システム（GIS：
Geographic Information System，以下「GIS」とする）のソ
フトであるQuantumGIS Ver.1.7（http://www.qgis.org/）を用
いて地図化した．対象エリアに50mメッシュレイヤーを作
成し，先に調査により得られた景観植生の3分類に基づき
50mレイヤー毎に0～3点の点数を転記した．更に，通常イ
ノシシが生息する森林域にかかる50mメッシュに1点を加
えた（図2）．また，国土交通省から河川管理情報のうち
2010年, 2011年の護岸の掘り返し情報，群馬県と桐生市か

ら2009～2011年の護岸の掘り返し情報や捕獲状況の提供を
受け地図化した．更に，カメラ設置地点の住民から近年の

イノシシの目撃情報等を得た．なお，掘り返し地点は通常

一定面積があるため，その面積の中心にポイントを作成

し，50mメッシュレイヤーのポイント数と比較した．
　実際のイノシシの生息状況を把握するために，対象エリ

ア全体に延べ26台（河川域8台，森林域18台）の自動撮影カ
メラを設置し，延べ630日間の調査をした．使用した機材
はKeep Guard社KG680V（720×480ピクセル，動画撮影15秒，
インターバル時間1分）を用い，地上高1～1.5mの高さに獣
道を見渡す方向にレンズを向けカメラを設置した．獣道の

図1．調査エリア．

表2．河川域におけるポイントごとの
メッシュ数．　　　　　　

表1．分類毎のメッシュ数． 　　　　

図2．GIS分析手順． 図3．オーバーレイ分析結果．
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状況からイノシシの同一個体が複数回撮影されると推測さ

れたことから，動画撮影モードにより撮影し可能な範囲で

個体識別を行った．イノシシは母子グループ構成頭数の違

い，子供の大きさの違い，跛行の特長，顔の特徴などを利

用し識別し確実に異なることが確認できた個体数をその地

点でのイノシシの頭数とした．得られたイノシシの頭数

は，100カメラ日当たりの頭数として指標化し，その後の分
析に用いた．

結　　果

　河川域1534 メッシュのうち，夏緑草本が1,214 メッシュ
（79.1%），常緑草本が146メッシュ（9.5%），樹林が674 メッ
シュ（43.9%），であった（表1）．ポイントごとのメッシュ
数は0ポイントが445（29.0%），1ポイントが527（34.4%），
2ポイントが447（29.1%），3ポイントが108（7.0%），4ポイ
ントが7（0.5%）であった（表2）．確認された27か所の掘
り返し地点のうち26か所（96.3%）が1ポイント以上のメッ
シュに含まれていた（図3）．また，森林域と河川域が連続
して分布しており，その連続性が市街地まで細長く伸びて

いることが確認された（図3）.
　自動撮影カメラによるイノシシの撮影頻度の平均は河川

域39.1頭/100day，森林域27.8頭/100dayであり，河川域の撮
影頻度が森林域より高い結果となった（表3，表4）．
　この結果に基づき，両域間でF検定を行い等しい分散
（p<0.05）を確認し，ｔ検定により有意差を確認したとこ

ろ，両域の平均値に有意な差（t=1.33, P=0.20）は認められ
なかった．

　出没・目撃に関する聞き取り情報の中で，渡良瀬川を泳

いで渡っている個体の目撃があり，自動撮影カメラの結果

でも全身が水にぬれたイノシシが複数回動画撮影された

（図4）．また，河川敷の繁茂した竹林内でウリ縞が残る複
数の幼イノシシを連れた母子グループが確認され，河川敷

が繁殖場所として利用されていることが確認された（図5）．
この写真が撮影された場所はいずれも2ポイント以上の
メッシュ内であった．

　自動撮影カメラによる撮影頻度と50mメッシュのポイン
ト数の回帰分析の結果，両者には強い相関（R2=0.76）が認
められた（図6）．

表3．自動撮影カメラの撮影頻度．　　　　　 

表4．カメラの設置位置及びイノシシ撮影頻度．　　　　　　　

図6．オーバーレイ分析によるポイントと撮影頻度．

図4．河川を渡ってきたイノシシ．

図5．河川で子育てするイノシシ．
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考　　察

　近年，全国的にイノシシやクマ，シカなどの大型晡乳類

が突然市街地に出没事例が報告されている（辻・横山，

2012，泉山ほか，2011）．群馬県内においてもイノシシの生
息分布は拡大しており，中山間地で農業を中心とした被害

が発生しており，市街地に近い低地部での出没があること

を報告している（姉崎ほか，2009）．今回，調査対象とした
桐生市においても，シカやイノシシなどの目撃例があり，

2009年には9件，2010年には7件が報告されており，その中
にはシカが工場内に侵入した事例や，会社敷地内に5頭の
イノシシが侵入した事例が確認された．また，2011年には
市街地にあるコンビニエンス・ストアーにイノシシがガラ

スを割って突入した事例が確認され，こうした現象は近年

になり増加傾向であることが確認された．

　イノシシによる水稲被害の発生状況は林縁からの距離，

河川からの距離が最も有意に関係することが報告されてい

る（野元ほか，2010）．これは生息環境として森林内や河川
域を利用し移動することに起因するもので， 今般の調査
では，そのうち河川敷の景観植生に着目した．一般に野生

動物が移動や繁殖をするためには姿を隠すことができる

「Cover」が必要であり，その役割を果たす草本や木本類と
の相関関係について検討するために，河川敷の景観植生を

3種（夏緑草本，常緑草本，樹林）に分類し，GISによるオー
バーレイ分析を行った．

　その結果，50mメッシュのポイント数が高い場所（景観
構造が複雑）ではイノシシが身を隠しやすく，自動撮影カ

メラによる識別個体数が多いことから，イノシシの生息頭

数が多いことが明らかとなった．調査した河川域の71%が
1ポイント以上のエリアであり，イノシシに広範な生息地
を提供していることが判明した．

　また，森林域から市街地までポイント数が高いメッシュ

が連続して配置されており，イノシシが拡散するルートが

形成されていた．これらの場所は，繁茂する木本や草本が

イノシシの体を隠すCoverとして作用し，イノシシの拡散
に有効に作用していると考えられた．野生動物に対して安

全な都市環境を形成する上で，この連続性を分断すること

は有効であり，園田・倉本（2008）の研究でも，イノシシ
の生息は森林の孤立化の影響を受けやすいことが報告され

ている．市街地への出没対策では森林との分断化やCover
の減少は有効な手法といえる．

　イノシシの撮影頻度において河川域と森林域に有意な差

が認められないことは，河川域においても森林域と同様に

出没対策を行う必要があることを示している．特に河川域

においては銃器による捕獲が困難な場所も多く，森林域と

同様の対策手法が行えないことから，最も確実な方法とし

てCoverをなくす環境改善策が非常に有効であることを調
査結果も支持している．

　イノシシが河川域を利用する中で，水面も有効に利用さ

れている．12月に撮影された画像において水面を移動して
きたことを示す，ほぼ全身が濡れたイノシシが撮影されて

おり，この地域のイノシシが河川域の利用に高度に適応し

ていると考えられた．

　また，竹林が繁茂した河川敷では，長時間にわたり地面

を掘り返し，餌を採食している母子イノシシが繰り返し撮

影され，子育て場所として利用されていることが確認され

た．このような場所では豊富な餌資源があると推測され，

その定着時間も長いことから，周囲の護岸では広範な掘り

返し被害が発生していた．このような状況は治水管理の観

点からも問題であり，高頻度な利用地を早期に発見し，刈

り払い等の対策を講じる必要がある．

　今回行った図2によるGISの分析は，市街地におけるイノ
シシの生息可能性の評価であり，イノシシの利用しやすい

環境を評価したものである．市街地にイノシシが現れる出

没ハザードマップの作成には，周囲の森林でのイノシシの

生息状況や河川との連続性を調査したうえで，イノシシが

解放エリアで移動可能な距離をバッファーリングした地図

を作製することで，簡易的なハザードマップとしての利用

可能と考える．
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