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はじめに

　ニホンカモシカ（Capricornis crispus）は，日本の固有種
であり，本州，四国，九州に生息する．1873（明治6）年に
全国的な狩猟に関する規則である鳥獣猟規制が制定されて

から狩猟の対象とされてきたが，捕獲が進み，個体数が著

しく減少したことから，1925（大正14）年に，狩猟獣から
除外された．また，日本固有種としての学術的価値から，

1934（昭和9）年に「史蹟名勝天然記念物保存法」により天
然記念物に種指定され，その後制定された「文化財保護法

（昭和25年法律第214号）」により1955（昭和30）年に特別
天然記念物に指定され，保護対策が取られてきた．

　しかし，その後，全国的に個体群の回復が進み，幼齢造

林木や農作物など農林業被害が増加した．このため，1979
（昭和54）年に，文化庁，環境庁，林野庁の三庁間でカモ
シカ保護管理方針に関する合意が交わされ，1）将来的には
地域を定めた天然記念物として保護する，2）保護地域以外
では食害防除を進め，必要な場合は個体数の調整を進める

こととなった．

　カモシカの保護地域は，主要な地域個体群をカバーする
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要旨： 群馬県嬬恋村と昭和村で捕獲されたニホンカモシカの繁殖状況と食性の相違を明らかにすることを目的
とした．分析の結果，嬬恋村，昭和村ではカモシカのメスに比べてオスが多く捕獲されており，嬬恋村では2007年
から2012年にかけてメスの妊娠率が41%低下した一方，昭和村では，メスの妊娠率が40%から100%の間を推移し
ていることが明らかとなった．食性については，嬬恋村，昭和村のカモシカは落葉広葉樹とササを主体的に利用

していたが，その他に嬬恋村のカモシカでは，堅果類の利用が多く，昭和村のカモシカはシダ類の利用が多い傾

向が認められた．農作物由来の食物の利用は少なかった．メスに比べてオスが多く捕獲されることは，地域的に

雌雄数の不均衡を引き起こし，結果として若い個体群の妊娠率の低下をまねく可能性があることから，過去に保

護対象となった野生動物の長期間にわたる個体数調整は慎重に行うことが必要である．
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Abstract： The reproductive status and diet of Japanese serow were evaluated and compared between Tsumagoi Village 
and Showa Village, Gunma Prefecture, Japan. Ninety six Japanese serows from Tumagoi Village and 67 Japanese serows 
from Showa Village were analyzed. For both villages, the number of males captured was larger compared to the females. 
 In Tsumagoi Village, the percentage of pregnant females decreased 41% from 2007 to 2012, whereas in Showa village, 
the percentage shifted between 40% and 100%. Japanese serow from both villages depended mainly on deciduous broad-
leaves and bamboo grass for their diet. In addition to deciduous broad-leaves and bamboo grass, Japanese serow in 
Tumagoi Village ate chestnuts, and in Showa Village ate ferns. Capturing more males than females would cause a sexual 
unbalance in the ratio of male and female in the region which may decrease the percentage of pregnant females, implying 
that we must be cautious about capturing the once endangered animal over a long period of time.
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ように全国で15箇所の設定が計画され，現在までに13箇所
の設定が完了している．これらの地域では，カモシカの生

息状況や環境等を長期にモニタリングするための通常調査

（年1回）と，分布状況の把握や保護管理のための基礎資料
収集を目的とした調査（5～6年に1回）が行われている．近
年，西日本から関東地域にかけて保護地域内におけるカモ

シカの平均生息密度が減少傾向にあることが指摘されてお

り，なかでもニホンジカ（Cervus nippon）との生息域の競
合と，里地における捕獲圧の高まりが懸念されている．

　群馬県では，越後・日光・三國山系カモシカ保護地域と

関東山地カモシカ保護地域が設定されている．また，農林

業被害の増加を受けて，2005（平成17）年に「群馬県カモ
シカ特定鳥獣保護管理計画」を策定し，科学的・計画的な

管理を実施することとなった．カモシカの個体数調整は，

嬬恋村で2007年度から，昭和村で2009年度から，片品村で
2011年度から，利根町，中之条町で2013年度から実施して
いる．捕獲された個体については，死亡年齢査定，胃内容

の分析，繁殖状況の把握に必要な検体を収集している．な

お，嬬恋村の2007～2009年度については（財）自然環境研
究センターが，それ以外の資料の分析は当館が行っている

（表1）．本研究においては，カモシカの個体数調整を開始
して6年が経過した嬬恋村と，4年が経過した昭和村につい
て，その繁殖状況と食性の相違を明らかにすることを目的

とする．

資料と方法

　今回分析の対象とするのは，嬬恋村および昭和村で捕獲

されたカモシカ163体である．なお，2007年～2009年に嬬
恋村で捕獲された個体については，（財）自然環境研究セン

ター（2008，2009，2010）を用いた．
　分析は，年齢査定，繁殖状況，食性について行った．年

齢査定は，角輪法（Miura, 1985）および歯の萠出・交換・
咬耗状況を使用した．繁殖状況は，メスの卵巣，子宮の剖

検を行い，妊娠率を算出した．算出にあたっては，カモシ

カの繁殖季節は10月から12月であるといわれているため
（杉村, 1985），12月から3月に捕獲された個体を対象とし
た．

　食性については，第1胃から採取した胃内容物を1mm
メッシュのふるいで流水洗浄した後，ポイントフレーム法

（e.g. Chamrad and Box, 1964；Harker et al., 1964；Gwynne 
and Bell, 1968；Leader-Williams et al., 1981；高槻ほか, 1986;
（財）自然環境研究センター, 2007）を用いて，各食物カ
テゴリーの割合を算出した．

分析結果

捕獲個体の年齢

　嬬恋村で捕獲されたカモシカの死亡年齢は，オスでは1.5
歳の13体をピークに，0.5歳～17.5歳であった．メスでは，
0.5歳～26.5歳の個体が捕獲されており，0.5歳～9.5歳が
74%を占めていた（図1）．2.5歳以上の成獣（杉村ほか, 
1985）の性比は，2007年は0.33であったが，2008年は3，2009
年は，1.33，2010年は1.75，2011年は1.5，2012年は1.38と，
2007年をのぞき，オスがメスに比べて33%から300%も多く
捕獲されていた（表2）．
　昭和村のカモシカの死亡年齢は，オスは1.5歳の9体が最
も多く，ついで0.5歳の捕獲が多かった（図2）．オスの年齢
幅はメスよりも狭く，0.5歳～14.5歳の個体が捕獲されてい
た．メスは，0.5歳～22.5歳と幅広い年齢の個体が捕獲され
ており，0.5歳～6.5歳がメスの59%を占めていた（図2）．個
体数調整が開始された2009年の2.5歳以上の成獣（杉村ほ
か，1985）の性比は0.2であり，2010年と2011年は1と，雌雄
で大きな差は認められなかったが，2012年は1.5と，オスが
多い結果となった（表3）．

図1．群馬県嬬恋村で捕獲されたカモシカの年齢（2007年～2012年）．

図2．群馬県昭和村で捕獲されたカモシカの年齢（2009年～2012年）．

表1．群馬県におけるニホンカモシカ個体数調整捕獲数の推移．

中之条町利根町片品村昭和村嬬恋村
10*2007
10*2008

79*2009
15202010

815222011
351530252012

*自然環境研究センター(2008, 2009, 2010）より引用
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カモシカの妊娠率

　嬬恋村におけるカモシカの妊娠率は，60%であった．妊
娠した個体は，1.5歳（VM12-520）から認められた．本個
体の第3大臼歯は，第2咬頭対の萠出が開始した状態である
ことから，角輪と歯の萠出・交換状況による年齢査定の結

果は矛盾しない（図3）．1.5歳以上のメスの妊娠率の推移を
みると，嬬恋村で2007年に捕獲されたメスでは83%と高い
数値を示していたが，2008年は50%，2009年は67%，2010年
は40%，2011年は43%，2012年は42%であった（表2）．
　一方，昭和村における1.5歳以上のカモシカのメスの妊娠

表2．群馬県嬬恋村のカモシカ分析結果一覧．食性分析結果の単位は%，体重kg．

*群カ19－，群カ20－，群馬カ21－は（財）自然環境研究センター，2008，2009，2010より引用．VMxx－は自然史博物館受け入れ番号
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図3．群馬県嬬恋村で捕獲されたカモシカメスの年齢別妊娠状況
（2007年～2012年）．

図4．群馬県昭和村で捕獲されたカモシカメスの年齢別妊娠状況
（2009年～2012年）．

表3．群馬県昭和村のカモシカ分析結果一覧．食性分析結果の単位は%，体重kg．

自然史
受入番号
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率は75%であった．2.5歳以上の個体で妊娠が確認された
（図4）．妊娠率は，2009年度は60%，2010年度は40%，2011
年は100%，2012年度は70%であった（表3）．

食　　性

　嬬恋村のカモシカの胃内容物で最も多く確認されたの

は，落葉広葉樹とササである（図5）．落葉広葉樹は，60%
の個体で確認された（表2）．農作物由来の平均出現頻度は
17%であり，キャベツ，ジャガイモ等が確認された．
　昭和村のカモシカの胃内容物で最も多く確認されたの

は，落葉広葉樹，シダ類，ササであった（図6）．

考　　察

　個体数調整の開始以降，群馬県下のカモシカは，岐阜県

等（杉村ほか, 1985）と同様に，性別，年齢を問わずラン
ダムに捕獲されてきた．カモシカの胎児の性比はほぼ1で
あるが（喜多ほか, 1983；Kita et al., 1983；Sugimura et al., 
1983；杉村ほか, 1985），嬬恋村，昭和村ではカモシカのメ
スよりもオスが多く捕獲され，また，0.5歳，1.5歳の若いオ
スが多く捕獲される傾向が確認された．若いオスが多く捕

獲されることは，地域的に雌雄数の不均衡を引き起こし，

結果として若い個体群の妊娠率の低下をまねく可能性が指

摘されている（杉村ほか, 1985）．昭和村のカモシカでは，
比較的高い妊娠率が確認された一方，嬬恋村のカモシカで

は，メスの妊娠率が2007年では83%であったが，2012年に
は42%と約半分にまで減少している．杉村ほか（1983）に
よると，岐阜県のカモシカについては昭和54年の受胎率
78.8%が捕獲の影響を受けていない数値として推定されて
おり，捕獲がはじまった当初の嬬恋村の妊娠率83%は，か
なり高いと言える．しかし，捕獲上限頭数が20頭にあがっ
た2010年より妊娠率は減少しており，捕獲圧による個体群
への影響が示唆される．今後，同様に捕獲が継続された場

合，捕獲圧に個体群へのさらなる影響が懸念される．

　一方で，カモシカの繁殖季節は，胎児体長のばらつきか

ら10月～12月であるといわれており（伊藤, 1971；喜多ほ
か, 1983, 1986），妊娠率算出に用いた嬬恋村のカモシカは
12月から3月に捕獲された個体であることから，12月に捕
獲された個体が，まだ発情中であった，あるいは，卵巣と

子宮の肉眼的観察による妊娠初期の段階の見落としも妊娠

率の減少に寄与している可能性も否定できない．

　嬬恋村と昭和村の捕獲個体の全体的な年齢構成の違いに

も注目される．昭和村では捕獲された個体の年齢は0.5歳
から22.5歳であったが，嬬恋村では0.5歳から26.5歳であっ
た．いずれも，最高齢はメスであり，嬬恋村では，18歳以
上のメスの個体が6体も確認され，体重は39kgから47kgの
幅があった．いずれの地域も巻狩りによる追い込み猟であ

ることから，年齢，性別，加害の有無などによる個体の識

別をしないで捕獲をしていると推察され，積極的に解釈す

るのであれば，この年齢構成が両地域の母集団を反映して

いる可能性が示唆される．

　食性については，嬬恋村と昭和村のカモシカともに落葉

広葉樹とササを最も多く利用しており，冬季における重要

な食料源となっていることが明らかとなった．この傾向

は，岐阜県や長野県のカモシカ胃内容物の分析結果からも

報告されている（高槻ほか, 1986）．嬬恋村のカモシカにお
けるキャベツ，ジャガイモなどの農作物由来の食物は，全

体の40%の個体から確認された．しかし，その平均出現率
17%であり，落葉広葉樹の平均77%に比べると少ないこと
が確認された．このほか，嬬恋村のカモシカは，堅果類の

利用が昭和村に比べて多い一方，昭和村のカモシカはシダ

類を多く利用していることも明らかとなった．各個体の栄

養状態についてデータ化できていないため現状では評価が

難しいが，嬬恋村と昭和村のカモシカの食性の違いに着目

すると，両地域では農作物由来の食物の有無と堅果類の利

用において異なっていた．嬬恋村で捕獲されたメスのカモ

シカに高年齢の個体が多く含まれた背景には，農作物の収

穫が終了した冬季に，農作物由来の食物や堅果類を餌資源

として利用し，その年齢まで生きることのできた生息環境

が存在することが推察された．

　野生動物の生息個体数と被害量や採食圧がきれいな比例

関係になるとは限らないことは，Cote et al.（2004）や揚妻
（2012）によって指摘されている．

図5．群馬県嬬恋村で捕獲されたカモシカの胃内容物出現頻度
数値は各個体で確認された食物カテゴリーの平均値．

図6．群馬県昭和村で捕獲されたカモシカの胃内容物出現頻度
数値は各個体で確認された食物カテゴリーの平均値．
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　カモシカのように，過去に保護対象となった野生動物の

個体数調整は慎重に行うべきであり，地域個体群を安定的

に維持しながら，農林業被害の減少および生活環境被害を

図ることが不可欠である．そのための戦略として「侵入防

止（行動制御）」（室山，2003），「農地環境管理（生息地管理）」
があげられる（揚妻，2012）．特に，個体数調整を実施する
地域においては，農林業被害状況と対策状況，対策効果の

詳細な把握と，生息状況の詳細な把握が必要である．
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