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平成 24 年度 囲いワナを利用したエゾシカの捕獲事業

報 告 書

１．業務の背景と目的

近年、北海道内におけるエゾシカの生息個体数が増加を続け、農林業被害額も同様に高

い数値となっている。こうした背景から、北海道はエゾシカの一般狩猟の規制を可能な限

り緩和する一方で、様々な効率的な捕獲手法の開発に取り組んでいる最中である。

北海道森林管理局では、平成 21 年度より根釧西部森林管理署管内白糠地域において囲い

ワナによる捕獲を実施しており、平成 23 年度からは阿寒地域の白水川流域において捕獲を

行ってきた。平成 21 年度から平成 23 年度までの取り組みの中で、オスを排除する手法、

ワナ構造の簡素化、従事人数の削減など省力化を図ってきた。こうした試行を行い、冬期

の国有林において囲いワナを実施する際の課題を取りまとめてきた。

本年度における「平成 24 年度囲いワナを利用したエゾシカの捕獲事業（以下、「本事業」

とする。）」では、今後さらに道内国有林で広く普及するための効果的なエゾシカの個体数

調整に資する方法等と、食肉等としての有効活用手法の確立を目的として、阿寒湖周辺の

地域を対象に囲いワナによる捕獲を実施し、課題を取りまとめることとした。

２．業務内容

これまで 3 ヵ年の囲いワナを利用したエゾシカ捕獲事業の結果、問題・改善すべき点が

明確になったことを踏まえ、受託者は「計画準備」、「生息状況調査等及び適地選定調査等」、

「検討会」、「生体捕獲作業」、「報告書作成」の各事項について、以下のとおり行った。作

業工程表（実績）を図 2.1 に示す。

また、本報告書は仕様書に従い、本捕獲事業の実施結果（準備から完了まで）、囲いワナ

により効果的に生体捕獲を行うための課題、その他必要事項について記す。
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計画準備

生息状況調査等及び
適地選定調査等

検討会 ○

生体捕獲作業 ワナ設置

報告書作成

図 2.1 本事業における作業工程表（実績）
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３．平成 23 年度までの事業で確認された問題・改善すべき点の整理

囲いワナについては、過去の 3 ヵ年以前でも、道内外、国内外で様々な試行錯誤がなさ

れている。こうした先行事例から、以下のような長所と短所が指摘されている（Orrin J.

Rongstad, Robert A. McCabe, 1984、高橋ら，2004 など）。

＜長所＞

-捕獲個体 1 頭あたりにかかる労力が他の捕獲手法に比べてかなり小さい。

-一度に複数の個体を捕獲できる。

-箱ワナに比べるとオスメス共に成獣を捕獲しやすい。

-比較的開放的なワナなので、シカがワナに入るのを嫌がらない。

-自然の塩舐め場や採食場所を選んで設置できる。

＜短所＞

-ワナが大きいので移動が困難

-ワナからシカを取り出す作業が困難

-ワナが広いのでシカを取り出す際にシカが走ったり飛び跳ねたりして囲いに衝突し

て負傷死亡することがあり、オスの場合は特に死亡率が高い

こうした点に対して、高橋ら（2004）は 2001 年から 2003 年に洞爺湖中島における大量

捕獲を実施した結果から、上記の「短所」に挙げられる第 2 項目と第 3 項目は、ワナのフ

ェンスに目隠し用のシートを取り付け、追い込み区を暗室化することで改善できることを

指摘した。

「長所」に記述されていない点としては、「捕獲された個体が生体であること（死亡して

いないこと）」「夜間でも捕獲可能であること」などが考えられる。阿寒湖周辺の森林を所

有する一般財団法人阿寒前田一歩園財団（以下、「前田一歩園財団」とする。）では、平成

16 年から平成 22 年までの間に 2899 頭のエゾシカを捕獲した（前田一歩園財団資料，平成

22 年度）。また前田一歩園財団で捕獲されたエゾシカは、研究用や食肉等として有効活用す

るために、生体で搬送されている。前田一歩園財団は、捕獲から生体搬送までの一連の流

れを事業ベースで行うためのシステムを一般化されたことが大きな実績である。

上記の長所と短所のうち、「短所」の第 1 項目である「移動が困難」という点については、

現在、国内で様々な取り組みが行われているところである。例えば、兵庫県においては、2

名で半日程度で設置できる簡易捕獲ワナ（2m×4m 程度）を開発しており、囲いワナの欠

点である機動力の低さを改善している（兵庫県森林動物研究センター）。銃猟に比較して必

要とする資材等が多いことが囲いワナの特徴であるため、こうした省力化の試みは常に各

地域でなされているのが現状である。

本事業の過去 3 ヵ年において設置してきた囲いワナは、周囲長 50m 程度、10m×20m の

楕円状のワナで、ワナの規模としては「中型～大型囲いワナ」であった。この規模で挙げ
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られた課題は以下と考えられる。

課題 1 ワナ設置前の事前情報の収集

課題 2 追い込み区の簡素化

課題 3 囲い込み区の簡素化

課題 4 餌やり労力の簡素化

課題 5 捕獲時の労力簡素化

これらの 5 課題について、本事業で着目して検討した。また、本事業の結果を元に、将

来的に簡素化や省力化が図れそうな点についても考察を行うこととした。

４．計画準備

（１）候補地の選択

本事業で、捕獲候補地となった地域を図 4.1 に示す。この地域は根釧西部森林管理署阿

寒湖畔森林事務所管内の 2078、2079、2080、2082、2083、2090、2094、2141、2142、

2143、2144 林班などを含む地域である。「第 3 章 課題１」で述べたように、ワナ設置

前の事前情報の収集は、機動力が低い囲いワナによる捕獲を行う上で、最も重要なステ

ップである。

本事業で行った情報収集は、前田一歩園財団や狩猟者等から聞き取った。そこで、3 か

所の候補地を選出した。候補地 1～3 までの特徴を表 4.1 に示し、以下にそれぞれの特徴

を述べる。

候補地１：白水川流域（2082 林班）

平成 23 年度業務で捕獲作業を実施した地域である。昨年度の実績から、この

地域は1月～3月の間はそれほどエゾシカの生息密度が高くないということが予

測された。また、この地域は携帯電話が圏外であるという欠点もあった。しか

し、一般狩猟者の狩猟期間の入林が禁止されている点、国道のゲートや橋で交

通をコントロールしやすい点などのメリットもあった。

候補地 2：阿寒川左岸

2141 林班、2142 林班など、阿寒川の左岸側の地域。前田一歩園財団の職員から

聞き取ったところ、早春（3 月頃）の目撃頻度が高いという情報があった。左岸に

は作業道跡があるが、路体が崩れてしまっている個所も数地点あり、車両を通行

させるにはこれらの補修が必要であった。

候補地 3：オンネナイ林道

「候補地 1」の南に位置する 2078 林班の入り口付近。聞き取りを行った前田一

歩園財団の職員らによると、この地域の冬期の生息密度が高いということであっ

た。国道から直線状に林道が伸びるので、もしもこの地域で捕獲を行うならば地
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形などを巧みに利用しながら待機小屋やワナを隠す必要があった。

図 4.1 捕獲候補の地域（根釧西部森林管理署 阿寒湖畔森林事務所 管内）
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表 4.1 各候補地の特徴

冬期のシカの状況 地形と周辺植生
地権者や地域社会の

同意
林道とアクセス道が存

在
ワナの視認性 携帯電話

白水川流域 H23は20頭弱だった
水飲み場となる湧水、
針葉樹林を有する。

・白水川右岸には現段
階でH24年度の狩猟制
限がかかっている。
・白水川左岸には現在
は狩猟制限はかかって
いない。
・周辺地権者との調整
可能

・国道から1.5km。
・林道、アクセス道共に
存在

・並行して伸びる林道
から、土場は視認でき
る。監視場所の設置場
所に工夫必要。

圏外
H23年度の経験を活
かして、捕獲計画を立
案可能。

ポンオンネナイ
林道沿線

ある程度多いという情
報あり。
毎年、多くのハンター
が入る。

水飲み場となる河川、
針葉樹林、シカの利用
する複数のルートが想
定できる。

・釧路市のボランティア
ハンター活動予定地
（H24）
・現段階では狩猟の制
限がない（H24）。車両
は入れないが、徒歩な
らば狩猟可能。

・国道から0.5～0.6km
・林道入り口付近の地
権者との調整が必要

・直線の林道であるた
めに、見えやすい。地
形や植生を利用して監
視場所等を設置する必
要あり。
・Webカメラを利用すれ
ば、遠隔地でも監視可
能。

利用可能

阿寒川左岸
春期に多いという情報
あり。

水飲み場となる河川、
針葉樹林を有する。

・H23年度の調査で、希
少猛禽類の繁殖地域と
推測された。2月以降の
重機による作業は困
難。

・国道から１.0km程度。
・作業道が2箇所で崩
落しており、修復工事
必要。

・林道は直線で、監視
小屋を設置できる場所
は少ない。
・Webカメラ等を利用す
ることで遠隔で監視可
能。

利用可能

参考：白糠1062
林班

道設の鳥獣保護区。
大規模な越冬地であ
る庶路が近い

南斜面、針葉樹林、水
のみ場となる河川を有
し、ワナに対して3方向
からのルートが存在し
た

・一般通行可能な林道
が近い。

・除雪最終地点から
3.0km以上。
・除雪を行えば走行可
能。

・蛇行する林道で、監
視小屋を隠すことが容
易。

圏外
H21年度、H22年度
実施箇所

生態的、社会的な条
件等がそろいにくい

生態的条件 社会的条件

判断
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その後、有識者や関係者による現地検討会を実施し、「候補地 1」を最終的に捕獲場所と

して選択した。「候補地 1」を選択した主な理由としては以下である。

・ 「候補地 2」は現場にアクセスする作業道が破損していたが、これを補修する必要

があった。

・ ________________________＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

・ 「候補地 3」は、釧路市による他のエゾシカ捕獲事業の予定エリアに含まれていた。

このため、エゾシカ対策のための取り組みが重複することが分かった。

・ 「候補地 1」は、平成 23 年度事業で、1 月～3 月頃の生息密度があまり高くないこ

とが分かっていた。しかし、1 度事業を実施しているので、周辺の積雪の状況、冬

期の気候、冬期の水場の位置、エゾシカの動きなどがある程度判明していた。

前述のように、機動力の低い囲いワナにとっては、捕獲候補地選びは捕獲の成果を左右

する非常に重要な段階である。考慮すべきことは、エゾシカがその地域を多く利用してい

るか、地形的に捕獲作業が可能か（トラック等が走行可能か、のような）という「自然科

学的条件」と、その個所で捕獲作業を行うことに問題がないか、地域の協力が得られるか

「社会的条件」の、両者が兼ね備わっていることが不可欠な点である（図 4.2）。「候補地 1」

はエゾシカの生息密度が冬期にはそれほど高くないということが分かっていたが、一般狩

猟との「住み分け」ができており、除雪をすることで資材等搬送用のトラックが走行可能

であるという点では、他の候補地よりも捕獲作業が行いやすいことが予想された。また、

平成 23 年度事業で一度この地域を利用しているので、冬期の積雪状況、水飲み場の位置、

風向きなど気候、エゾシカの動き等については情報があった点も、他の候補地と異なる点

である。こうした条件を整理してディスカッションを続け、次章で述べる現地検討会での

議論を踏まえて、本事業では「候補地 1」において捕獲を行うことと決定した。なお、水場

や地形の関係から、平成 23 年度事業で捕獲を行った場所から 100m ほどワナを移動した場

所とした。
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（２）事前の生息状況調査

候補地がある程度定まったのち、周辺の地図を作製した（図 4.3）。この地図をもとに、

自動撮影調査や痕跡調査を実施して、周辺のエゾシカや希少種の生息状況を把握した。

痕跡調査では、以下の点について把握を試みた。

・ 冬期も利用しているであろうと思われるシカ道（地形が改変されてしまっているよ

うなもの）の付き方。

・ 樹皮剥ぎの分布。樹皮剥ぎが発生しておれば、その地域は越冬地になっている可能

性が考えられる。この分布を調べ、冬期の生息密度を推察する。

候補地を選択している時期が 11 月末から 12 月中旬であったが、この情報から 1 月～3

月頃の生息状況を推察することはある程度限界がある。そうした意味で、「候補地 1」は前

年の状況が分かっていることから有利であったといえる。事前調査の風景を以下に示す。

図 4.2 捕獲候補地を選択するために必要な条件の例

○地形条件
・平坦な場所→ワナを安定して設置するため。急斜面や凸凹地形は避ける。
・ある程度の広さ（例：10m×10m程度）→捕獲作業の安全のため、ワナの

「囲い区」内に立木など障害物を極力入れないこと。
・警戒心を緩和するような設置が可能か→林縁、林内など。
・風の影響をどれほど受けるか→海岸など暴風が予想される地域は避ける。

○環境条件
・冬期も利用できる水場が近い（例：100m程度） 。
・越冬に適した針葉樹林が近くに存在する（例：200～300m以内） 。

○作業性
・ユニックなどの作業車がワナの横まで接近できる→工事や搬送のため。
・監視小屋設置に適した場所が得られる。

できるだけ条件を満たす箇所を選定する
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図 4.3 餌とカメラの配置図（候補地 1：阿寒地区）

赤：餌とカメラを設置 青：餌のみ設置
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水飲み場となる湧水のチェック。また、周辺の木に見られる樹皮剥ぎ痕の有無を調べる。

自動撮影装置や、雪面に残ったシカ道の方向などを調べ、エゾシカの動きを読む。
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（３）事前調査の結果

自動撮影装置を用いた観察を行った結果、12 月初旬に「候補地 1」（阿寒地区）を利用

していたエゾシカは、餌設置初日に餌に誘引されている様子が見られた。また、特筆す

べき点として、ヒグマが餌周辺を利用していることが記録されていた。ヒグマは 12 月 2

日を最後に以降は記録されなかった。しかし、春先に再びこの地域をヒグマが利用する

可能性も高く、作業員はワナ周辺の痕跡に留意することを徹底した。

周辺の痕跡調査では、ワナ候補地周辺で 2 か所の水場が発見された。これらはいずれ

も湧水で、冬期も解放水面が得られることが分かり、この 2 か所を中心として誘引を行

う計画を立案した。また、水場の位置関係から、平成 23 年度事業でワナを設置した個所

から 100m ほど離れた場所に設置することにした。

平成 23 年度でワナを設置した個所は風の影響を大きく受けることが、事業を実施した

結果から分かっていた。そこで、本事業では風の影響を抑えるため、ワナの囲い部分を

森林内に入れておき、風の影響をあまり受けないデザインとした。林内に囲い区を設置

することで、立木を支柱として利用できることから、後述するワナ建設の省力化という

点でも非常に有用であった。

５．現地検討会の実施

（１）検討会の概要

本事業における現地検討会は、平成 24 年 12 月 12 日に、阿寒地区（候補地 1）におい

て実施し、室内検討を阿寒本町の「赤いベレー」会議室で実施した。参加メンバーを表

5.1 に示す。また、会議の様子を図 5.1 と図 5.2 に示し、その下に議事次第を示す。
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表 5.1 現地検討会 参加メンバー

氏 名 所 属

座長

近藤 誠司
北海道大学北方生物圏フィールド科学センター

井田 宏之 社団法人 エゾシカ協会

稲富 佳洋

地方独立行政法人 北海道立総合研究機構

環境科学研究センター

自然環境部 道東地区野生生物室

新井田 利光 財団法人 前田一歩園財団

曽我部 喜一 北泉開発株式会社

委 員

花田 實 北海道猟友会 釧路支部

平野 均一郎 北海道森林管理局 計画部長

多田 和宏 北海道森林管理局 国有林野管理課長

佐渡 英一 北海道森林管理局 国有林野管理課 監査官

中野 亨 根釧西部森林管理署 署長

石原 直樹 根釧西部森林管理署 業務第一課長

秋元 郁弥 根釧西部森林管理署 阿寒湖畔森林官

図 5.1 現地検討会の様子（現地での検討）
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＜室内検討の議事次第＞

図 5.1 現地検討会の様子（室内での検討）

日時：平成 24年 12月12 日（水）

午後 12：45～午後 16：30

場所：阿寒 2082林班

赤いベレー会議室（室内検討）

１．開会

２．現地わな設置予定地視察（阿寒 2082 林班）

３．室内討議（㈱阿寒振興公社「赤いベレー」会議室）

（１）ごあいさつ

（２）討議

・平成 24 年度実施場所について

・今年度の取り組み内容

・今後の予定

４．その他報告等

５．閉会
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（２）主な議論内容

室内検討の主な議論内容を表 5.2 に示す。

表 5.2 室内検討の主な意見

発言者 主な意見

森林管理局 囲いワナについては、森林管理局としてしっかりと、経常的な取り組みと

して考えて行きたい。本業務は過去 3 年間の事業を踏まえて、経常的な取

り組みとするために課題を整理するものであると考えている。

委員 経常的な業務として考えるならば、夜中の待機などは現実的でない。何と

か昼間に誘引できるように努力すべきだろう。

事務局 ワナ周辺の頭数が多ければ、餌撒きの時間によるコントロールが可能です。

エゾシカが少ないと難しくなります。

委員 エゾシカの密度が高い場所をどのように見つけるのか、ということが大事

であろう。

森林管理局 事前の痕跡調査について、ある程度マニュアル化できないか。そうしたこ

とをある程度意識した検討をしたい。

事務局 どのような痕跡を調査すればよいかというリストは作ることができるが、

現段階では実際の頭数との対比ができていないので、今後そうした取り組

みが望まれます。

委員 マニュアルもいいが、実際に頭数が多いので、餌をおくというよりは実際

に観察をするほうが良いのではないか。

委員 事前に収集すべき生息情報は、猟友会の方にヒアリングするということが

ひとつの方法だろう。

委員 使用する餌についても検討する必要があると思う。

委員 今回は生体捕獲の事業だが、今後につなげるには銃やくくりも含めて、メ

リットやデメリット、安全性などを考慮して組み合わせることが重要。生

体捕獲だけでは本当の効果的な捕獲ということにはならないのではない

か。（今回のプロジェクトでは、ということではないが）

委員 これまでの事業の中で、ワナの方法や誘引については目途が立ってきた。

今は第 2 フェーズの始まりで、その後のフェーズなども考えるならば、経

済的で効果的な簡便な方法のための準備手法を考慮すべきだろう。こうし

たシステムを組み込んでいくということを今回の議論の結論にしたい。
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６．本年度設置した囲いワナ

（１）ワナの構造

本年度設置したワナの構造を、図 6.1 に示す。また、各部の写真を示す。

本事業で設置したワナは、11m×22m の涙滴型であった。囲い込み部の総延長は 53.6m

（ワナの左右の距離は 27.8m と 25.8m）であった。追い込み部分は長さ 1.8m のユニット

が 3 セットであったので、延長 5.4m で 3 部屋に仕切った。この追い込み区は、土場に出て

おり、エゾシカの搬出の際にトラックを横付けできるようにした。

図 6.1 ワナの構造図

メインゲート

立木を使用
囲い込み区

追い込み区
（象の鼻）

搬送Box

目隠し（2.7m以上）

22m

11m

シカ足跡

水場水場

冬期でも閉鎖
しない水場

シカ囲いワナ概念図
（平成24年度版＠阿寒）

単管



15

土場から見たワナ。追い込み区のみが、土場に出ている様子が分かる。

追い込み区の様子。過去の事業で開発してきた追い込み区（ユニット式）を使用。

作業用の足場は脚立を利用して作成している。



16

メインゲートの様子。間口は 4m 程度とした。

ワナ内部の様子。前方に灰色に見えるものはサブゲートで、茶色の扉は追い込み区の

入り口。黒い幕は目隠しで、高さは 2.7～3.0m 以上に設定している。
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追い込み区の作業足場からメインゲートを望む。ワナ中央部に見える茶色い箱は餌箱。

追い込み区の上部扉が閉鎖されている状態。エゾシカを捕獲して搬送を待つ間、

このように扉を閉鎖して暗室化することでおとなしくさせ、個体の損傷を防ぐ。
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立木を利用した囲い区の設置例。立木にウエスを巻き養生し、

その上でチェーン等を用いてネットのトップワイヤーを通している。

別の立木を利用した例。トップワイヤーの通し方が分かる。
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追い込み区を空けている状態。囲い込み区から見ると、追い込み区の先が閉じているのか

開いているのかが分からないような角度で設置することで、追い込み作業時にエゾシカが

ワナの奥へ奥へと逃げ込むようになる。

メインゲートの設定作業。捕獲を行う日の当日に餌撒きと同時に実施。
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（２）本年度のワナの特徴

本事業で設置したワナは、平成 21 年度事業から改良されてきた囲いワナの技術を利用

しているため、ある程度技術が確立されていた。ここでは、さらに本事業で設置したワ

ナに見られた特徴をまとめる。

① 縁部分に設置

ワナ全体を林縁部に設置し、囲い部分を林内に組み込むように設計した。平成 23 年度

事業も林縁部に設置したが、ワナの側面が林縁に接し、ワナの構造は開放的な土場に出

ている構造であった。これに対し、本事業で設置したワナはワナの囲い部分が完全に林

内に含まれていた。こうすることで、立木を支柱として利用できることから設置労力を

軽減することができた。また、風が吹いても林内に設置した囲い区には影響が少なく、

目隠しシートのばたつきなどを抑えることができた。さらに、エゾシカの警戒心が林内

では低いことから、開放的な土場よりもワナ内に入りやすくなることを期待した。

ワナの具体的な位置は以下の条件から選出した。ワナを設置した個所は、かつての作

業道跡地であった。

・ この地域に設置した数か所の餌場の中で最もよく餌が食べられた個所を選出。

・ できるだけ水場が近い場所を選出。

・ 餌場と餌場をつないでいたシカ道を含むようにワナの囲い区を設定。

・ 搬出の際、トラックが追い込み区に近づけるようなデザイン。

②支柱本数の削減

前述のように、立木を利用しているために支柱の設置は最低限で済んだ。これは設置

労力の軽減につながるうえ、森林の林床の保全、エゾシカの警戒心の軽減に役立ったと

思われる。

③2 か所の出入り口の設置

本事業で設置したワナには、メインゲートとは別に、1 か所の出入り口（サブゲート）

を設置した。メインゲートとサブゲートを開けておくと、メインゲートの反対側に出入

り口が見えるので、シカが自由に通過することができ、エゾシカが速やかにワナに馴化

することを期待した。

④餌台の利用

本事業では、餌を設置する際に餌台を利用することとした。前田一歩園財団で実施さ

れている捕獲では、すでに餌台を利用している。過去の森林管理局の事業でも餌台を設

置したことがあったが、この際は、ワナの中だけに餌台（ドラム缶を半分に切ったバー
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ベキュー用の台を利用）を利用したが、ワナ周辺の誘引用餌には、あまり使用してこな

かった。

本事業では、同じデザインの餌台を複数個準備し、メインとなる餌場には基本的にこ

れを設置して餌を置いた。この結果、急激な積雪が見られた際でも餌台が地面よりも高

いことから少し掘り出すことで餌を無駄にせず、また、エゾシカも餌を探しやすいなど、

餌の管理が便利であった。

また、餌台そのものにエゾシカが馴化する様子が見られ、餌台を見ると餌があるもの

と考えるのか、餌がなくなった後も餌台に接近して餌を探す様子などが観察された。ワ

ナを設置してエゾシカの警戒心が高まった後も、餌台への執着によってワナへの速やか

な馴化に寄与したと思われる。

（３）ワナの大きさについて

本年度事業で設置したワナの大きさは、囲い区で 22m×11m の類滴型であった。ワナ

の大きさとしては、前田一歩園財団が使用しているワナと同程度のサイズであったとい

えるが、ワナの設置労力や日々のメンテナンスなどから考えると、この程度の大きさが

「中型」囲いワナとして適しているのではないかと考える。本事業における観察では、

ワナ内で 12 頭以上のエゾシカが同時に餌を食んでいる様子が観察されている。囲いワナ

の特徴は、1 回の捕獲で複数頭を捕獲できることが利点といえるが、この大きさならば 1

回で捕獲できる頭数も十分に確保できる大きさといえる。

（４）ワナ設置労力について

本事業で利用したワナの設置労力は、機材準備に 2 名×1.5 日、ワナ設置作業は 8 名程

度で 2.5 日であった（うち、0.5 日は資材搬送）。使用した機材は資材搬送にクレーン付

き 2t トラック 1 台・日、ミニユンボ 1 台・日であった。また、撤収については 2 日で完

了した。

その後、CCD カメラの設置、ケーブルの敷設で 2 名×1.5 日。トリガーの調整で 2 名

×1 日、その他微調整で 2 名×1 日程度の労力がかかった。


