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７．誘引と監視作業

（１）使用した餌と餌の設置手法

本事業で利用した餌は、ビートパルプペレットと圧片大麦である。両者とも、農協に

て個別に一般的に購入できる家畜用飼料である（一部農協では在庫が少なく購入できな

い場合もある。電話等にて問い合わせることが可能）。

餌は前述のように基本的に餌台によって設置した（図 7.1）。こうすることで、餌が無

駄にならず、また、積雪が短期間に多くなるような場合にも、餌の掘り出しや設置が容

易に行うことができ、「餌やりの労力」は大変軽減され、餌も無駄にすることは少なくな

った。なお、餌は朝 7 時過ぎに設置するように統一した。

エゾシカを誘引する際に有効な餌については様々な意見がある。これまでの意見や情

報から考えると、有効な餌には地域性があって、その地域で被害が出ている農作物や、

過去に採食した経験のある餌が望ましい。ある地域で有効な餌でも、他の地域では全く

有効ではないということはしばしばみられる。そこで、複数の餌を設置してその地域の

嗜好性を調べるというステップが重要であるが、本事業で捕獲を行った地域は平成 23 年

度事業ですでに 1 度調査されているので、ビートパルプペレットと圧片トウモロコシを

最初から利用し、餌の嗜好性などを自動撮影によって観察した。餌の設置状況を図 7.2～

図 7.4 に示す。

図 7.1 本事業で作成した餌台
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図 7.2 餌台に置いた 2 種類の餌と自動撮影装置による観察

（手前：圧片大麦 奥：ビートパルプペレット）

図 7.3 餌の残量の例（ビートパルプが少量残っている）
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（２）誘引段階について

本事業では、昨年度までの事業と同様に 3 段階に段階を分けて誘引を行った。捕獲まで

の誘引段階についての模式図を、図 7.5 に示す。

囲いワナは、複数の人数がワナに向けて誘引作業を行うため、現在がどのような誘引段

階にあるか、ということをチーム全体で共有することが作業の効率を高めることになり重

要である。本事業では、第 1 段階～第 3 段階までの誘引を以下のように考えた。

第 1 段階：誘引初期。ワナから 150～200m ほど離れた餌場の 7 番、8 番、第 2 水飲み場

である 4 番、5 番まで餌を設置した。本事業では、12 月初旬から、ワナを設

置終了する 1 月中旬まで同様に餌をまいた。

第 2 段階：誘引中期。ワナでの工事が終了し、本格的な誘引作業が開始される。餌には

十分に執着していることが確認されていることから、ワナから遠い場所の餌

場 4 番、5 番、7 番、8 番には餌設置を中止した。また、ワナ設置に伴って餌

場 1 番はワナ内に移動した。また、2 番、0 番の餌も撤去した。

第 3 段階：ワナ内の餌が 1 日で食べきられるようになったため、ワナ外の餌場である 3

番の餌場も撤去した。この段階でも、ワナ内の餌が 1 日で食べ尽されるよう

になった。また、ワナ内に設置した自動撮影装置で、複数頭のエゾシカがあ

まり警戒せずにワナ内に入り、餌を採食していることも確認された。

こうした状況から、捕獲がいつでも実施可能である「捕獲段階」として各

所に周知した。本事業では、捕獲段階となったのは 1 月下旬であった。

図 7.4 餌の残量の例（完食された様子）
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（3）自動撮影装置による監視

餌やワナに対するエゾシカの行動については、自動撮影装置を主に用いながら監視を

行った。自動撮影装置による監視は、平日は毎日実施し、常にエゾシカの行動を観測し

た（図 7.6）。このほか、ワナが設置されてからは CCD カメラ（有線で監視小屋から見

ることができる）の録画機能等を使用しても観察を行った（図 7.7）。自動撮影装置を用

いた記録を行った箇所（自動撮影装置番号）を図 7.8 に示す。

図 7.5 誘引段階に関する模式図

第1段階 ワナから遠い箇所にも餌を置く
→餌に慣れさせる。嗜好性の把握
→できるだけ遠くから個体を寄せる

第2段階 ワナに内外の近い箇所に餌を置く
→ワナに近寄せる

第2段階 ワナに内外の近い箇所に餌を置く
→ワナに近寄せる

餌の無くなる速度、監視カメラなどで餌に寄って
いるか監視

ワナへの警戒心、周辺の個体数などを監視ワナへの警戒心、周辺の個体数などを監視

警戒の素振りが見られず、十分な
頭数が出入りしている

第3段階 監視結果などを踏まえて、実施時間等を定め捕獲を実施。
実施後、監視を継続、第2期に戻る。

第3段階 監視結果などを踏まえて、実施時間等を定め捕獲を実施。
実施後、監視を継続、第2期に戻る。

関係者への周知

・ワナの上流を主に半径
500m程度を目安に餌を配

置する。

・餌の消費量をチェック

本事業では・・・

・遠い場所の餌を撤去。

・湧水地点（ワナから20～
30m地点）を中心にワナ近

くに群を寄せる。

・動画を用いて行動監視

本事業では・・・



26図 7.7 監視小屋の中での CCD カメラによるモニタリング

図 7.6 自動撮影装置による監視の例
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図 7.9 自動撮影装置による観察結果。自動撮影装置番号 12 番（ワナ内）の例。

エゾシカの観察があった時間は黄色く反転し、最大頭数を記録している。どの時間からエゾシカがワナに出現するか、などを推測する。

日付 0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時
1月17日
1月18日 カメラメンテ 新設 ♀仔 1 ♂1 ♀仔7不3 ♀仔1 ♀仔6不3 ♂1♀仔7 ♂1♀仔15不7
1月19日 ♂3♀仔14不12♀仔4不2 ♀仔9不2 ♀仔3 ♀仔2 ♀仔1不1 ♂1♀仔6不4 ♀仔9不3 ♂2♀仔2不3 不3 ♂1♀仔2不3 ♀仔1 ♀仔1 ♂2♀仔2
1月20日 ♂2♀仔1 ♀仔1不1 ♀仔1
1月21日 カメラメンテ カメラメンテ ♂5♀仔12不21♂1♀仔6不12 ♀仔1不1
1月22日 ♀仔3不5 ♂2♀仔3不2 ♀仔2不2 不1・カメラメンテ ♀仔 2不1 ♀仔4不1 ♀仔1不1 ♀仔1不1 ♀仔1不1 ♀仔1不2 ♀仔1不1 ♀仔1不1
1月23日 ♂1♀仔2不2 カメラメンテ ｾｯﾄﾐｽﾃﾞｰﾀﾅｼ
1月24日 ｾｯﾄﾐｽﾃﾞｰﾀﾅｼ カメラメンテ ♂ 2♀仔14不5 ♂7♀仔21不30♂5♀仔11不9 ♂1 ♂1♀仔4不2 ♂1♀仔1不1 ♀仔3不5 ♀仔7不2
1月25日 ♀仔1不2・キツネキツネ1・♂1 ♀仔3 ♀仔1 カメラメンテ ♂1♀仔1不1 ♂1不5 不1
1月26日 不1 不明 不明
1月27日 不明 不明 不明 不明 不明
1月28日 不明 ワナ設営 カメラメンテ ♀仔 4不5 ♂1♀仔1不6 ♂6♀仔7不2 ♂2♀仔6不7 不1 ♂2 ♂1
1月29日 ♂5♀仔5不4 ♀仔6不6 ♀仔5不11 ♀仔7不2 ♂1♀仔1 ♂1不1 ♂3 カメラメンテ ｾｯﾄﾐｽﾃﾞｰﾀﾅｼ

1月30日 ｾｯﾄﾐｽﾃﾞｰﾀﾅｼ カメラメンテ・♂♂5♀仔13不7 ♂4♀仔8不6 ♂1♀仔4不4 ♂1♀仔2不1 ♀仔2 ♀仔1不1 ♂1♀仔8不4 ♀仔7不4 ♂2♀仔12不16
1月31日 ♂2♀仔11不11♂2♀仔5不7 ♂2♀仔1 ♂2♀仔8不7 ♂1♀仔1不10 カメラメンテ ♀仔1 ♂1♀仔1 ♀仔9不8 ♂4♀仔11不13♀仔10不8 ♂4♀仔4不8 ♂2♀仔4不6 キツネ1 ♀仔1不1 ♂3♀仔3不5 ♂2♀仔2不2 ♂3♀仔3不2
2月1日 ♂1♀仔3不3 ♂1♀仔1 ♀仔3不1 ♀仔1不1 カメラメンテ ♀仔1 ♂6♀仔7不2 ♂6♀仔8不5 ♂5♀仔22不6 ♂3♀仔11不4 ♂7♀仔13不11♂3♀仔20不18♂1♀仔10不11♂7♀仔4不6 ♂3♀仔2不2 ♀仔5不2 ♀仔3不3 ♂4♀仔12不16
2月2日 ♂6♀仔13不11♂4♀仔12不16♂2♀仔11不5 ♂6♀仔10不7 ♀仔2不5 ♂1 ♀仔7不2 ♀仔11不2 ♀仔11不3 ♂1♀仔10不1 ♀仔4 ♂3♀仔1 ♀仔1不3 不1 ♂2 ♂1♀仔7不2 ♂1♀仔1
2月3日 ♀仔1 ♀仔1 ♂1♀仔2 ♂1♀仔1 ♀仔1 ♂1♀仔1
2月4日 ♀仔1 不2 不1・エサ ♀仔6不6・カメラメンテ♂1♀仔9不1 ♂3♀仔13不2 ♂4♀仔5不3 ♂2♀仔17不7 ♀仔11不2 ♀仔2不1 キツネ1・♀仔2♂2♀仔16不4 ♂2♀仔12不6
2月5日 ♀仔17不3 ♂1♀仔2不1 ♀仔3不1 ♀仔3不4 ♂2 ♂2♀仔3 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔1不1 ♂2♀仔10不1 ♂4♀仔3不1 ♀仔5不3 ♂5♀仔12不5 ♂2♀仔10不6 キツネ1 ♀仔1不1 ♂2♀仔14不4 ♀仔3不1 ♂4♀仔9不3
2月6日 ♀仔13不6 ♂2♀仔7不5 ♂3♀仔14不6 ♂4♀仔5不1 ♂1♀仔6不2 ♂2♀仔3不1 カメラメンテ ♀仔2 視察 ♂1♀仔7 ♂3♀仔12不1 ♂3♀仔8不1 ♂5♀仔11不7 ♀仔18不9 ♀仔1 ♀仔1不1 ♂1♀仔5不3 ♂1♀仔1 ♂4♀仔3不1 ♂4♀仔3不4
2月7日 ♂1♀仔10不4 ♂7♀仔10不13♂1♀仔2不1 ♂2不1 不1 ♂1不2 ♀仔4不1 カメラメンテ ♀仔2不3 ♀仔2 ♂1♀仔6不1 ♂2♀仔15不5 ♂3♀仔8不1 ♂10♀仔13不11♂5♀仔12不5 ♂2♀仔22不15♀仔9 ♀仔3 ♂1♀仔1 ♂2♀仔1不1 ♂3♀仔4不2 ♂3♀仔9不6
2月8日 ♂7♀仔10不7 ♂6♀仔15不9 ♂3♀仔17不16♀仔4不1 ♂2不1 ♂6♀仔1不2 ♂1 カメラメンテ ♀仔3 ♂6♀仔5不5 ♂7♀仔5不3 ♂8♀仔10不6 ♂8♀仔15不5 ♂2♀仔16不4 ♂2♀仔14不6 ♀仔3不1 ♂1 ♀仔3不2 ♂1♀仔1
2月9日 ♀仔2 ♂2♀仔16不10♂3♀仔7不2 ♀仔2不1 ♂1♀仔4不2 ♀仔7不5 ♀仔8不4 ♂7♀仔10不5 ♂7♀仔16不14♂8♀仔34不20♂2♀仔32不17♂10♀仔11不7♀仔5不2 ♂3♀仔4 ♀仔1 ♂2 ♂1

2月10日 ♂7♀仔1不1 ♀仔1 ♂1不1 ♀仔3 ♂1♀仔7不1 ♀仔7 ♂2不2 ♂3♀仔3不2 ♂6♀仔10不7 ♂4♀仔9不2 不1 ♀仔1 ♀仔1 ♂1
2月11日 ♀仔1不1 ♀仔1 不1 ♂1不1 ♂2♀仔4 ♂2♀仔5・カメラメンテ♂8♀仔13不5 ♂7♀仔9不10 ♂7♀仔5不1 ♀仔2不1 ♂2♀仔5 ♂5♀仔15不3 ♂3♀仔4不1
2月12日 ♀仔5 ♀仔2 ♀仔2 ♂10♀仔4不1 カメラメンテ ♀仔1 ♂1♀仔2不1 ♂4♀仔3 ♀仔9不2 ♂7♀仔13不4 ♂8♀仔18不12♂3♀仔17不4 ♂4♀仔5不1 ♂1♀仔2 ♂3♀仔1 ♂4♀仔20不3
2月13日 ♂6♀仔26不5 ♂6♀仔8不2 ♂1♀仔2不1 キツネ1 ♀仔3不2 ♀仔5 ♀仔1 カメラメンテ ♀仔8不7 ♂3♀仔1不3 ♀仔6不1 ♂10♀仔6不15♀仔7不6 ♀仔8不7 ♂1♀仔1 ♀仔2不1 ♂3♀仔10不3 ♀仔4不2
2月14日 ♂2♀仔12不4 ♂2♀仔3不2 ♂1♀仔2不1 ♀仔1不1 ♀仔5 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔1 ♀仔1 ♂1♀仔1不2 ♂4♀仔3不3 ♂3♀仔5不6 ♂3♀仔7不6 ♀仔1不1 ♀仔2不3 ♂2 ♂1♀仔2不1 ♀仔11不5 ♂5♀仔7不7
2月15日 ♀仔2 ♀仔1 ♂1 ♀仔6不2 ♀仔9不3 ♀仔2 カメラメンテ ♀仔1 ♂2♀仔6不4 ♂1♀仔1不7 ♂1♀仔6不8 ♂1♀仔3不2 ♂1♀仔6不1 ♂1♀仔1 ♀仔2 ♂1♀仔9不6 ♂2♀仔2不2 ♂1♀仔7不2
2月16日 ♂2♀仔6不5 ♀仔11不4 ♂1♀仔1 ♂2 ♀仔8不1 ♂1♀仔3不1 ♂1 ♀仔1 ♀仔4不1 ♂2♀仔3不2 ♂2♀仔2 ♂4♀仔9不3 ♂5♀仔6不8 ♂7♀仔11不12♀仔8不2 ♂2♀仔2不2・キツネ♀仔4不4 ♂4
2月17日 ♀仔5不2 ♂1♀仔1 ♂1♀仔1 ♂1 ♂5 ♂3 ♂1♀仔1 ♀仔8不1 ♂2 ♂3♀仔5不5 ♂3不1 ♂5不1
2月18日 キツネ1 ♂2 ♂2♀仔4 ♀仔1 不1・カメラメンテ ♂6♀仔22不5 ♂6♀仔16不4 ♀仔3 ♀仔3 ♀仔3不3 ♀仔1 ♀仔1不1 ♀仔1 ♂3♀仔1・キツネ
2月19日 ♀仔2 ♀仔2 ♂1♀仔6不2・キツネ♀仔3 カメラメンテ ♀仔1 ♂1♀仔4不1 ♂1♀仔6 ♀仔2 ♂2♀仔8 ♀仔1不1 ♂1♀仔7不1 ♀仔1
2月20日 ♂1♀仔2不2 ♀仔1不1 ♂2♀仔5 ♀仔3不1 ♂5 ♀仔2不1 カメラメンテ ♀仔2 ♂1♀仔7不1 ♂1♀仔2不2 ♂3♀仔7不2 ♂3・キツネ1 ♂1♀仔5不1 ♂1♀仔6不1 ♂1♀仔5不1
2月21日 ♂5♀仔18不5 キツネ1 ♂2♀仔5 ♀仔1 カメラメンテ ♂3 ♀仔17不1 ♀仔4不1 ♀仔2 ♂1♀仔3不1 ♀仔3
2月22日 ♂1 ♂1♀仔4不1 ♀仔1 ♀仔3 カメラメンテ ♀仔1 ♀仔2 ♂1 ♀仔5 ♂1♀仔5 ♀仔1 ♀仔4 ♀仔1 ♂3♀仔5不2
2月23日 ♂1♀仔4不1 ♂2♀仔5 キツネ1・♂2♀♀仔4不2 ♀仔1 ♀仔2 ♀仔2 ♂1♀仔2 ♀仔4 ♂2♀仔6不1 ♂3♀仔11不5 ♀仔4不2 ♂2♀仔1不1 キツネ1 ♂1♀仔2不4 ♂2♀仔3不1
2月24日 ♀仔8不6 ♀仔6不1 ♂4♀仔9不5 ♀仔2不1 ♂1♀仔2不1 ♂2 ♀仔1 ♂6♀仔7不1 ♂9♀仔25不10♂1♀仔29不14♀仔13不3 ♀仔5不3 ♂2♀仔6不3
2月25日 ♂1♀仔2不2 キツネ1 ♀仔3 ♂4♀仔8不6 カメラメンテ ♀仔1 ♂1♀仔10 ♂1♀仔9不1 ♀仔1 ♂1♀仔10不2 ♂1♀仔5不2
2月26日 ♀仔3 ♀仔4 ♂3♀仔2不3 ♀仔2 カメラメンテ キツネ1 ♀仔2不1 不1 ♀仔4 ♀仔7不3 ♀仔1
2月27日 ♂5♀仔6不4 ♂1♀仔7不3 キツネ1 ♂2♀仔1 ♀仔1 ♀仔2 カメラメンテ ♂2 ♀仔1 ♀仔6 ♀仔1不1 ♂2♀仔2不1 ♀仔3 ♀仔1 ♂1♀仔4不1
2月28日 ♂1♀仔3 ♀仔5 ♀仔4 ♀仔3 ♂2・キツネ1 カメラメンテ ♀仔 1 ♂2♀仔8不3 ♀仔2 ♂1♀仔1
3月1日 ♂1♀仔1不1 ♂2♀仔5不1 ♀仔2 ♂1♀仔1不2 カメラメンテ ♀仔 1 ♂1♀仔1 ♂1♀仔1 ♀仔3不1 ♀仔6不3 ♀仔3
3月2日 ♂5♀仔2不1 ♂1♀仔1 ♂1♀仔4不1 ♂2 ♀仔3不1 ♂2♀仔1
3月3日 ♂1♀仔2 ♂1♀仔2 ♂9♀仔14不3 ♀仔4 ♀仔9不1 ♂1♀仔3不1 ♂1♀仔3不1
3月4日 ♀仔2 ♀仔2不1 ♀仔9不2 ♀仔6不2 ♀仔2 不1 ♀仔2 カメラメンテ ♂2♀仔3不5
3月5日 カメラメンテ
3月6日

3月7日
3月8日
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８．事業結果

（１）捕獲作業の流れ

日々の観察で、ワナ内に安定してエゾシカが侵入するようになったら、担当官や個体

引き取りを依頼する（株）北泉開発株式会社の担当者に連絡し、捕獲実施日を伝える。

捕獲当日は、通常通り時間に餌を通常通りの分量設置し、扉、トリガー、CCD カメラ等

をセットして、ワナから離れる。車両は待機小屋から 200m ほど離れた待避場に停めて

徒歩で待機小屋に戻り、CCD カメラを見ながら待機を開始する。待機中は会話や外出は

基本的に控えるように注意した。

本事業の実際のタイムスケジュールでは、朝 7 時頃に通常通り餌を設置し、14 時頃ま

でを目途に待機を行った。捕獲後、エゾシカを搬送する業者が連絡後 1 時間程度でかか

ることから、現場引取りは 16 時頃までが限界であった。そのため、捕獲作業は 15 時を

限界とした。

エゾシカがワナに入ったら、前日までのエゾシカの入り方の傾向を考えて、ある程度

のタイミングで扉を閉鎖する。そのうえで個体引き取り業者に連絡を行い、さらに業者

が到着するまで待機を行い、エゾシカがさらにワナに入ってくるようならば捕獲を行っ

た。

捕獲作業は 3～4 名で行った。平成 21 年度の事業では、ワナが大きく、捕獲作業は 10

名程度で実施したが、大きく省力化した。作業員のうち、1 名は追い込み区を閉鎖する係

り、2～3 名はワナの中に入ってエゾシカを追い込み作業を担当した。メス・仔の群れの

場合は 2 名程度で追い込み可能であるが、オス成獣が入った場合は事故に細心の注意を

払いながら、3 名程度で捕獲作業を行った。捕獲作業の流れを写真で以下に示す。

CCD カメラの監視状況 この状況で、ワナ内には 5 頭のエゾシカが観察される
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メインゲートからワナ内の様子を伺う作業員。メインゲートは素材が弱いため、追い込

み区からは近づかないように注意。メインゲート側から圧力をかけると逃走しない。

追い込み作業。3 名で実施している様子。勢子は盾を持ち、一列で進行する。
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追い込み区に入れられたエゾシカ。

オスとメス仔が混在するときは、オスだけを別の部屋に入れることが望ましい。
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エゾシカ運搬用のトラックが到着し、搬送ボックスを追い込み区の先端に取り付ける。

搬送ボックスを追い込み区の先端に取り付けた様子。
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メス仔の場合は、作業員が追い込み区の中に入って搬送ボックスに入れる。

オスの場合は、原則的に 1 部屋ずつ扱い、搬送ボックスへの移動はロープを用いて安全

に実施する。
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（２）捕獲結果

本事業で実施した捕獲作業の結果を表 8.1 に示す。本事業では、合計 42 頭のエゾシカ

を捕獲した。

表 8.1 本事業で実施した捕獲と捕獲したエゾシカの一覧表

捕獲日 オス成獣 メス・仔 頭数

1 月 28 日 6 6

1 月 29 日 1 1 2

2 月 13 日 2 10 12

2 月 19 日 2 3 5

2 月 21 日 2 7 9

2 月 27 日 1 2 3

3 月 5 日 1 4 5

合計 9 33 42

※（株）北泉開発株式会社の記録による

本事業で実施した捕獲作業では、エゾシカの死亡は全く発生しなかった。取り逃がし

（ワナのゲートが閉鎖した後に逃走した）を許したのは 1 頭のみであったが、これは、追

い込み区の扉の強度が不足しており、メスの成獣が強く激突して開いた隙間から逆行して

逃走した。この扉については、その後強度を改良して同様の事故を防いだ。

（３）希少種の観察結果

① 希少猛禽類について

本事業を実施した個所は、平成 23年度に捕獲を行った箇所とほとんど同地域であった。

希少猛禽類の詳細な調査は平成 23 年度に実施しており、当該箇所から 5 ㎞以内に、2 か

所の希少猛禽類が営巣していると考えられる地域があったが、この点について留意はす

ることとしたが、事業の実施がクマタカに影響を与えるような距離ではなかった。

日々の餌やり等の作業で、周囲を観察しながら、クマタカ等の猛禽類がワナに接近す

ることがあるかどうか、異常な行動をしているか、といった点に注意を払った（図 8.1）。

しかし、そうした事象は見出せず、本事業では特に注意すべき状況は見出せなかった。
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② 哺乳類について

本事業では、事業開始時の 12 月初旬にヒグマが自動撮影装置によって記録された。そ

れ以外の動物としてはタヌキ、キツネ等が観察されたが、希少種やそれに準じる哺乳類

は記録されなかった。

図 8.1 ワナ前にて上空を観察する様子。給餌や見回り時に実施した。
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９．考察

（１）事前の予測と実際の差

本事業で捕獲を実施した個所は、平成 23 年度事業で捕獲を行った箇所であった。平成

23 年度事業では、当該地域には 1 月～3 月の時期に、エゾシカの利用があまりこの個所

を利用しておらず、誘引作業に非常な労力を要した。こうしたことから、本年度事業で

も同様の状況になり、捕獲できても 20 頭程度、と考えていたが、結果としては捕獲数が

伸びた。この要因について、以下のように考える。

① 積雪深の差

本年度は、12 月の段階で 100 ㎝以上の積雪があった。平成 23 年度の積雪は、1

月初頭に増加したが、12 月中旬の段階で 100 ㎝となり、また、その後も積雪が増

加し、最大積雪深は昨年度と比較して 25 ㎝多い 127 ㎝であった（アメダスの記録

による）。このため、本年度と昨年度の当該箇所周辺のエゾシカの行動が異なった

のではないかと考える。当然のことながら、積雪深が深ければ餌を得にくいため、

餌への誘引力が強くなる。昨年度と比較すると、本年度は捕獲しやすい状況であっ

たといえる。

② 冬期の情報の有無

昨年度は、この地域で初めて捕獲を実施したため、当該地域の冬期（1 月～3 月）

の積雪深、水場の有無、エゾシカの利用状況などの情報がほとんどなかった。

これに対し、本年度は 2 回目の実施であったので冬期の具体的な状況が昨年度よ

りもよく分かっており、そのためにワナの位置や、誘引の計画が効果的に立案でき

たと考える。

③ 餌や餌場への馴化

昨年度の初期頃は、ビートパルプペレットはほとんど手を付けられず、むしろ

栄養度の低いササを好んで食べられていた。その後、事業期間の終盤頃にビート

パルプペレットや圧片大麦が採食されるようになった。こうして、この地域が「餌

場」として認識されたのではないかと推測する。本年度、餌に誘引されたエゾシ

カの一部は、昨年度にこの地域で同じ餌を採食した経験があるのではないかと思

われた。

ワナを設置する前に、その地域でどれほど捕獲されるか、ということは非常に推測が

難しいことが今回の事例で再認識させられた。しかし、ある程度捕獲実績があがる捕獲

地を選択するためには、少なくとも当該箇所の冬期の状況が分かっていることが重要で

あることは確認できた。
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（２）ワナ周辺で見られる事象

ワナ周辺では、広葉樹への樹皮剥ぎ（全周剥け）の被害が数本見られた。ワナ近辺以

外の場所ではあまり目立った被害がないために、ワナ周辺のエゾシカの利用頻度が極端

に高くなり、結果として、周辺の木まで樹皮剥ぎが発生したものと思われた（図 8.2）。

この点については、今後、囲いワナを実施する際の注意点として考えなければならない。

解決策として、以下のような方法が考えられるが、それぞれ一長一短あるため、有効な

手段を今後も模索必要がある。

① ワナ以外の周辺にも餌をまく。

周辺の立木が樹皮剥ぎされるのは、餌を食べる順番待ちをしているからであると

いう意見がある。そのため、餌を周辺にも撒いて、樹皮剥ぎを防ぐ。しかし、ワナ

への誘引力を高めるには、ワナ内だけに餌をまくべきである。ワナ外の餌を食べて

から、警戒すべきワナ内の餌を採食することが想像される。その結果、捕獲効率が

低下することが懸念される。また、餌の費用がかなり上昇することが予測される。

② ワナ周辺の有用木には樹皮剥ぎ防止用のネットを巻く。

樹皮剥ぎ防止用のネットを、ワナ周辺の立木の幹に巻くことで樹皮剥ぎを防止す

る。しかし、ネットの資材や、ネットを巻く労力はかなり大きなものになるため、

コストが上昇する。

図 8.2 樹皮剥ぎの被害の様子。

ワナ周辺で顕著に見られ、胸高直径 10～19cm の広葉樹の一部に被害が見られた。
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③ 様子を見る。

捕獲を行わなかった場合は、広い範囲で樹皮剥ぎや枝食いが起きるものと思われ

るため、ワナ周辺の立木の被害は全体からみると軽微であるとして放置する。しか

し、ある程度の被害は発生してしまうことが予測されるため、被害の程度を調査し

ておき、必要に応じて対策を講じる。

過去の囲いワナによる捕獲事業や研究では、あまり「周辺の立木への影響」が指摘さ

れてこなかったため、先行研究や事例では、対策について語られていない。そこで、今

後もこの対策については情報を収集し、有効な手法について検討を行っていく必要があ

る。

（３）風の影響

平成 25 年 3 月 2～3 日にかけて、北海道は非常に発達した低気圧の影響を受けた。最

大に発達した際の気圧は 970 ヘクトパスカルと台風並みで、道内は大きな被害が発生し

た。その際、本事業で設置したワナの目隠しシートが外れてしまうという問題が発生し

た（図 8.3）。

目隠しシートは風の影響を受けやすいために、目が粗く、風にあおられてもあまり大

きな音が出ない農業用遮光シートを用いている。これを結束線（市販の針金様のもの）

によって網に取り付けているが、これが風によって破れたたものと思われた。補修の作

図 8.3 強風で目隠しシートが外れた様子（3 月 4 日撮影）
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業は 15 分程度で終了した。これ以外の影響は見られなかった。

前述のように目隠しシートは風の影響を受けやすい。通常の観察を行っている中で、

風を受ける箇所が一箇所に集中するようならば、結束線等による追加の補強を行ってお

くことが望ましい。なお当日、どれほどの風が現場で吹いたかは不明であるが、事業期

間中で風による影響が見られたのはこの 1 回だけであった。この低気圧により破損した

箇所はこれ以外には見られなかった。

（４）さらに考えられる省力化

本事業では、ワナ設置、餌付け、捕獲等の各段階で省力化を目指し、過去の事業から

考えると、かなりの省力化が実現できた。これ以上の省力化となると、現在の作業内容

と比較して、かなり大胆な手法の改変が必要であると考える。

① 餌撒き労力の簡素化

本事業では、平日は 2 名の態勢で餌を朝 7 時 30 分頃に撒いていた。単に餌をま

くだけではなく、餌の食べられ方をチェックし、さらにワナ周辺に設置されている

自動撮影装置のメンテナンスとチェックを行い、これを報告し、次の計画に従って

新たな餌を撒くという綿密な体制であった。囲いワナによる捕獲は複数人数で作業

にあたるので、情報の共有や指示系統が大変重要であると考えている。今後の一般

化を考える場合には、こうした体制が構築できるかという点が課題となる。単純に

餌を撒いているだけでは、捕獲数は伸びないと考える。

簡素化を考えるならば、状況によっては毎日の給餌は必要なく、2 日間に 1 回程

度でよいかもしれない。また、自動撮影装置は数を減らすことで、このチェック時

間を省略できると思われる。

② 捕獲待機時の労力の簡素化

本事業は通常通り餌を撒き、9 時頃（場合によっては 11 時頃）から待機を行い、

13 時～14 時頃に捕獲作業を行っていた。本年度は待機の労力がこの程度で済んだ

が、場合によっては一晩中待機することも場合によっては考えられる。こうした状

況を避けるには、確実にエゾシカを餌に集めることと、どの時間にどれほどのエゾ

シカがワナに入ってくるのかという情報を事前に集めておくことが必要である。こ

うすることで、確実に狙った日に捕獲が行えるため、結果として少ない労力で捕獲

が可能となる。

本事業で捕獲を行った場所は携帯電話の圏外であったが、もしも携帯電話が使用

可能ならば、Web カメラを用いて、非常に遠隔地からこれを監視し、扉の閉鎖も

Web 経由で操作するような仕組みも考えられる。こうすることで、捕獲を行うもの

は非常に遠隔の室内などで待機可能となり、労力の大きな軽減につながると期待さ
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れる。

③ ワナ構造の小型化

本事業では、22m×11m 程度の中型の囲いワナを利用したが、本州では 2m×4m

といった非常に小さな囲いワナを開発している事例がある。こうした小型の囲い

ワナを開発することで、設置や捕獲にかかる労力を軽減することも考えられる。

１０．まとめ

本事業では、阿寒湖畔周辺の白水川において囲いワナを用いた捕獲を実施しエゾシカを

42 頭捕獲した。それらの全ては食肉等として有効活用を行った。捕獲頭数については、平

成 23 年度事業での捕獲場所と同地域であったため、当初はそれほど伸びないと考えていた

が、結果としては 40 頭以上の捕獲があり、事前の予測の難しさを感じた。捕獲数が予測よ

りも上回った原因については、いくつかの要因があると思われるが、少なくとも平成 23 年

度事業で実施した結果から、この地域に関する情報が前もって分かっていたという点が非

常に大きな要因であった。これは、捕獲実施個所の情報をあらかじめ調査しておくという

ことの重要性を示していると言えた。

一方、捕獲の後半になると、ワナ周辺でのエゾシカの利用頻度が低下している状況も見

て取れた。これは、ワナ内に設置している餌の消費量が減少することで推察できた。もし

もさらにエゾシカの生息密度が高い地域ならば、さらに捕獲頭数を伸ばすことも十分可能

であったと思われる。

囲いワナを用いた捕獲手法は、過去の事業と本事業を通じてある程度確立してきたと考

えている。ワナの設置手法、誘引手法、捕獲、という一連の流れの確実性も実証されてき

た。囲いワナによる捕獲は、その地域におけるエゾシカの生息密度が十分で、冬期の事前

情報があれば、成果が得られる可能性が高いと考えている。捕獲や誘引に関する手法につ

いてはある程度確立されたことから、残す課題は、いかに捕獲に適した場所を選択できる

かという点と考える。これについては、今後も検討する余地が残っており、今後の課題で

もあるということが現地検討会でも指摘された。

もしも経常的に囲いワナによるエゾシカの捕獲を実施するのであれば、「どこに設置する

か」という下調べは捕獲の成否を左右する必要不可欠な情報である。この調査を前年に実

施しておくことで、ある程度自信を持って次の年にワナを設置することが可能になる。囲

いワナに適している地域は、その地域のエゾシカの生息密度が高く、銃による捕獲ではス

マートディアを大量に作ってしまうことが懸念されるような地域である。ワナの半径 500m

程度のエゾシカの利用頻度が多ければ多いほど、捕獲数が多くなると期待できる。このた

めには冬期の生息密度が高いことが条件であるが、ここでいう「冬期」とは 12 月ではなく、

1 月～3 月頃であることが重要で、ハンター等から情報収集を行う際には特に注意が必要で

ある。また、可能ならば試験的に餌を撒いてみて、これに対する食いつきなどを見ておく
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ことができれば、捕獲が成功する可能性がさらに高くなると思われる。今後の検討の中で、

下調べとしてどのような条件が調査対象となるか、といったことについても議論をしてい

く必要があると考える。

これまで述べてきたとおり、囲いワナによる捕獲は、エゾシカの生息密度が高い地域で

の利用が適している。しかし、小数が利用するような地域では囲いワナは有効ではなく、

現在、各所で試行されているシャープシューティングや誘引捕獲等が適している。また、

くくりワナの利用も考えられる。こうした他の手法と有効に組み合わせながら、効果的に

囲いワナによる捕獲を実施することが、ある地域全体の生息数を低下させる上では重要で

あると考える。


