
  
  韓国におけるイノシシ出没の現状と課題

  誌名 兵庫 ワイルドライフモノグラフ
ISSN 18838219
著者名 李,宇新
発行元 兵庫県森林動物研究センター
巻/号 8号
掲載ページ p. 30-40
発行年月 2016年3月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



兵庫ワイルドライフモノグラフ 8-3

第 3 章

韓国におけるイノシシ出没の現状と課題

李 宇新（リー・ウーシン）

要点

• 韓国では近年イノシシが急増し、農作物被害金額は約 12億円に達し、ソウルのよ

うな都市部へ出没するなどの被害も深刻化している。

•韓国におけるイノシシの生態学的研究は少ないため、被害を軽減し管理していくた

めに必要な行動調査と食性調査をソウル近郊と韓国南部の農業地域で行った。

・行動圏の調査は GPSを用いて追跡し、都市部では、イノシシは住宅地に近い林縁

部を多く利用し、 3頭の平均行動圏サイズは 20k面であった。ソウルのブカン山の

イノシシの生息適地は 70.74k祉で、全体の 19.3%、モデルとの合致度は 85%と高

かった。

・農村部でのイノシシ 3頭の平均行動圏サ

イズは 5.56k祉と小さ く、水田とリ ンゴ畑

を行き来し、生息適地は 171直、モデル

との合致度は 75%とブカ ン山よりも少

し低かった。

・食性分析から農作物は秋の重要な食資源

となっていると考えられた。

・適切な管理には行動特性を踏ま えた柵の

設置などのほか、捕獲も重要な手法である。
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3-1. はじめに 冨 二圧trin Korea I 

今から韓国における人間

とイノシシとの軋礫に関し

てお話しします。韓国のイノ

シシは、最近個体数が増え、

2004年からイノシシの問題

が発生しています。図 1に示

す通り、韓国の場合は何か所

かの島を除いて全国に分布

● Iner● ase。fpopulation six• ■ 体薮の増加

>Wudbo紅油心恥Coriにn,me, 2004 200-I年からイノシシ問題が発生

> In11abit throughout country "'叩ば皿',slands 離島を舷き、口中に分布 裏い繁撞寧と播食者の絶滅により
鯛体数が増加

> Population siz, is incr,asing如 to通hr叩 oducfiverate and ,dine如nof応山ton

> Now, O,,c of th, 皿 "1probkmatic 叩ec心 of•ildlifc m Kor<a ． 環在韓11i1で最も問題となっている野生動物の一つ
) Number of wild boar captured ..... 

9
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図 1 韓国におけるイノシシの生息状況
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しています。もともと済）、1、|島にはイ

ノシシはいませんでしたが、移入さ

れたようです。みなさんご存知のよ

うに、イノシシは繁殖力が高く、捕

食者がいません。もう 一つ、医 1に

は書いていませんが、韓国全体の環

境が変わりました。これらの理由で

I luman -¥¥ ild ho:tr Conllkl 
人とイ／シシ (/)1t,L令守

• Appe• 匹 Indownto叩町の中心●への出没

, _ . , ,  ℃ 

量近5算111で"人が
負儡した

イノシシの個体数が増えました。ま 固 2 韓国におけるイノシシの都市出没被害

た、図1右側のグラフに示すように、

個体数はずっと増え続けています。韓国では狩猟に力を入れていますが、狩猟の性質と

して個体数を抑える役割をあまり果たしておりません。そのため、野生動物の個体数は

ずっと増え続けていて、多くの被害が発生しています。その中でもイノシシが一番大き

な間題の種です。

イノシシは最近特に問題になっています。神戸や他の地域と同様に、都会にイノシシ

が出てくるということが起こっています。図2に示す通り 、テレビのニュースでもイノ

シシとの軋礫について市民が不安に思っていること、アパートの地下駐車場までイノシ

シが出没すること、などが取り上げられています。また、韓国のイノシシは日本と違っ

てかなり大きいです。体重は約 80~300kgになります。昨日神戸で見たイノシシは大き

い方だと思いますし、日本の他地域でイノシシを見たことがありますが、やはり日本の

イノシシが子供のイノシシに見えるほど、韓国のイノシシは大きいです。私が韓国のあ

るビルの地下に行った時に見たイノシシは驚くほどの大きさでした。
- -- --------― l 

Human -Wild boar Conflict 
人とイノシシの軋轄

ti Appearing in downtown町の中心部への出没

• Appearing of wild boar in downtown has been increase drastically since 2011. 

町の中心部へのイノシシの出没は2011年から急激に増加

Total Seoul Busan Daegu Gawangju Daejeon Ulsan 

No. N1 No. ぬ No. Nl No. N>. No. N>. No. N:,. No. ぬ

case ~case Q匹 case~case~case ~case~ case ~

Total 
1,389 294 42 411 ・613 29 

1,124 381 186 17 151 365 24 
(377) (27) (107) (14) (105) (117) (1) 

2011 
554 132 36 74 288 24 

305 6 86 II 28 155 19 
(145) (-) (51) (12) (23) (53) (6) 

579 117 2 239 218 3 
2012 596 294 70 2 87 140 3 

(151) (19) (42) (2) (52) (41) (I) 

256 45 4 98 107 2 
2013.8 223 

(49) 
81 

(8) 
30 

(14) 
4 

{2) 
36 

(30) 
70 

(23) 
2 

（ー）

図3 市街地へのイノシシの出没数
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3-2. 韓国におけるイノシシ被害の現状

都市部における被害

2012年にはイノシシが約 600回出没

しました（図 3)。そして最近 5年間で

24人が負傷しました。ソウルでは住宅

街までイノシシが出てきています。

2011年以降、ソウル、 釜山（プサン）、

大邸（テグ）、広州（クァンジュ） 、大田

（テジョン）、蔚山（ウルサン）等の、

国
傘

グ

ー

W覗‘

人口のかなり多い大都会にイノシシが

出てきています。その中でも、ソウルに出てくることが多かったのですが、全国的にも

大都会まで出てくるようになりました。図4の左上の写真では、小さいイノシシが出て

きています。子供が怪我をしており、 警察が出てきてヒ°ストルで撃つ構えをしている姿

が見えます。中央上の写真は、高等学校にイノシシが出没し、機動隊が捕獲し運んでい

るところです。左下の写真はイノシシが道路をうろうろ しているところです。右側の写

真は、イノシシが商店にまで入り込んでいます。街にイノシシが出没し問題となったた

め、ソウルを中心とした都市で我々は調査してきました。

農作物被害

これからは農村地帯でもかなり問題になるでしょう。イノシシによる農作物の被害が

かなり増えることになりそうです。2004年以降、野生動物による被害の中でイノシシ

によるものは 60%以上を占めています（図 5)。最近 5年間の被害額は 25億円以上に

なっています。図5の左側の写真は水田に出てきたイノシシによる被害です。右側の写

真は野菜畑におけるイノシシによる被害です。1923年までは、野生動物による被害で

一番大きかったものはカササギによるものでしたけれども、 2004年以降はイノシシが

トップで、その次

がカササギ、その

図4 韓国におけるイノシシ都市出没被害

次はキバノロ

(Hydropotes 

inermis) としヽう

日本にはいない

シカが被害をも

たらしています。

● Crop damage農作物被害 イノシシによる星作物被害は
2004年から増加

►Jncre邸ing crop damage byヽvildboar since 2004 野生動物による自作物被害

• Wild boar damages account for 60% of皿 nualwildli e amage 
閃i0%はイノシシによるもの

• Damages exceed 20 million dollars for recent 5 years 最近5年間の被害額は
2干万ドル(25億円）超

,o.ooo 

,.ooo 

國 5 韓国におけるイノシシの農業被害
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3-3. イノシシの生態学的研究

イノシシ被害が大きくなる前に調査は始まりましたが、イノシシに関する研究の蓄積

は不十分ではないかと思います。韓国では今までイノシシに関する調査や研究はあまり

されていません。私の研究室で本格的に調査に取り掛かりましたが、それまで行動圏や

食性などの生態学的情報がどうなっているのか分かりませんでした。例えば、私たちは

体が痛い時にはお医者さんに行って診察してもらいます。同じように、何が問題かとい

うことを調べてはっきりさせるべきだと思います。調査で明らかにすべきこととして、

なぜ都心部に出てくるのか、何を主な餌として食べるのか、どんな農作物を好むのかと

いうことを調査することにしました。

行動圏調査

行動圏と生息地適性のモデリングをしました。私たちはソウルと居昌（コチャン）郡

の二か所で調査を行いました（図 6)。

図6左側のソウルには平地と山があり、盆地のように山が取り巻く形になっています。

ソウルの北側にあるブカンサン（北漢山）という山は、1200万人のソウル市民に愛さ

れている山です。植物相も動物相も豊かで国立公園に指定されていますが、ここにイノ

シシが出没するので調査をすることにし、 5頭のイノシシを捕獲して GPS首輪をつけ

ました。

図 6右側のコチャン郡と

いうところには水田があり、

水田の周りに山 がある形で

す。これは韓国の典型的な農

村の水田風景です。ここでも

2013年に 3頭捕獲して調査

しましたが、最後には密猟で

殺されてしまいました。

行動圏を調査するために、

捕獲には箱ワナを使い、 3か

月ぐらいワナに誘引するた

めに餌付けをしました（図

7)。巻き餌とともに日本の

場合はワインを使うと聞き

ましたが、私たちはマッコリ

を使います。マッコリはかな

り匂いが強いからです。 3か

月ぐらいかけて慣れれば捕

I~c~ot雰誓；ヽ霜謬゜f wild hoar j 
● Homen, 呵• 行●●

ソウルと●村地蟻でイノシシを籍ワナ篇裏
バ知平四d叫 i匹匹boxt,叩 m細 d叫平叫血： ..... 呵叫vely

ソウルと農村地箪で各3●体に
GPS●輪をつけて遍薯●査

• C,pt叫 5ind./mo咄四d3 ind. using VHF aid GPS collar (2 ind. was le紐“た町,..,.,心）

in Sc叫 and3ind. in叱如ltural.,.. (3 ind. was killed by poac辿導） from 2012 to 2013 

Mt. Bukhan National Puk m Seoul 

図6 韓国におけるイノシシの行動圏調査

Ecological characteristics of wild boar I イノシシの生態学的特徴 7 
• Home『ange行闘●

獲して、麻酔銃で撃って、麻 図7 イノシシの捕獲と首輪の装着
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酔がかかった時に体重を測った

り体の大きさを測ったりします。

そして GPS首輪をつけて放しま

す。このプロセスは日本と同じだ

と思います。行動圏に関しては、

GPS首輪が一定時間ごとに送る

信号を私たちの携帯電話で受け

るという方法で調査します。もち

ろん VHFアンテナを使った三角

法でも調査していました（図 8)。

図9は、 2012~13年にソウル

のブカン山で行った行動圏調査

です。 3個体を追跡調査しました

が、 山の中腹から奥には行きませ

んでした。都市の住宅地や林縁部

を中心に動いており、これはソウ

ル近郊のイノシシの特徴ではな

いかと思っています。そして

MCP法や KDE法によって行動

圏のデータ解析をすると、 MCP

法では平均 20k祉ぐらいになりま

した（医 10)。もちろん KDE

法による数値は低いですけれど

も、このぐらいの行凱圏を持って

いるということがわかります。

この結果に基づいて生息地適

I ~~ 呼竺＇ば~;~Iば，悶謬of "ild hoar I 
-- ------ ----- - - - ----------------------------------------------- ------ - ----

• Home range行●■
＞ふ〇ぢぺ叫•<•fix-•細""'"""'f2boun..atn.,●''"""'皿由odwu而叫"",-<10fixmVKfoaに

~ G応菖輪で2鴫IIごと、及び

¥. ?I¥ VHFアンテナを瓜た三負
燻でイノシシの位置を糟定

固8 イノシシの行動圏調査方法

I~ 呵＇？雰ド閏誓謬 o1ヽヽildhoar I 
- -- -- --- --- - - - - --- ----------- - - -- - - - ------------ - -- -- -

• Home range行●●

• Collcctodl匹12,05◄eoor<I血,.伝 2012102013伝 3ind. in Seoul 
ソウルで3●体から2,0メの位量データを取得

• Wildboetm血 ly匹 ,--.d""'"nd ....ie.tial .... 
イノシシは主に住宅地を暮繭していた

g
 

● Homer●叩行●■

｀ 
·• 

図9 ソウルにおけるイノシシ 3個体の追跡結果

I~l'~(i i:•~ 訂誓t;:~謬ofヽdidhoar I 

性のモデリングをしてみました

（図 11)。図 11の左側の図の黄色の点は実測データです。生息地の標高や土地利用、

図 10 3個体の行動圏サイズ

傾斜度、道路からの距離、林齢等の情報を入れて、いろいろとモデリングをやってみま

した。その結果、ソウルのブカン山ではイノシシが棲みやすい場所は 70.74k面であり、

ブカン山全体の 19.3%を占めました。モデルとの合致度は 85%とかなり高くなりまし

た（図 12)。モデルに従うと、ソウルではイノシシは林縁部で生息できると思われま

す。理想的な生息地となる重要なファクターの一つとして、標商が挙げられます。その

理由について、写真でも示されていますが、ブカン山の頂上部分は岩が露出しており、

あまり落菓広葉樹がなく灌木のようになっているため、イノシシにとって餌やシェルタ

ーとなる場所がないからです。したがって、イノシシは山の上の方には行かないと考え

られます。
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図 13は農村

地域で調査した

行動圏の結果で

すが、 MCP法で

平均 5.56klfiに

なりました。ソ

ウルと違って農

村部では水田を

中心に動いてい

ました。農作物

に引き寄せられ

ている感じがあ

ります。私達は

昔からイノ シシ

とい う動物は山

にいるものだと

思っていました

し、農耕地に出

てくるとは思っ

ていませんで し

Ecological characteristics of wild boar 
,-.... -

イノシシの生態学的特徴 ~ 
● Habitat suitability modeling生息地遍性のモデリング

• Although limited saruple, we conducted habitat suitability mode血gofヽvildboar using心 cGJS and MaxEnt 

• Used total 2,054 coordinates from GPS collar and 156 inhabitation tracks in Mt. Bukhan of Seoul 

• Model parameter -elevation, land coverage, slope, aspect, distance from the road, forest type, forest咤Cclass 

GISソフトを用いて生息地適性のモデリングを実施

ソウル近郊の2,054の位置座標と156のルートを利用

たが、その認識

が変わ りました。

図 14は、 コ

固 11

モデリングのパラメーターは標高、
土地利用、傾斜度、傾斜方向、道
路からの距離、森林タイブ、林齢

立

I ~c竺雰誓旦霜悶;of wild boar 

● Habitat sultabllity modeling生息地遍性のモデリング

• Suitable habitat area for wild boar is about 70.74 

bn'(J9.3%)イノシシの適正な生息地は70km

• Power of model test using ROC curve is 85% 

• Model shows that wild boar could inhabit only 

edge area in Seoulモデルによるとイノシシは

ソウルの周辺部のみ生息可能

• Elevation is main parameter to detennine suitable 

habitat如 auseMt. Bukhan is consisted of rock on 

the top標高がイノシシの生息地適性を決定

する主要なパラメーター

図 12

~ 

ここ正
区正戸
芦戸

ソウルにおけるイノシシの生息適地のモデリング結果

チャン郡の小さ

な村で、黄色の点が実測データです。同じモデルを使って解析した結果、図 15のとお

り、171k記が棲みやすい場所で、 全体の 21.4%を占めました。ここでは水田とリンゴ畑

を行き来していました。 モデルと の合致度は 75%で、少し低くな りました。ここでも

標高が、生息適正を決定する重要なファク ターになっていることが分かりま した。

斤）:.:ical charackriヽticヽ of¥¥iltl hoar 

イノシシの生慇学的特徴
- - - -- -- - -

● Home r●呵• 行●●
農村嶋蟻ではmの位11戴●をm讐

• Colは叫 I叫'""'°"""''"疇ria,I匹·-~ '"'
>In= .... ~" "°""'四•.m紐,Jy ml叫'""""'"'''""'ー--Iiの中心●とは異なり．昼間li*IB鯛辺にいることが

，，い

MCP 

図 13 農村部におけるイノシシの行動圏

I :~ 呼竺雪訊閤悶盆nl~~'り hnar____ -~~I 
● Ha血 t叫創lilymod曲ヮ生●嶋遍晨のモデリング

>U叫"""'"""'""叫~,,..,呻""""'""'"-'呻心"M'°"匹 in疇如曲"""'暴

農村地域の254の位置座標と523のルートを利用

図 14 イノシシの生息適地分析の

パラメータ
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ll万雰誓；；ば悶悶；of wild boar _ _ _ _ I 

• Habitat suitability modeling 生息地適性のモデリング

• Suitable habitat area for wild boar is about 171.42bn' 
(21.45%)イノシシの適正な生息地は171km

• Model shows that wild boar could ii1habit or stay 
around rice paddy and apple orchardモデルによ

ると、イノシシは水田またはリンゴ園周辺に生

息可能

• Power of model test using ROC curve is 75% 

• Elevation is also main parameter to determine 
suitable habitat in agricultural land農村地域でも

標高が生息地適正を決定する主要パラメー

ター

~= 

~~ 忘
区：ごヨ巨
圧ごこ

図 15 農村部におけるイノシシの生息適地のモデリング結果

食性分析

農村地域でイノシシが何を食べるのかを調べるために食性分析もしました。農村地域

において個体数調整で捕獲した 79頭のイノシシの胃内容物をサンプリングして分析し

ました。図 16に示す通り、メッシュサイズの異なるフルイを用いてフィルターにかけ、

フィルターに残った胃内容物を 11のカテゴリーに分類しました（図 16)。どちらかと

いうと植物由来の根や種子、果実が多く、そして無脊椎動物や農作物も入っていました

（図 17)。乾燥重量で計測したので、早く消化される無脊椎動物は過小評価されてい

るように思います。季節ごとに胃内容物の乾燥重量を見ますと、通年で植物が多く、全

体の 93.5%を占めていました（図 18)。無脊椎動物は、主要な動物質性の餌資源にな

っていました。秋は農作物を採食していた結果から、秋から冬は農作物が主要な餌資源

になることが分かりました（図 19)。図 19一番左側の植物質のグラフを見ますと、

春・夏・秋の順に減っています。一方、図 19一番右側の農作物のグラフを見ますと、

春・夏・秋が進むにしたがって比

率が高くなっています。これらを

合わせて考えると、春は野生の植

物を食べますが、秋には農作物に

餌資源が変わるということが分

かります。

食性分析で、オスとメスで別の

食物を食べるかどうかを調査し

た結果、差はありませんでした

（図 20)。図 20右の円グラフを

lie内雰誓；霜霜゚ fwildboar I 
亀 DI●t•nalysis 食性分析

C訂riodout 79 ,tom,,h印 "pl<Olutly~, from四 Hingp, 咤mmtofi秤"

outd↓ othab>tof ヽ,Id"'"'" 咤rioul皿al 血•from 2012 to 2013 

79の胃内容サンブルを用いて、農村地域での食性を分析

> Filttt<d out ,tom,ch ,nnt<11t, 匹 ngd,ffe,,nt ,;,, of•"·" (5 6皿 n.

2mm, lnnn, 38直）いくつかのメッシュサイズの異なるフルイを

用いて冒内容物をフィルターにかけた

> Clanifi<d ,ont<na on ti>< ,i"・" by 11'°''! 匹 s

フィルターに残った冒内容物をIIのカテゴリーに

分類した

図 16 イノシシの食性分析方法（胃内容物分析）
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見て頂きますと、胃内容物にはクリ、コメ、リンゴなどが多かったです。最近韓国では

一般の農業者はクリを収穫しません。収穫しても人件費がかかるため、クリの木は放置

されています。イノシシはその落ちたクリを食べにくるので、イノシシの出没する一つ

の要因になっています。
--- -- - -- --- --------- - --------- ----- --

Ecological characteristics ofヽvile!hoar 

イノシシの生態学的特徴-- - -----

● Diet analysis I '• ゚

食性分析 ，9 

「ー］ 「］ 戸；~;:~

i 
; 0ヽ

J! 
；ヽ0

20 

以り見濃叫v--I 
- - -

> Wild boar mainly consumed plant matters, invertebrates and crops主な食性は植物質、無脊椎動物、農作物
• Invertebrates occurred with high frequency but were underestimated in dry weight応血 they血 rapidlydigested 

無脊椎動物は早く消化されるので、乾燥重量では過小評価されやすい

図 17 イノシシの食性分析結果（食物項目％）r--- 一一

恥 ologicalcharacteristics ofヽvildhoar 

イノシシの生態学的特徴 - =i 
• Dl•t analysis食性分析
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• Seasonal variation in diet of wild boar, plant matters including crops represented up to 93. 5 % through the year in dry weight 

農作物を含む植物質が通年の乾燥重量で93.5%を占めている

> Invertebrates was the main diet resources of animal matters無脊椎動物は主要な動物質の食資源である

> Wild boar consumed more frequently crop in harvesting season, especially autumn秋の収穫期に農作物の採食が増える

図 18 イノシシの食性分析（乾燥重量 g)

Ecolo:.:ical d1aractcriヽlieヽ 0「¥¥ildhoar I 

イノシシ(/)生態学的特依

. -・-貪性分竃

．．

．
．
 

-
．．
 書 ru1: 

.............. .. 衝買 ""'ヽ●9お

• 泣 叫9如が如'"""""'"'叫喝ぬ一屈寧…一＂紐 OVA,Wiぬ四心臼.,,,...... ,) 

暮から秋にかけて明らかに貪性が賣化している

• c..,,.,; か,i,..,.,....心 』4』闘 ,ur...•必....圧 四叫 roc.叫"""""""'
・作物を秋の重憂な食賣薫として、イノシシは冬に●えているようだ

図 19 イノシシの食性の季節変化

（乾燥重量 g)

~c~ •i雰~：'認霜盆of ¥¥ild hoar J 
• Diet analysis貪性分績

且~• 凶邸…匹··•'=血'""'如叫,... , 叫如遍•(ぶ0、,A ； .......... tt,F-0.0I, が Jll7;瓜""'
匹 Htt,F-0 ,., p-0.072, C, 叩sF-0.01, p-0.9037)貪性に性董は見られなかった

• O叩 C匹m咄切.,~....= ..... ,-』¥'""'''"'山叫(llヽい沢""•-'-") 血幻m如
食されていた●作物は．乾爆重量で多い順に、クリ(33%)、コメ(31%)、リンゴ(24%)であった

図 20 イノシシの食性の性差

（乾燥重量 g) と農作物の種類
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3-4. 出没するイノシシの管理方法

これまでの結果につい

てどう考えるか、イノシシ

をどう管理すべきかにつ

いて、今からお話しします。

都会では箱ワナを使って

捕獲して殺処分するしか

ないのではないかと思い

ます（図 21)。それには

問題もありますが、一番効

果的な方法です。

都市部のイノシシ管理

に関わる関連組織

イノシシが突如現れて問

題になった時に、どのように

問題解決するかは私達にと

ってもまさに今直面してい

る課題です。捕獲許可は地方

自治体が出すため、事前に警

察と協議して事前許可を出

し、イノシシの機動対策班を 図22 韓国の市街地におけるイノシシ捕獲対応

作ります（図 22)。この対

• Ca油匹田insbox匹，andCulling by hunter in downtown 

糟ワナで生体禰覆し、街の中心郷で狩薫看が繍穀する “ 
，
 

＇贔
~....、

図21 韓国におけるイノシシの捕獲

lヽanagcmcntimplication 

研究結果の保渡管理策への適用

• Captunt and Culling of Wlkl boarイノシシの槽璽と檜載

策班は、行政、専門家、ハン

ターが一緒になって構成さ

れています。もし都市で被害

が出てすぐに申告があれば、

イノシシ機動捕獲班が現場

に出動して、場合によっては

捕獲するということになり

ます。日本もそうだと思いま

すが、韓国のソウルもかなり

の大都会ですから、 一般人が不安に思うため、被害を最小限にして早めに解決するシス

I謬悶閲霜雰□誓□の適用 I 

防護●の設置と

纏袴讐遭

図23 イノシシ防除用のフェンス設置の課題

テムを作るべきだと思い、この形で今韓国政府は動いています。

柵設置による管理

次の管理手法は、フェンスを作ることが挙げられます（図 23)。フェンスは張るだ

けでは不十分で、図 23右側の写真に示す通りしつかり管理すべきです。穴があれば使
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えません。図 24の写

真は、ソウルのブカン

山のものですが、赤い

線の部分は地形的に一

度入ったら出られない

ボトルネックのような

形になっていて、ここ

をイノシシが頻繁に利

用します。この部分に

フェンスを設置すれば、

兵庫ワイルドライフモノグラフ 8-3

望悶悶闊勺は言盟；の適用 -・......... , J 
• Construction and Maintenance of fences 防護柵の設置と縫持管運

• Needs to construct fcoccs at the places where have geo笞aphicalfeatures like bottle neck 

地理的状況を分析して、重要な通り道になっている場所に柵を設置する必要がある

＂胃 ● ̀ 
I 

., ..、(・', . 
~.~ づ

・＼~\~ -,.·~·-' 會,. -ら、

山と市街地を効果的に 図24 イノシシの行動から見た防除地点

分断することができる

ので、問題が起こりに

くくなります（図 24)。

重要な場所にフェンス

を作るべきだと思って

います。 GPS首輪のデ

ータでみると、イノシ

シは午後 5時から朝 6

時まで餌を求めて動き、

昼はねぐらでずっと休

んでいるようでした

（図 25)。そのため、

イノシシとの軋礫を避

ける一つの方法として、

ブカン山の登山客には、

イノシシの活動時間を

避けるように呼びかけ

ています。

生息地管理

生息地管理として、

イノシシの生息地は人

芯悶;n~芦霜誓:の適用 I 
• Differentiation of activity from the wild boar 

生息地による行動パターンの違い

• From GPS tracking results, wild boars u1habiting in do、VlllOwn

were typically nocturnal都市部のイノシシは夜行性

• Mainly started their feeding activity at 17 00 P.M and 

finished at 6・00 A.M 17時に採食開始、朝6時に採食

終了

• Hikers who would go lo mountain need to avoid wild boar's 

activiり・time 山を歩くハイカーはイノシシの活動時間を避

ける必要がある

図25 イノシシの活動時間帯

-・・--・--●●● → - · • - · 

且：

芦悶悶望悶~;霜誓:の適用 1 
ot. Habitat management生息地管理

• Wild boar's main resting sites are very close to do,mto¥¥'1 resulting from 2 ind. GPS tracking イノシシの主な休息場所は
町に非常に近い

• Distance from do匹 to,vnto restii1g site is休息場所と町の距離は

average~ l記.I 士W .8111 230.S士lll.9m

図26 イノシシの休息場所

間の活動域に近いです（図 26)。人間の活動域へ 40m近くまでイノシシが近づいて来

るとかなり不安に思います。ですので、藪のような下層植生を刈り払う生息地管理を行

い、イノシシのねぐらやシェルターになるようなところを無くしてしまうのが一つの管

理の方法だと思います（図 27)。
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今後の管理への提言

都市部での管理には、一番は捕

獲して殺すことではないかと 思

います（図 27)。銃や猟犬を使

うことはかなり制限があります。

しかし、イノ シシを管理しなけれ

ば大きな問題になります。ソ ウル

でイノシシが生息する可能性の

ある場所は限 られており 、環境収

容力を簡単に超えてしまう ので、

管理するべき だと思います（図 2

8)。農耕地も同じです。電気柵

などを使う必要もあり ますし、行

動圏や食性分析をした上で、電気

柵で守るだけではなく て個体数

管理もするべきです（図 29)。

一度出てきた個体は続けて出

るので、 両方行 うべきです。その

ように管理するべきだと思いま

す。 全体としては、前に発表 した

先生方と 同じ話ですけれども、管

理方法は似ています。

調査や研究ではいろいろと 難

しいことがあり ます （図 28)。

私達がイ ノシ シを 生体捕獲し

GPS首輪をつけて放しましたが、

次に出てき た時に危ないから と

殺されたこと がありま した（図 3

0)。時間をかけても研究ができ

ない状況もあります。また農村部

では被害防止のために農民自ら

密猟すること が一般的になっ て

しまっています（図 30)。研究

者としてこ ういう難しい問題が

ありますが、私の研究室の学生は

一生懸命研究を続けていきます。

御清聴ありがと うございま した。

兵庫ワイルドライ フモノ グラフ 8-3

芦霜誓:¥の適用 I 
● H1blut ma心 9ement生息嶋讐・

>凶辿lo.,,rid of Und<UOO<J'ヽ'''"・O,ooto

<1,;v,outヽ ・,Id匹 fr叩,ohop<「9匹 Cj

イノシシを層辺撼から追い出すために下層

樋生を刈り払う必賽がある

Midi><心..... 血."'" 

~ 
喧

H如"匹叩に匹 ●楓員での生息地讐瑣

固27 イノシシの生息地管理

〗悶悶雰閤霊霜竺(})適用 I 
● Management lmpllcatlon In do如 town ●市●での景震瞥・筆を彎える

> lnurl>ontu,._h四 tmg四.,rifle叫 00,,. "'叩"℃ly.UO• ℃ d only in,.., •ild 畑""'"'匹紐 totbe

pouibihty of"'如 otof the mouotKO huc<n 

蓼市部では．ライフルと猟犬を用いた禰衰は限定的に許可される

> Ou, mulu """''"'tloat印...-,., ヽild切o,wdont.. b<o四 ""''ueifthe≪-,Ube匹.._
,tnt<p«on•-ild 切 populatton

イノシシ111体群に関する保謹讐瑳戟略がなければ、掘市部でのイノシシの出没は増えると、

われわれの研究は示喰している

> w;ld匹 ,u心blch,bot●'"""ヽ"''皿ot,d,o 曲t 切ヽ•匹炉lat心 <OOid<&出y«記 hcan7屯 - 心y

イノシシの適正な生息地は非常に限定されており` イノシシの個体数はその生息地の環墳収専力に

容易に遣してしまう

図28 イノシシの保護管理への提言 1

l~ 悶言霜霊霜；か翻l -~---~ 」
● Electri<: fenc● In a9ricultur●切nd●嶋での電気●

• Tue mto "'""""'by切叩 '"'f'ondd><t ,na1,,.,, w, 恥・,to comb<nc切 hclcc曲 fcnccond呼 lo<iou<0<t11ol暑tin<
~-··~ 如 a-opd'""" m叱ncul匹町totoke cn,p, o≪o<dm, to diet M>i>•• 
al如沖'"'ハnklh<心P匹~!too caut 

行騎1!1と食性分析により．農作物櫨書を減らすためには電気欄と●体数讐覆を董行して行う必璽性が明らかになった

• Afla-al¥ to≪oolvc human-• 辿匹〇伽'・"""""""''叩pkn匹 I●!ton如 klbee叩吟cdacco<ding to山ffa-mt
h血 I●tru<hu山 bonond碍 cultunll,nd 

イノシシと人間の諷職を鱗溝するためには、暮市瓢や三地のような生息地ごとの保護讐環を実鑢する事を検討すべき

こ ＝ 図29 イノシシの保護管理への提言 2
- -- - -

I心悶昇＇；；雰＇．竺雷 l 
• Difflcultiel 1111●点

• ¥¥11d bo" ""'"'"'叩"'"'!bo< IDp fo, otudy ,e. 印,.....;,do畑 to畑 ,ndk,11≪1切h'"""吋....如か'"'"、v,ld

匹 m血'"'
箱ワナで研究のために生体憎獲された値体がイノシシ管運者である狩猟者に殺されてしまう

• p心 h;,go匹..畑tm,'"""I匹,!~重 LO芦ol≪l<n>p心 Ive●f匹 n-,Id匹

農作物保護のための密覺が多い

図30 韓国におけるイノシシ研究の課題
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