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V. おわりに

琵琶湖東岸に位置する伊崎国有林ではカワウの個体数が増加し，その営巣に

より 2003年までに約llhaに及ぶ樹木の集団枯死が発生した。

こうした状況を踏まえ，林野庁近畿中国森林管理局において「伊崎国有林の

取扱いに関する検討におけるワーキンググループ」が設置され， 2007年 4月に

「伊崎国有林の森林管理におけるカワウ対策方針」が策定されて，滋賀森林管

理署がこれに基づきカワウ対策を行うこととなった。

具体的には，森林の定期的なモニタリング（森林影響調査）を行いながら，

森林管理・植生回復対策として枯死木の伐採や郷土樹種の植栽等を実施すると

（林野庁近畿中国森林管理局滋賀森林管理署長）
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ともに，カワウ抑制対策として滋賀県による銃器捕獲等が実施された。

その結果，カワウの生息数は2005年の15,691羽から2016年の133羽に減少し，

被害を受けた森林も回復してきた。

カワウ対策は新たな段階を迎えつつあり，今後とも，伊崎国有林の適切な保

全管理をめざし，取組を進めていきたいと考えている。

キーワード：カワウ，森林被害植生回復捕獲

I. はじめに

カワウ (Phalacrocoraxcarbo, 写真 1) はカツオドリ目ウ科に分類され，北

海道から琉球諸島大東諸島まで広く分布し，河川，湖沼，海岸に生息してい

る。体長は約S0-85cm,体重は約1.5-2. 5kgである I)。魚食性であり，潜水

して魚類を採食している。採食時に潜水する深さは，最大で水面から約20m

に及び，長いときには約70秒も潜っていることができる。飼育下では， 1日に

約330gを食べた記録があるほか，代謝や運動などのエネルギーからの試算に

よると，気温24℃前後で，体重 1kgあたり 262gの魚を食べる必要があると推

定されている2)。

主に水辺の林や構造物にねぐらをとり，集団で繁殖を行う。繁殖も行うねぐ

らを集団営巣地（コロニー）と呼んでいる。

滋賀県においては，水域が広大で魚類資源も豊富なことから，古くからカワ

ウが生息しており，戦前の琵琶湖では，竹生島をはじめとする島や岬にカワウ

は営巣していたものと思われる。 1941, 1942年の朝日新聞には，滋賀県で湖魚

や養魚池などの被害から，カワウやサギ類の銃器を用いた捕獲が行われたこと

が報じられており，また， 1937年に滋賀県保安課職員から農林省山林局烏獣調

査室に送られた報告では，竹生島の樹木枯死が風致上問題として，カワウやサ

ギ類の捕獲が行われたことが記されている3)。

しかし，その後全国でのカワウ生息数が減少するのに伴い，琵琶湖周辺で

もカワウの生息記録はなくなった。

その後琵琶湖の水質の改善が進んだ影響もあってか， 1982年にびわ町（現

長浜市）の竹生島のサギ類コロニー内でカワウの繁殖が確認され， 1988年頃に

は近江八幡市の伊崎半島（伊崎国有林）に第二のコロニーが確認された。

水利科学 No.362 2018 
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馳

写真1 伊崎半島のカワウ (2017年 9月）

写真2 カワウの糞の付着 (2012年 1月）

これ以降滋賀県におけるカワウの生息数は次第に増加し，竹生島伊崎半

島 （伊崎国有林）で大コ ロニーが形成され，2004~2009年の春期生息数は 3万

~4万羽に達した叫

この急激な生息数の増加により ，集団で営巣するコ ロニーでは生息密度が過

剰となり巣材を集めるための枝折りや，大量の糞の付着 （写真 2)による葉

の光合成阻害などにより，樹木が枯死（写真 3)するなど植生被害が拡大して

きた。また，採食地である河川や琵琶湖では，アユなどの重要な水産資源が捕

食され，甚大な漁業被害が発生 した5)。

水利科学 No.362 2018 



4
 

写真 3 枯死したヒノキ等 (2012年 1月）

本稿では，伊崎半島（伊崎国有林）におけるカワウによる森林被害の状況，

これに対する被害対策の実施状況及び現時点の森林の回復状況について報告す

る。なお，本稿については個人として投稿させていただくことをあらかじめ

お断りしておく 。

II. 伊崎国有林のカワウ被害と対策方針の策定

1. 伊崎国有林の概要

伊崎国有林は，滋賀県近江八幡市の琵琶湖東部に位置する伊崎半島にあり

（図 1). 面積は約57ha,ヒノキと広葉樹を主体とした森林で覆われている。

伊崎半島のうち伊崎寺などの所有地を除く大部分がこの伊崎国有林となってい

る。

この区域には，比叡山延暦寺の支院の一つである伊崎寺への参道があり，

「琵琶湖国定公園第 2種特別地域」に指定され，琵琶湖に面した風光明媚な森

林景観を期待される地域で，機能類型が全域「森林空間利用タイプ」となって

いる。また，全域が士砂流出防備保安林及び鳥獣保護区に，ほとんどの区域が

保健保安林に指定されている見

水利科学 No.362 2018 
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~.. ~ 
図1 伊崎国有林の位置

2. 伊崎国有林におけるカワウ増加

伊崎国有林では，1988年にコロニーが確認され，その後生息数が次第に増加

し，滋賀県の調査によると， 2005年春期には営巣数5,546巣，生息数は15,691

羽に達したと推計されている（表 1)。

この間のカワウの営巣状況については，まず，1988年にはじめて営巣が確認

され， 1992年には伊崎半島西部の北側尾根部の約1.3haとなり， 1996年には営

巣区域が約4.7haに， さらに2000年には約17.7haまで拡大した （図 2)。

このため，巣材としての枝葉の採取や糞の飛散等によりまず伊崎半島北西

斜面に樹木の集団枯死が発生した。これに伴い，カワウの営巣箇所が半島南西

部の湾岸地域に移動し，半島南西部でも樹木の集団枯死が発生，枯死面積は

表 1 伊崎国有林におけるカワウの営巣数等の推移（対策本格化前） 7) 

：：こI1~ 年RI1m年"'I-~,1, I 三五：I ""三
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図2 カワウの営巣区域の変化8),9) 

図3 カワウの営巣による樹木枯死区域 (2003年撮影の空中写真判読による） IO) 

2003年までに約llhaに達した（図 3)。

3. カワウ対策方針の策定

こうした状況を踏まえ，林野庁近畿中国森林管理局において2004年に学識経

験者及び職員からなる 「伊崎国有林の取扱いに関する検討におけるワーキング

水利科学 No.362 2018 
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表2 伊崎国有林の取扱いに関する検討におけるワーキンググループ

学識経験者 1五十嵐哲也（（独）森林総合研究所関西支所森林生態研究グループ主任研究

（五十音順） 員） (2008-2009) 

石田 朗（愛知県森林林業技術センター技術開発部技師） (2004-2007) 

石田 清（（独）森林総合研究所関西支所森林生態研究グループ長） (2007) 

大住克博（（独）森林総合研究所関西支所地域研究官） (2005) 

奥田史郎（国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所関西支

所森林生態研究グループ長） (2010-) 

亀田佳代子（滋賀県立琵琶湖博物館研究部総括学芸員（動物生態学））

(2007-) 

須藤明子（（株）イーグレットオフィス専務取締役） (2008-) 

高柳敦（京都大学大学院農学研究科講師） (2004-) 

林野庁 I近畿中国森林管理局技術普及課 (2004-),計画課 (2004-2006)

箕面森林ふれあい推進センター (2004-)

滋賀森林管理署 (2004-)

オブザーバー I滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課 (2005-), 農政水産部水産課

(2005-), 近江八幡市 (2005-), 長浜市 (2007-)

注：数字はワーキンググループであった年度を示す。組織・役職名は2017年または在任最終年度

のものを記載。

グループ」（表 2)が設置されるとともに，カワウによる森林への影響の実態

を把握するための森林影響調査が開始された。 2005年からは滋賀県など地元関

係者もメンバーに加え，調査内容の検証を行いながら，森林保全・植生回復対

策カワウ抑制対策の検討が進められた。

森林影響調究の結果，次のことが判明した。 11)

①伊崎国有林においてカワウの影響を最も大きく受けている樹種はヒノキで

ある

②ヒノキは，樹木が衰弱し始めると枯死に至る場合が多く，カワウの影響が

なくなっても樹木は健全な状態に回復せず，数年を経て枯死木が林立する

状態になる

③常緑広葉樹，落葉広葉樹は，樹木が衰弱したとしても，カワウの影響がな

くなれば，枯死木を除き，ある程度，樹木は健全な状態に回復する

④伊崎国有林中央部の尾根より西側にヒノキ人工林がまとまってあり，そこ

で高木層のビノキが枯死することにより，植生としては高木層が空いて一

部の草木が繁茂している

これらの調査結果を踏まえ，ワーキンググループにおいて検討が進められ，

水利科学 No.362 2018 
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2007年4月，「伊崎国有林の森林管理におけるカワウ対策方針」が策定され，

滋賀森林管理署がこの方針に基づき，後述するカワウ対策を行うこととなった。

カワウ対策方針では，これまでの調査結果を分析した結果，今後の取組方向

として，カワウの影響を受けやすいヒノキ林から，広葉樹の割合を増やした針

広混交林への誘導が望ましいことや，森林被害の拡大を防ぐため，ある程度カ

ワウの営巣数を制限する必要があることが考えられ，これを具体化するものと

して，次の基本方針が定められた12)。

①カワウの完全な追い払いが困難なこと，他地域へのカワウ分散による影響

への考慮から，カワウのある程度の生息を前提として森林管理を行う

②森林被害の拡大防止と滋賀県全体のカワウ個体数減少目標を念頭に置き，

カワウを限定的な区域へ誘導し，結果としてカワウ個体数を減少させるこ

とを目標とする

③最終目標と， 10年後程度を目途とする中期目標を設定する

④目標達成のため，伊崎国有林をいくつかの区域に区分し，区域ごとの対策

を推進する

具体的な区域の区分と区域ごとの対策と目標をそれぞれ図 4. 表 3に示す。

また，これらの対策は，同時期に「滋賀県カワウ総合対策計画」 14)を策定し

生息抑制区域
（区域 n)

生息抑制区域
（区域皿）

準生息防止区域（区域IV)

図4 対策目標区分区域図

水利科学 No.362 2018 
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表3 区域ごとの対策と目標13)

区域
中期目標 (10年後： 2015 (平成27)年度） 最終目標

森林管理・植生回復対策 カワウ抑制対策 森林管理対策策 カワウ抑制対策

現存森林植生の維持 目標営巣数 0 現存森林植生の 目標営巣数0
（現営巣数 O) 維持

鷹塁
現存する森林植生の維持保 現状（営巣による森林 現存する森林植 現状（営巣による森林

全 被害を受けない状態） 生の維持保全 被害を受けない状態）

を維持 を維持

贔 ［制御方法］

・定期的な見回りの実

施（伊峙寺との連携）

森林植生の回復．維持 目標営巣数0 針広混交林化 目標営巣数0
針広混交林への誘導 （現営巣数o)

〇樹木枯死・伐採跡地箇所 植生回復後，森林被害 広葉樹の積極導 営巣による森林被害を

広葉樹の積極導入 を受けない状態を H指 入による針広混 受けない状態を維持

［植生回復方法］ す 交林化の促進 ［生息防止区域］へ移

雷
伐採：枯死木の伐採 ［制御方法］ 行
更新：郷土樹種の植栽 ．伐採 回復した森林植

骨I 天然更新樹種の育成 ・定期的な見回りの実 生の維持保全
・管理：稚樹の保全（苗木保 施

止 N 護ネット） ．銃器捕獲（滋賀県）

贔 試験区域の設定 等

歩道新設

土壌の安定化（柵

エ）
〇森林残存箇所

現存する森林植生の維持保

全

針広混父林への誘導 現営巣数の大幅な減少 針広混交林化 目標営巣数0

広葉樹の積極導入 カワウを追い払い，区 広葉樹の積極導 区域mへの営巣の集中

［植生回復方法］ 域皿への営巣の限定集 入による針広混 状態を維持
伐採：間伐，枯死木の伐採 中化を図る 交林化の促進

II更新．郷土樹種植栽 ［制御方法］

査i 
天然更新樹種の育成 ・間伐 回復した森林植

管理：歩道新設 ・定期的な見回りの実 生の維持保全

土壌の安定化（柵 施

エ） ・銃器捕獲（滋賀県）

等

現存森林植生の維持 現営巣数 植生の維持回復 区域mの範囲内で生息
（経過観察） （経過観察） 可能な営巣数

森林植生の状態（カワウ営 営巣の集中化を図ると カワウの植生へ 営巣の集中状態を維持
皿 巣による植生への影響）を ともに，営巣状況の推 の影響を観察し，

経過観察 移を見る 必要に応じ植生

・見回りの実施 を維持回復

【面積】 ［生息防止区域] 25ha 

［準生息防止区域] I : IOha IV : 4 ha 

［生息抑制区域] II : 9ha ill : 9ha 合計57ha

注：中期目標のIO年後とは，モニタリング開始年度である2005年度の10年後をさす。

水利科学 No.362 2018 
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た滋賀県が進める総合対策や，中部近畿カワウ広域協議会が策定する保護管理

指針と連動することとした15)。

なお，滋賀県や近畿地方におけるカワウ対策に関する動きとしては，この

後， 2010年には滋賀県により「特定鳥獣保護管理計画（カワウ）」が策定され，

さらに2013年には，中部近畿カワウ広域協議会が策定した保護管理指針の考え

方に沿ったものとして，関西広域連合のうち鳥取県，奈良県を除く 6府県を対

象区域とした「関西地域カワウ広域保護管理計画」が策定されており，これら

はそれぞれ2015年， 2017年に新たな計画が策定され，現在に至っている。

皿 カワウ対策の内容と効果

1. 森林管理・植生回復対策

I) 伐採及び更新

1998年度から間伐や一部の枯死木の伐倒等を行っていたが，前述したように

20碍に近畿中国森林管理局に「伊崎国有林の取扱いに関する検討におけるワ

ーキンググループ」が設置されてカワウ対策の検討が始められ， 2005年度から

後述する森林のモニタリングが開始された。滋賀森林管理署においても2005年

度から2006年度にかけて，伊崎半島の分収造林地を契約期間より前倒しで皆伐

し， 2006年度から枯死木の伐採を行うとともに，天然の稚幼樹も活用しながら

植栽・保育，歩道新設等を行った。対策が本格化した2006年度以降の主な森林

管理・植生対策の実施状況は表4のとおりであり，営巣地の移動により新たに

集団枯死が生じた箇所があったため，一部の対策は現在も実施している。

植栽樹種については，郷土樹種を植栽することとして，アラカシ，コジイ，

タブノキ，ヤブツバキ，ウラジロガシなどを選定した。樹種の選定に関連し

て， 2006年度の植栽地の一部にプロットを設定し，カワウによる折損や枯損の

程度について調査を行ったが，樹種による差ははっきりしなかった16)。

植栽後， ヨウシュヤマゴボウなどの背の高い草本が繁茂して植栽木が枯れた

箇所も見られ，補植したり，下刈回数を 2回に見直した箇所もあった。カワウ

の糞による土壌酸性化17)の影響ではないかと推定された。

また，ボランティアによる植栽や下刈等も行われた。 2008年には NPO法人

ヒマラヤン・グリーン・クラブと協定を締結し，伊崎国有林全域に「伊崎ふれ

水利科学 No.362 2018 
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表 4 主な森林管理 ・植生回復対策の実施状況 （単位： ha) 

年度 間伐 枯死木伐採 植栽 下刈 年度 枯死木伐採 植栽

2006 3.61 8 00 9 54 2012 

2007 2 03 3 03 7. 73 2013 66本

2008 225本 8.68 2014 40本

2009 49本 8.68 2015 

2010 8.68 2016 0.95 0.95 

2011 8. 48 2017 

注： l ボランティア活動によるものを除く 。

2 単木的に枯死木を伐採したものは単位を 「本」とし，ナラ枯れ等を含む。

3 植栽には補植を含まない。

4 2005年度から行った皆伐を除く 。

写真4 ボランティアの作業 (20141¥-7月）

下刈

8.48 

0.95 

あいの森」を設定した。これにより，カワウ対策としての植栽や下刈等のみな

らず， 自然観察会の開催や林地に侵入してきた竹の除去まで広範囲にわたる活

動が，多い年では年10回にも及んだ（写真 4)。2016年にはヒマラヤン ・グリ

ーン ・クラブが解散し，「伊崎ふれあいの森」での活動は滋賀グ リーンクラブ

に引き継がれた。

2) 管理

植栽木をカワウによる枝葉採取から守るため，植生保護管を試用し，その効

果を確認した18)。
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写真 5 植栽地と丸太筋エ (2017年3月）

また，伊崎国有林は土砂流出防備保安林に指定されており，士壌の安定化を

図るため， 2006, 2007, 2016の各年度の植栽時に丸太筋工を施工した （写真

5)。

このほか，森林管理上の対策として， 2006年度に約1.9kmの歩道を新設す

るとともに，案内板やパンフレットを整備し，人の入り込みに関する環環境整

備を行い，後述するカワウ抑制対策に活用した。

2. カワウ抑制対策

1) 対策の概要

2007年 4月時点で，カワウの営巣区域は生息抑制区域 (II, 皿） 18haのほ

とんどの区域に広がっていた （図 5)。このうち区域IIからカワウを追い払い，

カワウの営巣を区域皿に限定する方向で対応するとともに，生息防止区域と準

生息防止区域には，カワウが引き続き営巣して森林被害を受けることがない状

態を目指し，滋賀森林管理署として各種対策を実施した（表 5)。なお，2009

年から滋賀県がカワウ版シャープシューティングを本格的に導入し，生息密度

が低下して，追い払いによりコロニーが拡散する恐れが出てきたことから，掛

け矢叩きなどの対策は取り止めた。

2) カワウの銃器捕獲

滋賀県では， 1993年度から主要な漁場において銃器捕獲を実施したが，カワ
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図5 2007年春のカワウ営巣状況19)

表 5 カワウ抑制対策の概要20)

項目 目的 内容 年度 結果

夜間光攻繋 定着阻害 夜間営巣木及び木に止 2008, 半数以上はすぐに飛び去った

（懐中電灯） まっているカワウを懐中 2009 が．巣ごもりをしているとみら

電灯で照射。 れる個体は飛び立たなかった。

掛け矢叩き 定着阻害 繁殖期のビークである 5 2008- 抱卵中のカワウは比較的すぐに
-6月にカワウの営巣域 2010 飛び立ったがすでにヒナのい

が拡大した場所において， るとみられる巣のカワウは飛び

営巣木の幹を掛け矢で叩 立たない場合が多かった。
きカワウを追い払い。

巣落とし 営巣抑制 伊峙山頂付近のコロニー 2008, 低い箇所の巣は落とせたもの

において， 15m の竿の先 2009 の，巣は頑丈に作られており高
に鎌を取り付けた道具で い箇所の巣は落とせなかった。

巣落としを実施。 営巣初期に実施した箇所は再営
巣されることが多かった。

営巣木ビニ ー 営巣抑制 営巣木にビニール紐を張 2008, ビニール紐を張った営巣木に新

ル紐張り る。 2009 たな営巣はなく営巣数は減少し

たが．繁殖期のビークを過ぎて
おり効果の判定ができなかっ
た。ビニール紐は 1ヶ月程度で

破れるか張りが弱くなった。

人の往来によ 定着阻害 歩道を整備し巡視や調査 2006 巡視が容易になったことで被害

るストレスを 営巣抑制 に利用するとともにレク の早期発見対応が可能になっ

利用した営巣 リエーションの森として た。

数抑制 人の入込に活用する。

個体数調整 生息数低 銃器による捕獲を実施 2004- シャープシューティングの導入

減 （実施主体は滋賀県）。 以後個体数が大幅に低減した。

注：実施主体が未記載のものは滋賀森林管理署実施（一部で近畿中国森林管理局の支援を受け

た）。
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ウ生息数の減少に至らなかったため， 2004年度から竹生島と伊崎半島のコロニ

ーでの銃器捕獲を開始した21)。さらに， 2009年度からは伊崎国有林でもプロフ

ェッショナル捕獲技術者による少数精鋭チームが，発砲音が小さく射程距離の

長い高性能空気銃（エアライフル）による精密狙撃法を導入したカワウ版シャ

ープシューティングを実施しており，現在も継続している22)。

滋賀森林管理署も，現地への立入規制や捕獲個体の回収に協力してきた。

3. モニタリング（森林影響調査）

カワウ被害対策を実施しながら森林の回復を図るためには，森林の定期的な

モニタリングが不可欠であることから， 2005年度から近畿中国森林管理局及び

箕面森林環境保全ふれあいセンターにより森林影響調査が実施され， 2008年度

からは滋賀森林管理署での実施となり現在も継続している。

補足的に行われた調査までを含めると多岐にわたるが，ここでは主要な調壺

の内容を紹介する。

1) 営巣状況調査

① 営巣数23)

伊崎国有林内にベルトを設定し，ベルトの両側についてそれぞれ幅10m, 奥

行10mの区画を569区画設定し，ベルトトランセクト法により区画ごとのカワ

ウの営巣数を調査している。調査は毎年実施している。

② 分布域24)

営巣数の調査プロット内外を踏壺して，カワウの糞により林床が白くなって

いる地域や，卵殻や羽が落ちていないかを目視により確認する。さらに，調査

地域を一望できる地点から双眼鏡による観察調査を行い，カワウが止まってい

る地域や繁殖行動，糞によって樹冠部が白くなっている地域を地図に記録する

ことにより，伊崎半島全域の状況を確認する。この調査も毎年実施しており，

単にカワウの生息状況を把握するのみならず，森林管理・植生回復対策の実施

に際しても，具体策の検討のための重要な資料となっている。

2) 林分枯損度調査25),26) 

営巣数の調査プロットにおいて，樹木の個体ごとの枝の枯死割合を25%未

満， 50%未満， 75%未満 100%未満及び100%の5段階で判定し，その最頻値
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をもってプロット内の林分の枯損度を判定するもので， 2~3年に 1回実施し

てきたが，森林が回復してきたため， 2011年度を最後に行っていない。

3) 樹木枯損度調査27),28) 

森林の回復に伴い，カワウの生息適正密度を考える必要が生じてきたことに

より， 2011年度から毎年実施している。営巣数の調査プロットのうち，未だカ

ワウの営巣数が多く，樹木の枯損が進行している区域に絞り込み，調査プロッ

ト内の樹木の個体ごとの枝の枯死割合を林分枯損度調査と同じ方法により 5段

階で判定している。

4) 植生調査29),30), 31), 32) 

2005-2012年に20mX20mのプロットを6箇所設定して高木～低木の調査

を，さらに調査プロット内の代表的な箇所に2mx 2mのプロットを設定し

て草本類の調査を実施した。伐採箇所以外では一部高木の衰退や枯損木の増加

を除き，大きな植生の変化がないことを確認した。

5) 土壌酸性度調査

2012年度に，伊崎国有林内60箇所において，土壌の F層と H層の境界から

5cmと15cmの深さに土壌 pH計を差し込んで調査を行った。調査の結果，カ

ワウが営巣していた地域を中心に pH が 3~4 と低い箇所が見られ，高密度に

営巣している箇所では pHが3を下回っている箇所もあった33)。

N. カワウの生息状況の変化と森林の回復状況

ここで，前述の森林影響調壺の結果等をもとに対策を本格化した2007年度

以降のカワウの生息状況の変化と森林の回復状況を示す。

表6 伊崎国有林におけるカワウの営巣数等の推移（対策本格化後）

已数17年~I~1l~:I w1;1: I~1•~; 
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1. カワウの生息状況の変化

カワウの営巣数及び生息数等の状況は表 6のとおりであり， 2010年度以降，

生息数が急速に減少した。

銃器捕獲は現在，滋賀県が行っているが，その実施に当たっては，滋賀森林

管理署が行っている営巣数や営巣区域の調査結果や 「伊崎国有林の取扱いに関

する検討におけるワーキンググループ」の有識者委員からの意見について共有

を固っている。 2016年春には生息数がわずかとなり，銃器捕獲の実施を見送っ

1 2013年5月 I

水利科学 No.362 2018 

I 2010年5月 I

0 分布及び営巣区蟻

ー● 蘊密度営巣区箪

I -.・ 
図6 カワウの営巣区域の推移34),35), 36), 37) 
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たが，翌2017年 6月は560羽の生息が確認され，再び銃器捕獲を実施すること

となり，個体数調整が必要であることを認識させられることとなった。

また，カワウの営巣区域についても，確実にその範囲を狭め，現在では生息

抑制区域 （区域ill)の一部にほぽ収まる状況となってきている（図 6)。

2. 森林の回復状況

前述の林分枯損度調査の結果は図 7のとおりであり，北西部と南西部でヒノ

キを中心として相当程度の樹木が2008年までに枯死したことや，それに伴い営

図7

2008年

囚枯損度A

固枯損度B

回枯振度C

口 枯損度D

国枯損度E
口ブロット内に（文ば地含む

□対象樹木なし

林分枯損度の推移と植栽区域38),39),40),41)
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写真6 2006年度植栽箇所 (2017年 9月）

巣地が南西部の湾の西側に移動し， 2008年以降枯死が拡大した。一方，枯死木

を伐採し，植栽することにより ，残存木の枯損度の最頻値を示す林分枯損度の

程度が次第に軽微になり全体として森林が回復してきた（写真 6)。

なお，この調査では，残存木の本数が少なく疎林となっていても林分枯損度

の程度が低いと表されることもあるので，注意する必要がある。

また， 2011年度から実施している樹木枯損度調査では，カワウの営巣が無く

なると樹勢が回復する広葉樹が一部に見られた42)。

この調査の結果を用いて，カワウの営巣年数と樹木の枯損度との関係を明ら

かにしようと試みたが現時点でははっきりした関係性を見出すには至ってい

ない43)。

V. おわりに

2007年4月に「伊崎国有林の森林管理におけるカワウ対策方針」を策定し，

伊崎国有林におけるカワウによる森林被害への対策を本格化してから 10年が経

過し，これまで実施した対策は，カワウの個体数減少，森林の回復に一定の成

果を上げ，伊崎国有林におけるカワウ対策は新たな段階を迎えつつあるといえ

る。

しかしながら，分布域を限定しているとはいえ，カワウの生息を前提としな

がら，森林を適切に保全管理し，土砂流出防備等の保安林の機能も維持してい

くことは生易しいことではない。

現在，滋賀森林管理署においては，上記の対策方針の中の対策目標を見直し

て，滋賀県において行われている新たな滋賀県カワウ第二種特定鳥獣管理計画
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の策定作業とも調整を図りつつ，新しい目標を作成するべく検討しているとこ

ろである。

今後とも，滋賀県等の関係機関と連携しつつ，カワウの個体数の管理を行い

ながら，「伊綺国有林の森林の取扱いに関する検討におけるワーキンググルー

プ」の有識者委員の意見を聴き，伊崎国有林の適切な保全管理をめざし，さら

に取組を進めていきたいと考えている。
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