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平成 31年度生息状況調査結果（県北部区域） 

 

１．目的 

平成 31年度に実施した指定管理鳥獣捕獲等事業（以下「指定管理事業」とい

う。）の事業評価、及び令和 2年度の指定管理事業実施計画を検討するための基

礎情報とすることを目的として、イノシシの痕跡密度調査（以下「痕跡調査」

という。）及び自動撮影カメラ調査（以下「カメラ調査」という。）を実施した。 

 

２．方法 

２―１．対象地域 

 痕跡調査ルート及びカメラ調査地点の分布を図１に示した。 

痕跡調査ルートについて、今年度は計 8 ルートで調査を実施した。各ルート

は、森林・水田・畑・竹林等の出来る限り多様な環境が含まれるように設定し

た。 

カメラ調査について、平成 31年度の指定管理事業の実施区域である成田市の

鳥獣保護管理ユニット（以下「ユニット」という。）NT2 及び香取市のユニッ

ト KT1 を中心に、自動撮影カメラ（以下「カメラ」という。）を設置した。平

成 31年度は、平成 30年度と同様の 21地点で調査を実施した。 

 

図１ 痕跡調査ルート及びカメラ調査地点の分布 

（地図には国土地理院の地図を使用） 
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２－２．調査期間及び調査方法 

痕跡調査並びにカメラ調査の調査期間と調査方法を以下の表１に示す。 

 

表１ 痕跡調査及びカメラ調査の調査期間と調査方法 

手法 調査期間 調査方法 

痕跡 

調査 

令和元年 

11月 18日 

～20日 

・設定したルートの左右 1m（計 2m）を観察。 

・発見した痕跡について、種類別〔食痕、掘り起こ

し（食痕除く）、糞、ヌタ場、こすり跡、泥付き 

獣道、成獣足跡、幼獣足跡〕にその数を記録※１。 

カメラ 

調査 

平成 30年 

11月～ 

令和元年 

11月中旬 

・撮影データの確認後※２、イノシシの撮影枚数とカ

メラ稼働日数から、各カメラ地点について撮影頻

度（1日あたりの撮影枚数）を算出。 

・イノシシ成獣メス※３の撮影頻度についても同様に

算出。 

※１：近接した場所で複数の痕跡が発見され、痕跡の新鮮度やサイズ等から明らかに同一個体

の痕跡だと判断した場合、1つの痕跡として記録。 

※２：人による確認の前に、自動判別プログラムを用いて、各写真について動物の在・不在を

判定した。各地点の動物「在」と判定された写真を確認し、イノシシの撮影が無かった地点

については動物「不在」と判定された写真も確認した。 

※３：分散個体の可能性があるオスではなく、定着の指標となる成獣メスの生息状況をみるた

め。 

 

３．結果 

３－１．平成 31年度調査結果 

令和元年 11月の痕跡調査とカメラ調査の結果を図２に示し、カメラ調査期間

におけるイノシシの撮影枚数をカメラの稼働日数で除した数値（以下「全期間

撮影頻度」という。）を図３に示した。撮影頻度が比較的高いカメラ調査地点

については月ごとの撮影頻度を図４に示した。さらに、イノシシ成獣メスの全

期間撮影頻度を図５に示した。 

ルート別・痕跡種類別の痕跡数等の詳細な結果については、別添の表１に示

し、カメラの地点別・月別のイノシシ及びイノシシ成獣メスの撮影頻度等につ

いては、別添の表２及び表３にそれぞれ示した。 

 なお、痕跡調査ルートは「BN●」、カメラ調査地点は「N-●」とそれぞれ表

記する。 
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＜イノシシの生息状況＞ 

・香取市の痕跡ルート BN2（片野・山之辺）は痕跡密度が高く、近くのカメラ

調査地点 N-04（片野）及び N-12（玉造） でも撮影頻度が比較的高い。香取

市の西部では、痕跡密度もカメラの撮影頻度も高いことから、この地域は、

他の地域に比べイノシシが多く生息していると考えられる。 

・カメラ調査が行われていない地域（成田市中部と西部）について、成田市の

痕跡ルート BN8（芦田・西和泉）と BN14（大袋・下方）では痕跡密度が比

較的高く、同地域にもイノシシが多く生息している可能性が示唆された。 

・撮影頻度が比較的高い地点（N-04、N-05、N-12、N-14）では、夏期（6 月

～8月）に撮影頻度が最も高くなった。 

 

 

図２ 令和元年 11月のイノシシの痕跡密度及び撮影頻度 

（カメラ調査地点は番号のみ表示（例：N-01 → 1）） 
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図３ イノシシの全期間（平成 30年 11月～令和元年 11月）撮影頻度 

（カメラ調査地点は番号のみ表示（例：N-01 → 1）） 

 

図４ 撮影頻度が比較的高いカメラ調査地点の月ごとの撮影頻度 

（横軸：撮影月、縦軸：撮影頻度） 
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＜イノシシ成獣メス撮影頻度＞ 

・香取市鳥羽の N-14 で、イノシシ成獣メスの撮影頻度が比較的高かった。 

・また、香取市多田の N-10 等でも、イノシシ成獣メスの撮影が確認された。 

 

図５ イノシシ成獣メスの全期間(平成 30年 11月～令和元年 11月)撮影頻度 

（カメラ調査地点の番号のみ表示（例：N-01 → 1）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 香取市鳥羽の N-14の 

月別撮影頻度 
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３－２．痕跡密度及び撮影頻度の経年変化 

 平成 29 年度から平成 31 年度までの痕跡密度の比較結果とその傾向を表２に

示した。 

 

＜痕跡密度の経年変化＞ 

平成 29 年度から平成 31 年度にかけて、痕跡密度が増加しているルートが多

く（8 ルート中 5 ルート）、特に香取市片野・山之辺の BN2 の痕跡密度は平成

29年以降増加している。 

 

表２ 平成 29年度から平成 31年度までの痕跡合計・密度の比較 

調査 

ルート名 
市町名 地区名 

痕跡密度（個/km） 傾向 

（痕跡密度の

増減） 
H29 H30 H31 

実施区域内 

BN1 

香取市 

大倉 － 6.35 4.83 減 

BN2 片野・山之辺 9.43 9.67 40.39 連続増加 

BN13 観音・鳥羽 － 6.51 26.37 増 

BN6 成田市 横山 0.28 1.12 2.51 連続増加 

実施区域外 

BN10 
芝山町 

多古町 

菱田 

一鍬田 
0.23 3.47 2.76 

前年から減 
 

※ただし、H29 よ

り密度は高い。 

BN12 芝山町 岩山・大里 0 0 0 なし 

BN8 
成田市 

芦田・西和泉 0 1.95 6.63 連続増加 

BN14 大袋・下方 － 4 16.02 増 

平均 1.54 3.56 12.44  

「－」：調査されていないため、データ無し 
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＜ユニット別撮影頻度の経年変化＞ 

 ユニットごとに、平成 30 年度と平成 31 年度までの撮影頻度を図７に、その

差分を図８に示した。撮影頻度は前年から減少したユニットが４ユニット中２

ユニットあった。撮影頻度が比較的高いユニット KT1 は、平成 30 年度に比べ

て少し高くなった。 

なお、平成 29 年から平成 31 年度までのカメラ地点ごとの撮影頻度は、別添

表４に示した。 

 

図７ 平成 30年度（左）及び平成 31年度（右）のイノシシ全期間撮影頻度 

 

 
図８ 平成 30年度から平成 31年度のイノシシ全期間撮影頻度の変化 
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３－３．捕獲事業実施区域内における捕獲実施前後の撮影頻度の変化 

 指定管理事業実施区域内における計 2 ユニットについて、実施期間（令和元

年 7月～11月）前後の撮影頻度を図９に、その差分を図１０に示した。 

・香取市のユニット KT1 では、捕獲前（令和元年 5・6 月）から捕獲後（令和

元年 11月）にかけてイノシシの撮影頻度が少し減少した。 

・成田市のユニットNT2では、捕獲前後の撮影頻度に大きな変化はなく、イノ

シシの撮影が無い状況が続いた。 

 

図９ 令和元年 5・6月（左）及び 12月（右）のイノシシ撮影頻度 

 
図１０ 令和元年 5・6月から 12月のイノシシ撮影頻度の増減 



9 

 

４．まとめ 

・香取市西部の痕跡密度とカメラの撮影頻度が昨年に引き続き比較的高いこと

から、この地域は他の地域に比べイノシシが多く生息していると考えられる。 

・また、同地域において、痕跡密度が昨年から増加し、撮影頻度も一部の地点

で増加した。このことから、イノシシの生息数は増えていると考えられる。 

・一方で、その周辺地域（成田市、芝山町、多古町）は、痕跡がほとんどみら

れず、撮影頻度も継続して低いことから、イノシシの生息密度が低いと考え

られる。 
 


